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やっさ踊り参加者の調査から考えられた

障害者が社会生活をおくるためのニーズ
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障害者が当市で社会生活をする際のニーズを探るために，やっさ祭り終了後「明日に架ける橋チームj として

踊りに参加した障害者，家族，ボランティアを対象に調査を実施した。その結果，物理的環境と社会的環境のご

つの側面でニーズを捉えることができた。また，障害の有無にかかわらず，共に参加する機会をつくることの必

要性が示唆された。

キーワード:障害者，ボランティア，地域の行事，ニーズ，社会生活
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緒言

近年，地域のバリアフリー化が注目され，障害者が

社会生活をするために様々な条件が整備されつつある。

また，多様な障害を持つ者が地域で社会生活をおくる

ための研究が様々な方向でなされている。しかし，障

害を持った者のために特別につくられた施設や行事へ

の参加ではなく，地域に根付いた住民に親しまれた施

設や行事へ参加するための研究はほとんどみられない。

社会生活は日常の活動とともに月に一度や年に一度催

される地域の行事等への参加も含むと考えられる。本

調査ではこのような地域に根付いた行事に参加するこ

とを社会生活の一部であるととらえた。

M市では毎年 8月に「やっさ祭りJという古くから

地域住民に非常に親しまれた行事がある。この祭りで

は，地区やサークルや企業などが連をなして踊る O

1997年にはやっさ祭りの実行委員会に「人にやさしい

祭り委員会Jが発足し，その一員としてH短期大学ボ

ランティア部学生(以下ボランティア部)が加わった。

この活動から障害を持った人もそうでない人も一緒に

やっき踊りに参加するという理念の基に「明日に架け

る橋jチームが1998年にボランティア部を中心に結成

され，初めて踊りに参加した。このチームは障害者及

びその家族とそれに協力するためのボランティアから

構成された。

本調査の目的は，障害者及び家族とボランティアか

らなる「明日に架ける橋jチームの参加者全員を対象

に，踊りに参加した感想，それによる困難があったか

どうか，来年の祭りへの参加の希望等を具体的に質問

することによって，社会生活の一部である地域活動に

参加する際の障害者のニーズを探るとともに，このよ

うな活動の意義を検討することである。

方 法

1.研究対象

調査対象者は，障害の有無にかかわらずやっさ踊り

に参加するために結成された「明日に架ける橋」チー

ムに参加した障害者・児，家族，ボランティアの計

116名であった。チーム結成に際しては，ボランティ

ア部が通常の活動で関わりをもっ施設や作業所，当事

者クりレープ等の団体を通して障害者に参加を呼びかけ

た。そのため，知的障害，身体障害，頚髄損傷等様々

な障害を持つ者の参加が得られた。ボランティアに際

しては，ボランティア部が中心となり，他大学のボラ

ンティア部や地域のボランティアグループにも呼びか

け協力を得た。

2.調査方法

調査方法は，やっさ祭り終了後， I明日に架ける橋」

チームとして踊りに参加した者全員を対象に自記式質

問紙の郵送法にて行った。障害者・児に対する質問紙

の内容は， (1)当人に関すること:年齢，性別，職業，

障害の有無，移動手段， (2)やっさ踊り参加前:やっき

踊り参加経験，障害者の団体や行事の参加経験，踊り

に参加する前の不安・心配， (3)やっさ踊り参加後:感

想，困ったこと，解決方法， (4)ボランティアの対応に

ついて， (5)準備会について， (6)来年のやっさ祭りの参

加について， (7)全体を通しての自由な感想とした。 (7)

の他に(3X4)(5)でも自由記述欄をもうけた。自分で質問

紙に回答できない場合は代筆を求めた。家族とボラン

ティアに対する質問紙の内容は， (1)当人に関するこ

と:年齢，性別，職業， (2)やっき祭り参加前:障害者

に団体や行事の参加経験，踊りに参加する前の不安・

心配， (3)やっさ踊り参加後:楽しき，困ったこと，解

決方法， (4)準備会について， (5)来年のやっさ祭りへの

参加について， (6)全体を通しての自由な感想とし， (6) 

の他に(2)(3)(4X5)でも自由記述欄をもうけた。

3.分析方法

自由記述の分析の際には，すべての記述の意味を比

較しながら分類した。さらに，自ら進行性の脊髄疾患

をもっ文化人類学者のマーフィー1)が指摘した物理的

環境と社会的環境を枠組みとして，自由記述からニー

ズを抽出した。彼は障害者が地域で暮らしていくため

には，物理的環境と社会的環境を乗り越えなければな

らないと述べている O 波平2)はこのようなマーフィー

の指摘を障害者が社会へ出ることが困難な日本に対し

示唆を与えるものであると述べている D そのため，本

調査結果から障害者が社会生活をおくるためのニーズ

を抽出するのに適していると考え活用した。

結果

1.対象者の概要

参加者116名に質問紙を送付し， 88名 (75.8%) か

ら回答を得た。回答者は障害者25名(回答率73.3%)，

家族 6名を含む家族・ボランティア63名(回答率78.8

%)であった。表1に分析対象者の特性を示した。自

分で調査用紙に記入した障害者は10名，代筆が14名，

不明が1名あった。障害者の平均年齢は29.7歳 (8"-'67

歳入家族及びボランティアの平均年齢は37.1歳 (18"-'

81歳)で障害者の方がやや若年だった。性別は，障害

者では男女ほぽ同数であったが，家族・ボランティア

では女性が40名 (63.5%) とやや多かった。全体に学

生が多く障害者では 6名 (24.0%)，家族・ボランティ

アでは25名 (40.0%)だった。障害者の職業は作業所
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表 l 対象者の特性

障害者

人数 名 25 

平均年齢(歳) 29.7(8-67) 

性別 名(見) 男 13(52.0) 女 12(48.0)

職業 学生 6(24.0) 
名(見) 主婦 2( 8.0) 

会社員 3(12.0) 
無職 4(16.0) 
病院Eび福祉
施設職員 O( 0 
作業所 6(24.0) 
そのイ也 4(16.0) 

移動時 車椅子 12(48.0) 
補助具 電動車崎千 6(24.0) 
(捜数回答) 杖 1 ( 4.0) 
名(覧) その他 2( 8.0) 

無 9(36.0) 

踊りの経験名(完) 有 11(44.0) 無 14(56.0)

障害者団体及び

行事への参加名(見)有 19(76.0) 無 6(24.0)

員が学生と同数で、多かったが，家族・ボランティアの

職業には目立つた傾向はなかった。障害の有無に関わ

らず共に祭りへ参加するという主旨から，障害の内容

に関する詳細な質問はせず，移動手段についてのみ尋

ねた結果，車椅子の利用者が12名 (48.0%) と最も多

く電動車椅子利用者も 6名 (24.0%) あった。障害者

団体及び、行事への参加経験のある回答者が多く，障害

者では19名 (76.0%)，家族・ボランティアでは46名

(73.0%) だった。

2.踊り参加前の不安及び心配

不安・心配があると答えた者は，障害者では 8名

(32.0%) 家族・ボランティアでは27名 (42.8%) と

半数には満たなかった。踊りに参加する前の不安・心

配の記述の内容を分類したものを障害者については表

2に，ボランティアについては表 3に示した。その内

容は障害者では「自分自身の体調」や「トイレ等の設

備Jなど具体的なものであり，家族では「他人への迷

惑J(1名)と「ボランティアのサポート体制J(1名)

について，ボランティアではやっき踊りの「踊り方J

や「障害者とのコミュニケーションjなど特定の内容

の他に，このような行事に障害者と共に参加すること

に関する「情報・知識不足からくる不安・心配Jや

「初めての体験からくる漠然とした不安・心配jを記

述していた。
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家族 -rランティア

63(家族6) 

37.1(18-81) 

男22(35.0) 女40(63.4)

25(39.7) 
8(12.7) 
7(11.1) 
6( 9.5) 

5( 7.9) 

12(19.0) 

有46(73.0) 無 17(27.0)

表 2 陣害者の不安・心配

自分自身の体調

トイレ等の設備

他人への迷惑

交通手段

緊急時の対応

5 (名)
4 

表 3 ボランティアの不安・心配

特定の内容に対する不安心配 (名)

-踊り方 6 
・障害者とのコミュニトション 5 
.rランティア自身の体調・都合 3 

・中 Jひになっているスタッフの力量 3 

・事故 2 
.障害者の体調

・天候

情報・知識不足からくる不安心配

-介助方法がわからない 7 

・自分の役割がわからない 7 

初めての体験からくる漠然とした不安心配

-前例がない 4 
・予想、がつかない
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4.次回の祭り参加と自由記述の内容

次回のやっさ祭り参加については，障害者では23名

(92.0%)，家族・ボランティアでは 56名(88.9%)が

次回も参加したいと答えた。さらにその参加形態は，

障害者では23名(92.0%)，家族・ボランティアでは38

名(60.3%)が「明日に架ける橋jチームで踊りに参加

したいと答えた。踊り参加の感想は，障害者では22名

(88.0%)，家族・ボランティアでは60名(95.2%)と，

9割がとても楽しかった又はまあまあ楽しかったと答

えた。

自由記述欄への記入者は，障害者22名(88.0%)，家

族6名(100.0%)，ボランティア54名 (94.7%)であっ

た。これらの内容は，踊り参加の感想、と次回の踊り参

力日への提案の 2つに分類し，それぞれの記述の内容を

表 6，表 7に示した。

踊り参加の感想については，障害者では「積極的に

踊りに参加することができたjや「楽しかったj，家

族では「障害者(当人や子供)の楽しそうな姿を見る

ことができたんボランティアでは参加して「楽しかっ

た」や，大勢で参加できた，みんなで踊ったなど，特

に関わりのなかった参加者ともチームとしての「連帯

感を感じたj という内容の記述が目立つた。また，障

害者では踊り参加によって「新しい出会いがあった」

こと，ボランティアでは「感動・充実感・成功を感じ

た」や「障害者と交流Jしたり「ボランティア同士で

3.踊りに参加して実際に起こった困ったことの内容

とその対処方法

参加当日，障害者では 8名 (32.0%)，家族・ボラ

ンティアでは27名(42.8%)が，困ったことが起こった

と答えた。困ったことについて発生場所を表 4に，そ

の内容について表 5に示した。自宅一集合場所(市の

施設)一広場(スタート地点、) -踊りのコース一自宅

という全ての場所で困ったことが発生していた。その

内容は， 1送迎の確認が不十分j，1車椅子の介助に困っ

たん「障害者の体調が悪くなったj，I!駐車場の場所が

遠かったj，1トイレやおむつ交換の場所がなかったj

など様々であった。その解決方法としては，工夫した

り連絡をとるなどして，今回の調査では個々でうまく

対処できていた。

困ったことが起こった場所表 4

(名)

家族及びrilTO

つ臼「
D
に
d

Q

u

n

b

つ'
M

障害者
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自宅から集合場所

集合場所から広場

広場から踊りのコース

踊りの最中

コース終了から自宅

その他

困ったことの内容表 5

障害者

(名)

ま匝J}iJl'ilil7

q
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送迎の確認が不十分だった

車椅子の介助に困った

雨が降った

障害者の体調が悪くなった

駐車場がないまたは速かった

トイレやおむつ交換する場所がなかった

移動が困難だった(交通の便)

迷子になった

待ち時聞が長かった

介助の組み合わせがわからなかった

帰宅方法の連絡不足があった

終了後貸し出した物品の回収が悪かった

踊り参加の感想、表 6
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家族

内
《

u
'
I
A
'
I
A
-

・，Aa
a
A
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障害者

楽しかった

参加者間の連帯感を感じた

感動・充実感・成功を感じた

障害者との交流をもつことができた

γランティ7との交流をもつことができた

障害者の楽しそうな姿を見ることができた

いい経験になった

障害者のための活動へのステップとなった

積極的に踊りに参加することができた

新しい出会いがあった

沿道の観客の温かい受け入れを感じた

事故を防止できた

介助がスムーズに出来た
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交流をもつことができたjという内容を記述していた。

この他には， r障害者のための活動へのステップとなっ

たJこと， r沿道の観客の暖かい受け入れJや「事故

を防止できたjという内容の記述があった。

次回の踊り参加への提案として分類できた内容では，

企画に関することとしては， r踊りに参加する企画の

継続Jと「中心となるスタップの間での役割分担もし

くは実行委員会jを求める記述があった。さらに，障

害者から「企画者サイドへ障害者の代表を入れるjこ

とを求める内容の記述があった。交流に関しては，障

害者から踊り参加以外での「障害者とボランティア間

の日常的な交流Jを求める内容や，ボランティアから

は準備会の回数を増やしたりゆっくり話す時間が欲し

いなど「さらなる交流jを求める内容が記述されてい

た。今回参加したボランティアの障害者への対応に関

しては，障害者の21名(84.0%)がとてもよかったと答

広島県立保健福祉短期大学紀要 4 (2) 67-74 1999 

えた。一方で，ボランティアの対応に改善点があると

答えた者が 7名(28.0%)いた。障害者が記述した具体

的な内容は個々の障害にあわせた個別的な対応や，子

供扱いしないで欲しいなど， r個人を尊重した対応j

を求める内容が記述されていた。この他には「施設に

関すること」や「施策への反映」を求める内容があった。

5.本調査で明らかにされた陣害者のニーズ

上記に説明してきた自由記述の内容をマーフィーが

指摘した物理的・社会的環境に当てはめ図 1のように

示した。物理的環境に関することとしてとらえられた

ものとしては， rトイレ等の設備に関する不安・心配j，

「交通手段に関する不安・心配j，r!駐車場が無い又は

遠いj，rトイレ又はおむつ交換の場所が無いj，r移動

困難Jがあった。社会的環境に関することとしてとら

えられたものは，ボランティアの不安・心配として記

表 7 次回の踊り参加への提案

企 l帽に関すること

踊 り に 参 加 す る 企 lilJjの継続

.踊りの練留の必要性

・役割分j:fl，&ぴ実行委員会の必要性

f与ち時間の過ごし }jの検討

'PRの仕方の検討

陣存者を企画rrサイドへ

五主流に関するこ 2こ
. ~章:写 rr と車、ランティ 7聞の日常的なの交流の必要性

一般の同体との交流

-参加者間のさらなる失流の必 ~tt
障害者への対応に関すること

. ~章害イ月一に対する個人を尊霊した対応の必要 tt
障害者の体調への配慮

・障害 trが来しんだかを知りたい

施設に関すること

'il!衣する部屋の確保

その他

-施策への反映

物理的環境

トイレ等の設備

交通手段 (表 2) 

障害持 家自主 事、 7ンティ7

(1'，) 

社会的環境

障害者とのコミュニトション

介助方法がわからない

自分の役割が分からない
初めての体験(表 3) 

困ったことが起こった場所

自宅ー自宅(表 4) 介助の組み合わせがわから

送迎の確認不十分 i なかった(表 5) 

駐車場が無い又は速い

トイレ・おむつ交換の場所
移動が困難(表 5) 

車椅子の介助に困った

帰宅方法の連絡不足

(表 5) 

図 l 本調査で抽出された障害者が社会生活をおくるためのニーズ
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述された「障害者とのコミュニケーションム「介助方

法j，I自分の役割j，I初めての体験J等であった。ま

た，両方に分類できたものとしては「送迎の確認j，

「車椅子の介助j，I帰宅方法の連絡不足jがあった。

抽出された物理的環境へのニーズとしては駐車場・

トイレ・交通手段等の確認，送迎・帰宅方法の連絡と

確認であった。社会的環境へのニーズとしては，障害

者とボランティアの日常的な交流，障害者への個別的

な対応であった。これ以外には，企画を継続させるた

めのニーズとして，踊りの練習，実行委員会の設置，

スタップの役割分担，障害者を企画者サイドへいれる

ことであった。

考察

1.物理的環境

物理的環境とは，家庭のベッドから車椅子，そして

玄関，地下鉄から歩道に至る公共の通路など我々をと

りまく物理的な環境のことである1)。本調査で対象に

した障害者の中には車椅子又は電動車椅子の利用者が

14名いた。彼らにとっての物理的環境とはベッドから

車椅子，車椅子から玄関，そこから自家用車又は公共

の交通機関，さらに駐車場又は駅から集合場所等のこ

とである。外出するためには，この間にある段差・階

段・エレベーター及び車椅子でも利用できるトイレの

有無を考慮しどのように移動するかということを具体

的に考えなければならない。結果によると障害者の中

には踊りの参加前には交通の手段について不安・心配

を持った者がおり，実際に困ったこととしてはトイレ

やおむつを交換する場所がなかった，駐車場がないま

たは遠かった，移動が困難だったという内容の記述が

あった。また，踊りに参加するための全ての経路で困っ

たことが発生したという事実は，当市の物理的環境が

障害者にとっての社会的活動の障壁になっていること

の一端を示すものである。

一方で，今回の調査で困ったことが起こったと答え

た7名は，今回の踊り参加では個々でうまく対処する

ことができていた。これは本調査が対象にした障害者

の半数以上が学生・会社員・作業所員等の定期的に普

段から外出をしている者であり，さらに踊りに参加し

たという比較的積極的に地域で生活している者からの

結果であったからだろう。同時に，障害者自らが補助

具を用いて移動を試み，困難を解決する体験を繰り返

すことが外出への自信へとつながるのではないかとも

考えられた。また，障害者間で困難の解決方法を情報

交換しあうことも必要だろう O 物理的環境は人が造る

ものであり人の手によって造りかえることができると

マーフィー1)が述べているように，当事者である障害

者自らが積極的に利用することによっても改善点が明
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らかにされ，外出しやすい環境を整えることにつなが

るのではないだろうか。

2.社会的環境

社会的環境とは，家族を含めその人をとりまく地域

住民を含めた社会的な人間関係のことをさす1)。本調

査が対象にした障害者にとっての社会的環境とは障害

者の家族を含めたボランティア，そして踊りを観に来

ている沿道の観客のことといえるだろう。踊りに参加

する前のボランティアの不安・心配として，障害者と

のコミュニケーション，また介助方法がわからない，

さらには初めての経験だという漠然とした不安・心配

があった。本調査で対象にした家族・ボランティアで

は7割以上の者が障害者の団体や障害者のための行事

への参加経験者で、あった。にもかかわらず，このよう

な不安・心配が記述されたということは，障害者と話

をしたことすらない多くの地域住民であれば，障害者

と共に行動することに対しさらに大きな不安・心配を

抱えるだろうことが予測される。このような現状は障

害者を含めた共同体としての社会的環境の整備がされ

ていないと言える。言い換えれば，このような現状が

物理的環境と併せて障害者を外出させにくくしている

といえるのではないだろうか。今回の調査では，障害

者のほとんどがボランティアの対応はとてもよかった

が，その一方で改善すべき点として障害者に対する個

人を尊重した対応の必要性を指摘していた。ボランティ

アに対する教育を行うだけでなく，個々人が活動を共

にすることで喜び、を分かち合ったり，車椅子を介助し

たり障害者と交流を持つ体験を重ねることによって，

参加者間の直接的な人間関係を築いていくことが必要

であると考えられた。

3.踊り参加の意義と専門職の役割

踊り参加のような地域の行事に障害者とボランティ

アが共に参加する企画をすることは，障害者が車椅子

等の補助具を用いて外出する機会をつくる。さらに，

日常生活の中で障害者と接することの無い者が，活動

を通して，共に楽しんだり，車椅子等の介助を行うこ

とによって交流を深め，お互いを理解しあう場を提供

することになると言えるだろう。

M市で毎年8月に行われる 3日間の「やっさ祭り」

では，踊り・出庖・催し物・花火大会等が行われる。

これは障害者のために特別に企画された行事ではなく，

歴史的にも古くから地域住民に親しまれているもので

あり孔姉民を中心に毎年約35万名が祭りを観に来る。

「やっさ踊りJには約 5千名の市民が参加する。対象

者の感想、の中には，がんばれと声をかけてくれた，温

かい拍手があった等「沿道の観客の温かい受け入れを

感じたj という内容が記述されていた。このように市



民に親しまれた行事への参加を実現することは，障害

を持っているか否かに関わらず同じ市民であるという

ことを地域に住む市民に受け入れてもらう良い機会に

なる D そして，障害者にとって非常に多くのエネルギー

を消費することなく外出が可能となるような物理的条

件が整えられ，地域住民の多くが障害者と接する体験

を持ち，これが日常的な極当たり前になることが「人

にやさしい町」であるといえるのではないだろうか。

踊り参加の企画を成功させ継続させることは参加者の

希望であり，これら 2つの環境を整えるための具体的

な手段の一つであるといえるだろう。この企画を継続

させるためには参加者から指摘されたように，実行委

員会や役割分担についての検討が必要と考えられる。

今回の調査結果から保健福祉の専門職としての役割

を考えてみたい。まずはボランティアが情報・知識不

足からくる不安・心配があげられていることから「情

報・知識の提供Jがある。また，障害者から個人を尊

重した対応の必要性があげられており，ボランティア

からは障害者とのコミュニケーションに関する不安・

心配があげられたことから「対人援助の基本姿勢に関

する知識の提供Jの必要性が考えられた。同時に，参

加者の中に踊りの途中で体調を崩した者がいたり，重

度の障害を持った者の参加もあったことから「行事企

画・運営における安全性への配慮J，さらに「障害の

有無に関わらず、地域へ共に参加する機会の創設・提言J

をしていくことが必要だろう o

4.調査の限界と課題

本調査の限界は，対象が踊りに参加できるという比

較的自立して生活している者からの結果であり，ボラ

ンティアではほとんどが踊りに参加するために一時的

に協力した者であったということである。また年 1度

の行事に関する結果のみなので，日常の社会生活にお

いてはさらに複雑なニーズの存在が予測される D 今後

はこのような活動の調査の結果を蓄積していくととも

に，個々の障害の程度や適応度を考慮した障害者が地

域で社会生活をおくるためのニーズを明らかにしてい

きたいと考えている。

結 論

障害者を含めたチームで踊りへ参加した後のアンケー

ト調査から，障害者が当市で社会生活をする際のニー

ズを探った。その結果，物理的環境と社会環境の整備

が求められ，障害の有無に関わらず共に参加できる機

会の必要性が示唆された。
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N eeds of people with disabilities to participate in their society 
from the survey of participants of "Yassa Odori" 
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Abstract 

* 1 Department of Nursing， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 
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People with disabilities， their families， and volunteers who participated in local festival “Yassa Odori" as “Asuni 

Kakeru-Hashi" team were surveyed in order to find the needs for people with disabilities to participate in their 

community. The needs suggested from the survey were categorized physical and social environment. Further more， 

the results suggested that the needs to establish opportunities to be equal participants for all community members 

withjwithout disabilities. 
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