
社会福祉協議会における福祉教育プログラム

出前講座の実施について
～生きる力・地域共生社会の実現に向けて～

社会福祉法人
八千代市社会福祉協議会 地域振興課



地域福祉（福祉でまちづくり）を推進す
る団体です。

地域の生活課題を住民の皆さんとともに
考え、解決に向け共に支えあい、人間味の
ある住み良いまちづくり実現のため事業を
展開しています。

【目指す将来像】

『すべての市民が主役』
～誰もが住み慣れた地域で

安心して暮らせるわが街・八千代市～

社会福祉協議会とは
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私たちの住む地域には、多様な価値観を持った様々な
人たち（子どもから高齢者・障害や病気等）が一緒に生
活しています。

「誰一人取り残されない持続可能で多様性と包摂性の
ある社会」を実現するには、お互いの違いを知り、認め
合うことが、今まで以上に大切になります。

このプログラムを通じ、他者を理解するとともに「自
分には何が出来るか」を考え「ともに生きる力」を地域
の方々と一緒に育んでいきます。

プログラムの目的
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プログラムの構成

～知る・考える～ ～気づく・思いやる～ ～出会う・つながる～

出前講座には、講話・体験・交流の３つのプログラムがあります。それぞ
れのプログラムをご希望に合わせて自由に組み合わせることが可能です。

体験や交流を通じて、実感を持ちながら様々な立場の人への理解を深め、
地域とのつながりをつくります。(プログラムによってはオンラインで

実施可能です。ご相談ください。)

講話の授業を通じて、「ふくし」の基本的な考え方を学びます。
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講話プログラム

“ふくし”の基本的な考え
方や“ともに生きる”ことの
大切さを学び、みんなの幸せ
を実現するために自分にでき
ることについて考えます。

１
心のバリアフリー

実施人数：1クラス～1学年

自助・公助・共助の考え方
を基に災害時の対応の仕方や
今すぐ取り組むべき防災につ
いて知り、災害時の助け合い
や平時の支え合いの大切さを
学びます。

２
防災寺子屋

実施人数：1クラス～1学年

ＳＤＧｓの視点から“ふくし”
の考え方を学んでいただきます。
みんなが幸せに生活するためには、
一人ひとりの行動が大切だという
ことを理解してもらいます。

３
ＳＤＧｓ講座

実施人数：1クラス～1学年

その他、ご希望に合わせたプログラ
ムを実施することも可能です。まずは、
ご相談下さい。
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体験プログラム～障害者～

１車イス体験

実施可能人数：40人程度まで

体験プログラムを通じて、障害者の目線に立って考え、相手を思いやる行動
の大切さを学びます。また、障害者のために、自分にもできることがあるとい
う感覚を養います。

２白杖体験

３手話体験

４点字体験

※原則、体験プログラムのみでは実施いたしません。講話とセットでの実施をお願いします。6



体験プログラム～災害～

１ＨＵＧ(避難所運営ゲーム)

実施可能人数：1クラス～1学年

体験プログラムを通じて、具体的に災害についてのイメージを持つことがで
きます。また、グループワークを通じて、周りの人との助け合いや一人ひとり
の役割の重要性を理解します。

２ＤＩＧ(災害想像力ゲーム)

３非常食体験

４救助法

カードを使って、避難所の運
営を疑似体験します。避難所に
訪れる様々な人の立場に立って
考え、限られた時間で判断する
ことの大切さを学びます。

自分たちの暮らす地域の地図
を使って、災害時にどのような
対応が必要かを考えます。ゲー
ムを通じて災害や地域、住民に
対する理解を深めます。

※原則、体験プログラムのみでは実施いたしません。講話とセットでの実施をお願いします。7



体験プログラム～その他～

１ボランティア体験

実施可能人数：1クラス～1学年

その他、様々な体験プログラムをご用意しています。また、プログラムに無
い活動をご希望の場合は、担当職員にご相談ください。

２バリアフリーマップ

３高齢者疑似体験

４ 認知症サポーター
養成講座

地域で活動する
ボランティアグ
ループ方々と一緒
にボランティア体
験を行います。

当事者と一緒に学
校の内外を探索し、
危険な箇所や使いや
すい場所を調べ、
マップを作成します。

認知症を学び、認知症状
のある方への接し方やその
家族を支えるにはどうした
らよいかを考えます。

高齢者の身体の状態
を体験し、自分がどの
ようにサポートできる
かを考えます。

※原則、体験プログラムのみでは実施いたしません。講話とセットでの実施をお願いします。8



交流プログラム
当事者との交流を通じて、障害など様々な立場にある人への正しい理解を深

めます。また、身近に課題を抱える人たちがいるという認識を高め、自分にも
地域の人たちのためにできることがあるという感覚を養います。

１ 当事者との交流 ２ 地域の人との交流

障害者の生活についての話を聞いたり、直接質問し
たりすることで交流を図ります。視覚障害者(白杖
ユーザー・盲導犬ユーザー)、肢体不自由者(車イス
ユーザー)、聴覚障害者の方々との交流ができます。

地域で活躍する企業や団体、施設の方々から、活
動についてのお話を聞きます。一緒に活動の体験を
することも可能です。

実施可能人数：1クラス～1学年
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プログラムの実施例

実施する場所や時間、クラス数に応じて、柔軟に構成することが可能です。
まずは、ご希望をお知らせください。

日程 時間 内容 実施形態

１日目 2～4時間目 講話「心のバリアフリー」 クラス毎

２日目 2～4時間目 体験「車イス・白杖」 クラス毎

３日目 2・3時間目 交流「車イス・白杖ユーザー」 学年一斉

日程 時間 内容 実施形態

1日完結

１時間目 講話「防災教室」 学年一斉

２～4時間目 体験・交流「HUG」 学年一斉

５時間目 振り返り・発表 学年一斉

＜テーマ：障害者＞

＜テーマ：防災＞
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実施校にご協力いただき、プログラム実施前と実施後にアンケートを行いました。

プログラムの効果

アンケート結果

28%

36%

体の不自由な方でも自分より

できることがあると思いますか

28%

44%

体の不自由な方のために自分にで

きることがあると思いますか

たくさん
あると思う

54%
35%

あると思う

たくさん
あると思う

あると思う

たくさん
あると思うあると思う

８９％
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34%
59%

周りに困っている人がいたら

助けてあげたいと思いますか

40%

39%
42%57%

とても思う
思う

とても思う思う

９９％
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たくさん
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あると思う

７９％
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◇今までは自分には関係ないと思っていたけど、自分にもできること、
役に立てることがある事がわかった。今から自分にできることをさが
してやってみようと思います。

◇体が不自由でも不自由じゃなくても困っている人を見つけたら助け
たいと思った。

◇体の不自由な方でもできることがたくさんあって差別してはいけない。
そして、みんなが幸せな町をつくる！

◇私は天災を自分とはあまり関係ないものだとおもっていました。もし
災害が起きたときに自分がどのような行動をとればよいか考えること
が大切だとわかった。

◇地域の方とコミュニケーションをとりながら楽しくゲームを進める
ことができた。災害の時にコミュニケーションをとることも大事。

プログラムの効果

子どもたちの声
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◇中学生と普段関わりを持つ機会の少ない地域住民のつながりができる、
いざという時に協力しやすい。

◇災害時に備えてシュミレーションを一緒に体験することは大変意義が
ある。

◇同じ地域に住んでいてもなかなか触れ合う機会がないので共通の話題
を探すのも難しいが、防災というテーマがあり良い。

◇顔の見える関係を作るきっかけになる。

◇子どもたちを見守ることで、自分たちも学ぶ場をもらっている。

プログラムの効果
地域の方々の声
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プログラムの効果

◇車イスや白杖に触れたことで、色々な立場な人がいるという点に目が
向くようになった。

◇今後、学校でも福祉の観点を取り入れた授業を取り入れていきたい。

◇出前講座を受けるのは初めてではないが、繰り返しお話を聞く事で
新たに気づけることがあり、有意義な時間だった。

◇TVの情報からだと「福祉＝つらい」というイメージになりがちだが、
体験することで、福祉に興味を持ち、進路として福祉関係を選択肢の
一つとして考える生徒がいる。

◇普段、高齢者との関わりがない生徒が多い。授業の中でも高齢者の
ことを学ぶ機会はあるが、高齢者の疑似体験を行うことで、生徒たち
の中で高齢者のイメージが湧きやすい。

学校の先生方の声
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申込
•まずはお電話ください。申込書をお届いたします。

打合せ
•目的、プログラム内容について打合せを行います。

調整
•講師、ボランティアとの日程調整及び必要備品確認

決定
•調整後担当者様へご連絡させていただきます。

実施
•プログラムを実施します。

振返り
•今後の参考のため、ご意見等お伺いできれば幸いです。

※準備・調整の都合上、実施希望日の１か月前までにお申込みください

実施までの流れ

お問合せ：八千代市社会福祉協議会 地域振興課 ０４７-４８３-３０２１

※外部講師謝金や備品費など実施費用をご負担いただく場合がございます
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これまでたくさんの学校・先生方にご協力いただき、お子さ

んたちに福祉教育出前講座をお届けしてきました。

「誰もが安心して暮らせるまち」を実現するためには、住民

の福祉への理解が不可欠であり、地域で暮らす子どもへの働き

かけがその第一歩になります。千葉県としても、同じ地区の

小・中学校、高等学校と社会福祉協議会が連携・共同する「福

祉教育パッケージ指定」を進め福祉教育の推進に努めています。

この八千代市を「お互いを認め合い、共に支え合えるまち」

にしていけるよう、今後とも福祉教育出前講座の実施にご協力

いただけると幸いです。

終わりに
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