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ABSTRACT 
 
本研究では、奥住・池田・國分・北島(2012)と同一のデータベースを用いて、学齢期の障

害児の保護者が学校と放課後活動に対して重視していること 11 項目と、子どもの年齢、性別、

在籍学校との関連を調べた。６つの放課後活動グループを利用する保護者 198 名に調査用紙

を配布し、回収数 127 部（回収率は 64.1%）、有効回答数は 114 部（57.6%）であった。学校

に重視していることについては、特別支援学校より小学校等に通う子どもの保護者で「文字

や計算など、子どもが基本的な学力を獲得すること」を、女子よりも男子の保護者で「身辺

自立など子どもの日常生活に必要な力をつけること」を、小学校等よりも特別支援学校に通

う子どもの保護者で「保護者のレスパイト(休息・介護負担軽減)を保障すること」を学校に

重視していた。放課後活動に重視していることについては、低年齢の子どもの保護者ほど「交

通機関の利用など、子どもが社会生活に必要な力を身に付けること」を放課後活動に重視し

ていた。 
 
This study investigated the relation between the importance of school education and 

after-school activity programs and age, sex, and school type in school-aged children with 
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disabilities. For this study, 198 parents from six programs were administered a 
self-report questionnaire, yielding data of 114 parents (57.6%). Parents with children 
attending primary school regard academic skills as important in school education. 
Parents with male children regard ADL skills as important in school education. Parents 
with children receiving special needs education school think of respite services as 
necessary. Parents with young children regard social abilities as important in 
after-school activity programs. 
 
＜Key-words＞ 
特別支援学校、放課後活動、障害児の保護者 
special needs education school, after-school activity programs, parents of children with 

disabilities 
 Asian J Human Services, 2012, 3:131-137. © 2012 Asian Society of Human Services 
 
 

Ⅰ．はじめに 

 

 放課後活動は、学齢期の障害のある子ども（以下、障害児とする）にとって、家庭、学校

と並ぶ「第三の生活・活動の場」である。そこには学校とは異なる集団での活動があり、障

害児の発達保障にとって重要な意味があるとされている(品川, 2001；奥住, 2009；黒田, 
2005；丸山, 2007)。しかし、その意義の高さに反して制度は不安定な試行錯誤であり（田中, 
2001；渡邊, 2001）、2011 年度までは障害者自立支援法による児童デイサービスなどを中心

として行われていた。2012 年度からは改正児童福祉法による放課後等デイサービスとして行

なわれることになった。 
 放課後活動と学校との関係については、たとえば学校には教育課程や指導計画があり、学

校教育として行うべき授業や活動が多数用意されている。一方、放課後活動は、その種類に

もよるが、そうした制約の少ない環境で活動がなされる場合が多い（奥住, 2008）。こうした

違いから、両者の相互連携の必要性が近年ますます指摘されている（奥住・端山・村岡, 2010；
丸山, 2011a）。送迎やボランティアの専門性など放課後・休日支援に対する障害児の保護者

の要求・ニーズを明らかにした研究は少なくないが（津止・立田, 2005；丸山, 2009a；丸山, 
2009b；丸山, 2011b；丸山, 2011c）、しかし、学校との対比でそれが検討されたものは、奥

住・池田・國分・北島(2012)を除くとほとんどない。 
 その奥住・池田・國分・北島(2012)では、東京の障害児放課後活動を利用する障害児の保

護者を対象に、学校と放課後活動で重視することの違いの比較検討が行われている。学校、

放課後活動について、重視するかどうかの 11 項目それぞれが 4 段階評定される。その結果、

放課後活動よりも学校に重視する役割として「文字や計算など、子どもが基本的な学力を獲

得すること」、「身辺自立など子どもの日常生活に必要な力をつけること」、「子どもが言葉や

コミュニケーションの力などをつけられるようにすること」、「子どもが対人関係やソーシャ

ルスキルを身につけること」、「交通機関の利用など、子どもが社会生活に必要な力を身に付

けること」の５点を、逆に学校よりも放課後活動に重視する役割として、「子どもが安心して
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けること」の５点を、逆に学校よりも放課後活動に重視する役割として、「子どもが安心して

過ごせる居場所を作ること」、「保護者のレスパイト(休息・介護負担軽減)を保障すること」、

「保護者の就労を保障すること」の３点を指摘した。学力、コミュニケーション、ソーシャ

ルスキルなどの獲得については学校に重視する一方、放課後活動は安心できる居場所であり

保護者のレスパイトという位置づけである。こうして、障害児の保護者一般が考える学校と

放課後活動との重視する中身の違いが明らかにされたが、子どもの年齢や在籍学校などの影

響はここでは検討されていない。 
 そこで本研究では、奥住・池田・國分・北島(2012)と同じ保護者のデータベースを用いて、

学齢期の障害児の保護者が学校と障害児放課後活動それぞれに対して重視していることにつ

いて、子どもの年齢、性別、在籍学校との関連を調べ、そこから両者の違いについて検討す

る。 

 

 

Ⅱ．方法 

 

（1）対象 

 奥住・池田・國分・北島(2012)で発表したものと同一のデータベースを用いた。学齢期の

障害児を対象に放課後活動を行なっている 6 か所の「障害児放課後グループ連絡会・東京」

に加盟するグループに調査を依頼し、承諾を得た。どのグループも開所日は週５～６日と、

多くの日の放課後（あるいは休日）の利用が可能である。「障害児放課後グループ連絡会・東

京」は、1991 年に結成された、東京都内に所在する障害児の放課後活動（学校休業日も含む）

を実施するグループの連絡会である。その 6 か所を利用する子どもの保護者 198 名に調査用

紙を配布し、回収数は 127名（回収率は 64.1%）、うち欠損値のない有効回答数は114名（57.6%）

で、それを分析対象とした。調査は 2011 年度に実施した。回答は無記名である。114 名の属

性については、回答者は母親 105 名、父親 9 名。対象児童生徒の性別は女子 26 名、男子 88
名。学校は小学校（小学部）45 名、中学校（中学部）39 名、高等部 30 名。在籍学校は特別

支援学校 93 名、小・中学校 21 名であった。 
  
（2）質問紙の構成と質問項目 
 表１、２に重視しているかどうかに関する 11 の質問項目を示す。それぞれの項目について、

「学校に重視していること」と「放課後活動に重視していること」を問う形式とした。「全く

重視していない」(1 点)、「あまり重視していない」(2 点)、「やや重視している」(3 点)、「と

ても重視している」(4 点)の 4 件法で回答を求めた。回答者の基本情報については、利用する

施設名称、子どもとの続柄、子どもの年齢・学年、子どもの性別、子どもの通う学校の種別

を尋ねた。得られたデータはデータベースソフトでデータベース化したのち、重回帰分析（一

括投入法）を行った。11 項目それぞれの評価を従属変数、子どもの年齢、性別（女子 0、男

子 1）、在籍学校（特別支援学校 0、小学校等 1）が独立変数である。統計処理には SPSS を

用いた。 
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Ⅲ．結果 
 
 表１は、学校で重視することについての重回帰分析（一括投入法）の結果をまとめたもの

である。重相関係数 R が有意だった項目は、問２「文字や計算など、子どもが基本的な学力

を獲得すること」、問３「身辺自立など子どもの日常生活に必要な力をつけること」、問 10「保

護者のレスパイト(休息・介護負担軽減)を保障すること」の 3 項目であった。有意だった項

目について独立変数の標準偏回帰係数 βをみる。問２では在籍学校が有意であり、特別支援

学校よりも小学校等に通う子どもの保護者の方が「文字や計算など、子どもが基本的な学力

を獲得すること」を学校に重視している。問３では性別が有意であり、女子よりも男児の保

護者ほど「身辺自立など子どもの日常生活に必要な力をつけること」を学校に重視している。

問 10 では在籍学校が有意であり、小学校等よりも特別支援学校に通う子どもの保護者の方

が「保護者のレスパイト(休息・介護負担軽減)を保障すること」を学校に重視している。 
 表２は、放課後活動で重視することについての重回帰分析（一括投入法）の結果をまとめ

たものである。。重相関係数 R が有意だった項目は、問９「交通機関の利用など、子どもが

社会生活に必要な力を身に付けること」だけであった。独立変数の標準偏回帰係数(β)をみる

と有意だった独立変数は年齢であり、低年齢の子どもの保護者ほど「交通機関の利用など、

子どもが社会生活に必要な力を身に付けること」を放課後活動に重視している。 
 
 
 
 

表 1 学校に重視することに関する重回帰分析結果 
 

項 目 
標準偏相関係数(β） 重相関係数

(R) 年齢 性別 在籍学校 

１ 子どもが安心して過ごせる居場所を作ること －.066 －.056* －.032** .089** 

２ 文字や計算など、子どもが基本的な学力を獲得すること －.149 －.032* －.295** .351** 

３ 身辺自立など、子どもの日常生活に必要な力をつけること －.089 －.254* －.012** .262** 

４ 子どもが言葉やコミュニケーションの力などをつけられるようにすること －.176 －.02** －.018** .179** 

５ 子どもの成長・発達の土台を豊かにすること －.056 －.112* －.003** .122** 

６ 子どもが友だちや同年代の仲間と過ごすこと －.059 －.123* －.123** .188** 

７ 子どもが趣味に繋がる活動を見つけ、それを楽しむこと －.033 －.117* －.032** .119** 

８ 子どもが対人関係やソーシャルスキルを身に付けること －.012 －.102* －.136** .157** 

９ 交通機関の利用など、子どもが社会生活に必要な力を獲得すること －.086 －.053* －.036** .102** 

10 保護者のレスパイト（休息・介護負担軽減）を保障すること －.079 －.029* －.282** .284** 

11 保護者の就労を保障すること －.045 －.043* －.138** .137** 

+p<.10 *p<.05, **p<.01 
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表 1 学校に重視することに関する重回帰分析結果 
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３ 身辺自立など、子どもの日常生活に必要な力をつけること －.089 －.254* －.012** .262** 

４ 子どもが言葉やコミュニケーションの力などをつけられるようにすること －.176 －.02** －.018** .179** 

５ 子どもの成長・発達の土台を豊かにすること －.056 －.112* －.003** .122** 

６ 子どもが友だちや同年代の仲間と過ごすこと －.059 －.123* －.123** .188** 

７ 子どもが趣味に繋がる活動を見つけ、それを楽しむこと －.033 －.117* －.032** .119** 
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10 保護者のレスパイト（休息・介護負担軽減）を保障すること －.079 －.029* －.282** .284** 

11 保護者の就労を保障すること －.045 －.043* －.138** .137** 

+p<.10 *p<.05, **p<.01 
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９ 交通機関の利用など、子どもが社会生活に必要な力を獲得すること －.325** －.087 －.044 .336** 

10 保護者のレスパイト（休息・介護負担軽減）を保障すること －.202** －.056 －.133 .229** 

11 保護者の就労を保障すること －.04** －.046 －.005 .062** 

+p<.10 *p<.05, **p<.01 

 
 
 

Ⅳ．考察 
 
 本研究では、奥住・池田・國分・北島(2012)と同一のデータベースを用いて、学齢期の障

害児の保護者が学校と障害児放課後活動に対して重視していることについて、子どもの年齢、

性別、在籍学校との関連を重回帰分析により調べた。 
 学校に重視していることについてモデルで説明可能な項目は３つであった。まず、基本的

な学力の獲得である。この能力については、奥住・池田・國分・北島(2012)で、保護者一般

には放課後よりも学校で重視されているという結果が得られている。今回の分析から、同じ

学校でも特別支援学校より小学校等の方で重視されていることが明らかとなった。これは児

童生徒の障害の程度や教育課程で教科学習をより重視する傾向にある等を勘案すれば、おお

むね妥当な結果であろう。一方で、身辺自立、コミュニケーション、ソーシャルスキルなど

の獲得については、特別支援学校で特に重視されているわけではないことにも注意を払う必

要がある。小学校等に通う障害児の保護者は、読み書き計算等の学習スキルのみならず生活

上の力量形成をも希望していると推察される。 
 身辺自立などの日常生活に必要な力の指導もまた、奥住・池田・國分・北島(2012)では、

放課後活動よりも学校での獲得を重視している。今回の分析から、学校で女子よりも男子で

とりわけ重視されていることがわかった。これは障害のある男子が女子よりも身辺自立など

の課題が顕著であることを示唆するが、一方で保護者の子どもの見方の性ステレオタイプを

考える必要もあるだろう（遠藤, 2005）。丁寧な知見の積み重ねが必要である。 
 ３つめのレスパイトとしての役割は、小学校等よりも特別支援学校で重視するという分析
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結果となった。学校は、当然のことではあるが、レスパイト機関でない。奥住・池田・國分・

北島(2012)からも、学校よりも放課後活動でこの役割は重視されるという結果が得られてい

る。しかし、学校だけに注目すれば、子どもが学校に行っている間の保護者の時間保障とい

うことの重要性もまた示唆されるのである。そう考えると特別支援学校でとりわけこれが重

視されたということは妥当であり、その背景には子どもの障害の程度や支援の必要度などが

推察される。 
 一方、放課後活動に重視していることでモデルが説明可能だったものはわずか１つであっ

た（有意傾向(p<.10)のものは１項目あった）。交通機関の利用などの社会生活に必要な力の

獲得で子どもの年齢が低いほど重視するということは、保護者が早くにこうした力量を活動

の中で身につけさせたいと考えている結果と推察される。有意傾向ではあるが、身辺自立の

力の獲得についても低年齢の保護者が重視するという同様の傾向が得られており、この推測

の妥当性を説明するだろう。しかし一方で、奥住・池田・國分・北島(2012)では、生活上の

力量の獲得の場という役割は放課後活動ではなく学校が担うと保護者一般は考えていること

には注意を払いたい。今回の結果はそうした役割が少なからずあることを示唆するものでは

あるが、多くの保護者の障害児放課後活動の意味は安心できる居場所だということは確認し

ておきたい（奥住・池田・國分・北島, 2012) 
 なお、今回、放課後活動については、取り上げた年齢、性別、在籍学校の３要因ではほと

んどの項目をモデルが説明しなかった。他の要因を推定しつつ、さらに研究を進める必要が

あるだろう。 
 

付記 
 
 調査にご協力頂きました 6 か所の障害児放課後活動グループと、そこを利用する保護者の

皆様に感謝申し上げます。 
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