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ごあいさつ 

汐見稔幸 
多様な学び保障法を実現する会 共同代表 

⽩梅学園⼤学学⻑ 
 

 

 大切な時期の集会に参加できず、残念ですが、引き続き「義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の確保に関する法律案」の成立に向けた議論がより活発に、そ

してより生産的に行われることを期待しています。 

 法案の内容について種々の議論があることは承知していますが、ようやくフリースクー

ルやオールタナティブスクールのことが、広範囲に、しかもこれまでと異なる地平で議論

される機運ができてきたことは大事に活かしたいと思います。 

 人間の歴史が進む、進歩するとはどういうことか、ということに関してはいろいろな意

見があり得ると思いますが、私は生活の選択肢が増えることを大事なメルクマールと考え

ています。価値観が多様化してきたこともその一つですが、文明の発達によって、たとえ

ば移動手段が多様化するのも、食事の作り方や食材が増え多様化するのも、住む場所が増

えるのも、病気の治療の仕方が多様化するのも、みな同じように「生活における選択肢が

増えること」を示しています。歴史が進んでいるかどうかは、このように選択肢が拡大し

多様化しているかどうかという視点から評価できると思うのですが、教育の世界でもこの

ことは当然当てはまります。教育方内容や方法の多様化だけでなく、学校そのものが多様

化していくことが、教育が進んでいること、進歩していることを示しているわけです。 

 政策側の思惑その他で、こうした多様化の進捗の実際は一律ではないと思いますが、大

きな視点でみれば、わが国の学校制度、学校そのものの、次第に多様化して行かざるを得

ないはずです。特に社会全体が地球規模で課題をたくさん抱え込むようになってきた現代、

その解決を図りながら、新しい地域を創造しその論理をグローバルに拡大して生きていく

人間をたくさん育てなければ、人類の存続自体が危うくなっている現代においては、それ

をになう人間を育てる学校がワンパタンしかないということは致命的ですし、そのままで

はこの課題をになうことはできなくなってしまうでしょう。 

 その意味で、学校の多様化を図り、どの学校も同じように法で守られているような仕組

みをつくることはまさに正義であり、歴史の流れを正当につくる営みと考えられます。 

 このことに確信を持ちながら、その方向に社会の流れを進めることで同意して、差異を

残しながら、まずはその方向に駒をひとつ進めること、それに合意することが今は大事と

私は思っています。 

 本日の集会がそうした機運づくりにつながることを祈っています。 
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プログラム ＆ 分科会一覧 
 
 
★スケジュールは、当日のご来場の方々のご都合、状況などによって、変更させていただく場合があり
ますので、あらかじめご了解ください。 

13:30 全
体
会 

● 開会あいさつ 

● 馳 浩 文部科学大臣より 

● 活動経過報告（奥地圭子） 

● 条文解説（喜多明人） 

★ ご来場の議員、メッセージご紹介が適宜入ります 
14:35 （ 休 憩 ） 

14:50 分
科
会 

※
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
を
お
選
び
く
だ
さ
い 

Ａ．確保法をオルタナティブな学びに 
どうつなげるか 

Ｂ．確保法をそれぞれの現場で 
どう活かすか、使うか 

Ｃ．確保法と憲法  
～親の教育権、公金支出・公の支配、など～ 

Ｄ．そもそも何を目指してきたのか、 
何を目指していくのか 

Ｅ．確保法の今後  
～成立３年後の改正を見据えて～ 

Ｆ．市民発の立法、確保法の形成過程を知る 

Ｇ．確保法の中身をイチから知り、 
じっくり考える 

Ｈ．確保法で学校、教育行政はどう変わる 

Ｉ．確保法とインクルーシブ教育 

Ｊ．確保法と当事者～子ども・若者と語る 

16:30 （ 休 憩 ） 

16:40 全
体
会 

●まとめ と ふりかえり 

17:00 （ 終 了 ） 
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多様な学び保障法を実現する会について 

 

 

●共同代表 

奥地 圭子（フリースクール全国ネットワーク／東京シューレ） 

喜多 明人（子どもの権利条約ネットワーク／早稲田大学） 

汐見 稔幸（白梅学園大学） 

 

 

● 会員（２０１６年７月１４日現在） 

地域計 個人 団体 合計 

北海道 7 2 9 

東北 11 1 12 

関東 239 17 256 

中部・北陸 25 4 29 

東海 22 4 26 

関西 72 7 79 

中国・四国 11 1 12 

九州・沖縄 12 5 17 

その他・不明 7 0 7 

合計 406 41 447 

 

★団体会員一覧（順不同） 
NPO 法人いまじん 
ふんどし屋 FUNFUN＊ファンふん＊ 
共育ステーション 地球の家 
株式会社 e.a.o.チャイルズ 

 コミュニケーション スクール 
学校法人北海道シュタイナー学園 
NPO 法人シュタイナースクールいずみの学校 
特定非営利活動法人横浜シュタイナー学園 
NPO 法人東京シューレ 
学校法人シュタイナー学園 

（初等部・中等部・高等部） 
箕面子どもの森学園 

多様な教育を推進するためのネットワーク 
（おるたネット） 

NPO 法人文化学習協同ネットワーク 
NPO 法人東京賢治の学校 

 東京賢治シュタイナー学校 
NPO 法人京田辺シュタイナー学校 
土居自然学校 
NPO 法人子どもサポートチームすわ 
八ヶ岳サドベリースクール 
さいたまサドベリースクール PIERAILENTO 
わく星学校 
フリースクール石巻フォルケ
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義務教育の段階における普通教育に相当する 

教育の機会の確保等に関する法律案   

2016.6.20 現在 衆議院 HP より転載
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001034.htm 

 

 

 

目次 
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第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等 

（第⼗四条・第⼗五条） 
第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策（第⼗六条−第二⼗条） 
附則 
 
 

 第一章 総則 

 

（目的） 
第一条 この法律は、教育基本法（平成⼗八年法律第百二⼗号）及び児童の権利に関する条約等の教育

に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国
及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めること
により、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。 

 
（定義） 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 一 学校 学校教育法（昭和二⼗二年法律第二⼗六号）第一条に規定する小学校、中学校、義務教育

学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 
 二 児童⽣徒 学校教育法第⼗八条に規定する学齢児童又は学齢⽣徒をいう。 
 三 不登校児童⽣徒 相当の期間学校を欠席する児童⽣徒であって、学校における集団の⽣活に関す

る心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学⼤臣が定める状況に
あると認められるものをいう。 

 四 教育機会の確保等 不登校児童⽣徒に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において
授業を行う学校における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する
教育の機会の確保及び当該教育を⼗分に受けていない者に対する支援をいう。 

 
（基本理念） 
第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 
 一 全ての児童⽣徒が豊かな学校⽣活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の



6 

確保が図られるようにすること。 
 二 不登校児童⽣徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童⽣徒の状況に応じた必

要な支援が行われるようにすること。 
 三 不登校児童⽣徒が安心して教育を⼗分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるよ

うにすること。 
 四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を⼗分に受けていない者の意思を⼗分に尊重

しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受
ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に
⽣きる基礎を培い、豊かな人⽣を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるよう
にすること。 

 五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う⺠間の団体その他の関係者の相互の密
接な連携の下に行われるようにすること。 

 
（国の責務） 
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実

施する責務を有する。 
 
（地方公共団体の責務） 
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国

と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 
（財政上の措置等） 
第六条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 
 

 第二章 基本指針 

 
第七条 文部科学⼤臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針（以

下この条において「基本指針」という。）を定めるものとする。 
２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 一 教育機会の確保等に関する基本的事項 
 二 不登校児童⽣徒等に対する教育機会の確保等に関する事項 
 三 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項 
 四 その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項 
３ 文部科学⼤臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共

団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う⺠間の団体その他の関係者の意⾒を反映させるために
必要な措置を講ずるものとする。 

４ 文部科学⼤臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。 
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 第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等 

 
（学校における取組への支援） 
第八条 国及び地方公共団体は、全ての児童⽣徒が豊かな学校⽣活を送り、安心して教育を受けられる

よう、児童⽣徒と学校の教職員との信頼関係及び児童⽣徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、
児童⽣徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校⽣活上の困難を
有する個々の児童⽣徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を
講ずるよう努めるものとする。 

 
（支援の状況等に係る情報の共有の促進等） 
第九条 国及び地方公共団体は、不登校児童⽣徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われるこ

ととなるよう、不登校児童⽣徒の状況及び不登校児童⽣徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教
職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するため
に必要な措置その他の措置を講ずるものとする。 

 
（特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等） 
第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童⽣徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程

に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。 

 
（学習支援を行う教育施設の整備等） 
第十一条 国及び地方公共団体は、不登校児童⽣徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整

備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。 

 
（学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握） 
第十二条 国及び地方公共団体は、不登校児童⽣徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登

校児童⽣徒の心身の状況その他の不登校児童⽣徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ず
るものとする。 

 
（学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童⽣徒に対する支援） 
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童⽣徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動

の重要性に鑑み、個々の不登校児童⽣徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童⽣徒の状況に応じ
た学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童⽣徒及びその保護者（学校教育法第⼗六条に
規定する保護者をいう。）に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講
ずるものとする。 
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 第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等 

 
（就学の機会の提供等） 
第十四条 地方公共団体は、学齢期を経過した者（その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初

の学年の初めから満⼗五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第
二項第三号において同じ。）であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機
会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校
における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 
（協議会） 
第十五条 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の

必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに
当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織
することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 
 一 都道府県の知事及び教育委員会 
 二 当該都道府県の区域内の市町村の⻑及び教育委員会 
 三 学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会

の提供を希望する者に対する支援活動を行う⺠間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が
必要と認める者 

３ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなけれ
ばならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
 
 
 
 
 
 第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策 

 
（調査研究等） 
第十六条 国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を⼗分に受けていない者の実態の把

握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情
報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。 

 
（国⺠の理解の増進） 
第十七条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国⺠の理解を深め

るよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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（人材の確保等） 
第十八条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校

の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向
上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門
的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。 

 
（教材の提供その他の学習の支援） 
第十九条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を⼗分に受けてい

ない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提
供（通信の方法によるものを含む。）その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。 

 
（相談体制の整備） 
第二十条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を⼗分に受けてい

ない者及びこれらの者以外の者であって学校⽣活上の困難を有する児童⽣徒であるもの並びにこれら
の者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができ
るようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び⺠間の団体の間の連携の強化その他必
要な体制の整備に努めるものとする。 

 
 
  附 則 

 
（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公

布の日から施行する。 
 
（検討） 
２ 政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
３ 政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を⼗分に受けていない者が行う多様な学

習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、そ
の結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の⾒直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。 

 
 
理 由 
 教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するため、教育機会の確保等に関する施策に関し、基
本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必
要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 
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不登校、フリースクールに通う子どもの 

権利保障を求めるこれまでの取り組み 
 
 
●実現する会発足以前● 

「フリースクール全国ネットワーク」設立（200１年２月３日） 

全国各地のフリースクールなどを結ぶネットワークとして、正会員団体 37 団体、支援会員（個人・団
体）46 団体名の合計 83 団体名にて設立。ネットワークづくりと情報発信、交流イベント、人材育成、
国際交流、調査研究、そして不登校・フリースクール等をめぐる政策提言などへの取り組みをスタート。 

国会議員との対話集会「私たちの政策提言」を実施（200１年 8 月 6 日） 

不登校の子どもたち、フリースクールを取り巻く状況を変え、安心して学校外育つことを選べる社会の
実現を目指し、自⺠、公明、⺠主、共産、社⺠の各党より 1 人ずつ、5 名の国会議員を迎え対話集会を
実施。200 名を超える参加者が集い、子ども 2 名、保護者 2 名、フリースクール関係者 3 名が指定発言、
会場からも多くの声があがった。 

『フリースクール白書』完成（2004 年 3 月） 

フリースクール等団体 410 団体、フリースクール等に通う子ども 1230 名、保護者 1230 名、スタッフ
820 名に向けたアンケート調査を実施し「フリースクール⽩書」を作成。同年 5 月の「フリースクール
⽩書フォーラム」には国会議員、文部科学省⽣涯学習局担当者などを含む 100 名が参加。 

 「フリースクール環境整備推進議員連盟」発足（2008 年 5 月） 

フリースクール全国ネットワークの働きかけにより、「フリースクール環境整備推進議員連盟（小宮山
洋子会⻑、馳浩幹事⻑、寺田学事務局⻑）」が発足。小・中学校に在籍していない（15 歳以上の）フリ
ースクールに通う子どもたちへの通学定期の適用を求める運動の中で、超党派での議連が設立されまし
た。同年 9 月には高校に在籍する子どもがフリースクール等に通う際「実習用通学定期」が適用できる
ようになり、また在籍高校への出席扱いも実現しました。 

『フリースクールからの政策提言』を発表（2009 年 1 月 12 日） 

NPO 法人フリースクール全国ネットワークが、学校外の学びの場を認める新法制定や、学校復帰を前提
とする不登校政策の⾒直しなどを盛り込んだ政策提言を作成、第 1 回 JDEC（日本フリースクール⼤会）
で採択し発表（参加者 120 名）。 

新法骨子案作りに着手（2009 年 1 月～） 

JDEC にて採択された政策提言をフリースクール環境整備推進議員連盟や文科省に提出。馳浩議連幹事
⻑より、法案を考え議連に提案してはどうかとのアドバイスを得て、法案骨子づくりに着⼿。 

新法骨子案（第一案）を発表（2010 年 4 月） 



11 

実現する会の前身となる「新法研究会（フリースクール全国ネットワーク）」が「（仮称）オルタナティ
ブ教育法骨子案（第一案）」を発表しました。 

実現する会 発足の方針固まる（2012 年 2 月） 

新法骨子案について、多様な学びの実践者、指揮者、議員など、多様な主体との意⾒交換を重ね、骨子
案 ver.2 を発表。「新法研究会」をフリネットから拡⼤して独立させ、「実現する会」とし、関係者・市
⺠で作り上げ推進してくことが決定されました。 
 
●実現する会の発足● 

設立総会の開催（2012 年 7 月 8 日） 

東京・代々木のオリンピックセンターにて設立総会を開催、約 230 名を超える来場者を得て「実現する
会」がスタートしました。 

「多様な学び保障法を実現する会」へ改称（2012 年 10 月 8 日） 

法案の目的を「子どもの学習権保障」と明確化し、法案名を「子どもの多様な学びの機会を保障する法
律」に変更、それに合わせて会名も「多様な学び保障法を実現する会」と変更しました。 

各地で学習会を開催（2012 年 12 月～） 

会の活動目的や、新しくなった法案の内容についての理解、賛同を広め、また議論を深めるため、各地
で学習会を開催。 

助成金を得て、パンフレットを作成（2013 年 1 月～） 

助成金を得て、国内で活動する多様な学びの場の事や私たちの活動の事をより多くの方に知っていただ
くためのパンフレット「すべての子どもが自分らしく輝く社会へ」を作成。 

骨子案の再検討（2013 年 2 月） 

「第 5 回 JDEC（日本フリースクール⼤会）」にむけ、第二回総会や関⻄学習会などで寄せられた意⾒を
元に骨子案を再検討しました。 

いじめ防止対策推進法をめぐり、各党に要望書を提出（2013 年 2 月） 

当時検討中だった「いじめ防止対策推進法案」について、「いじめがあったら、学校を休んでも良いと
いう事を明記すること」、「⺠間教育施設等を含む学校外での学習を認め、それを支援すること」、「いじ
めによって不登校となった児童⽣徒が継続して学べるような制度の創設について検討することを附則
等に⼊れること。その際、児童⽣徒や保護者、⺠間教育施設などの関係者の意向を⼗分に尊重すること」、
以上の三点を法案に盛り込むよう、フリネットの名義で各党に要望書を提出しました。 

実現する会第 3 回総会・発足一周年記念集会 

～新しい法律が子どもたちの未来を支える～（2013 年 7 月 14 日） 

発足一周年を迎えるこの日のイベントには、会員・一般合わせて約 100 名が参集。リレートーク「多様
な学びの場から」では、フレネ学校、ブラジル学校、インターナショナルスクールから実践者が、フリ
ースクール、サドベリースクール、シュタイナー学校、ホームエデュケーションの立場からは実践者と
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実際にその場で学ぶ子ども・若者がその実践について発表を行い、好評。実践者や子ども自身による多
様な学びの意義の発信の重要性が再認識され、その後 2014 年２月に「実践研究交流集会」を開催する
ことが決まりました。 

各地で学習会を開催②（2013 年 7 月～） 

7 月 11 日に完成した「すべての子どもが自分らしく輝く社会へ」第二版の配布と合わせ、各地での学
習会も、2012 年度にひきつづき開催。⼤阪、函館では定期的な開催がもたれ、おるたネット関⻄（8/29
⼤阪）、東京シューレ保護者会（9/14 東京）、おるたネット東京（9/８29 東京）、東京学芸⼤学（11/10）、
⻑野（11/30）、ホームシューレ全国合宿（11/30 東京）、広島（12/15）、クレイン・ハーバー（12/22
⻑崎）、オトナカフェ（2014.1/14 東京）など、多数の場で学習会がもたれました。 

教育関連集会での発表、パンフレット配布など（2013 年 7 月～） 

学習会のほか、登校拒否・不登校を考える夏の全国⼤会（7/27,28 兵庫）、東京都高等学校教職員組合教
育研究会（8 月）、これからの子育て・教育を考えるフォーラム（2014.1/13 ⼤阪）、JDEC 日本フリース
クール⼤会（3/29,30 東京）などの場でも、多様な学び保障法についての講演、シンポジウム、分科会、
資料配布等を行いました。 

オルタナティブな学び 実践交流研究集会（2014 年 2 月 1 日、2 日） 

7 月総会での好評を受け、初の「実践研究交流集会」を開催。リヒテルズ直子さん（日本イエナプラン
教育協会代表）、汐⾒稔幸、喜多明人の講演、多様な学びの実践報告、テーマ別分科会等の二日間で。
多様な学びのありかたを多くの人に知っていただくことはもちろん、その活動実践を発表しあい「多様
な学びにおける『普通教育』」とはなにかを考え、新法の実現に向けての多様な学びの質の確保、外部
からの不当な介⼊を防ぐための基盤づくりをスタート。日本シュタイナー学校協会など、それぞれの分
野でのネットワークの立ち上げについても報告がされました。 

 フリースクール等議員連盟 発足（2014 年 6 月 3 日） 

これまでのロビー活動の成果もあり、超党派での「フリースクール等議員連盟」が発足しました。加盟
議員は設立時点で 50 名。戦略上、不登校問題を皮切りに、じょじょに「多様な学び」へと範囲を広め
ていく計画でしたが。設立趣旨文には不登校のみならず、教育ニーズの多様化、グローバル化の文言も
⼊り、設立総会当日には、議員の側からも「学校だけが学びの場ではない」、「戦前には在宅での学習が
認められていた」、「学習権の保証のための法律が必要」などの発言があり、多様な学び保障法の内容に
ついても関心の高さを感じた発足集会となりました。 

実現する会第４回総会・発足 2 周年記念イベント 

～新しい法律 実現すると、子どもの学びはどう変わる？～（2014 年 7 月 6 日） 

設立二周年目となるこの日のイベントには、90 名が参集、またフリースクール等議員連盟に加盟する多
くの議員からメッセージが寄せられました。内容は、作家天外伺朗さんの講演等。 

 政府がフリースクール等への支援検討を開始（2014 年 7 月～） 

教育再⽣実行会議第 5 次提言「不登校の児童⽣徒が学んでいるフリースクールなどの学校外の教育機会
の現状を踏まえ、その位置付けについて、就学義務や公費負担の在り方を含め検討する」、安倍総理「東
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京シューレ」視察、下村文科⼤臣「フリースペースえん」視察、文科省フォーラム開催、有識者会議が
2015 年 1 月に発足し検討に⼊りました。 

 文部科学省「フリースクール等に関する検討会議」スタート（2015 年 1 月 30 日） 

学校外の学びの場の制度的な位置づけと、その支援のあり方を検討するための「フリースクール等に関
する検討会議」が設置されました。委員には、当会共同代表の奥地圭子を含む、4 名の多様な学び場の
実践者・運営者が選任されました。 

第２回「オルタナティブな学び実践研究交流集会」開催（2015 年 2 月 7,8 日） 

⼤阪府立⼤学を会場に第 2 回の実践研究交流を開催。関⻄のオルタナティブ教育が集って企画準備。基
調講演は清水眞砂子さん、多様な学びについてのパネルトーク、若⼿研究者による多様な学びの研究発
表などをおこないました。（参加者延べ 416 名） 
 
 
●合同議連での立法活動へ● 

 超党派フリースクール等議員連盟第２回総会、立法を宣言（2015 年 2 月 18 日） 

第２回目となる議員連盟の総会には、文科⼤臣も参加。当事者からのヒアリングの後、学校外での学び
を認めるための法律を議員連盟として作成、立法をめざすことを宣言して閉会しました。 

 議員連盟合同総会で「多様な教育機会確保法（仮称）」の立法を決定（2015 年 5 月 27 日） 

超党派フリースクール等議連は、夜間中学等義務教育拡充議連と合同総会を開催、「義務教育の段階に
おける普通教育の多様な機会の確保に関する法律案（仮称）」馳浩座⻑試案を提案、立法チームの設置
を採択し、2015 年度通常国会会期中の成立を目指すことを決めました。 

多様な教育機会確保法（仮称）制定を目指すフリースクール等院内集会開催 

（2015 年 6 月 16 日） 

多様な学び保障法を実現する会、フリースクール全国ネットワークの共同主催、超党派フリースクール
等議員連盟の協力により院内集会を開催、230 名が参集し立法の推進を訴えました。また、院内集会終
了後の市⺠による意⾒交換会では、立法の推進に向けた意⾒だけでなく、懸念や改善してほしい点等に
ついても活発に意⾒が交わされました。 

ロビー活動を再加速（2015 年 6 月 18 日～） 

院内集会に前後し、議員連盟、立法チームに関わる議員を訪問、不登校の子どもたちや多様な学び 
の場の実情、必要とされる支援について訴えました。 

 合同議連、立法チームでの検討が始まる（2015 年 6 月 19 日～8 月 27 日 計 11 回） 

超党派フリースクール等議連、夜間中学校等義務教育拡充議連合同の「立法チーム」（馳浩座⻑）が始
動。計 11 回の会議がもたれ、意⾒交換、論点整理、ヒアリング（フリースクール等、夜間中学、教育
委員会、当事者・保護者、有識者）、条文審査が行われ、文科省、衆院法制局のほか、フリースクール
全国ネットワーク、全国夜間中学校研究会が陪席者として参加しました。法案作りのチームである立法
チームでしたが、自⺠党メンバーの多くは出席せず、共産党ほか野党議員の一部は異論を主張するなか、
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11 回に及ぶ丁寧な議論が進められました。8 月 27 日の第 11 回立法チーム勉強会で、法案検討を一旦終
え、座⻑一任で議連総会に託されました。 

実現する会発足 3 周年記念公開イベント   ～多様な教育機会確保法を知ろう～（2015 年 7 月 26 日） 

設立三周年目となるこの日のイベントは、「多様な教育機会確保法（仮称）」は立法チームが条文検 
討に⼊る直前というスケジュールを踏まえ、関係者・市⺠の関心も高く 138 名の参加がありました。こ
れまでの取り組みや立法推進を確かめ合うとともに、懸念を訴える市⺠もあり、対話フォーラムとして
賛否を丁寧に意⾒交換し合いました。 

学校外の学びを応援する法律をつくろう！全国キャラバンを実施（2015 年 8 月～9 月） 

「発足 3 周年記念イベント」での対話フォーラムの盛り上がりを受け、同様の機会を各地でつくる 
「全国キャラバン」の開催を決定。札幌、仙台、東京、⻑野、三重、⼤阪、⻑崎、福岡、沖縄で開催し、
理解を深めあいました。 

 超党派フリースクール等議連・夜間中学校等義務教育拡充議連 合同総会 

8 月 12 日第 2 回合同議連総会（中間報告）、9 月 2 日第 3 回、9 月 15 日第 4 回が開催されました。 
立法チームによる条文案は第 2 回の議論を受けて立法チームでさらに修正され、第 3 回で立法チーム馳
座⻑一任による条文案が提案されました。個別学習計画によって就学義務履行とみなす点への異論から
多様な教育の選択や対象が限定されていく議論になるも、子どもの権利条約、子どもの意志を⼗分尊重
すること、⺠間と密に連携していくことが随所に盛り込まれました。しかし、立法チームで検討してき
た野党議員が合同総会で反対するなどもあり、一致しないまま各党⼿続きに回されることになりました。
第 4 回総会では、各党・各会派から進捗が報告されました。自⺠党が継続検討となっていることから、
超党派議連としては立法に向けて馳座⻑の調整に期待する意⾒が相次ぎ、通常国会での法案上程は⾒送
られ、各党⼿続きを進めることが確認されました。 

 自民党文部科学部会での検討づづく（2015 年 9 月 17 日、9 月 24 日） 

立法の要となる自⺠党では、合同議連直後から検討が続けられ、9 月 17 日は文科省、フリースクー 
ル、夜中からのヒアリング、24 日は教育委員会ヒアリングが行われました。フリースクールからは東京
シューレ、クレインハーバーが呼ばれました。9 月 27 日通常国会が会期末を迎えたため、臨時国会へ
向けて進められることになりました。 

 馳浩立法チーム座長文科大臣に就任（2015 年 10 月） 

内閣改造により馳浩議員が文科⼤臣に就任。10 月 7 日⼤臣記者会⾒では以下のような質疑があった。 
2015 年 10 月 7 日馳浩文部科学大臣記者会見（部分抜粋） 

 
Ｑ フリースクールの関係で超党派の⽴法チームの座⻑を務めておられましたが、その超党派の議連の
議員⽴法で出そうとしていた法案が今後どうなっていくのか。また、文科省の大臣としてフリースクー
ルの関係で、議連の法案とは別に取り組みたい政策は。 
Ａ 記者クラブの皆さんは、文科省がこれまで不登校の問題にどのようにとりくんできたかということ
は重々にご承知だと思いますので、これまでの取り組みは、改めて皆様にもぜひご評価をいただきたい
と思っております。また、同時にこれは文部科学省本省の問題ではなく、義務教育の設置者は市区町村
でありますから、市区町村の教育委員会、そして現場である学校の先生方は本当に涙ぐましい努力をし
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て取り組まれてきたことを、改めてお伝えしたいと思います。私も、たまたまですが昨日地元金沢市に
戻りまして、いち衆議院議員として、議連の⽴法チーム座⻑という⽴場で金沢市の教育委員会に参りま
して、教育⻑、指導主事、直接お会いして、⼀時間ほどではありましたが、金沢市の実態とともに、そ
れぞれの学校でどういう取り組みをしているかをお聞きしました。それは文部科学省今取り組んでいる
取り組みをはるかに超える努力をして、家庭訪問であったり、適応指導教室における取り組みであった
り、本当に大変な努力をしておられました。それで「議連の話を私がここで申し上げるのは適切ではな
いので話しません」と⾔ったら終わってしまうので、議連の夜間中学校の方の会⻑、フリースクールの
方の幹事⻑、また⽴法チームの座⻑として取り組んできた責任のある⽴場で、今から皆さんにもご報告
したいと思います。今、作業は各党⼿続きに⼊っております。⾃由⺠主党は、実は次の勉強会で私が逐
条解説をするという予定になっておりましたが、大臣という職をいただいたので、党の活動にあれこれ
口を出すというわけにはなかなかいきません。それで、党内においては、この、大変心配をしておられ
る有力な議員に座⻑の役割を変わっていただくようにお願いするつもりです。そのことは⽴法チームの
事務局⻑である林久美⼦先生にも了解を求めたいと思っています。その上で各党⼿続き、その後議連の
合同総会をし、法案の取り扱いをどうするかということが決められて、国会に提出をされるという段取
りを踏むものと、そういうふうに理解をしています。私の大臣という⽴場では、この⽴法チームの作業、
また⾃⺠党においては法案の⼿直しも明⾔されているところでありますから、その作業を見守り、ある
いは必要な情報等は提供して、また法制局とも連携をするというかたちで側面的な対応をしたいと思い
ます。皆さんすでにご承知のように、不登校というものの実態は千差万別であります。したがって現場
の教職員の対応も涙ぐましい努力をしています。この現実も踏まえながら、総理のこれまでのフリース
クールや夜間中学校に対する取り組みもみなさんご承知のように、全ての⼦どもに教育の機会を、その
教育の機会を得ることによってより豊かな心、社会生活を営むことができるように、そういう観点での
フリースクールを、これまでの文部科学行政ではどちらかというと主流ではありませんでした。しかし、
そこにしっかりと目を向けるべきである、そういう信念のもとにご指示もいただいているし、また⼦ど
もの貧困対策という観点からも、いろんな教育課題を内包しているのが不登校の実態でありますから、
そういう総合的な不登校対策として文部科学省としては取り組みたいと思っておりますし、それをリー
ドする役割を⽴法府の議員連盟でされているということは、足並みをそろえて見守っていきたいと思っ
ております。したがって私のこの発⾔が、⽴法チーム、議員連盟、また国会の何らかの制約にならない
ように、ていねいに慎重にやらなければいけないと思っております。 
Ｑ 今回、⼀億総活躍大臣に加藤大臣がなり、首相が今回新三本の矢で不登校児などのフォローをする
という教育を打ち出して、加藤大臣の担当とかぶるんじゃないかと思いますが、それについてどう考え
るか。また「活躍」という⾔葉をめぐっていろんな意見が出ていますが、大臣にとって「活躍」とはど
ういう意味か、どう考えているか教えてください。 
Ａ かぶってどこが悪いの？むしろ、この不登校の問題に、⼀億総活躍担当大臣の所管の中に⼊ってい
るというのはものすごい私は嬉しいです。今まで、ともすればですよ、ともすれば、担任の先生も、学
校の管理職も、教育委員会の指導主事も、不登校児に対してどういう対応をとってきたんですか？とい
うことを考えると、より多くの国⺠の方々、また政策の決定にあたって責任のある方に、不登校の問題
についてより深く理解をいただくことは素晴らしいと思います。私はこの不登校の問題にたずさわって
まだ 15 年くらいしかたちませんが、何度も現場を見たり、当事者に話を伺ったり、保護者に話を伺っ
たり、教育委員会に話を伺ったりしてきました。⼀億総活躍というのは「競争して強いものが良ければ
いいじゃない」と、そういう意味ではありません。憲法第 26 条にもある通り、その能力に応じて等し
く⾃分の能力を発揮できる、そのために教育がある。特に義務教育の段階においては、就学義務を学校
ではたしていただきたいわけですが、それができない事情があるわけで、その⼦どもたちに対しても、
またいわゆる形式卒業生という⾔葉もありますけども、不登校のまま学校卒業をしてしまった人たちが、
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その後どのような思いで人生を過ごすことになるのか考えると、その能力に応じて⾃分の希望や夢やや
りたいこと、やらなければいけないこと、課題を設定してそれを解決していこうとする、その毎日の足
並みを実感することこそが私は活躍だと思います。成果主義だけではないというのが私の考えです。そ
う考えると、不登校の課題を加藤大臣にも所管していただけるというのは本当にうれしく思いますので、
かぶってどこが悪いの、と思います。おかげさまで、文科省でも実態調査をし、私も関係者の方々とも
お話しを伺っている中で、続々といろんな声を寄せていただいております。その思いを加藤大臣にも共
有していただいて、⼀億総活躍社会とは何ぞやということの問いかけを、行動で実践していく、政策で
実践していく、口だけではなく現場と足並みをそろえながら実行していくという姿勢が必要だと思います。 

多様な教育機会確保法「ここまで来た！」報告会（2015 年 10 月 20 日） 

2015 年国会の閉会を受けて、ここまでの運動の成果をふりかえり、次の国会へ向けて今後の活動方針
を検討するための報告会を実施。当日は 144 名の参加者が集まり、次の国会へ向け、運動を継続してい
くことを確認しました。 

「たよまなカフェ」スタート（2015 年 11 月 13 日） 

10 月 20 日報告会の盛り上がりを受け、小規模でも継続的に話し合える機会を持つことが決まり、「た
よまなカフェ」と題したディスカッションの場を継続して開いていくことになりました。現在は月一回
ずつのペースで、東京都北区、葛飾区、新宿区、渋谷区、宮城県仙台市等で開催。兵庫、福岡、広島な
どからも開催の依頼がどいており、今後も継続して理解を広めます。 
 
 
●立法チーム座⻑交代、法案も変更しての再検討へ● 

 議員連盟合同総会において、立法チーム座長を交代（2015 年 12 月 22 日） 

馳浩立法チーム座⻑の文科⼤臣就任を受けて開催されたこの人合同総会で、立法チームの新座⻑に丹⽻
秀樹前文科副⼤臣（自⺠）が就任。 

 「教育機会確保法『丹羽座長案』」で検討再スタート（2016 年 2 月 2 日） 

丹⽻座⻑の体制で立法チーム勉強会を再開、「馳座⻑案」から「個別学習計画」「就学義務のみなし規定」
を削除し、学校における取組の改善と学校外の学びの支援の両輪を謳う「丹⽻座⻑案」が提案された。 

第 3 回多様な学び実践研究フォーラム・第 8 回 JDEC（日本フリースクール大会）開催 

（2016 年 2 月 6,7 日） 

早稲田⼤学を会場に、第 3 回多様な学び実践研究フォーラム、第 8 回 JDEC を同時開催。多様な学びの
実践者、研究者が一堂に集い、学校制度の外にある「多様な学び」をどのように「普通教育」として位
置づけていくのか、実践者、研究者が相互に研究しあう⼤会とした。プログラムでは、韓国光州市の「学
校外⻘少年支援センター」の実践に学ぶ時間や実際に多様な学びの場で学ぶ子ども自身が実践報告を行
う時間ももち、二日間で約 270 名が参加した。 

 立法チーム勉強会（2016 年 2 月 12,19,25 日） 

2 月 2 日にしめされた条文案をもとに、関連団体からのヒアリングを２回にわたり計 8 団体より実施（２
月 12,19 日）、ヒアリングでの意⾒も踏まえた議員同士の検討会（2 月 25 日）を開催。 
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全国若者・ひきこもり協同実践交流会 in ふくしまに参加（2016 年 2 月 27,28 日） 

福島県福島市で開催された⼤会の「特別分科会子どもの学ぶ権利の行使と多様な学びの保障−多様な学
び保障法の実現のために」に共同代表の喜多明人、奥地圭子、フリースクール全国ネットワーク代表理
事の江川和弥がパネラーとして参加、横井敏郎氏（北海道⼤学）、佐藤洋作氏（文化学習協同ネット）
のコーディネートで二日間にわたって法案についての意⾒交換を行った。 

 議員連盟合同総会で「丹羽座長案」をもとに検討（2016 年 3 月 4 日） 

立法チーム勉強会を経て修正された条文を、フリースクール等議員連盟、夜間中学校等義務教育拡充議
員連盟にて検討。 

 第 19 回立法チーム勉強会（2016 年 3 月 8 日） 

三度の議員のみでおこわなれる「立法チーム勉強会」を経たのち、合同総会での議論も踏まえて修正さ
れた条文案について、再度の⺠間団体ヒアリングが行われ、6 団体が意⾒発表を行った。 

実現する会・フリースクール全国ネットワーク合同記者会見（2016 年 3 月 9 日） 

衆議院議員会館にて、「義務教育の段階における普通教育の確保に関する法律案」について、フリース
クール全国ネットワーク、多様な学び保障法を実現する会での合同記者会⾒を実施。会⾒には 8 社より
9 名の記者が来場。議員連盟に立法を持ちかけた団体として、学校に行かない（行けない）ことで苦し
む子どもたち、あるいは教育の機会を奪われている子どもたちのため、ぜひとも法案を成立させてほし
いとアピール。 

 議員連盟合同総会で法案を決定、各党審査へ（2016 年 3 月 11 日） 

通算七度目となるフリースクール等議員連盟、夜間中学校等義務教育拡充議員連盟合同総会が開催。 
法案をいったん各党に持ち帰り、取り扱いを検討した後再度議連合同総会を開くこととなった。 

教育機会確保法「逐条検討会」を開催（2016 年 3 月 13 日） 

法案が各党審査にかかったタイミングに合わせ、「逐条検討会」を東京都にて開催。フリースクール等
の実践者、保護者、学⽣、研究者等約 30 名が集い、少人数でじっくりと法案内容について意⾒交換を
行いました。 

 民進党文部科学部門会議で民間団体ヒアリング（2016 年 4 月 7 日） 

⺠進党内での法案の取り扱いについて検討をする「文部科学部門会議」で⺠間団体ヒアリングが行われ、
フリースクール、不登校関係団体、夜間中学校関係団体から 4 団体が意⾒発表。 

 議連合同総会で 2016 年国会への上程を決める（2016 年 4 月 28 日） 

法案の取り扱いについての各党の検討結果を持ち寄ったこの日の合同総会では、自⺠、公明、⺠進、⼤
阪維新の四党が法案の提出に賛成、共産、社⺠の二党が慎重審議（今国会での上程反対）となり、五月
の連休明けに賛成四党での合同提案として国会上程を行うこと、議論が尽くされていないとの意⾒のあ
る点についても付帯決議をつけるなどして対応していくことが示された。 
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たよまなカフェ「テーマ・多様・選択・格差をめぐって」（2016 年 5 月 6 日） 

これまで講師や特定のテーマを設けずに開催していた「たよまなカフェ」だが、5 月には社会学者の 
仁平典宏さん（東京⼤学）をゲストに迎えて開催。参加型市⺠社会（ボランティア・NPO 等）、ネオリ
ベラリズム、社会保障等を研究してきた立場として、法案に寄せられる懸念の声をどう越えていくべき
か問題提起をしていただいた。6 月８日の「たよまなカフェ」にもゲストとして加藤敦也さん 
（武蔵⼤学）を招聘、社会学の視点、不登校の子どもの居場所に関わってきた視点双方から基調報告を
いただき、意⾒交換を行った。 

 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」 

 国会上程（2016 年 5 月 10 日） 

議連合同総会でしめされた通り、法案が自⺠、公明、⺠進、おおさか維新の共同提案で衆議院に上程さ
れた。 

 衆議院文部科学委員会での法案審議なされず、次期国会での継続審議の見通しに 

（2016 年 5 月 18 日） 

法案は 5 月 18 日の衆議院文部科学委員会で審議をされる⾒通しだったが、「審議⾒送り」との報道が流
れる（同日の朝日新聞報道によると「衆院文部科学委員会は 17 日の理事懇談会で、今国会中の衆院採
決は先送りし、継続審議とする方針を決めた。参院の⺠進党が全会一致での法案成立を目指すべきだと
主張したため、会期内の成立は難しいと判断したという。J のこと）。これにより、2016 年通常国会で
の法案成立はほぼ不可能となり、次の国会での継続審議を目指すこととなった。 

 議員連盟合同総会において、次期国会での継続審議の方向を確認（2016 年 5 月 31 日） 

2016 年通常国会の閉会を前に、議員連盟合同総会が開催され、法案を次期国会で継続審議することが
確認された。自⺠、公明、⺠新各党の議員からは次の国会でぜひ成立させたい、早期に臨時国会が開か
れるなら（夏休み明けに子どもの自殺が多いということも踏まえ）、8 月中に法案を成立させ、学校以外
にも道があるという事を示したいなどの決意が語られ。慎重の立場をとっていた社⺠党からは「多くの
人の賛同を得られるようにしていきたい」、共産党からも「時間をいただいたと思いしっかり議論をし
たい。法律が無くてもできることは文科省がやってほしい」とそれぞれ語られた。 
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「確保法」馳座長時代の法案 
2015 年 9 月 15 日議連資料より 

 
 

   義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案 
目次 
 第一章 総則（第一条−第五条） 
 第二章 基本指針（第六条） 
 第三章 多様な教育機会の確保に関する基本的施策（第七条―第⼗一条） 
 第四章 個別学習計画（第⼗二条−ー第⼗八条） 
 第五章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等（第⼗九 
     条・第二⼗条） 
 第六章 雑則（第二⼗一条） 
 附則 

第一章 総則 
 （目的） 
第一条 この法律は、教育基本法（平成⼗八年法律第百ニ⼗号）及び児童の権利に関する条約等の

教育に関する条約の趣旨にのっとり、義務教育の段階に相当する普通教育を⼗分に受けていない
者に対する当該普通教育の多様な機会の確保（以下「多様な教育機会の確保」という。）に関す
る施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基
本指針の策定、学校教育法（昭和二⼗二年法律第二⼗六号）の特例その他の必要な事項を定める
ことにより、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 
第二条 多様な教育機会の確保に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければ

ならない。 
一 義務教育の段階に相当する普通教育を⼗分に受けていない者の意思を⼗分に尊重しつつ、そ

の年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能カに応じた教育を受ける
機会が適正に確保されるようにすること。 

二 義務教育の段階に相当する普通教育を受ける者が、その教育を通じて、社会において自立的
に⽣きる基礎を培い、豊かな人⽣を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図ら
れるようにすること。 

三 国、地方公共団体、多様な教育機会の確保に資する活動を行う⺠間の団体その他の関係者の
相互の密接な連携の下に行われるようにすること。 

（国の責務） 
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 
第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、多様な教育機会の確保に関する施策につ

いて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
（財政上の措置等） 
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第五条 国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保に関する施策を実施するため必要な財政上
の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

   第二章 基本指針 
第六条 文部科学⼤臣は、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するための基本的な

指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 
２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 多様な教育機会の確保に関する基本的事項 
二 第⼗二条第一項に規定する個別学習計画の認定並びに第⼗四条第一項及び第二項に規定す

る学習活動に対する支援に関する事項 
三 第⼗九条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に関する事項 
四 その他多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するために必要な事項 

３ 文部科学⼤臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじ
め、地方公共団体及び多様な教育機会の確保に資する活動を行う⺠間の団体その他の関係者の意
⾒を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 文部科学⼤臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。 

第三章 多様な教育機会の確保に関する基本的施策 
（調査研究等） 
第七条 国は、義務教育の段階に相当する普通教育を⼗分に受けていない者の実態の把握に努める

とともに、相当の期間学校（学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等
教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。）を欠席して
いると認められる学齢児童又は学齢⽣徒（それぞれ学校教育法第⼗八条に規定する学齢児童又は
学齢⽣徒をいう。以下同じ。）であって文部科学省令で定める特別の事情を有するため就学困難
なものの学習活動に対する支援の方法及び学齢期を経過した者（その者の満六歳に達した日の翌
日以後における最初の学年の初めから満⼗五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を
経過した者をいう。第⼗条第一項、第⼗九条及び第二⼗条第二項第三号において同じ。）であっ
て就学の機会の提供を希望するものに対する教育の内容に関する調査研究並びにこれらに関す
る情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。 

（国⺠の理解の増進） 
第八条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、多様な教育機会の確保に関する国⺠の理解

を深めるよう必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 
（人材の確保等） 
第九条 国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保を専門的知識に基づき適切に行うことがで

きるよう、多様な教育機会の確保に係る職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、
研修等必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（学習に係る環境の整備による学習の支援） 
第⼗条 国及び地方公共団体は、相当の期間学校を欠席している学齢⽣徒であって文部科学省令で

定める特別の事情を有するため就学困難なもの（第⼗二条第一項の認定に係る個別学習計画に従
って学習活動を行っている者を除く。）及び学齢期を経過した者であって義務教育の段階に相当
する普通教育を⼗分に受けていないもの（第⼗九条に規定する夜間その他特別な時間において授
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業を行う学校における就学の機会の提供を受けている者を除く。）が中学校を卒業した者と同等
以上の学力の修得ができるよう、教材の提供（通信の方法によるものを含む。）その他のこれら
の者の個別の状況に応じた学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保を図るため、適切な
教材等の提供、学校その他の教育施設の提供その他の学習に係る環境の整備による学習の支援を
促進するよう努めるものとする。 

（相談体制の整備） 
第⼗一条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階に相当する普通教育を⼗分に受けていない者及

びその家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずること
ができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び⺠間の団体の間の連携の強
化その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

第四章 個別学習計画 
（個別学習計画の認定） 
第⼗二条 相当の期間学校を欠席している学齢児童又は学齢⽣徒であって文部科学省令で定める

特別の事情を有するため就学困難なものの保護者（学校教育法第⼗六条に規定する保護者及び児
童福祉法（昭和二⼗二年法律第百六＋四号）第四⼗八条の規定により同条の施設に⼊所中又は受
託中の児童を就学させなければならない者をいう。以下同じ。）は、文部科学省令で定めるとこ
ろにより、当該就学困難な学齢児童又は学齢⽣徒の学習活動に関する計画（以下「個別学習計画」
という。）を作成し、これを当該学齢児童又は学齢⽣徒の居住地の市町村（特別区を含む。以下
同じ。）の教育委員会に提出して、当該個別学習計画が適当である旨の認定を受けることができ
る。 

２ 個別学習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 学齢児童又は学齢⽣徒及びその保護者の氏名及び住所並びに当該学齢児童又は学齢⽣徒の

学習及び⽣活の状況に関する事項 
二 学習活動の目標 
三 学習活動の内容及びその実施の方法に関する事項 
四 学齢児童又は学齢⽣徒の保護者以外の者が個別学習計画に従った学習活動に対する支援を

行う場合にあっては、次に掲げる事項 
イ 当該支援を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
ロ 当該支援の内容及びその実施の方法に関する事項 
ハ 当該学齢児童又は学齢⽣徒の保護者との連携に関する事項 

五 その他文部科学省令で定める事項 
３ 市町村の教育委員会は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る個別学習

計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 
一 当該個別学習計画に係る学齢児童又は学齢⽣徒が相当の期間学校を欠席しており、かつ、前

項第一号に掲げる事項のうち学習及び⽣活の状況に関する事項に照らして当該学齢児童又は
学齢⽣徒が第一項に規定する特別の事情を有すると認められること。 

二 当該個別学習計画に係る学齢児童又は学齢⽣徒が学校に在籍しないで前項第三号に掲げる
事項に従って学習活動を行うことが適当であると認められること。 

三 前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 
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四 前号に定めるもののほか、学校教育法第二⼗一条各号に掲げる目標を踏まえ、当該個別学習
計画に係る学齢児童又は学齢⽣徒の発達段階及び特性に応じて定められていることその他の
文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 

４ 市町村の教育委員会は、第一項の認定（第⼗五条第二項の規定による認定の取消しを含む。）
を行おうとするときは、教育学、心理学、児童の福祉等に関する専門的知識を有する者の意⾒を
聴くほか、必要に応じ、相当の期間学校を欠席している学齢児童又は学齢⽣徒の学習活動に対す
る支援に係る実務の経験を有する者の意⾒を聴くものとする。 

（個別学習計画の変更） 
第⼗三条 前条第一項の認定を受けた保護者は、当該認定に係る個別学習計画の変更（文部科学省

令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、市町村の教育委員会の認定を受けなけ
ればならない。 

２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 
（支援） 
第⼗四条 市町村の教育委員会は、個別学習計画の作成及び第⼗二条第一項の認定に係る個別学習

計画（前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定個別
学習計画」という。）に従った学習活動を支援するため、学校関係者、第⼗二条第四項に規定す
る専門的知識を有する者、同項に規定する実務の経験を有する者その他の関係者との間において
必要な協力体制を整備するものとする。 

２ 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、認定個別学習計画に係る学齢児
童又は学齢⽣徒の学習活動の実施の状況及び心身の状況を継続的に把握するとともに、当該学齢
児童又は学齢⽣徒及びその保護者に対し、当該認定個別学習計画に従った学習活動に関する必要
な助言、指導その他の支援を行うものとする。 

（勧告等） 
第⼗五条 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に係る学齢児童又は学齢⽣徒の学習活動の適

正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該学齢児童又は学齢⽣徒の保護者に対し
て、当該認定個別学習計画に従った学習活動の実施の方法の改善、当該認定個別学習計画の変更
その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

２ 前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったとき又は
第⼗二条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、市町村の教育委員会は、同
条第一項の規定による認定を取り消すことができる。 

（報告の徴収） 
第⼗六条 市町村の教育委員会は、第⼗二条第一項の認定を受けている保護者に対し、認定個別学

習計画に従った学習活動の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 
（学校教育法等の特例） 
第⼗七条 第⼗二条第一項の認定を受けている保護者は、学校教育法第⼗七条第一項若しくは第二

項又は児童福祉法第四⼗八条の義務を履行しているものとみなす。 
（修了の認定） 
第⼗八条市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に係る学齢⽣徒が当該認定個別学習計画に従っ

た学習活動の実施により義務教育を修了したと認めるに当たっては、当該学齢⽣徒の学習の状況
を総合的に評価して、これを行わなければならない。 
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２ 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に従った学習活動の実施により義務教育を修了した
者には、修了証書を授与するものとする。 

第五章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等 
（就学の機会の提供等） 
第⼗九条 地方公共団体は、学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなか

ったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な
時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとす
る。 

（協議会） 
第二⼗条 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その

他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の
協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」
という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 
一 都道府県の知事及び教育委員会 
二 当該都道府県の区域内の市町村の⻑及び教育委員会 
三 学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうち就学

の機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う⺠間の団体その他の当該都道府県及び当
該市町村が必要と認める者 

３ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しな
ければならない。 
４ 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第六章 雑則 
第二⼗一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための⼿続その他この法律の施行に

関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 
附則 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二⼗八年⼗月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 
一 次条及び附則第三条の規定 公布の日 
二 第四章及び附則第五条の規定 平成二⼗九年四月一日 
（施行前の準備） 
第二条 文部科学⼤臣は、この法律の施行前においても、第六条第一項から第三項までの規定の例

により、 基本指針を定めることができる。 
２ 文部科学⼤臣は、前項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 
３ 第一項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日において第六条第一項から第

三項までの規定により定められた基本指針とみなす。 
（政令への委任） 
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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（検討） 
第四条 政府は、速やかに、多様な教育機会の確保のために必要な経済的支援の在り方について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
２ 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
（児童福祉法の一部改正） 
第五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。 
 第六条の二の二第四項中「障害児 J の下に「（義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会

の確保に関する法律（平成二⼗七年法律第  号）第⼗二条第一項の認定に係る個別学習計画に
従つて学習活動を行つている障害児を含む。）］を、「休業日」の下に「（義務教育の段階に相当す
る普通教育の多様な機会の確保に関する法律第⼗二条第一項の認定に係る個別学習計画に従っ
て学習活動を行つている障害児にあつては、授業の終了後又は休業日に準ずるものとして厚⽣労
働省令で定める時）」を加える。 

 第六条の三第二項中「就学している児童」の下に「（義務教育の段階に相当する普通教育の多様
な機会の確保に関する法律第⼗二条第一項の認定に係る個別学習計画に従つて学習活動を行つ
ている学齢児童（学校教育法第⼗八条に規定する学齢児童をいう。第⼗三項において同じ。）を
含む。）」を、同条第⼗三項中「児童」の下に「（義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機
会の確保に関する法律第⼗二条第一項の認定に係る個別学習計画に従つて学習活動を行つてい
る学齢児童を含む。）」を加える。 

 
 
  理由 
義務教育の段階に相当する普通教育を⼗分に受けていない者に対する当該普通教育の多様な機会
の確保に関する施策を総合的に推進するため、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務
を明らかにするとともに、基本指針の策定、学校教育法の特例その他の必要な事項を定める必要が
ある。これが、この法律案を提出する理由である。 
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子どもの多様な学びの機会を保障する法律  

（多様な学び保障法）骨子案 
多様な学び保障法を実現する会 2012 年 10 月改定 

 
 

１. 目的 
この法律は、子どもが、その個性を尊重され、一人ひとりそれぞれの学習のニーズに応じて、多
様な学びの場を選択できるようにし、普通教育の機会の確保と環境を整備し、基本的人権として
の子どもの学ぶ権利を保障することを目的とする。 

 
� この法律は、憲法第２６条「教育を受ける権利」、教育基本法第４条「教育の機会均等」の定めを、

子ども一人ひとりの立場にたって、子どもの学習権を基本的人権として具体化する目的を持っていま
す。さらには、世界人権宣言第２６条、国際人権規約Ａ規約第１３条、子どもの権利条約第２９条に
基づく諸権利、ユネスコ学習権宣言を実現するものです。 

� 憲法第２６条、教育基本法第５条は、普通教育を受けさせる義務を学校教育に限定していませんが、
学校教育法により普通教育が学校教育に限定されているため、学校教育以外の学習ニーズを持つ子ど
もの学習権保障が公的に不充分です。また、教育基本法第３条（⽣涯学習の理念）「その⽣涯にわた
って、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に活かすことが
できる社会の実現がはかれなければならない」についても、子どもにも当てはまるものです。 

� 具体的には、家庭を中心に過ごしている不登校の子ども、⺠間・ＮＰＯ等が運営するフリースクール・
オルタナティブスクール・外国人学校等に通っている子ども、ホームエデュケーション家庭の子ども
たちの学習権を保障し、多様な学びの機会を実現するものです。 

� この法律では、子どもの多様な学びの機会の保障としていますが、不登校を経験した若者の中には、
形だけ卒業し普通教育を⼗分に享受できずに１８歳以上になっている者も少なくありません。これら
の者も含めて、ここでは「子ども」という表現を使用しています。 

 

 

２. 子どもの基本的人権としての学ぶ権利の保障 
① 子どもは、基本的人権としての学びを充分に奨励され、支援され、および保障され、自分に合っ

た学びの場と方法を選ぶ権利を持つ。 
② 子どもは、一人ひとりそれぞれの個性や学びのニーズに応じて、適切かつ最善な教育の機会およ

び環境を享受する権利を持つ。 
③ 子どもは、９年間の普通教育を受ける権利を持つ。 

 

� 教育を受ける権利、教育の機会均等、義務教育について、子どもの側から定めています。教育基本法
第５条が定める義務教育の目的にも適った内容です。 

� 一人ひとりそれぞれの学びは、おのずと多様になります。まず、子どもが９年間の普通教育を受ける
権利を学校以外でも行使できるようにします。ホームエデュケーションの場合の家庭のほか、フリー
スクール、フリースペース、子どもの居場所、シュタイナー学校やデモクラティックスクール等の場、
ブラジル学校やペルー学校のような外国人学校、自主夜間中学などのイメージです。 
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３. 多様な学びの選択保障 
① 子どもは、それぞれの学習ニーズに応じて、「学校教育法第一条に定める学校以外の家庭を含む

多様な学びの場」（以下「多様な学びの場」という）で、普通教育を受けることができる。国お
よび地方公共団体は、前条を保障するための支援体制をつくる。 

② 保護者は、子どもが「多様な学びの場」での学びを選択した場合、普通教育が⼗分に行える機会
および環境を整える責任を負う。 

③ 保護者は、子どもを、「多様な学びの場」で学ばせることによって普通教育を受けさせる義務を
果たすことができる。 

④ 子どもが「多様な学びの場」で普通教育を受ける場合、保護者は市町村に届け出る。 
⑤ 保護者は④の届出を行うにあたり、その子どもの意思を尊重し、学習方針や学習内容に関する子

ども自身の意⾒を付記して届け出る。 
⑥ 国および地方公共団体は、子どもの学ぶ権利を保障するための支援体制をつくる。 

 
� 子どもは学ぶ主体として、自分自身の学びを自ら決定していくことが重要です。子どもは未熟だから選

べない、決定できない、だから⼤人が決める、与えるというのではなく、子どもが学習権を行使できる
ように、保護者、行政、社会が支援していくという発想が⼤切です。 

� 保護者は、「子の教育について第一義的責任を有する」（教育基本法第１０条）ということは、子どもの
学ぶ権利が実現するように親が教育を選び決める権利と責任があるということでしょう。そのことは世
界人権宣言でも謳われています。「保護者の普通教育を受けさせる義務」も学校以外で行えるようになり、
義務教育は、学校へ就かせる「就学義務」から、教育義務にかわっていきます。 

� 保護者は、子どもの意思を尊重して、どこで学ぶかを市町村に届け出ます。学校も選べるし、それ以外
も選べます。親の意向のみでの届出を防ぐために、子ども自身の意⾒を書き添えて届け出ることにして
います。意⾒表明できる年齢の場合は、届出窓口等で子ども本人の意思確認をする案もあります。 

� 子どもの状況によっては、家庭や家庭以外の場を活用してゆっくり休むことが必要な時期もあります。
学びを広く多様にとらえ、休むことも成⻑のプロセスとしてみることが⼤切で現実的です。 

� 他方、「多様な学びの場」が、保護者のネグレクト、体罰、虐待、人権軽視、学びの支援が不⼗分などの
事態にならないようにしくみをつくることも必要です。そこで、学習機関の登録制、支援の質の確保・
向上について、別項に盛り込みました。 

� もそのための支援体制を整える義務があります。国や行政は学校設置と同様に、多様な学びを選べるよ
う環境を整え、さまざまな支援体制をつくります。 

 

 

 

 

４. 学習支援金の給付 
① 市町村は、６歳以上の子どもが「多様な学びの場」で学ぶ場合、その保護者に学習支援金（前期）

を９年間給付する。ただし、小学校および中学校に就学している期間は給付しない。 
② 都道府県は、子どもが①の給付を受けて学んだのち、または小学校および中学校で学んだのち、

ひきつづき「多様な学びの場」で学ぶ場合に、その保護者に学習支援金（後期）を３年間給付す
る。ただし、高校等に就学している期間は給付しない。 

③ 「多様な学びの場」のうち、登録された学習機関は、保護者に代わって学習支援金を受領し、そ
の学習機関の授業料に充てることができる。 
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� 「多様な学びの場」を選ぶ場合は、学習支援金を受け取り活用しながら学べるようにします。９年間

プラス３年間、学習支援金を給付するようにし、支援の格差なく学べるようにします。就学給付金の
対象となっていない私立小中学⽣との関係は課題ですが、ここでも「多様な学びの場」に留めて考え
ておきます。 

� 給付の方法は、家庭を選択する以外は、高校無償化と同じしくみで、学習機関が代わって受け取り授
業料等に充てられるようにします。 

� 幼児教育についても、将来的に検討していくようにします。 
 

 

５. 学びの支援体制 
① 「多様な学びの場」を支援する体制に関する指針（⼤綱）を示すため、国は、指針（⼤綱）を検

討する会議を設置する。 
② ①の会議は、「多様な学びの場」の関係者（実践者、経験者、保護者、研究者専門家等）で構成

する。 
③ 「多様な学びの場」への支援は、「多様な学びの場」の関係者が自主的に支援することを基本と

する。このため、国は、「多様な学びの場」を支援し推進する全国レベルのセンターとして、「多
様な学びの場」の関係者によって設立される団体（「（仮称）多様な学び支援推進機構」）を指定
する。 

④ 地方公共団体は、地域レベルの学習支援センターをつくる。 
 

� 支援体制についての国レベルの⼤まかな指針（⼤綱）を定める会議を国がつくります。その会議は、
私たち多様な学びの場の関係者が参画してつくるようにします。多様な学びの場について、国が決め
ていくあり方はそぐわないため、市⺠による関係者が自主的に支援体制をつくっていくことを基本と
して盛り込んだ内容とします。 

� ⼤綱に基づいて、多様な学びを支援するための全国レベルのセンターをつくります。それは国が行政
機関として設置するのではなく、多様な学びの場の関係者が⺠間組織として「（仮称）多様な学びの
場支援推進機構」をつくり、この法律で指定する仕組みを考え、地域レベルでは、「学習支援センタ
ー」をつくり、支援の実際を担っていきます。その運営は、市⺠・関係者によってつくられる地域の
⺠間機関が担う場合と、行政が担当する場合など、地域の実情によってさまざまです。 

� 「支援推進機構」は、⼤綱に基づいて、支援の体制や支援の質の確保・向上、制度運営の自主管理を
図っていきます。多様な学びの場の相互認証や地域の「学習支援センター」への助言・指導も行いま
す。⼤学基準協会のようなアクレディテーション機関が一つのイメージです。学びの場の多様性に応
じて、フリースクール、シュタイナー学校、サドベリースクール、ホームエデュケーション各種の外
国人学校など、複数の「支援推進機構」を結成することも考えられます。 

 

 
６. 学びの場の登録 

① 学習機関は、学習支援金を代理受領するときは、都道府県に登録する。 
② 登録の要件は、学習機関において経理管理ができる組織運営体制が整備されているかどうかと

し、その他の登録内容や⼿続は別に定める（末尾に案を掲載）。なお、学習機関の学習支援の内
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容は登録要件としない。 
③ 登録を申請できる学習機関は、次のものとする。 

(ア)ＮＰＯ法人等の公益法人（学校教育法の一条校設置の学校法人は当面除く） 
(イ)地方公共団体（（ア）への事業委託を含む） 

④ 登録申請を受けた都道府県は、要件を満たしている場合は登録を行う。 
 

� 「多様な学び場」のうち、学習機関は登録して学習支援金を代理受領できるようにします。登録する、
しないは、それぞれの学習機関が決め、都道府県に申請します。 

� 登録の要件は、公金を扱う経理管理ができる組織運営体制が整っているかどうかのみとし、学習支援
の方針や内容を問わないようにする案です。しかし、子どもや保護者、市⺠への情報公開や学習支援
の質の担保のために、学習機関の理念、支援の方針、学習支援の内容、機関の形態など、登録内容に
含める案を考えています。（別記「登録内容・⼿続」参照） 

� 登録を申請できる学習機関は、実施の安定性、継続性、透明性などを考え、法人を原則としました。
教育や学習活動の非営利性から営利法人は除いて考え市⺠が設立しやすいＮＰＯ法人を中心に考え
ますが、多様な主体がフリースクール等を実施している現状をふまえ広く公益法人としています。 

� 公益法人のうち学校設置を目的とする学校法人は、学校教育以外の多様な学びの発展を主に考えて、
当面は除くことにしました。しかし、各種学校で事実上普通教育を実施している外国人学校等の準学
校法人は含めます。また、学習指導要領等によらない教育課程の編成の認定を受けてオルタナティブ
な教育を志向する学校教育法「一条校」も⽣まれているため、それらが登録機関になっていくことも
検討していく必要があります。 

� 公益法人のほか、地方公共団体を⼊れた理由は、適応指導教室等が、学校復帰目的の施設から転換す
る場合や、地域によっては市⺠・⺠間による場がないところも多く、多様な学びを身近に実現してい
くためには、公的に設置される場も必要と考えたからです。 

� 登録内容のうち登録要件が整っていれば、登録申請を受けた都道府県は事務的に登録事務を行うよう
にします。 

� ホームエデュケーションの場合の家庭も登録制とする考え方もあり、今後、皆さんと検討していく⼤
きなテーマの一つと思われます。 

 

 
７. 登録の範囲 

登録の範囲は、普通教育を実施する「多様な学びの場」とするが、学校教育法で言う幼稚園に相
当する幼児教育、⼤学および⼤学院に相当する高等教育、高等専門学校および専修学校等の専門
教育等も将来的には検討の対象とする。 

 

� フリースクール等の中には就学前の部、⼤学部、専門部などを持つところもあります。まずは、小学
校、中学校の普通教育の範囲で定めますが、幼児教育、高等教育、専門教育も将来的な検討としてい
きます。 
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８. 登録学習機関の管理運営 
① 経費の負担 

登録学習機関は、法令に特別の定めをする場合を除いては、その経費を負担する。 
② 授業料の徴収 

登録学習機関においては、授業料を徴収することができ、代理受領した学習支援金をその一部
に充てることができる。ただし、地方公共団体が設置する機関における義務教育については、
これを徴収することができない。 

③ 管理運営、登録の継続・廃止 
登録学習機関は、毎年度、登録内容を更新し、学習支援金の代理受領と経理に関して報告をす
る。登録の廃止を希望する場合は、廃止願いの届け出をする。 

④ 健康保持の増進、安全確保 
登録学習機関は、子どもおよびスタッフの健康診断等の健康保持増進や安全確保に努め、国及
び地方公共団体は登録学習機関の実態に即した必要な措置を講じる。 

 

� 登録学習機関は自主自立的に運営されることが原則です。経費の自己負担、授業料の設定ができるよ
うにします。これらの点は、私立学校に準じて考えています。 

� 登録の継続について、更新の届出をどのくらいの期間で行うかは論点ですが、現状のフリースクール
等では、活動や学習内容が参加する子どものニーズに応じて変化しやすい特徴があるから、市⺠への
情報提供の観点からも、年度ごとの届出がよいと考えました。また、学習支援金が年度予算で執行さ
れることを想定すると、その点からも年度ごとの届出は必要であると考えます。 

� 登録学習機関においても、保健安全が図られるよう実際に即した法整備と実施が必要と考えます。 
 

９. 登録の取消 
都道府県は、登録学習機関が登録要件を満たさない状況が⽣じた場合や管理運営上の報告がな
い場合は、学習支援センターが改善のための支援を充分に行い、それでもなお改善が⾒られな
い場合は、その登録を取り消すことができる。取り消す場合は、あらかじめ、登録学習機関に
説明の機会を与えなければならない。登録の取消については、不服申し立てをすることができ
るようにする。 

 

� 登録学習機関が適切に管理運営されない場合、子どもや保護者に重⼤な影響を与えることになります。
まず、適切に管理運営されるよう、支援推進機構や地域の学習支援センターによって、助言や支援が
なされる必要があります。その上で、改善が示されない場合、都道府県は登録を取り消すことができ
るようにしています。 

� 登録の取消がみだりに行われることは防がなければならないので、慎重な⼿続きの方法を定める必要
があると同時に、支援推進機構の役割が重要です。取り消しをする前に、学習機関に説明の機会を与
え、支援推進機構が調査して意⾒を添えることを必要なプロセスとして制度化しておくことが望まし
いと思います。また、取り消しを受けたあとも、不服の申し立てができるようにすべきと考えました。 

� 取消となった場合、もっとも影響を被るのは子どもですから、その場合の救済策も検討する必要があ
るでしょう。 
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１０. 履歴証明 
「多様な学びの場」は、子どもが学習した内容を証明する履歴証明書を発行することができる。 

 
� 学校における修了・卒業資格にあたるものが、「多様な学びの場」においてどのようになるかは、子

ども本人、また保護者にとって気になる点だと思います。「多様な学びの場」では、学習内容を子ど
も一人ひとりの学習ニーズを尊重して決めていくため、卒業資格や何をもって修了するのかも多様に
なると考えられます。そこで、それぞれの「多様な学びの場」が、子どもが何を学んだのかという学
習履歴を記録し、その履歴証明書を発行できるようなしくみを考えました。家庭や学習機関の方針に
よっては、学習履歴を作成しないこともありますので、あくまで任意のしくみです。 

� 履歴証明書は、「多様な学びの場」から、別の学びの場や学校への異動・進学、就職などに向けたパ
スポートの役割を持つとともに、履歴書や学歴に記載したり添付したりすることができるよう、不利
益とならないような措置を講じます。 

 
１１. 学校教育等との関係 

① 「多様な学びの場」と学校教育との相互の乗り替えは、子どもや保護者の意思が尊重されるよ
うにする。 

② 「多様な学びの場」で学んだ子どもは、中学校または高等学校への⼊学資格を付与されるよう
国は必要な措置を講じる。 

 

� 子どもの学びは様々に選択され変化していくものです。学ぶ権利を保障するために、「多様な学び場」
と学校とを行き来することも多く選ばれるでしょう。そのような選択がしやすいように、また、子ど
もが不利益を被らないように、行政は制度整備、環境整備を行うようにします。その一つとして、「多
様な学びの場」で学んだことで、学校への進学が可能なように中学校や高等学校への⼊学資格が取得
できるよう整備します。 
 

１２. 学習支援センターの役割 
地方公共団体がつくる学習支援センターは、「多様な学びの場」の自主性を尊重しつつ、「（仮称）
多様な学び支援推進機構」と連携しながら、次の役割を担う。 

(ア)「多様な学びの場」で学ぶ子どもの状況把握 
(イ)「多様な学びの場」への助言・アドバイス、情報提供 
(ウ)学びのための資源（施設・備品・情報）の提供 
(エ)学習支援コーディネーターの配置および養成 
(オ)公的に設置される学習権オンブズパーソンの周知 
(カ)「多様な学び」に関する調査・研究・普及 
(キ)その他、⼤綱に基づく必要な支援 

 
� 「５．学びの支援体制」で盛り込んだ学習支援センターの具体的な役割です。学習支援センターは、

監視や指導が主な役割ではなく、まず第一に支援が仕事です。 
� 実際的にとくに重要なのは、学習支援コーディネーターの設置で、子どもの学びの支援や状況の把握

の要となるでしょう。 
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� 学習支援センターの運営は、地域によって、行政が行う場合と、多様な学びの関係者による⺠間機関・
ＮＰＯ等が担う公設⺠営の方法もあるでしょう。 

 
１３. 「多様な学びの場」を支援する学習支援補助金の創設（公費助成）と優遇 

① 国および地方公共団体は、登録学習機関の公の性質および普通教育において果たす重要な役割
にかんがみ、登録学習機関に対し、その自主性を尊重しつつ、運営費の一定割合または一定額
を補助し、その振興を図る。 

② 税制等の優遇措置を講じる。 
 

� 登録学習機関は、学習支援金を代理受給して授業料に充てるだけでなく、学習機関そのものの充実の
ため運営費や施設整備費などが公費で支援されるようにします。 

� 公費助成については、憲法第８９条「公の財産の支出または利用の制限」との関係が問題になります
が、現行で私立学校への助成が行われているわけですから、別途、私立学校振興助成法のような法整
備を行うよう求めていきます。 

� 学習支援補助金は、国が直接「多様な学びの場」に交付することが難しくても、都道府県をとおして
助成するというアイデアもあります。 

 

 

１４. 「多様な学びの場」による学習支援の質の確保 
① 「多様な学びの場」は、子どもの個性や子どもの権利にもとづいた適切な学びの支援および学

ぶ環境の維持に努める。スタッフの養成や研修の体制をつくる。 
② 学習支援センターは、登録学習機関および登録家庭における子どもの状況を適宜、把握に努め、

質の確保を図る。 
③ 地方公共団体は、この法律とは別に定める学習権オンブズパーソンを設置し、「多様な学びの場」

による学びの支援の質の確保の取り組みに協力する。 
④ 支援推進機構は、「多様な学びの場」による学習支援の質の確保・向上を図る 

 
� 安心して子どもが学びの場を選ぶことができ、「多様な学びの場」を発展させていくために、学習支

援の質が確保されていることが重要でしょう。まず、「多様な学びの場」自身がその質の維持向上に
努め、学習機関の場合は積極的に情報開示していくことが必要であす。 

� 学習支援センターは、求めに応じてサービス提供するだけでなく、登録学習機関やホームエデュケー
ションで学ぶ子どもの学習の状況を把握していくことによっても、質の確保を図ります。 

� 子どもや保護者、市⺠が、子どもの学習権が⼗分に保障されていない状況を発⾒したり、登録学習機
関やホームエデュケーション家庭が、学習支援センターや行政から不当な介⼊を受けていると判断し
たりした場合、訴える先とそれに応じる機関として、学習権オンブズパーソンは重要な機能です。学
習権保障は学校教育でも同じことであるから、学習権オンブズパーソンは学校教育も対象にすること
になるでしょう。 

 
１５. 国および地方公共団体の責務 

① 国および地方公共団体は、「多様な学びの場」における子どもの学びを支援し、多様な学びを選
択する機会を確保し、その環境を整備する責務がある。 
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② 国および地方公共団体は、「（仮称）多様な学び支援推進機構」や学習支援センターを通じて、
子どもおよび保護者に、学校教育以外の学びや学びの場に関する⼗分な情報を提供する。 

③ 国および地方公共団体は、「多様な学びの場」による学ぶことが、学校教育で学ぶこととの間に
格差や差別が⽣じないよう策を講じる。 

④ 国および地方公共団体は、多様な学びの普及、発展のために必要な予算を確保する。 
⑤ 国および地方公共団体は、支援機構や学習支援センターの運営を財政的にも支援する。 

 

� 教育予算や教育環境等の面で学校教育との格差が⽣じたり、進学・就職などの面で社会的な不利益や
差別などが⽣じないようにすることが重要で、国や地方公共団体は責任を持って取り組む必要があり
ます。学校の教科書も子どもが希望すれば、無償で使用できるようするなども⼤事でしょう。 

� 全国レベルの支援組織や地方レベルの支援組織の運営も、公費助成によりしっかりとした役割を果た
せるように行われるよう国または地方公共団体が支援することも盛り込みました。 
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「６．学びの場の登録」における登録内容の一案 
登録内容・⼿続 
① 登録内容は、全国レベルの支援組織が検討して作成し、国が都道府県および市町村に指針とし

て示す。 
② 登録内容の作成の方針は、「多様な学びの場」において、子どもの権利および学習権の保障・確

保が図られていること、非営利かつ⺠主的な組織運営がなされていること、経理管理能力があ
ること等の観点を重視し、以下の事項について定める。 

ア） 学びの支援の方針や特⻑に関する事項 
• 子どもを尊重した理念であること 
• 矯正・訓練ではないこと 
• 子どもの学習ニーズに応じること 

イ） 学びの支援の形態や方法に関する事項 
ウ） 子どもの人権確保、虐待防止等に関する事項 

• 体罰を禁止し、虐待を行わないこと 
• 子どもの意思確認や意⾒表明の機会を確保していること 
• 子どもの権利の啓発・普及を行うこと 

エ） 子ども関する事項（人数・定員・対象年齢等） 
オ） 設置実施者・代表者に関する事項 
カ） 人的環境に関する事項 
キ） 物的環境に関する事項 
ク） 運営に関する事項 

• 子ども、保護者、スタッフの参加・参画による⺠主的な方法であること 
• 子どもの学習ニーズに応じるため、子どもの意⾒表明・参加の尊重とその機会を確保し

ていること 
• 公金を扱う経理管理ができる組織運営体制が整っていること 

ケ） 監査に関する事項 
• 運営および会計を監査するための監査機能をもっていること 

コ） 子どもの異動や就学に関する事項 
• 子どもの⼊学や異動（学校への就学・異動を含む）について明確にしておくこと 
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条文の比較     作成：西原博史 
 
 
 

 
 名称 目的 

12年 

2月 

4日 

"フリースクー
ル全国ネット 

（仮称）オルタナティ
ブ 教 育 法 ・ 骨 子 案 
Ver.2 

この法律は、子どもの個性を尊重し、多様な学習のニー
ズに応じて、学校教育法に定める学校以外の「普通教育」
のための学習の場を公教育として位置づけ、オルタナテ
ィブ教育の促進を図ることを通じて、子どもの学ぶ権利
を保障することを目的とする。（1 目的） 

14年 

7月 

6日 

ワ ー ク 「 新 法
研 」 骨 子 案 
Ver.2" 

子どもの多様な学び
の機会を保障する法
律・骨子案 Ver. 3.1 

この法律は、子どもが、その個性を尊重され、一人ひと
りそれぞれの学習のニーズに応じて、多様な学びの場を
選択できるようにし、普通教育の機会の確保と環境を整
備し、基本的人権としての子どもの学ぶ権利を保障する
ことを目的とする。（1 目的） 

15年 

5月 

27日 

"多様な学び保
障 法 を 実 現 す
る会 

義務教育の段階に相
当する普通教育の多
様な機会の確保に関
する法律（仮称）案 
【概要】 

この法律は、様々な事情により義務教育諸学校で普通教
育を⼗分に受けていない子供や学齢を超えた後に義務教
育諸学校への就学を希望する者がいることを踏まえ、多
様な教育機会確保のための施策を総合的に推進すること
を目的とする（［目的］） 

15年 

9月 

15日 

（骨子案 ver. 
3.1）" 

義務教育の段階に相
当する普通教育の多
様な機会の確保に関
する法律（案） 

この法律は、教育基本法及び児童の権利に関する条約等
の教育に関する条約の趣旨にのっとり、義務教育の段階
に相当する普通教育を⼗分に受けていない者に対する当
該普通教育の多様な機会の確保に関する施策に関し、基
本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明ら
かにするとともに、基本指針の策定、学校教育法の特例
その他の事項を定めることにより、多様な教育機会の確
保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
（第 1 条） 

16年 

5月 

10日 

合同議連（馳試
案） 

義務教育の段階にお
ける普通教育に相当
する教育の機会の確
保に関する法律（案） 

この法律は、教育基本法及び児童の権利に関する条約の
趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、
基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明
らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事
項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策
を総合的に推進することを目的とする。（第 1 条） 
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（条文の比較） 

 理念 対象 

フリネット 
骨子案 
Ver.2 

  

実現する会 
骨子案 
ver. 3.1 

①子どもは、基本的人権としての学びを
充分に奨励され、支援され、および保障
され、自分に合った学びの場と方法を選
ぶ権利を持つ。 

子ども 

合同議連
（馳試案） 

②子どもは、一人ひとりそれぞれの個性
や学びのニーズに応じて、適切かつ最善
な教育の機会および環境を享受する権利
を持つ。 

様々な事情により義務教育諸学校で普通教育を
⼗分に受けていない子供や学齢を超えた後に義
務教育諸学校への就学を希望する者 

合同議連 
（議連 9 月
案） 

③子どもは、9 年間の普通教育を受ける権
利を持つ。（2. 子どもの基本的人権として
の学ぶ権利の保障）" 

相当の期間学校を欠席している学齢⽣徒であっ
て文部科学省令で定める特別の事情を有するた
めに就学困難なもの及び学齢期を経過した者で
あって義務教育の段階に相当する普通教育を充
分に受けていないもの（第 10 条）。 

合同議連 
（国会提出
時案） 

多様な教育機会確保のための施策は、教
育基本法の精神に則り、様々な事情によ
り義務教育諸学校で普通教育を⼗分に受
けていない子供や学⽣超過後に就学を希
望する者が、年齢又は国籍にかかわらず、
義務教育の段階における普通教育を受け
る機会を与えられるようにすることを旨
として行われなければならない。（［理
念」） 

"教育機会の確保等＝不登校児童⽣徒に対する
教育機会の確保、夜間その他特別な時間におい
て授業を行う学校における就学の機会の提供そ
の他の義務教育の段階における普通教育に相当
する教育の機会の確保及び当該教育を充分に受
けていない者に対する支援をいう。（第 2 条第 4
号） 
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（条文の比較） 

 選択 

フリネット 
骨子案 
Ver.2 

・子どもは、オルタナティブ教育によっても、教育を受ける権利を持つ（3.）。 
・保護者は、子に 9 年の普通教育を受けさせる義務を、オルタナティブ教育によっても果
たすことができる。親の教育権は尊重される。（4.） 
・義務教育としての普通教育は、オルタナティブ教育を実施する機関においても実施でき
るものとする。義務教育の目的については、教育基本法に基づく。義務教育年限、普通教
育を受けさせる義務、普通教育を受けさせる義務の猶予・免除、経済的就学困難への援助
義務、学齢児童・⽣徒の使用者の義務については、学校教育法と同じとする（5.） 
・この法律で言うオルタナティブ教育機関とは、学校教育以外のオルタナティブな教育を
実施する場を言う。そのうち、公教育としてこの法律に基づいて登録されたものを「登録
オルタナティブ教育機関」と呼ぶ。（6.） 

実現する会 
骨子案 
ver. 3.1 

①子どもは、それぞれの学習ニーズに応じて、「学校教育法第 1 条に定める学校以外の過
程を含む多様な学びの場」（以下「多様な学びの場」という）で、普通教育を受けること
ができる。国および地方公共団体は、前条を保障するための支援体制をつくる。 
②保護者は、子どもが「多様な学びの場」での学びを選択した場合、普通教育が⼗分に行
える機会および環境を整える責任を負う。 
③保護者は、子どもを、「多様な学びの場」で学ばせることによって普通教育を受けさせ
る義務を果たすことができる。 
④子どもが「多様な学びの場」で普通教育を受ける場合、保護者は市町村に届け出る。 
⑤保護者は④の届出を行うにあたり、その子どもの意思を尊重し、学習方針や学習内容に
関する子ども自身の意⾒を付記して届け出る。 
⑥国および地方公共団体は、子どもの学ぶ権利を保障するための支援体制をつくる。（3.） 

（次頁に続く） 
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（条文の比較） 前頁より続き 

 選択 

合同議連
（馳試案） 

・保護者は、子供の状況等を考慮し、個別学習計画を作成して市町村教育委員会の認定を
受けたときは、学校に就学させないで、子供に教育を受けさせることができる。 
・市町村教育委員会は、訪問等の方法により子供に対して学習支援を行う。 
・当該保護者は、就学義務を履行したものとみなす。 

合同議連 
（議連 9 月
案） 

〔対象者〕の保護者は、文部科学省令で定めるところにより、当該就学困難な学齢児童又
は⽣徒の学習活動に関する計画を作成し、これを当該学齢児童又は学齢⽣徒の居住地の市
町村の教育委員会に提出して、当該個別学習計画が適当である旨の認定を受けることがで
きる（第 12 条第 1 項） 
・必要的記載事項（12 条 2 項一号〜五号） 
・市町村の認定義務（12 条 3 項） 
・個別学習計画の変更（13 条） 
・支援（14 条） 
・勧告等（15 条） 
・報告の徴収（16 条） 
第 12 条第 1 項の認定を受けている保護者は、学校教育法 17 条 1 項若しくは 2 項又は児童
福祉法 48 条の義務を履行しているものとみなす。（17 条） 
市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に従った学習活動の実施による義務教育を修了
した者には、修了証書を授与するものとする（第 18 条 2 項） 

合同議連 
（国会提出
時案） 

国及び地方公共団体は、不登校児童⽣徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不
登校児童⽣徒の心身の状況その他の不登校児童⽣徒の状況を継続的に把握するために必
要な措置を講ずるものとする。（第 12 条） 
国及び地方公共団体は、不登校児童⽣徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活
動の重要性に鑑み、個々の不登校児童⽣徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童⽣徒
の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童⽣徒及びその保護者
に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとす
る。（第 13 条） 
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意見書 ① ２月１２日 
教育機会確保法 ２月２日座⻑試案への意⾒  

NPO 法人フリースクール全国ネットワーク代表理事 奥地圭子 
はじめに 
●昨年２月から検討され始めた法案審議で、すでに１年たち、座⻑はじめ皆さんご多忙な中を、引き続
き不登校の子どもたちへの支援に議論を重ねていただいていることに感謝しております。 
●２月２日提案の座⻑試案（以下「修正案」と表記）について、⼤きく変わりましたが、この内容での
法案の成立に期待しています。 

１．今回の修正案も学校以外の学びが認められていると考えます 

●現実に学校外の場で学ぶ子がいる中で、昨年までの法案は学校以外の学習も認めるとともに、希望す
る子と親は選ぶことができる制度を作ろうという内容でした。修正案では、学校以外での親の就学義務
の履行と個別学習計画の部分がなくなり「選べる」内容にはなっていないものの、「学校以外の場にお
いて行う多様な学習活動の実情および重要性」が定められることで学校以外の学習は認められている法
案だと考えます。 
●私たちはこれまで「学校以外」の学習が選べることを目指していましたが、今回の修正案でも学校以

外の学習が認められるという点で、子どもたちや保護者にも意味があると思います。 
●法案全体として不登校の施策がかなり盛り込まれ、学校復帰の圧力が高まることも懸念されますが、
法案には「意思を十分に尊重しつつ」「休養の必要性」等明記されていることから、法案成立後、学校
以外も認める法案の趣旨を徹底していただきたいです。 

２.法案の成立で､教育委員会･学校とフリースクールとの連携が進展するのを期待しています 

●⻑年不登校と関わり、学校に悩んだり傷ついたりしてきた子どもと出会い、安心できる学校を創りた
いと、構造改革特区による中学校を創って９年になりますが、修正案に「安心して学校における普通教
育が受けられるように」という文言が⼊り、歓迎しています。 
●不登校の子どもへの支援のためには、教育委員会・学校とフリースクールの連携も重要であると考え
ますが、これまで学校以外が制度上認められていなかったため、連携が⼗分とはいえない状況があります。 
●今回、「学校以外」の学習活動が法律上初めて定められることで、教育委員会・学校側においてもフ
リースクールと連携した支援を実施しやすくなることを期待しています。 

３．法案を今国会で成立させていただきたい 

●これまで不登校の子どもへの⻑年の施策にもかかわらず、毎年高い割合で不登校になる子が続いてい
る現状、学校が苦しいのに学校に行くしかないと子どもが思っていて命を断つ子どももいる状況を踏ま
え、学校以外の場での学習を認め、休養の必要性を示すこの法案を早期に成立させていただき、第１歩
を踏み出していただきたいと切望します。 
●その上で、学校以外の場で学ぶことも選べる仕組みのあり方について、さらに議論を続けていただく
こともお願いいたします。 

４．附則に「多様な」を追加していただきたい 

●今後の議論の方向性をこの法案で示すためにも、「第６ その他」「二 検討」の「２」の部分に 
「多様な」という表現を加えていただきたい、と要望いたします。  
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意見書 ② ３月２日 
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する 

法律案（仮称）に関する意⾒書 
 

平成 28 年 3 月 2 日 
立法チーム座⻑ 丹⽻秀樹様 

奥地圭子（肩書き省略） 
 
 ご多忙な中、上記法案（以下「確保法」）への細やかなご審議を重ねていただき、まことに 有難うご
ざいます。ここまできたこの法案、今国会での成立をぜひ進めていただきたいと考えます。 
● 私たちは、学校が苦しいと感じる子、学校に行かねばと思うが行けない子、傷ついて行く気持ちを
失った子などが、学校以外の場で、⽣き⽣きと成⻑し、個性を発揮し、自立していく姿をたくさん⾒て
きました。また、そうなるためには、理解され、安心できること、充分意思を尊重され、必要な休息を
取り、個々の状況に応じた支援が⼤切であることも、子どもから学んできました。修正案にはそれらを
示す言葉が述べられています。  
 何より、修正案は、前の法案と比べると、学校外を選ぶ形になっていない点は残念ですが、学校以外

で学び成長していくことが認められています。そして、実際上、学校外で学んでいる不登校の子どもは

増加しており、2 月 26 日発表された「不登校に関する調査研究協力者会議」の最終報告案でも、平成
26 年の小・中不登校⽣ 12.2 万人のうち、学校外で指 導を受けた子は約 3.8 万人で 31%存在すると報
告されています。その実態に即し、学校以外の場における学習が法的に認められ、国や地方公共団体が
支援する仕組みが新しくつくられることは、戦後初であり、この一歩がおおいなる希望につながります。 
●法案をめぐるさまざまな意⾒の中には、拙速であるとか、一部の意⾒にすぎないというもの 
がありますが、別紙資料につけましたように、フリースクール全国ネットでは 2001 年の結成の年から
政策提言を行い、2009 年から法制化を目指し、2012 年には実現する会を発足させ、2015 年 2 月にフ
リースクール議員連盟総会より立法化宣言をいただくまでにも延べ 2500 名以上※資料２の方々と集って
おります。 
 また 2015 年 5 月に馳座⻑試案が出されてからも、オープンにどなたも参加できる機会として、計 18

ヶ所、延べ 1400 名※資料 1 のご参加をいただき、直接に法案について話し合う機会を持ってきました。
各団体内でも話し合っていますので、それも⼊れると 10000 人を超える かもしれません。 
 子どもの状況はまったなしです。法案が通ってからも、よりよい仕組みとは何かを検討し続けること
とし、まずは、学校以外での学習を認めるこの法案をぜひ成立させていただきたいと思います。 
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意見書 ③ ３月８日 
第１９回 立法チーム ヒアリング資料 
「義務教育の段階における普通教育に相当する 

教育機会の確保等に関する法律案」（座⻑試案）への意⾒ 
 

ＮＰＯ法人フリースクール全国ネットワーク代表理事 奥地圭子 
 
 立法チームの議員の皆様におかれましてはすでに１９回の検討を重ねてきてくださり、誠に有り難う
ございます。修正案につきましての意⾒は次の通りです。 
 
１．この修正案も学校以外の学びを認めています（別紙資料 1） 
 ２月１２日立法チームのヒアリングの際、修正案骨子について提出した資料にありますように、修正
案も、学校以外の学びが認められていると考えます。私たちは⻑い間、学校のみで子どもの学ぶ権利を
保障する無理と悲劇を⾒てきた立場から、学校以外を法的に認める初の法律であることを評価し、ぜひ
今国会での成立を望んでいます。 
 
２．子どもの状況は待ったなしです 
●３月２日の意⾒書にも「子どもの状況は待ったなしだ」と書かせて頂きました。 
●先日、ある保護者の方が保護者会の中で聞かせてくださった話を紹介します――うちの子は、学校の
枠に合わない子で本が好きなのに読書禁止の学校でした。何でも「皆と一緒にやれ！」と叱られ、しだ
いに先⽣も勉強も嫌いになり、給食も疲れると言い出しました。いじめを受け、ばい菌扱いもされ、ハ
ラハラしながらも登校させていました。もう疲れた、もう疲れたというので病院にも行きました。でも
良くならず、子どもは行けない自分を責め、「パパ、ママ、助けて」「もう死にたい」「自分では死ねな
い、ママ殺して」と叫び、ある時、硬直して震えだしたのです。そこまで苦しいわが子を⾒て、私は、
ほんとに⼿にかけようとしました。１歳半の下の子が止めてくれ、ハッとしました。でも、自分がわが
子を⼿にかけようとしたことに苦しんで、苦しんで、やっと東京シューレを⾒つけ、たどり着いたので
す。地方からなので遠くて移動も厳しかったし、着いたとき、子どもの顔は土色をしていました。奥地
さんが「皆さん、良く来てくれましたね」と挨拶されて泣きました。シューレの考えと出会い、子ども
をゆっくり休ませ、親としての自分もやっと休めるようになり、今では子どもは信頼できるスタッフと
友人がいて、演劇をやったり、お出かけしたり楽しい日々で、最近「⽣きててよかった」と言ってくれ
ました。 
●多くのフリースクールで、こんな状態が繰り返されている日々です。学校を安心できる場にすること、
でもそうでない場合、学校を休んでよいこと、学校以外の学びも正式に認められるようにし、それらを
緊急に多くの親子、学校、教育委員会に周知しなければなりません。 
●以前に申し上げたように、内閣府が昨年夏『平成２７年版自殺対策⽩書』（別紙資料２）の中で、⻘
少年の日付ごとの自殺件数データを公表しましたが、９月１日など⻑期休み明け前後が突出しており、
学校が苦しいが学校に行かねばならないという板挟みの中で楽になるには命を絶つことになってしま
う状況があります。この問題も、学校を安心できる環境にしてほしいけれど、そうでない現実がある場
合、休んでいいし、学校以外でもやれるということを、制度としても保障することが求められており、
法案にそれが⼊っています。 
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３．学校以外の学びへの公的支援の法的根拠のために 
 学校以外の学びが緊急避難的な意味だけではなく、それがかえってその子を元気にし、個性を発揮し
た例もたくさんあります。すでに約６年前になりますが、２０１０年６月開催のフリースクール議連で、
私たちが初めて「オルタナティブ教育法（仮称）」の制定を訴えさせて頂いたときに、Ｋ君という少年
がいっしょに参加し、「フリースクールに来て腹の底から笑った。自分を削ったり、命を削ったりしな
くていいから。そして自分は学びたい気持ちがある。それを国が応援してほしい」と発言しました。Ｋ
君は、東京シューレ卒業後、獣医になる夢を持ち、経済的に厳しい中、成績優秀で学費・⽣活費全額出
る⼤学の奨学金とアルバイトで⼤学４年⽣となりました。 
 その日、フリースクールりんごの木に子どもが通っている⺟親もヒアリングを受け、「発達障がいを
もち、学校でとても苦しんできたが、フリースクールでは、こだわりもマイペースも受け⼊れられ、自
分の事を“ダメ人間”と言っていたのが変わってきた。景気が悪く月会費の負担も厳しいが、ここで学ば
せたい」と発表しました。 
●経済的なことについても、憲法で「義務教育は無償」となっていながら、フリースクール費用を負担
せざるを得ず、フリースクールを運営する側も厳しい中を懸命に維持しており、早く公的な支援の道が
開かれる必要があります。そしてそれには法的根拠が後押しになると思います。（別紙資料３） 
 
４．修正案を認め、成立へ踏み出してほしい 
 法案づくりの経過を⾒て感じることですが、修正案に対して、個別学習計画への懸念、不安、保護者
の就学義務を学校以外でも認めることへの反対、「多様」を言う前に学校を変える方が先だろうという
ご意⾒、学校以外の学習でやっていく一部の子でなく、不登校全体、いや子ども全体を対象とすべきだ
から反対、という意⾒が出され、法案が変わりました。修正案では、それらの意⾒のほとんどが反映さ
れました。そこが変わったのだから賛同され、前に進むのかと思いきや、不登校が⽣じる原因を根本か
ら論じないとダメだ、教育全体が問題だから等、やはり反対される。教育の根本を議論するのは必要で
す。しかし、その議論は常に行うべきものであり終わりはありません。すでに立法宣言から１年議論い
ただいています。結局何も変わらなかったことになるということ避け、総ての子どもの学ぶ権利の保障
のため、学校教育のみに教育機会を限定せず、学校以外を認める必要がある、というところから提案し
た原点に戻り、この修正案でなら一歩目はいいでしょう、といっていただき、前へ進めて頂きたいと切
望します。（別紙資料４） 
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意見書 ④ ３月１１日 
超党派フリースクール等議員連盟 
夜間中学等義務教育拡充議員連盟 宛て 
「義務教育の段階における普通教育に相当する 

教育機会の確保等に関する法律案」（座⻑試案）への意⾒書 
 

奥地圭子（肩書き省略） 
 
 
 議員連盟の皆さまには、これまで粘り強くご検討いただき有り難うございます。１９回の立法チーム
の結果、３月８日に出た座⻑試案の第１３条から「指導」という言葉が削除されたとのこと、当事者の
気持ちを汲んでいただき、⼤変歓迎しています。 
 ３月８日案をもとに、私たちにとって、どこが歓迎できるところか具体的にお示しします。法案が不
登校やフリースクール関係者、とりわけ子どもたちにとって、良いといえる点を下記のように列挙させ
ていただきました。 
 私たちが法案の国会成立を強く望んでいることをお伝えしたいと思います。 

法律案の良いといえる点 

 （目的） 
第一条「児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり」 
 （基本理念） 
第三条 
一「安心して教育を受けられるよう」「環境の確保が図られるよう」  
二「不登校児童⽣徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、不登校児童⽣徒の個別の状況に応じた必要 
 な支援が行われるようにする」  
三「安心して普通教育を⼗分に受けられるよう学校における環境を整備」  
四「普通教育を⼗分に受けている者の意思を⼗分に尊重しつつ」 
 「年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく」 
 五「⺠間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われる」 
  
（国の責務）（地方公共団体の責務）が明記 
（財政上の措置） 
第六条「財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める」  
第二章 基本方針 
第七条 
  ３「⺠間の団体そのその他の関係者の意⾒を反映させる」  
第三章 不登校児童⽣徒に対する教育機会の確保等 
（学校における取組への支援） 
第八条「安心して教育を受けられるよう、児童⽣徒と教職員の信頼関係を図る」 
   「個別の状況に応じた支援」 
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（特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備） 
第⼗条「整備及び教育の充実のための必要な措置」 
（学習支援を行う教育施設の整備） 
第⼗一条「不登校児童⽣徒の学習に対する支援を行う教育施設の整備及び充実」 
（学校以外の場における学習活動を行う不登校児童⽣徒に対する支援） 
第⼗三条「学校以外の場において行う多様な学習活動の重要性に鑑み」 
    「個々の不登校児童⽣徒の休養の必要性を踏まえ」 
    「当該不登校児童⽣徒の状況に応じた適切な学習活動が行われることとなる よう」 
（国⺠の理解の増進）（人材の確保）（教材の提供）が⼊り、 
（相談体制の整備）に「家族」、「⺠間団体の連携の強化」が⼊ったこと 
付則 
（検討） 
２「経済的支援のあり方について検討」 
 「必要な措置を講ずる」 
３「多様な学習活動の実情を踏まえ」 
 「三年以内に教育機会の確保等の在り方の⾒直しを含め必要な措置を講ずる」 
 

以上 
 
 
 なお、これまでの立法チーム勉強会に提出させていただいたヒアリング資料、意⾒書、３月９日（水）
にフリースクール全国ネットワーク・多様な学び保障法を実現する会で実施しました記者会⾒の様子の
報告等を添付させていただきます。 
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法案に関する合同記者会見 内容 
2016 年 3 月 9 日、於・衆議院議員会館 （文責：松島裕之） 

 
 
【会⾒者】 

奥地圭子（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク代表理事／ 
多様な学び保障法を実現する会共同代表／NPO 法人東京シューレ理事⻑） 

汐⾒稔幸（多様な学び保障法を実現する会共同代表／⽩梅学園⼤学学⻑） 
喜多明人（多様な学び保障法を実現する会共同代表／早稲田⼤学教授） 
江川和弥（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク代表理事／NPO 法人寺子屋方丈舎理事⻑） 
前北 海（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク理事 

／NPO 法人ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク理事⻑） 
 
■奥地圭子 

 今日は、フリースクール全国ネットワークと多様な学び保障法を実現する会の共催で呼びかけをいた
しました。新しい法律づくりは、今週金曜日に議員連盟の合同総会が行われ、各党審議にはいることに
なりました。 
 各党でどのように審議されるかは非常に重要で、その時に情報が不足すると審議も深まらないという
こともあります。私たちは、法案を持ちこんだ団体として、この間法案がいろいろ変わってきているこ
とをどのように考えているかをお話しして、結論から言えば、今の修正案で、最初の一歩として成立さ
せたいと思っている、そういうことを報道いただければありがたいなと思って開かせていただきました。 
 この法律のとらえ方ですが。私たちは、最初、学校に行っていない子どもたちが、学校以外の場所、
フリースクールや家庭も含むいろいろなところで実際にやっていっている、それを応援する具体的な仕
組みがほしいと思い「多様な学び保障法案」を考え、議員連盟に持ち込みました。議員連盟では、その
案は理想的だがハードルが高すぎるということで、「これだったらどうだろう」と馳議員が座⻑の時に
とりまとめられた「従来案」で議論がされてきました。しかし、議員さんの中にもいろいろな意⾒があ
りますから、議論の経過でそれが変わってきて、今の修正案ができてきています。 
 私たちは、学校以外で学ぶことを認めること、選べることを、両方求めてきました。しかし、今の修
正案は、学校外で学ぶことを選べる仕組みではなく、従来通り、親の就学義務は学校でということには
なっているのですが、学校外を認めることにはなっている。そこで、この法案が現状を変える一歩にな
りうると判断し、子どもたちのために法律を通したいというのが基本的な立場です。 
 資料は立法チームに出したもので、【1】のところに学校以外の学びも認められていることも書きまし
た。また、市⺠の声も、子どもの立場、卒業⽣の立場、親の立場で求めている声を紹介してあります。 
資料の 8 ページ目には、学校以外も認められるということだけでなく、「安心できる」「意思を尊重」「必
要な休養」「個々の状況に応じた」「⺠間との連携」等、私たちも⼤事だと思う言葉がいろいろ⼊ってい
ることを書きました。 
 2009 年から取り組み、最近の法案になってからもたくさんの集会を開いて、皆さんの声も聞きなが
らやってきた立場として、「夜間中学だけ通して、フリースクールの方はいろいろ意⾒が多いからやめ
ておけば」いう意⾒もありますが、こういう苦しい現状を変えるためにこそ、これが必要だということ
を判断しているとお伝えいたします。 
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■喜多明人 

 早稲田⼤学の喜多です、いろいろな研究をしていますが、今回のことに関わっていうと、教育法学が
専門ということになります。 
 今回の法案、8 月に案が出てきてからいろいろな審議を経て、現在の案にいたっていますが、⼤きな
変更は「⻑いスパンで、多様な学び、教育機会の確保の仕組みを時間をかけてつくっていこう」という
ことになったという事です。最初は具体的な制度設計を法律に書いていこうということでしたが、日本
では全く未経験の制度ですので、法律に書いていくのは無理がある、それでもそれをつくっていくとい
う点を評価しています。 
 私はもともと「理念法で良い」と思っていました、第一条には、新しい、多様な学びを今後制度化し
ていくための基本的な理念を設定すること、責任主体をはっきりさせること、それから制度設計につい
ては⺠間団体あるいは地方自治体と協議して良いものをつくっていこうということが書かれています。 
また、基本指針には、国、地方自治体は⺠間団体の意⾒を「反映させる」という非常に⼤胆な言い方も
しています。他の法律では意⾒を「尊重する」という表現が多いですが、これは「意⾒は尊重しました、
でも決めるのは私です」といえる表現ですが、「反映する」という以上は、私たち⺠間団体や地方自治
体の意⾒を実際に反映させていく必要がある。今後、制度設計を丁寧につくっていき、よりよくしてい
こうという仕組みです。そういう意味で、私はこの法案の意義を支持したいと思います。 
 それから、教育法的にいうと、憲法 26 条で子どもたちには「普通教育を受ける権利がある」という
ことになっています、保護者に「受けさせる義務がある」という書き方ですが、それを担保する仕組み
が学校教育法しかなかったということが日本の教育法制の欠陥だったとわたしは思っています、不備と
いった方が良いかもしれません。 
 つまり、欧米では、普通教育を学校以外にも担保する仕組み、家庭も含めて様々な学校教育以外の学
びも担保する仕組みがある。本来は日本にもそういう法制度があって良かったのですが、学校教育だけ
を担保して 70 年が経ってしまった。この 70 年間の重み、「教育は学校でやるもの」というしみついた
意識、これがこの一年間は私が感じてきたことです。 
 学校以外の学びを子どもたちが求めた時、「学校でなきゃいかん」という日本の社会の意識の強さを
感じ、そういう意識だからこそ制度の壁を破らなければ変わらないと感じています。 
 私は、教育法学と同時に学校教育学もやってきた人間ですが、そういう人間が多様な学びを提案して
いる。それは、学校を変える、あるいは教育改革を進めていく上でも多様な学びを進めていくことが⼤
事だと思っているからです。 
 学校を改善すれば不登校はなくなるし、多様な学びは不要になるという教育学者は、私の友人も含め
たくさんいます。しかしそれは空論の部分もあり、現に子どもたちが学校外の学び、多様な学びを求め
ている、そこの部分を今回法制化していくということで、理念として「多様な学び」が追加されたこと
に評価しています。 
 
■汐見稔幸 

 汐⾒です。私も教育学に関わってきましたが…。今回のことをひとことで言うと「なかなか簡単には
進まない」ということを改めて感じました。 
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 不登校 12 万人、実際にはそれどころではない数の子どもたちが「学校に行けない」ということで学
びの機会を奪われている、そういう現実をなんとかしたい、フリースクール等が頑張ってはいるけど、
そこに行ける子どもたちは数も限られている。 
 たくさんの子どもたちが学ぶチャンスをほとんど得られないまま育っていかざるをえないという社
会はおかしいのでは、そういうところからスタートしてきました。 
 ところが、不登校をしている子どもや親には、「学校、教育委員会と聞いただけで虫唾が走る」とい
う人もいる、「不登校というのはあくまでも例外であって、本来は学校に行くべき」という非常に強い
信念をもった政治家もいる。本当に幅広く、いろんなところで不登校についての議論がされてきて、そ
の人たちが全員納得するような法律をつくるのは今の段階では難しいということを実感しました。 
 だけども、難しいからもう仕方がないとあきらめてしまえば、教育の機会を奪われた子どもたちが放
置されたままになってしまう訳ですね。そういうとことで、どういう法律があれば一歩前に進めるのか
ということを議論してきました。 
 「子ども、親が学校を選べる社会」というのが僕たちの目指している社会、色んな学校があるという
ことが、社会が豊かであることだと思っています。だけど、そういう法律案をつくってしまうと通らな
い。だけども、実際にいまの学校が合わないという子がたくさんいるということを認めて、その子たち
の学びのチャンスをなんとかしてつくらなければいけない、ということに関しては、認識はだいたい一
致してきました。 
 この法律は、そこに基づいてつくられてきた法律であるということ、理念法である、権利条約、多様
な学びという言葉が⼊っていて、あまり細かい事が書いていないのが良いと考えています。 
 理念法というのは、その理念に基づいてやっていって、うまくいかなければ、うまくいくように変え
ていける。法律をつくってもうまくいかないという人もいるが、使い方次第なんだという事です。 
 もともとは、「多様な学びが認められる社会に」と言ってきた私たちからすると、満足いくものでは
ありませんが、少なくとも不登校の子どもにとって、学びの場を豊かにしていけるものである、そうい
う判断で、ぜひ通していただきたいと思っています。 
 
■江川和弥 

 福島県会津若松市でフリースクールを運営しています、私自身高校中退の経験があり、息子も不登校
をしております。 
 今まで学校に行かない子、不登校の子どもは法律上位置づいていなかった、不登校の子どもがいると
いう前提にはなっていなかった日本の教育法の中で、今回それが存在を認知され、学校以外の学びの場、
我々フリースクールも含めた学校外の学びの場が認められることには⼤きな意味があると考えています。 
 田舎の方では、学校に行かない子どもという存在は社会的に認められていない、そういう状態がずっ
と続いているということに忸怩たる思いでいます。それが法的に認められるという状況になってきたの
は貴重な第一歩、また、それによって無用な干渉、無用な登校刺激というのも避けられる。将来に向け
て、学びの選択肢、可能性も残されるというのも⼤事だと考えております。 
 そういうことで、現場の声としては、ぜひ今回の法案を通すことによって、さらに議論を深めていき
たいと、そのように考えています。 
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■前北海 

 私自身、不登校をしていました。フリースクールには通いませんでしたが、今はフリースクールの運
営者として子どもたちと関わり、フリースクールに来ている子どもの声も聞き、三つの立場とも言えます。 
 私自身は、この法案には当初懸念を持っていました。しかし、いろいろな場で議論を重ね、情報も得
ていく中で、行政に振り回されるのではなく、私たち市⺠がしっかりとこの法律を使っていくことで、
今の状況を変えていくこともできると考えるようになりました。 
 また、この法律には、平成 25 年に成立したいじめ防止対策推進法を補完する意味もあるとも考えて
もいます。「いじめにあったら逃げても良い」。もちろんいじめはあってはならないこと、本人の尊厳を
傷つける行為ですが。一方で「逃げても良い」という言葉は一体何なのかと、元当事者として感じてき
ました。また、9 月 1 日に子どもの自殺が多いということも内閣府の調査で解りました。それを防ぐた
めにも、「逃げて良い」だけでなく、その方法、場所も提示することが必要と考えています。 
 それからもうひとつ、不登校のつらさというのは、もちろん学校でつらい事があった、学校との軋轢
があるということもありますが、親との関係もあります。多くの親にとって「学校に行くのは当たり前」
です。また、法律上も就学義務は学校で果たすようにもなっている、それを、「学校以外の場所でやる
こともありえる」と示せる事にも、意味があると思っています。 
 
記者質問 

 皆さんは当初「フリースクールを認め、応援してほしい」ということでスタートしていたと思います。
しかし、それがなくなり、今の法案は不登校対策になっているじゃないかという意⾒もあるんですが、
そこについてはどう思っていますか。 
 また、まずは法案を通しそこから良くしていこうともおっしゃっていますが、それも困難な道だとい
う⾒方もあると思います、そこについて何か具体策はあるのでしょうか。 
 
奥地 

 今の法案も、フリースクールへの応援の意味がなくなったとは理解していません。⺠間団体、つまり
フリースクール等も指針作りに参加して、求めていける、そういう意味では応援という意味も⼊ってい
ると思います。 
また、当初求めていたものからは後退していても、それを変えていけるとも思っています、附則には 3
年以内の⾒直しもあり、多様なものを求める方向で今後も議論をするという方向性を⼊れてほしいとい
う要望も出し、それが活かされたのかどうかは解りませんが、⼊っています。議員連盟も解散せず継続
的に議論を続けて行きましょう、ということになっていて、今後も続けて行けると考えています。 
 
汐見 

 国の認識としても、多様な方向に動きつつある。教育再⽣実行会議等の議論からもわかるように、学
ぶ方法が一種類しかない制度は今の時代、社会に合っていないと為政者も認識しているわけですよね。
だからこそ下村前文科⼤臣もフリースペースの視察に行き、ここに人と金をきちんとつければ、次の時
代の教育になりうると言った、個人に動いているわけではなく、背景にそういう流れがあるという事です。 
 ただ、議員さんの中には古い学校に対してこだわりを持つ人も多いし、簡単に、新しい、多様な学校
をつくらなきゃいけないというところで一致できる状況ではないことは今回わかりました。ただ、流れ
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としては、多様化の方に少しずつ進まざるをえない。そういう点では、一歩を出ることを可能にした法
律になるのではないか、今後の私たちの努力次第ですが、そういうふうに認識しています。 
 
喜多 

 附則の 2 に直ちに経済のありかたを検討するという文言も⼊っており、基本指針には⺠間団体の意思
を反映させるとも書いてあります。そこで、⺠間団体が意⾒を言いながら、具体的な制度設計、あるい
は経済支援を充実させていく可能性が開かれていると思います。 
 また、「義務教育の充実」という意味のある法案になったことは夜間中学と一緒になったメリットで
もあり、「義務教育は無料」という原則を広げていける可能性もあると考えています。 
 
記者質問 

 なかなか多様な教育が認められない現状があって、その壁を破ることで進めるという言葉がありまし
たが、この法案が学校制度の壁を破れたことになっているのでしょうか。 
 馳議員が座⻑の頃の案でも、就学義務壁は破らずの「特例」として、今回の法案はそこには全く触れ
ない、制度の壁を破れないからこうなっているという⾒方もあると思うんですが、喜多先⽣はいかがで
しょうか。 
 また、奥地さんは、多様な学びが法案で認められた、とおっしゃいましたが、現状でも出席認定など
で認められている現状もあり、それがこの法案でさらに進むということでしょうか。それについてお考
えを聞かせていただきたいと思います。 
 
喜多 

 9 月 15 日の案では、特例として学校以外の学びを就学義務の履行とみなすという条文があり、そこ
が制度の壁の突破のきっかけになるんじゃないかと⾒方もありましたが。私が話したことはそこではな
く、学校以外の学びも正統な「普通教育を受ける権利の保障」として今後発展させていくという理念が
今回⼊っている。その理念の中でなら、今後の制度的な改革の可能性もあると考えています。それから
制度の壁というと、学校制度そのものの⼤きな議論が増えているが、実践に対する制度の壁というか、
学校に行かないというだけでプレッシャーを感じてしまう、親も子どもも委縮して自己否定感に襲われ
てしまうような、そういう現状を変えていく制度の壁とか、学校復帰しかないんだと思い込んでいる学
校や教育委員会の意識を変えていくということも、これは実践だけではどうしようもない制度の壁なん
ですね。制度上の壁を破っていくということは、いろんなレベルで考えていく必要があると考えています。 
 
奥地 

 前進するんだろうかというお話しですが。制度的には「選べる」状態にはならなかったんですが、実
際上、学校外の学びの重要性とか、実際に不登校の人たちがやっている学校外の学習活動を認めている
し、休息の必要性や、子どもひとりひとりの状況に応じるとか、⺠間団体の意⾒を反映するとか、重要
なところが、さまざまな場所で「法律上の言葉になった」ということが前進する⼿掛かりになると考え
ます。こういうのも、使いようだと思います、「学校なんて…、教育委員会なんでどうせダメよ」とい
うのではなく、これを⼿掛かりにして訴えていく、変えていくということが重要だと思っています。 
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記者質問 

 不登校の子どもたちを支援するにあたって、状況を把握するというのが法律の中に含まれていると思
いますが、これまでは「ほっとかれた」というか、「ほっといてもらえた」という状況もある、それに
対して「把握される」と逆に子どもを追い詰めるという声もあるようにおもいますが、そこについては
どのようにお考えですか。 
 
奥地 

 そういう声もありますが、今の現実も、例えば東京シューレでは学校の出席認定などで報告も出して
いて、継続的にやっている。実際にそうやっている所は多くあって、連携を強めるためには、そうやっ
て「支援する立場」での情報交換は必要だと思います。 
 一方的に管理されるのでは、という不安をどう払しょくするかが⼤事で、連携すること自体がいけな
いわけではないので、子どもの立場から使っていきたいというところです。 
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フリースクールをめぐる国の教育政策 

汐見稔幸 
『教育と医学』２０１６年７月号 

編集部のご厚意により、全文掲載します 
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不登校の子どもの支援と法案への合意形成の展望  
教育機会確保法案の国会「継続審議」を受けて 

喜多明人 

『教育と医学』２０１６年７月号 
編集部のご厚意により、全文掲載します 
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●『教育と医学』は 

  当日会場でも取り扱って 

  います。 

 

  どうぞお求めください。 
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「多様な教育機会確保法」はどんな法案か 

—私達はいかにして道を拓くのか— 

奥地圭子 

 
※２０１５年１０月３０日に、馳座⻑案の時点で書いた文章です。 
 
 本年５月２７日、フリースクール議連と夜間中学推進議連の合同総会で上記法案について、馳座⻑試
案が提案されました。それ以降１１回にわたる立法チームの検討会と３回の合同総会が開催され、各党
がまとまれば国会上程される⾒込みでしたが、まとまらなかったため党内審議中です。 
 私はフリースクール全国ネットや多様法を実現する会から、多様な学びの機会を保障する法律を創っ
てほしいと議員連盟に働きかけた立場として、その殆どに傍聴や陪席ができたことから、法案づくりの
プロセスを⾒てきました。次の機会は来年の通常国会ですが、法案が成立して、学校以外の学びや成⻑
が正式に可能になること、それを通して一人一人の学ぶ権利が少しでも保障され、今も続く不登校の子
どもや親の苦しい状況が変わっていくことを切望しています。その思いから「確保法」はどんな法律か、
私のつかんでいることをお伝えしたいと考えました。 
 なお、「ここまで来た！報告会（１０月２０日の集い当日資料）」をご参照いただくことを前提にして
書かせていただいていますのでよろしくお願い致します。 
 
◆ どんな法案か① 
私たちから持ちこんで始まった法案 

 安保法制論議、原発政策その他安倍政権への不信感から、この法案もろくなものではない、という声
をききますが、多様法は⻑年の市⺠側からの働きかけに議員さん達が応えて下さって動きが始まったも
ので、政権内部から持ち出されたものとは区別して考える必要があります。そして、取り上げるメリッ
トもまた政権の背後にあるから可能となるわけですが、私たちはそれをチャンスとして、活かす姿勢を
持ちたい、そうして少しでも状況を変えたいと考えて取り組んできました。 
（取り組んだ経緯については、１０月２０日資料 P38〜P42 をご覧下さい） 
 
◆ どんな法案か② 
多様な学び・育ちを実際認める一歩となる法案 

 ここで「多様」というのは「学校教育法一条にある学校以外」という意味です。フリースクール、フ
リースペース、居場所、自主夜中、自宅・オルタナティブスクール・外国人学校など、これまで決して
公的に、正規に認められることのなかった場で育つことを認め、社会的に応援するよ、ということは、
これまで全く考えられなかったことです。（今回適応指導教室も対象に⼊っています） 
 世界的には、政府が統括する学校教育一本しか正式に認めていない国は少なく、北朝鮮と日本くらい、
と言われてきました。子どもの状況が多様であり、個性も多様な中、学習指導要領にもとづいた教育課
程のみで対応という国家では、子どもはストレスがたまり、自己を発揮しにくく、グローバル化する国
際社会の中で多様な教育が求められてきました。特にホームエデュケーションが認められようとしてい
ることは⼤きな変化で、私達はどこかに通う子は認められやすいが、不登校の多くは在宅で成⻑してお
り、そこを応援しようとなったことは、⼤きな意味があると思っています。 
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◆ どんな法案か③ 
子ども一人一人の学ぶ権利を保障する法案 

 私たちは運動をはじめた頃、フリースクール等学校教育以外の機関への公的援助を求めてやっていま
したが、そうではなく、憲法でいう基本的人権としての教育を受ける権利（学ぶ権利）の保障に立って、
個々の子どもの学ぶ権利を基本とする考え方に変え、その子への支援、その親への支援というふうに変
更しました。憲法８９条（公の支配）とのからみや、フリースクールの中の線引きの問題も含め、座⻑
試案も一人一人の学ぶ権利の保障という立ち位置になっています。 
 すべての子といっても一度に実現は難しいので、義務教育段階からやっていこう、それも特別な教育
とか専門教育でなく「普通教育」なら当然保障しなくては、ということから今回の法案は、タイトルに
あるように「義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案」となっています。
そして、それぞれの学ぶ権利を保障するには、多様であってはじめてできることだと思います。 
 
◆ どんな法案か④ 
学校以外の学びへの財政上の措置が初めて入った法案 

 第５条には「必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする」と⼊っており、これ
まで「義務教育は無償とする」と憲法にあっても、子どもがフリースクールに通うには、親は税金を払
って学校教育を支えつつ、フリースクールには別途会費を払うという二重払いになっていて、その負担
が減ることが期待されます。特に、貧困問題などや家庭の種々の事情から、フリースクールに通いたく
ても通えない家庭への支出は急がれねばなりません。公的に支援される仕組みがあることは子ども自身
にも「社会から応援されている」「認められている」という肯定的な感覚をもたらすと思われます。こ
れまでの「親に申し訳ない」というひけめや罪悪感も減らせると思います。 
 「努めるものとする」とあるから「逃げを用意している。こんなのを決めても意味なし」という人も
いますが、いえいえ、これまでは、「努める」ことさえなく、「埒外」だったのが、経済支援をす方向性
が出たのは⼤きいと思います。あとは財務省との折衝です。 
 
◆ どんな法律か⑤ 
「多様な学び」でやっていきたい人が任意でやる法案 

 新しい制度が始まっても希望者が活用するものであって、子も親も希望しないのに、無理に選ばされ
るということではありません。これは支援のための法律であって排除に使われてはなりません。 
 では選ばない人はどうなるのか、と言うと、そのままです。今まで通り、学校につながっていて、形
はあくまで不登校で、すべて従来通りでよいのです。きっと最初は、法案が通っても様子⾒の人が多い
と思うので申請は少数でしょう。でも少数だから、この制度がなくてよい、とは思いません。学校と切
れたい子、学校の対応に辟易している親の人たちは、ほっとすることでしょう。 
 
◆ どんな法案か⑥ 
手続きに「個別学習計画」を作成提出する法案 

 ある制度、ある仕組みを申し込むには何でもそうですが⼿続きが必要です。それが「個別学習計画」
で、子どもとよく相談し、「子どもの意思を⼗分に尊重して」最善の利益を考えて、保護者が作成する
ようになっています。個別学習計画の反対や懸念がいろいろ出されていますが、これは学校以外の多様
な学びの話なのに、「学習」といえば学校の学習と思い込んで、そんなことをしなくてはならないんだ
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ったら、きつい状態の子どもが追い詰められる、と受け取っている人もいますが、子どもの状況に応じ
て柔軟なもので良い、と馳さんは答えておられます。 
 また、「親だけでは負担」という声がありますが、学校、教育委員会、フリースクール、ＮＰＯ等つ
ながりのある人と共に相談しながら作成すればいいのです。ある不登校の男の子は「ぼくのやりたいこ
とを書いて、それを応援してくれるならうれしいよ」と言っていました。 
 
◆ どんな法案か⑦ 
市町村の教育委員会に申請し、そこが認定する法案 

 個別学習計画は、市町村の教育委員会に申請し、認定をされることになっています。これをどう考え
るかですが、多様法を実現する会では、多様な教育機関関係者や有識者を構成員とする機構やセンター
で受理・登録をする案をもっていました。 
 しかし現実にフリースクールはまださほど多くなく、また都市部に集中しており、ない所はどうする
のかという問題を考えたとき、学齢簿をもつ市町村の教育委員会に申請し、認定を受けるのが最も現実
的であろうと考えました。教育委員会の中に設けられる個別学習計画を検討する委員会は、教育、心理、
福祉に関する専門家の意⾒やその子の支援に関わった実務経験者（例えばフリースクールスタッフ、Ｎ
ＰＯ等含む）の意⾒を聴き、保護者・子どもとやり取りした上で認定されます。 
 教育委員会は、これまで学校復帰を目指さねばならない立場でしたし、子どもや親の気持ちの尊重で
なく、上から目線の嫌な体験が多い市⺠にしてみれば、「教育委員会」というだけで反発もあるでしょ
うが、新しい法律ができれば、教育委員会は多様法の精神でやらなければならず、その方が変わってい
けると思います。そのための職員の研修やオンブズマン制度は別にしっかり用意される必要があります。
すぐには無理でも時間をかければ変わっていけます。今のままでは変わらないでしょう。 
 
◆ どんな法案か ⑧ 
学校教育法の特例法で、学校以外でも親の就学義務を履行しているとみなされ、修了認定となる。 

 もともと、憲法・教育基本法の下に学校教育法１本しかなく、憲法で決まっている親の教育義務が学
校教育法の学校でしか果たせない仕組みが時代に合わなくなっています。また学校に合わない子や苦し
い子にとって子どもの学ぶ権利を保障することにならないことが問題でした。実現する会では、ですか
ら学校教育法と並ぶ「多様な学び保障法」のようなものがもう１本あったら良いと考え、議員連盟に提
案しておりました。しかし、それでは全く、ハードルが高すぎて現実、議員の中を通りそうにないこと
から、こうなっています。 
 学校以外の多様な学びでやっていても、正式に親の義務を果たしたことになります。そして、学校と
つながっていた時は、学校から様々な登校刺激があり悩まされたこと、また親も学校との関係を取るこ
とにしんどかったことは無くなります。 
 学校教育が９年終わると卒業証書が出されますが、多様法では、修了証書が出されます。学習指導要
領に基づいた学校の教育課程を修了していないので「卒業」とは法律的にできないとの事、まだ日本社
会では「卒業」と「修了」では差別があるかもしれませんが、進学就労その他有効性は全く卒業と同じ
資格とされます。「高卒」と「高認（高等学校卒業程度認定試験）」で同じ議論があったように、社会の
側の差別を変えていく必要がありましょう。 
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◆ どんな法案か⑨ 
これから良くしていける可能性のある文言がいろいろ入っており、３年で見直しできる法案 

 はじめから理想的にはいかないので、小さくても風穴を開けることができれば開けて、少しずつ良く
していく方が、反対して流すよりも、全体として少しずつ前進できると思います（１０月２０日資料に
収録している汐⾒稔幸さんのお話を参照してください）。 
 もちろん法律は一度できると１人歩きしますから、どんなものでもいいわけではありません。しかし
「確保法」は今後、子どもや親にとって、状況をよくしていける可能性のある文言がかなり⼊っていま
す。 
 「国連子どもの権利条約に則って」が目的条項に⼊り、「意志を⼗分に尊重しつつ」「年齢または国籍
等に関わることなく」や「⺠間団体との連携」が基本理念条項にはいり、基本指針の作成・変更にも「⺠
間団体等の意⾒反映」が⼊っています。「相当の期間学校を欠席」というように目的をはっきり⼊れて
いないことも工夫の一つです。また、学校へ行って当然という価値観の社会にあって、多様法を進める
には不可欠な「国⺠の理解」の増進や「人材確保」が⼊っています。そして３年以内に検討することや、
法案が成立したとしても夜間中学校はすぐに実施になるが、多様な教育機会確保法の方は実施までの準
備にかなりの期間をかけるようになっています。 
 
 法案に問題点があっても、成立後の制度運用のあり方や、ガイドライン等でより安心できる方向にし
ていくことは可能だと思われます。学校中心主義のこの国では、学校外を正規に認める法律づくりは、
なかなか困難を伴うだろうと思いましたが、案の定だなぁ、でも、ここまで来たことを踏まえて、小さ
な穴でもうがちたい、との思いです。やってみなくてはわからなかったことがいろいろあり、とても勉
強になりました。９月１日に自殺している子がダントツに多いこの国を、⼤人の責任として、皆さんの
力でなんとか変えていきましょう。 
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「教育機会確保法（略称）」 不登校の子ども支援法 

奥地圭子 
 

 
※ ２０１６年６月１日に、ホームエデュケーション家庭の会員向け冊子『メッセージ』に書いた文章
です。 
 
 出発した時は、昨年の国会で成立を期待していたこの法案、締め切りぎりぎりの今、つまり 2016 年
5 月 22 日、成立するかしないか、あと一週間の国会会期しかない段階に来ました。成立するにしろ、
しないにしろ、不登校や学校外で育つ子にとって、とても重要な法律なので、ホームシューレでは特集
を組むことになりました。私も、全力で取り組んできましたので、どういうことなのか、是非知ってい
ただきたいと思います。 

Ⅰ．取り組んだ理由と始まり 

 子どもが育つのに、学校しか認めない、もし学校に行かない、行けないなら、学校へ戻ることを前提
に休んだり、フリースクールに行ったりしてもいい、というこれまでの国の方針って、おかしくありま
せんか？ 子どもにとっては、傷ついた、苦しい、合わない学校に戻らなければいけないなんて、「そ
れだったら死んだ方がまし」という不登校の子の声は珍しくなく、子どもを追いつめるものでした。は
っきり言って、学ぶ権利を保障するどころか、人権侵害ではないか、という事にたくさん会ってきまし
た。また、学校へ戻そうという政策は、家にいる自分、学校以外で過ごしている自分は良くないのでは
ないかと自己否定感に苦しみ、自信を持って⽣きていくのも難しくなります。単に子どもや親個人を支
えるだけでは、次々苦しい人を⽣み出すだけで、四半世紀変わりませんでした。これは、学校教育しか
正規に認められないこの国の教育システムを変えないと、子どもの⽣きる権利、学ぶ権利は守られない
と考え、2009 年の第１回日本フリースクール⼤会（JDEC)で、新法制定を含む政策提言を採択、議連（「フ
リースクール環境整備推進議員連盟」）に持って行ったのです。 

Ⅱ．多様な学びの仕組みを求めて 

 議連の幹事⻑は、現文科⼤臣の馳(はせ)浩(ひろし)さんでしたが、「どんな内容を考えているのか、新
法の骨子案を持って来るように」と言われ、それから１年間、「新法研究会」を作って、専門家にも次々
来ていただきながら、毎月１回集い、まとめました。それを次の⼤会や検討会、全国からの意⾒を聴く、
など何回も行ってきました。 
 そして、2012 年からは、「多様な学び保障法を実現する会」を作って、フリースクール関係だけでな
く、シュタイナー、サドベリー、外国人学校、ホームエデュケーション等の学校以外で学ぶ人たちとつ
ながってやっていくことになりました。 
 初めの案は「オルタナティブ教育法」と言って、学び場を支援する形を考えていましたが、１人１人
の子どもの学ぶ権利を保障、という形が基本だろうと、考え方を「機関支援」から「個人支援」へ変え
ました。 
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       （今）       （めざした形） 

      憲   法       憲   法  

 

      教育基本法       教育基本法  

 

 

 

 
 
 
 

Ⅲ．2014 年の動きは今までの空気と違った 

 2014 年 2 月、オルタナティブ教育関係者が一堂に会し、自己研修と交流を兼ねて、シューレ中で第
一回実践研究交流集会が開かれました。⺠主党から自⺠党へ政権が代わった際、落選した議員多数のた
め、議連は解散していましたが、熱心にロビー活動をやり、馳議員（自⺠）、林久美子議員（⺠主）を
中心に、6 月、今の議連（「フリースクール等議員連盟」）が発足しました。 
 7 月、政府の教育再⽣実行会議が、第５次提言の中で「フリースクール等学校外の教育の位置づけや
支援のあり方の検討」を提言、9 月、文科省の中にフリースクール担当官が数名のチームをもって設置、
また安倍首相の東京シューレ視察、10 月には下村文科⼤臣（当時）による川崎のフリースペース「えん」
の視察、11 月、国主催のフリースクールフォーラム開催、年明けて 2015 年 1 月には、国の「フリース
クール等に関する検討会議」が始まり、奥地も委員に⼊りました。時代がやっと変わるかも、という期
待が持てました。 
 2015 年 2 月、議連第２回総会で馳さんが立法を宣言、5 月には馳座⻑試案が示され、フリースクール
議連と夜間中学議連合同でやっていくこと、立法チームを設置、2015 年度通常国会会期中の成立を目
指す、としました。馳案は、私達の案では通らないという判断から、学校外は希望者が選んで良く、⼿
続きとして個別学習計画を親が子どもと相談して作り、教育委員会に提出、認定を受ければ、その子ど
もと家庭は学習支援、経済支援、相談、情報提供等、支援を受けられるというものでした。「学校外」
には、フリースクール、教育支援センター（適応指導教室）以外に「家庭」も⼊っており、ホームエデ
ュケーションが認められる案でした。 

Ⅳ．馳案への検討 

 6 月から 8 月まで、計 11 回の立法チームでの検討が始まり、フリースクール、親、当事者、校⻑会、
教育委員会などの人たちが呼ばれ、ヒアリングがありました。共産党から要望が出たそうで、この法案
に反対の人たちも呼ばれていて、⻑い間取り組んできた私たちといきなり並んで、話せる時間も対等に
5 分でした。この反対がずーっと続きます。同じフリースクール活動、親の会活動をやっていた同志な
のに反対がある、というのは、不思議がられ、また影響を与えました。また、もともと不登校を理解し
ていない誤解・偏⾒の議員もいました。 
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 9 月 15 日、そこまで修正しつつ、その時点でまとまった案が各党議にかけられ、報告されました。
共産党は反対、公明・⺠主・維新・社⺠は馳さんの調整に期待すると言いましたが、肝心の自⺠が通ら
ず継続審議となりました。何でも「学校以外を認めるなんて、不登校を助⻑するようなものだ」など強
い偏⾒の人がいるわけで、馳さんは、時間をかけて、空気を変えようとされていました。驚いたことに、
すぐその次の日に、自⺠党の勉強会をやるから来て欲しいと、ヒアリングに呼ばれたのです。２回勉強
会が開かれたところで、10 月初旬、馳さんは文科⼤臣になられました。これは影響が⼤きく、もう立法
チームには関われなくなり、別の人が座⻑をやるしかなくなりました。空⽩の２ヶ月以上がありました。 
 11 月には、朝日新聞が、後に議連から「あれはガセネタで信頼の出来る内容ではありません」と否定
される記事を載せましたが、皆信じるから一騒ぎ。 

Ⅴ．丹⽻新座⻑案への検討 

 12 月も下旬、新座⻑が丹⽻秀樹議員と決まり、その下で、再び立法チームが開催されました。 
 そこでは、馳座⻑案に代わって、新しい案が示されました。右も左も学校中心主義者がいるご時世で
すし、さまざまな意⾒に配慮しなければ通らないため、またまたレベルの下がったものが出て来ました。
テーマにも本文にも「多様な」が抜け落ち、フリースクール支援というより、不登校の子ども支援法と
言っていいものになりました。それは、多様を認めない学校中心主義に加え、「フリースクールの子は
少ない、一部のためだけの法律は問題、全ての不登校の子に応援を」という意⾒、不登校でなく、「子
ども全てが安心できる学校に変えるべき」という反対意⾒などが出ましたから、今の不登校の子ども支
援法のような形にならざるを得なかったのです。「安心できる学校環境」「個々の状況に応じる」「休養
の必要性」「学校外で学ぶ重要性」が⼊り、選べないものの認められる形になっていて、何もない従来
よりは一歩前進できると私たちは考えました。また、経済的な支援に努めることも⼊り、「３年で⾒直
し」も⼊りました。「子どもの権利条約に則り」「年令・国籍を問わず」「⺠間の団体の意⾒の反映」も
⼊りました。 
 ところが、反対運動は盛んで、結局、党議にかけられた結果、共産・社⺠は反対し、自⺠・公明・⺠
主・おおさか維新の４党共同提案の形で国会に上程されると決まり、ほっとしました。 
 しかし、衆院の文部科学委員会にかけられる前日、傍聴に行く用意の私たちにいきなり、「この議題
は降ろされた」「傍聴中止」の話が伝えられ、仰天しました。参議院の⺠進党が、野党選挙協力のため、
「全会一致でないと審議しない、となった」と朝日新聞に載りました（「ニュースのページ」参照）。共
産党は、附帯決議には賛成だが本文反対、と言っているのが「成立 OK」に変わるか、⺠進党が、選挙
のために子どもの法案を先送りすることを撤回してくれるか、それがあと一週間で出来るのか、ギリギ
リのところへ来ています。 



 

  



 

  



 

 
 

【多様法のこれから】 
2016 年 7 月 17 日（日） 
午後１：３０～５：００ 
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