
 
 
 
 
 

 

 

多様な教育機会確保法を知ろう 

これまでの成果とこれからの取り組み 
～多様な学び保障法を実現する会 第５回総会・発足３周年記念公開イベント～ 
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●プログラム● 

 

第一部 基調 講演・報告 

 

①報告 「学校外の学びが認められることを求めて」 

～私たちの取り組みの経緯と現状～ 

（奥地圭子） 

 

②講演 「多様な教育機会確保法はなぜ必要なのか」 

～子どもの学ぶ権利の保障のために～ 

（喜多明人） 

 

③講演 「現在の国の教育政策の基本動向と教育の多様化」 

～法律策定の意味について～ 

（汐見稔幸 VTR） 

 

第二部 「多様な教育機会」対話フォーラム 

進行：吉田敦彦 

 

 

付属資料 

・「多様な教育機会確保法（仮称）案」【概要】［座長試案］ 

・これまでの取り組み（兼 2014 年度活動報告） 

・多様な教育機会確保法（仮称）の今国会での成立を期す要請文 

※「多様な教育機会確保（仮称）法制定を目指すフリースクール等院内集会」 

（2015 年 6 月 16 日開催）提出 

・多様な学び保障法を実現する会 決算報告 

・多様な学び保障法を実現する会 会員状況 
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報告「学校外の学びが認められることを求めて」 

～私たちの取り組みの経緯と現状～ 

奥地圭子 多様な学び保障法を実現する会共同代表／ 

NPO法人フリースクール全国ネットワーク代表理事 

 

１． はじめに 

 

・親の会 32 年、東京シューレ 32 年の思い 

・なくならない「いじめ自殺」 

 

２． とりくんできた経緯 

 

１）フリースクール全国ネット誕生の時から（別紙資料参照） 

 

 

 

 

 

 

２）「多様な学びの機会を保障する法律」骨子案をまとめる（別冊参照） 

 

 

 

 

 

 

３）国のフリースクール支援検討の動きと共に 

 

私達の働きかけによる議員連盟誕生（2014 年 6 月）、教育再生会議第 5 次提言（７

月）、概算要求（8 月）、フリースクール担当官設置（9 月）、総理視察（9 月）、文

科大臣視察（10 月）、文科省フリースクールフォーラム（11 月）、フリースクー

ル等に関する検討会議（2015 年 1 月～）、議連総会（2 月、立法宣言） 
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４）「多様な教育機会確保法（仮称）」座長試案（5 月 27 日） 

 

 ・夜間中学等義務教育拡充議連と合同総会開催 

 ・「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）」

試案を採択、今国会会期中成立をめざす。 

 ・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は、制定

をめざす院内集会を開催、定員いっぱいの 200 人が参加 

 

 

３． 「多様な学び保障法」と「多様な教育機会確保法」 

 

★ 基本的な方向性は一致しているため推進したい 

 

１）学校教育以外の教育を認める（戦後初で画期的） 

  ２）名称に「多様な」が入った（「普通教育支援法」より前進） 

  ３）１人１人の子どもの学習する権利の保障という立場に立っている 

（本来の在り方）（フリースクール等、機関そのものの直接応援ではないが） 

  ４）年令、国籍を問わない（これも画期的） 

  ５）基本方針を定める際、「民間団体その他の関係者の意見を聴いた上で」が文言と

して入った 

  ６）保護者は、「子どもの状況などを考慮し」が入った 

  ７）保護者は、これまで憲法上の「普通教育を受けさせる義務」を国の行う学校教

育法の「学校」でしか果たせなかったが、多様な教育機会を活用する方法でも

果たせることになった（二重籍の悩みの解消） 

  ８）必要な財政上の措置が講じられる努力が謳われている（これまでは、学校外教

育に公費支出を出すしくみは無く、努めることすら無いのが当然だった） 

  ９）以上は希望する子どもと家庭に対しての支援と位置づけられている。 

１０）学習の場は選べる。その中に「自宅」が入ったのはすごいこと。 

１１）国、地方公共団体、市町村教育委員会の責務が明記されたこと、その内容は「支

援」であること 

 

★ 「多様な学び保障法」と異なる点はあるが、一度に理想的にいかないであろうこと、

現実的であること、学校中心主義が当たり前という社会の中で、これを通すためには、

こちら側の理想ではないとダメといっていては貴重なチャンスが失われ、子どもを苦

しめている現状は変わらない、と考える。 
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４． 特に問題になっている点について 

 

 懸念や不安は、当然ある。それらは、子どもにとって、より良い法律、より良い

しくみに生かしていく大切な材料だと考える。 

 

１）個別学習計画について 

子どもの親や状況を無視して親が勝手に決めてはならず、また、親は一人で作成

するのでなく、学校、市町村教育委員会、フリースクールや NPO 等に相談したり、

助言を得たりする形になっており、実際のしくみづくりや制度運用を安心できるも

のにしていくことができる。 

個別学習計画の内容は、多様な教育機会確保法にもとづくものであり、従来の学

校教育（学習指導要領にもとづく内容）前提ではないことを理解する必要がある。「子

どもの状況等を考慮し」とあるから、一律な内容を考える必要はなく、個性や興味、

特性、体力や、休息の必要性を考えながら作成するものとなる。絵をかく、読書、

音楽、スポーツ、飼育、学びを広くとらえ、子どもと相談しながら作成する。子ど

もと相談できない時は、心理的安定や親子の信頼回復が先であり、親としてはこう

いう方針でいる、ということを理解してもらえばよい。 

 

２）教育支援委員会について 

教育委員会が委員を委託して開くものなので、フリースクール、スクールソーシ

ャルワーカー、弁護士など第三者を入れるしくみにすればよく、しかも、座長試

案では、保護者、子ども、学校、関係機関と話し合いや情報交換をしながら、と

いうことが原則になっているので、教育委員会の都合のいい人のみが認定される

ということにはならないと考えられる。関係機関というのは、フリースクールな

ど多様な教育の関係者が入るということである。 

 

３）学習支援のための定期的な訪問 

現在、手の届いていない子どもや家庭、貧困に苦しんでいる家族、虐待が発見さ

れていない家庭、などのことを考えると「訪問」は必要だと思われる。従来、不

登校家庭に学校、教育委員会、スクールカウンセラーなどの望まぬ「訪問」に苦

しめられた経験をふまえると、家庭によっては、「その他の方法」考えるしくみを

運用上考える必要がある。訪問メンバーも、支援員、職員、スクールソーシャル

ワーカー、NPO など幅広く設定されており、目的は「支援」となっている点が重

要である。 
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４）人材の養成・研修 

以上のような点や、法律の精神を考えると、子どもや親とかかわる人材の養成が

非常に大事である。また、多様な学び保障法のうち「学習支援センター」の設置

と国の「多様な学び推進機構」の設置、大綱の決定に多様な学びの関係者が入る

ことは、しくみづくりの際、入れてほしいと思っている。 

 

 

５． 現段階 

 

議連では、立法チームの検討会（勉強会）を現在までに６回開催している。国会

会期中もあり、毎週１回開催するのは、簡単ではないと思われるが、下記日程で行

われた。第４回はヒアリングで発表、第５回からは、陪席を認められている。 

 

第一回 6 月 19 日 ＝ 意見交換 

第二回 6 月 25 日 ＝ 意見交換 

第三回 7 月  2 日 ＝ 論点整理 

第四回 7 月  9 日 ＝ フリースクール、夜間中学校関係者からのヒアリング 

第五回 7 月 16 日 ＝ 行政関係者からのヒアリング 

第六回 7 月 22 日 ＝ 当事者・保護者・有識者からのヒアリング 
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講演「多様な教育機会確保法はなぜ必要なのか」 

～子どもの学ぶ権利の保障のために～ 

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 

 

はじめに 

 ＊法案提出直前という時期にあること 

 ＊法案提出後の対応（推進論、慎重論等）について 

 ＊法案推進の見地から 

１ ＜実践の可能性の枠組み＞を規定する法制論への着目 

●不登校の子どもの最善の利益を求めて 

●12万人の子どもの学ぶ権利保障と教育行政の義務教育法制上の責任 

●法制論そして子どもの最善の利益として譲れないボーダーラインは？ 

  ＊理念法レベル 

  ＊制度設計レベル 

２ 学校教育法制と対置した「理念法」の必要性 

    －多様な教育機会確保法「座長試案」の骨子をふまえて 

座長試案 

法理念・原則・制度の基本 

●目的：普通教育を十分受けていない者に対する多様な教育機会の確保に関する施策の

総合的推   

    進 

論点 多様な学びの場と学校教育との関係 

     →学校教育法制の補完法ではないこと 

 普通教育法制の２本立て法（共存共栄の関係） 

① 学校教育法   

② （学校外の）多様な教育機会確保法  

 

 

１） 学校教育法   
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＊学校とは＝ 幼・小・中・義務教育学校・高・中等教育学校・特別支援学校・ 

大・高専 

■固定的な教育課程が基軸に  

＝ 定型的実践性 ＜教授＝学習＞の定型（教師の教育専門性） 

保護者の公教育「発言」権（教育法学の通説） 

■保護者の就学義務 

■私立学校の公共性と学校法人への機関助成 

 

２） 多様な教育機会確保法（仮）  

＊多様な教育機会とは 

＝フリースクール・フリースペース・ホームエデュケーション 

  オルターナティブスクール・外国人学校ほか 

  その他、学習支援センター（後述）が認定した委託団体・機関 

■子どもの学びの自己決定（学ぶ権利の行使）を基軸に 

（個別学習計画の自己決定のほか、子どもが安心して居られる場の選択の自由を

含む） 

 ＝ 不定型実践性 子どもが決めた多様な学びの支援 

（スタッフの子ども支援専門性） 

   保護者の公教育「参加」権 

   子どもの学ぶ権利の行使の支援義務をとして 

■保護者の普通教育保障義務（「就学義務とみなす」） 

■多様な学びの場の公共性と学校法人以外の法人（NPO法人等）への機関助成 

の可能性 

●基本理念 

論点 対象はどのような子どもか 

     ＝ 1条校から除かれている学びの場の子どもすべて 

座長試案年齢、国籍にかかわらず、義務教育段階における普通教育を受ける機会 

      →国籍を問わない保護者の「普通教育保障義務」の理念を含めること 

●国の責務      総合的な策定と実施の責務 

●地方自治体の責務  地域の実情に応じた策定と実施の責務 

●基本方針  国は、地方自治体・民間の意見を聴いて方針定める 

●学校以外の場で学ぶ子どもの教育機会の確保（次項参照） 
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●学齢超過者の教育機会の確保 

●財政措置 

 

３ 理念法の肉付けとしての制度設計の方向性 

 座長試案 

●学校以外の場で学ぶ子どもの教育機会の確保 

保護者  子どもの状況を考慮し、個別学習計画を作成 

  教育委員会の認定後 

  学校就学以外の教育を受けさせる 

市町村教育委員会による学習支援 

就学義務を履行したとみなす 

   ■既成の組織、機関だけで行うことは困難→支援機構の新設 

論点 どのように「教育」（子どもの多様な学び）の質を確保するか 

■多様な学びの場支援機構（「多様な学び」支援センター＝仮称） 構想 

 ＊全国「多様な学び」支援センター  →都道府県「多様な教育」支援センター 

＊都道府県「多様な学び」支援センター →市町村教委の支援 

・ 機能１ 個別学習計画の作成・申請と計画の実施・評価の支援 

（保護者、子どもおよびＦＳ等の学習支援団体等に向けて） 

    ２ 教育委員会における申請・審査・認定業務の支援 

    ３ 多様な学びの場の認定・委託とスタッフの養成・研修 

 

 機能１ 個別学習計画の作成と申請の支援（保護者、子どもおよび学習支援団体等） 

論点 個別学習計画とは 

■個別学習計画の実践事例集の刊行  ＊全国「多様な学び」支援センター発行 

■子どもの学びの自己決定と学習支援  

 個別学習計画の申請における子どもの意思確認システム（サインなど）および申請の

自由の保障 

■保護者による個別学習計画作成とその支援体制 

 子どもの学びの自己決定を支援する保護者の普通教育義務 

   ⇔ 就学義務履行としての個別学習計画の作成 

 保護者以外の子ども支援主体の確保 
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子ども支援主体 ―フリースクール・フリースペース、オルターナティブスクール 

外国人学校 

   検討事項 

① 教育委員会（「認定」主体が支援主体（実質的には「指導」）になりうるか？） 

② 教育支援センター（適応指導教室等） 

③ 学校（「個別の教育支援計画」作成）・・・②、③は学校復帰型の学習計画になる恐れ 

■支援的なプロセス評価（学習支援方針・学習年次レポート） 

   ■子どもが学びについて安心して相談（ＳＯＳ）できるシステム（学習権オンブズ） 

 

機能２ 教育委員会の申請・審査・認定業務の支援 

論点 教育委員会、申請・審査・認定、訪問について 

■教育委員会および委託機関（「多様な学び」支援センターの委託など） 

                        ＊学校不信・教委不信を考慮 

■申請手続き 申請についての相談システム（支援者の確保） 

申請する、しない自由の確保 

可能な限り簡略な手続き 

■審査・認定等における当事者・サポート団体参加 

教育委員会もしくは委託機関―個別学習計画の審査・認定＝合議制 

その経験交流、研修会の開催 

■教育委員会および委託機関 申請・審査・認定の担当職員の研修支援 

 

 機能３ 多様な学びの場の認定・委託とスタッフの養成・研修 

論点 経済支援・多様な団体・主体の参入 

「学校外の機関等で相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとした児童生徒数（人） 

16,864人（小学校 3,158人、中学校 13,706人） 

              2014（平成 26）年 10月 16日 

「平成 25年度調査」文科省初中局児童生徒課 

不登校 12万人のうち、教育支援センター16,864 人、民間 FS（400箇所、5,000人）等で

カバーされている子ども 2万人強 

5分の 4は、在宅の不登校と思われる（民間 FSなどの配置の地域差） 

12万人の受け皿 多様な団体・主体が参入 
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１ 多様な学びの場の認定・委託 

学習支援センターによる認定と委託 その範囲となるのか？ 

■民間（市民・NPO）との協働の原則 

＝「公設民営」による新しい公共を創り出す 

 ― 「民営」の理念を深めること 

  ○公営に対する「民営」の２つの領域―非営利と営利 

  ○非営利市民活動団体、地域団体等 による「民営」の公共性 

   子どもの学びの自己決定性、居場所性、共同体性と支援実践 

   実践、経験の蓄積、フレキシビリティー、自発性・創造性、継続性 

                      （公立学校よりも蓄積） 

     ○営利目的の団体による「民営」の公共性の厳格な審査の必要性 

 ―営利性、宗教性をもつ団体・機関の参入の制限 

＝私立学校の営利性、宗教性に相当 

   支援機関による認定、委託方式による制限（義務教育の公共性を担保） 

               

■支援機関（「多様な学び」支援センター）による認定と委託、および支援 

○判断主体として 

支援機関（学習支援センター）における合議制の判断（関係団体参加） 

○判断基準として 

義務教育の公共性（普通教育）の確保 

・・・子どもの最善の利益、子どもの学ぶ権利の行使、保護者の公教育参加 

   非営利性を基本に置きつつ、 

  ○委託団体への支援 

   財政支援のほか、質的な維持、向上のための支援 

 

■財政支援 学習支援金の代理徴収制度プラス機関助成的な財政支援の可能性 

    ⇔バウチャー（親の選択の自由と営利企業参入） 

 

２ 学習支援スタッフの養成と研修のあり方 

―12万人の子どもの学習権保障のために 

  SC、SSWの「配置」問題との比較でいえば・・・・ 
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  養成・研修の核となる民間組織の必要性（協会、学会など） 

        →オルターナティブな学び実践交流研究集会 第 1回東京 第 2回大阪 

               第 3回 2016年 2月 6日・7日 早稲田大学会場 

■養成・研修の基軸 

不定型実践―子どもの学びの自己決定と多様な学びの支援 

個別学習計画の実施・評価・・・学習支援スタッフの実践力量 

                           （子どもの意思と力への信頼） 

学習支援スタッフの力量＝ 経験則 実践知・・経験年数 

●不定型実践スタッフの養成・研修 ＝ 「現場養成・研修」優先主義 

「多様な学びの場固有の現場養成・研修」の支援制度が基本 ⇔定型の養成・研修  

   ●プラスアルファーとして 学習支援センター主催のスタッフ講習会参加 

（講習プログラム） 

                             →初任者研修・継続研修 

 

おわりにー制度と人の意識の改革にむけて 
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講演「現在の国の教育政策の基本動向と教育の多様化」 

～法律策定の意味について～ 

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 

 

私たちが求め続けてきた、多様な学び・育ちのあり方を、今、なぜ国・政府は容認する

方向となってきたのでしょうか。また、新しい制度をつくり、それを使えるものにしてい

くために、どのような方法があるのか。 

国の教育政策の基本動向、いくつかの法律の作成にかかわった経験から、お伝えします。 
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第二部「多様な教育機会」対話フォーラム 

進行：吉田敦彦 大阪府立大／日本シュタイナー学校協会 

いくつか論点を整理しながら、確保法への希望・期待・懸念・不明点などを意見交換し、

これからの私たちの活動の方向性を共有していきます。 

【論点Ａ】「どのような子どもが対象となるのか」 

「様々な事情により学校で教育を十分に受けていない子」を対象に、「現状を追認し制度で救う」と座長は

説明しています。年間 12 万人の不登校の小中学生、その全員なのか。申請した人だけなのか。申請を強

要されることはないのか。自発的に学校に行かずに学ぶ選択も認められるのか。子どもをさらに追いつめ

ることにならないように、何が必要でしょうか。 

【論点Ｂ】「多様な学びの場と学校教育との関係」 

まだまだ学校中心の考え方が根強いなかで、多様な学びの場の道を切り拓いていくことになります。法制

度上の学校教育法との関係、学校外・学校の相互活用の柔軟性、現場どうしの連携協力など、学校外が学

校と共に義務教育制度を担っていく上で考えるべきことは？ 

【論点Ｃ】「経済支援・多様な主体の参入」 

憲法上、フリースクール等への直接の機関助成は難しいと言われるなか、子ども一人ひとりの学習権保障

のための子ども・保護者直接給付が検討されています。教育格差・格差社会を助長しないような方途、多

様な学びを担う多様な主体の参入、塾産業・営利目的に対してはどう考えていくとよいのでしょうか。 

【論点Ｄ】「どのように教育の質を確保するか」 

過去、何万人もの不登校の子どもたちが学校外で学び育ってきた実績があり、法案では、私たちが義務教

育制度を担う一員となります。今の学校は、学習指導要領や資格や教科書で質を確保する制度。もっと一

人ひとりの学びのプロセスに寄り添いながら、多様で柔軟に学びの質を支援的に保障していく仕組みは？ 

【論点Ｅ】「教育委員会、申請・審査・認定・訪問について」 

法案では学校外の学びについても教育委員会が関わるしくみです。また、学校でいう「教育指導」ではな

く「学習支援」とされ、ＮＰＯやＳＳＷなど学校外の立場の関与、親子での相談、委員会設置による審査、

訪問等による学習支援などがプロセスとなっています。公的な機関との連携協力は必要だとして、どんな

支援の仕組みをつくればよいでしょうか。これまでの教育委員会とどう変わっていくでしょうか。 

【論点Ｆ】「個別学習計画とは」 

子どもと相談しながら保護者が学習計画を作れるようになります。「計画」というと堅い感じがしますが、

負担のなさ、簡易さ、自由さ、柔軟性、個別性、遊ぶこと、休むことなどを含めた幅、計画に子どもが合

わせるのではなく子どもに合わせてデザインするなど、重要な視点がたくさんあるでしょう。それをサポ

ートする体制はどうすればよいでしょう。 

【その他の論点】 
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「多様な教育機会確保法（仮称）案」【概要】[座長試案] 

（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）） 
 

○目的及び基本理念 

〔目的〕 

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（当該学校での教育を十分に受けずに中学校等を卒業した者を含

む）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。 

〔基本理念〕 

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ない子供や学齢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。 

 

○責務 

〔国の責務〕 

  国は、基本理念にのっとり、多様な教育機会確保のための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〕 

地方公共団体は、基本理念及び基本方針に則り、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。 

 

○基本方針 

  文部科学大臣は、地方公共団体、民間の団体その他の関係者の意見を聴いた上で、基本方針を定めなけ

ればならない。 

  

○学校以外の場で学習する子供の教育の機会の確保 

  ・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。 

   

○学齢超過した後に就学を希望する者の教育の機会の確保 

  ・都道府県教育委員会及び市町村教育委員会は、適切な役割分担の下、学齢超過者が希望した場合、義

務教育諸学校への就学の機会その他の学習機会が確保されるよう必要な措置を講じる。 

  ・都道府県教育委員会と都道府県内すべての市町村教育委員会との間で役割分担を決定するために必要

な協議を行うため、都道府県ごとに協議会を置く。 

  ・国は、学齢超過者の就学の機会その他の学習機会の確保のため、地方公共団体の行う施策を支援する

とともに、広報その他の啓発活動を行う。 

  ・国は、義務教育諸学校等における学齢超過者の学習活動の充実に資する調査研究を行うとともに、そ

の成果を普及する。 

 

○財政上の措置等 

    ・国及び地方公共団体は、多様な教育機会確保のための施策を推進するために必要な財政上の措置その

他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。  
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これまでの活動 

 

 

●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、自民、公明、民主、共産、社民の各党より 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

（小宮山洋子会長、馳浩幹事長、寺田学事務局長）」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）。 
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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

議連幹事長より、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） 

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・市民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、第二回総会や関西学習会などで寄

せられた意見を元に骨子案を再検討しました。 
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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」、「民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、

民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。 

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、

おるたネット関西（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）、長野（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 長崎）、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 
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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。 

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。関西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） 

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。 
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議員連盟が「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し、「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）」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。定員いっぱいの 200 名が参集し、立法の

推進を訴えた他。院内集会終了後の市民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野本を訪問し、不登校や多様な学びの

場の実態や、必要とされる支援について訴えました。 

立法チームでの検討が始まる（2015年 6月 19日～） 

超党派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の「立法チーム」

が始動。6 月 19,25 日には意見交換、7 月 2 日には論点整理が行われ、7 月 9 日にはフリー

スクール（東京シューレ、フリースクールフォロ（大阪）、クレイン・ハーバー（長崎））、夜

間中学校関係者からのヒアリング、7 月 16 日には行政関係者からのヒアリング、7 月 22 日

にはフリースクール・ホームエデュケーションで育った若者、保護者、有識者からのヒアリン

グが行われています。7 月 9 日のヒアリング以降は、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も陪席しています。  
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多様な教育機会確保法（仮称）の今国会での成立を期す要請文 

 

 

2015 年 6 月 16 日 

NPO 法人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 

 

 

去る 5 月 27 日、「超党派フリースクール等議員連盟」と「夜間中学校等義務教育拡充議

員連盟」と合同で総会が開催され、馳座長より多様な教育機会確保法（仮称）の試案が示

され、参加議員の了解とともに、立法チームが発足という段階にいたりました。 

日本に不登校が増加しはじめて 40 年、はじめは、首に縄をつけてでも学校復帰をさせ

ようという対応がなされましたが、それでは苦しい状態に追い詰められる結果になる例も

多く、30 年前より学校外の居場所、学び場であるフリースクールが広がり、成長支援がお

こなわれるようになりました。学校には行け（か）ないが、フリースクールでは安心、自

信を得て、それぞれの個性やペースで元気に育ち、自立していきました。 

しかし、フリースクールは、学校外でしたから、公的支援がなく、親はかなりな経済的

負担に苦しみ、また運営も楽ではありませんでした。その上就学義務の関係で、通わない

学校に籍を置く二重籍問題も生じ、そのための混乱やあつれきは、家庭と学校相互の関係

にも不信を生じさせ、子どもに罪悪感も持たせました。 

そこで私たちは、10 数年前から、学校だけでなく、多様な学びが選べ、不利にならない

仕組みを求めて活動してきました。幸いに超党派フリースクール議連の皆様のご尽力で法

案の相談もでき、国会上程の寸前という段階を迎えております。私たちは、この法案に大

きく賛同する立場から、今国会の成立を期し、次の事を要請いたします。 

 

１．この法案の目的及び基本理念は大変良くできており、ひとりひとりの子どもの多様な

学びを支援すること、国の責務が明記されたこと、基本方針を定める際、民間団体そ

の他の関係者の意見も聞く、と位置付けられたことなど高く評価しております。なか

でも、学校以外の場で学習することが正式に認められようとしていることは、いじめ

その他様々な事情で不登校となっている子どもとその保護者にとって、学び場が多様

な教育機会の中から選べることになり、教員も無理に学校へ戻すのでなく、その子に

あった選択を共に考えることになり、子どもの学ぶ権利がより前進すると考えられ、

大変歓迎しております。 

 

2015.6.16 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より 
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２．ここでご理解いただきたいのは、不登校の子が学習する学習場所は、座長試案に示さ

れた「自宅」、「フリースクール等」、「教育支援センター」だけではなく、サドベリー

スクール、インターナショナルスクール、自主夜中、外国人学校などさまざまな場所

で学んでいるのが実態であり、フリースクール等の「等」に入っているかもしれませ

んが、多様な学び場に線引きできないことをご理解いただきたいと思います。 

３．個別学習計画の作成にあたりましては、子どもの意思やニーズが最も尊重され、その

子の個性や意欲を伸ばすため、多様性と柔軟性を持った支援としておこなわれること、

ひとりひとりの子が安心と信頼を持って、学習計画作成に参加できるようになること

を期待しています。したがって個別学習計画を審査する教育支援委員会には、多様な

学びのあり方を理解し、支援できる人材の配置をお願いいたします。 

４．学習支援に際して、家庭訪問が定期的に行われる案になっています。確かに虐待など

の発見にも必要でありますが、過去の経緯から、子どもや保護者が恐怖感や拒否感を

持っている場合には、その他の方法も考えながら幅を持って行われるようにしていた

だきたいと考えます。 

５．経済的支援は、今日重要であり、子どもの貧困問題はフリースクールでも直面してお

り、四苦八苦しつつ、子どもを支えてきました。一人ひとりの子どもが安心して学ん

でいけるように、学校教育と格差なく行われる支援が望ましいと考えます。ぜひ、具

体的な財政措置がなされるよう切望いたします。 

 

最後になりますが、この法律がひとりひとりの子どもの学ぶ権利を国が保障する形で起

案されていることに強く賛同するとともに、これを真に実のあるものにするためには、福

祉、その他様々な社会機関、親の会などとも連携し、それぞれの保護者が安心して子ども

の学び・育ちにかかわっていけるよう進めていただきたく思います。私たちはこの法律の

早期成立を強く望んでおります。議員の皆さんのご尽力をよろしくお願いいたします。 
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多様な学び保障法を実現する会 2014年度収支計算書 

2014年 4月 1日～2015年 3月 31日 

     
収入の部       

  年会費 243,000     

  寄付金 28,200     

  参加費 48,300     

  雑収入 4,886     

  助成金収入 0     

          

収入合計 ¥324,386     

支出の部     
 

  事務局費 240,000   事務局委託費（フリースクール全国ネットワーク） 

  消耗品費 18,161   会議資料用紙、発送封筒他 

  通信費 7,873   サーバーレンタル料 

  印刷費 27,893   資料コピー代 

  発送費 12,002   パンフレット発送費 

  会議費 20,991   運営会議、役員会議会場費 

  会場費 13,400   学習会会場費 

  外注費 12,000   講演会記録のテープ起こし費用 

  交通費 14,547   事務局活動交通費 

  参加費 22,000   事務局スタッフの外部学習会等参加費 

  手数料 1,296     

  雑費 10,745   第 4回総会交流会 

  損金 0     

支出合計 ¥400,908     

収支差額 ¥-76,522     

    

 
前期繰越金 ¥768,770 

 
残   高 ¥692,248 
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●多様な学び保障法を実現する会 発起人・運営委員一覧● 

・明橋大二（精神科医／子どもの権利支援センターぱれっと） 

・小貫大輔（チルドレンズ・リソースインターナショナル ／東海大学） 

・門眞一郎（京都市児童福祉センター／児童精神科医） 

・亀貝一義（フリースクール札幌自由が丘学園） 

・喜多明人（子どもの権利条約ネットワーク／早稲田大学） 

・木村清美（フリネット／フリースクールヒューマン・ハーバー） 

・坪井節子（弁護士／カリヨン子どもセンター） 

・十時 崇（元日本型チャータースクール推進センター／多様な教育を推進するためのネットワーク ） 

・中村 尊（フリネット／クレインハーバー） 

・古山明男（多様な教育を推進するためのネットワーク） 

・山下英三郎（日本スクールソーシャルワーク協会／日本社会事業大学） 

・吉田敦彦（大阪府立大学／京田辺シュタイナー学校） 

・木村 聡（多様な教育を推進するためのネットワーク／デモクラティックスクールネット ） 

・木村由紀（多様な教育を推進するためのネットワーク／デモクラティックスクールネット ） 

・京藤裕子（フリースクール会員保護者／ホームエデュケーション家庭保護者） 

・笹山洋子（ホームエデュケーション家庭保護者） 

・坪谷ニュウエル郁子（東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ／ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾｶﾝﾀﾞﾘｰｽｸｰﾙ） 

・松島裕之（フリースクール全国ネットワーク） 

・渡辺克彦（東京インターハイスクール） 

・朝倉景樹（シューレ大学）       ・江川和弥（フリネット／寺子屋方丈舎） 

・大田 堯（教育学者）         ・奥地圭子（フリネット／東京シューレ） 

・加瀬 進（東京学芸大学）       ・加藤彰彦（沖縄大学） 

・児玉勇二（弁護士）          ・汐見稔幸（白梅学園大学） 

・杉山まさる（東京サドベリースクール） ・高岡 健（精神科医／岐阜大学） 

・天外伺朗（作家）           ・永田佳之（聖心女子大学） 

・中林和子（フリネット／ふぉーらいふ） ・中村国生（フリネット／東京シューレ） 

・西原博史（早稲田大学）        ・増田良枝（フリネット／越谷らるご） 

・森 英俊（医師／鳥取タンポポの会）  ・矢倉久泰（教育ジャーナリスト） 

・若林 実（小児科医）         ・岡田佳子（長崎大学） 

・木村砂織（東京シューレ葛飾中学校）  ・久保田あや（八ヶ岳サドベリースクール） 

・佐藤信一（東京シューレ）       ・佐藤牧子（フリースクールＯＢ保護者） 

・辻 正矩（箕面子どもの森学園）    ・藤田岳幸（東京シューレ葛飾中学校） 

・藤田美保（箕面子どもの森学園）    ・松尾和俊（東京シューレ） 

（順不同）  
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●多様な学び保障法を実現する会 会員状況● 

会員数（2015 年 7 月 24 日現在） 

個人会員  382 名 

団体会員  38 団体 

合計    420 名・団体 

 

地域ごとの会員の分布 

北 海 道   ６名・ ２団体 

東   北  １０名 

関   東 ２２２名・１６団体 

中部・北陸  ２５名・ ４団体 

関   西  ７２名・ ６団体 

中国・四国  １１名・ １団体 

九州・沖縄  １１名・ ５団体 

その他海外   ３名 

 

 

 

●寄付のお願い● 

当会の運営は、みなさまからの会費・寄付によって成り立っています。 

助成金の申請など、工夫もしつつ活動をしておりますが、この活動をもっと多くの

方に知っていただき、様々な地域で議論が巻き起こるようにしていくためには、まだ

まだ資金が足りません。寄付・カンパは 1 口 1,000 円より受け付けております。どう

ぞ、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

お振込先： 

郵便振替  口座番号：00150－2－374649 

加入者名：オルタナティブ教育法を実現する会 

銀行振込  ゆうちょ銀行 〇一九店（ゼロイチキュウ） 

        口座番号：0374649 オルタナティブ教育法を実現する会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な学び保障法を実現する会 

〒114-0021 東京都北区岸町 1-9-19 

TEL&FAX：03-5924-0525 

(NPO 法人フリースクール全国ネットワーク内) 

E-mail：ae@aejapan.org 

URL：www.aejapan.org/wp 


