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教育機会確保法案への意見
（国会議員に宛てた意見）

2016年 4月 4日
ＮＰＯ法人フォロ 山下耕平

この法案は、もともとは「多様な教育機会の確保」を主眼としたものでしたが、その主

眼がなくなり、不登校政策を主とした法案に変わっています。また、この法案をめぐって

は、不登校やフリースクール関係者のあいだでも意見は分かれており、議論が未成熟のま

ま法案を上程することによって、関係者に対立や分断を生むことを危惧しています。下記、

問題点を指摘し、白紙撤回を求めます。

１．不登校の定義が問題

この法案では、不登校は「集団生活への心理的な負担」が主たる理由となっています。

不登校を子どもの心理の問題として法的に定義することは問題です。また、教育機会の確

保が法案の目的であるならば、長期欠席のうち、ことさら「不登校」だけを抜き出して、

定義づけることはおかしいと言えます。

２．休養の必要性について

今回の条文案で「休養の必要性」（第 13条）が入ったことを評価する声もありますが、
休養はむしろ、いまがんばって学校に通い続けている児童生徒にこそ保障すべきです。い

じめなどの問題が生じるのも、自殺にまで追いつめられる子どもが後を絶たないのも、休

むことが許されない学校のあり方に一因があると言えます。今回の法案の議論で、「誰も

が安心して通える学校」であるべきという意見が多くありました。しかし、逆説的なよう

ですが、「誰もが安心して不登校できる学校」「誰もが安心して休める学校」こそが、「誰

もが安心して通える学校」になるのではないでしょうか？

現行の不登校政策では「未然防止」「早期発見・早期対応」が謳われていますが、せめ

て年間 30 日の休養は「不登校」などとカウントせずに、当然の権利として保障してほし
いと思います。そのうえで、不登校しても不利益にならないよう、関係機関が連携してい

く、いわば「不登校機会保障法」であれば、立法化する意味もあるかもしれません。不登

校の現実に即して考えるのであれば、教育機会の確保よりも、まずはすべての子に休息を

保障することが最重要と思います。

３．立法化を急がず、今後に

この法案は、不登校を立法事実とながら多様な教育機会の保障を制度化しようとしてい

た点に、無理があったと思います。本当に教育に多様性を確保していこうというのであれ

ば、立法化を急がず、不登校関係者だけではなく、幅広い議論のなかで、正面から考えて

いくことが必要だと思います。ここまでの議論を、ゆがんだかたちで決着させるのではな

く、これまでの議論を礎として、今後につなげることが大事だと思います。

「多様な教育」も「休養の必要性」も、すべての子どもにとって必要なことで、ことさ

ら「不登校」を定義づけて、位置づけるべきものではありません。この法案は、建てつけ

の土台に問題があると言えます。条文修正ではなく白紙撤回し、出発点に立ち返って、考

え直すことを求めます。
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議論錯綜の元凶は
2016年 5月 19日

山下耕平／ブログ「迷子のままに」

法案をめぐる議論は錯綜に錯綜を重ね、ねじれにねじれた観がある。そのねじれの源が

どこにあるかと言えば、〈不登校〉と〈多様な教育〉のちがいだろう。この二つをいっし

ょにしたところで、混乱を招いてきた。おまけに夜間中を絡めたものだから、訳がわから

なくなってしまった。今後の議論のために、これまでに書いてきたことと重複するが、あ

らためて書いておきたい。

まずは、〈不登校〉と〈多様な教育〉を腑分けしたい。現象としては重なっていても、

この二つは異なるものだ。

●不登校とは何か

不登校とは文字通り、登校しないことだ。年間 30 日以上の長期欠席のうち、経済的理
由や病気などではないものを指す。つまり、学校を休んでいることだ。不登校を認めると

いうのは、学校を休むことを認めることにほかならない。いまの学校が問題なのは、あま

りに休むことを認めてないことだろう。学校に来ないかわりに、別のかたちで教育を受け

ていなければ休むことを認めないというのであれば、それは不登校を認めることにはなら

ない。

●多様な教育とは何か

フリースクールやオルタナティブスクールというのは、もともとは欧米の教育思想をモ

デルにした教育の場のことだ。不登校とは文脈が異なる。だから、フリースクールやオル

タナティブスクールを不登校するということも当然ある。どんなに多様な教育であろうと、

それを子どもが拒否するということはある。多様な教育を認めるということは、不登校を

認めることとはまったくちがう。

多様な教育を制度として認めようというのであれば、不登校を立法事実にする必要はま

ったくない。不登校を法律で定義づけ、その定義に即した人にのみ認められる教育の場と

いうのでは、排除の上に分類していることになる。

●学校の外とは何か

法案をめぐって、「学校の外を一歩でも認めさせたい」という主張が散見された。しか

し、この「学校の外」とは何をもって外というのか。塾だってマッチョな矯正施設だって、

「学校の外」である。既存の一条校以外であれば多様な教育だというのであれば、何でも

ありということになる。フリースクールなどは、学校に対する自律性があったとしても、

市場に対する自律性がなければ、何でもありに呑み込まれた上に、市場に淘汰されてしま

う。この 10 年ほどのあいだに、サポート校などを受託してきたフリースクールが多いこ
とをみても、このあたりがとてもあやふやになっていると言える。

一方で、不登校も「学校の外」である。それは「教育の外」と言ってもいい。教育のまな

ざしではない、「教育の外」の場、関係がなければ、子どもはやってられないのではない

か。不登校を認めると言いながら、「学校の外」を教育の場で埋め尽くしてしまったら、

子どもを追いつめてしまうことになる。

法案は錯綜したあげく、不登校政策法案になった。しかし、法案の目的は教育機会の確

保であるから、〈多様な〉がなくなった上に、根本のねじれを抱えたままだ。このあたり

が、法案をめぐって議論が錯綜している元凶だろう。

http://bokan.blog.shinobi.jp/Entry/72/
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〈インクルーシブ教育〉と〈教育の多様性〉
2016年 5月 20日

山下耕平／ブログ「迷子のままに」

教育機会確保法案はインクルーシブ教育に逆行する、特別支援教育を拡大するものだと

いう批判がある。その一方で、学校で苦しい思いをしてきた当事者からは、学校に「包摂」

されることへの違和感が表明されている。このあたりも、きちんと考えないといけないこ

とだろう。

●子どもの多様性／教育の多様性

インクルーシブ教育からの法案批判の意見には、たとえば、こういうものがある。

同じ教室の中で、多様性を認めあい、共に育っていくのが、障害者権利条約のいうイ

ンクルーシブ教育だ。教室から排除しておいて、多様な場をつくり、多様な機会を認め

るというのは、文科省のいう「インクルーシブ教育システム＝特別支援教育の充実」と

同じで、インクルーシブ教育ではない。（名谷和子「障害児を普通学校へ・全国連絡会」

会報 337号／ 2015年 8月 7日）

ここで整理しないといけないと思うのは、〈子どもの多様性〉と〈教育の多様性〉を、

〈多様性〉という言葉でいっしょにしてしまうと、混乱してしまうということだ。法案の

問題は、不登校を定義して分類していることにある。その上ではじめて特例として認めら

れる教育ということであれば、障害児を排除してきた学校教育の延長にあると言えるだろ

う。つまり〈子どもの多様性〉が分断されてしまうことが問題だと言える。

●教育の多様性とインクルーシブ教育

では、いったん法案を脇において、〈教育の多様性〉とインクルーシブ教育は矛盾する

のだろうか。インクルーシブ教育は「同じ教室」でなければならないのか？

たとえば障害者権利条約では、「一般的な教育制度から排除されないこと」「障害に基

づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと」とある。（第

24条 2（ａ））

現行制度であれば、少なくとも一条校でなければならないと言える。名谷さんが「同じ

教室」と言うのは、養護学校義務化や特別支援教育により、学校制度のなかでも障害者が

分類・排除されてきた歴史をふまえたものだろう。しかし、「同じ教室」の息苦しさは、

いじめや不登校によって問われてきた問題でもある。

「一般的な教育制度」に多様性をもたらすことはできるのではないか。そのためには、

けっして、分類を前提とした制度であってはならないだろう。「多様」とか「特別のニー

ズ」という名のもとに、分類すればするほど、学校は多様性を失い、能力主義を加速させ、

息苦しい場となってしまう。その意味で、教育機会確保法案は土台がまちがっていると言

える。

ほんとうに〈教育の多様性〉を求めていくのであれば、誰にも開かれた制度でなければ

ならないだろう（そのためには合理的配慮も必要だ）。だから、〈教育の多様性〉を求め

るのであれば、この法案は白紙撤回するほかないのだ。

http://bokan.blog.shinobi.jp/Entry/73/
http://ftk.blog.jp/archives/41916320.html
http://ftk.blog.jp/archives/41916320.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html#ARTICLE24
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不登校とインクルージョン
2016年 5月 20日

山下耕平／ブログ「迷子のままに」

●インクルージョン＝みんないっしょ？

〈インクルージョン＝包摂〉というのは、ちょっとわかりにくい概念だ。包摂という語感

もあって、日本では、包摂＝みんないっしょ＝同化になりがちで、それは何か気持ち悪い。

たとえば「みんなの学校」というのにも、私は違和感を覚える。

不勉強なので、まちがっていたらご指摘いただきたいが、インクルージョンについて、

もう少し考えてみたい。まず、〈インクルージョン＝包摂〉というのは、〈エクスクルー

ジョン＝排除〉の対となる概念だろう。なので、排除の問題から考えてみたい。

たとえば民族だとか障害によって、学校から排除されることがあれば、誰もが問題だと

思うだろう。では、不登校は排除なのか？ はじめから、子ども自身が既存の学校には行

きたくない、ほかの学び場を選びたいということであれば、排除とは言えないだろう。し

かし、実際の不登校の大半は、学校から排除された結果だと言える。いじめ、体罰、能力

主義、競争主義、画一的な教育などなど、何らかの背景があって排除された問題としてあ

る。その背景を問わないで、個人の選択の問題としてよいのか。しかも、その結果、生じ

る不利益までが自分で選びとったものとされてしまう。つまり、排除の問題がなかったこ

とにされてしまう。

しかし、一方で原因を解決すれば学校に戻せるとして、学校復帰＝支援としてきたこと

こそが、不登校の当事者を苦しめてきた。いつまでたっても、本来あってはならないもの

として不登校がまなざされることが、当事者を苦しめている。だからこそ、最初から学校

に行かないで、ほかの場で学ぶことを認める制度が必要だという主張が出てくる。

このねじれは、どう考えたらよいのだろう？

●参加する権利の保障

先の記事で書いたとおり、まずは〈不登校〉と〈多様な教育〉を腑分けする必要がある。

不登校があってはならないものとまなざされるのは、休んではならないという視線ゆえだ

（多様な学びが認められないというのは別問題としてある）。不登校への否定的なまなざ

しを問い直すのであれば、まずは誰もが安心して休むことを認められる学校にしていく必

要があるだろう。不登校＝長期欠席が排除にならないようにすることが求められる。

そして、排除の問題があったとすれば、場や関係のあり方が問い直されなければならない。

排除しておいて、本人の選択だったと不問にしてしまうのは、問題の隠蔽と言える。そし

て、それは〈多様な教育〉の場が公教育（一般的な教育制度）として認められるのであれ

ば、同じく問われるものだ。いかなる教育の場であろうと、それが公教育である以上、排

除が正当化されてはならない。

私の理解では、インクルージョンというのは、そこに参加する権利を保障するというこ

とだ。何らかの障害や属性、能力などによって排除されてはならない。逆に言えば、それ

は教育の場のあり方に変革を迫るものになる。現行の学校制度を前提として、個人だけを

支援すればすむ問題ではないはずだ。

〈多様な教育〉の場が「一般的な教育制度」として位置づくには、不登校の子どもが行

く場所ではなく、誰もが参加できる場である必要がある。誰もが参加できる場であるには、

きちんと公教育に位置づく必要もあるだろう。〈多様な教育〉をほんとうに考えるのであ

れば、「一歩前進」などという呪文で思考停止することなく、法案は白紙撤回の上、土台

から考え直すべきだ。

http://bokan.blog.shinobi.jp/Entry/74/
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「みんな」「共に」をめぐって－１
2016年 5月 28日

山下耕平／ブログ「迷子のままに」

先だっての社会臨床学会でのシンポジウム（2016.5.22 ／中島浩籌、石川憲彦、山下耕
平）で大きなテーマになったのは、「みんな」とか「共に」ということだった。つまり、

公共ということをどう考えるか。

石川憲彦さんが言っていたことを私なりの理解で言うと、「政府が公共を手放して、ど

んどん社会を市場原理にゆだねようとしているなか、『みんな』の場（シャバ）として、

学校を手放してはいけないのではないか。学校は問題だらけだが、労働の場で『みんな』

の足場をつくるのは不可能といっていい。せめて学校をせめぎ合いの場としていくほかな

いのではないか」ということだった。

しかし、その「みんな」が抑圧的だったからこそ、不登校が苦しかったのだ。この「み

んな」「共に」「公共」ということを、どう考えたらよいのだろう？ もやもやするなか

で、ふと思い出した文章があるので、まずは読んでもらえたらと思い、ちょっと長いが引

用したい。小沢健二の「うさぎ！」第十二話（季刊『子どもと昔話』36号／ 2008年 7月 20
日発行）の一部だ。

＊ ＊ ＊

「あのさ、何かの『民間契約』のニュースがあると、『民営化』とか『官から民へ』と

か『効率化』とか『アウトソーシング』とか『競争主義』とか『市場原理の導入』とか

『改革』とか、気味の悪い言葉を聞くじゃないか？」

「ああいう新聞用語は何度聞いても、今ひとつ意味がわからない。新聞用語には、人び

とが理解しないように、わざとわかりにくい言葉が選ばれているからね。」

「現実には、もっとわかりやすくて、重要で、大きなキーワードがある。」そう言うと

風は、こう書き付けます。

ＮＰＭ（新しい国民の取り扱い方）

「ＮＰＭっていうのは、New Public Managementの略。『新公共経営』なんて訳されるけ
れど、要するに『新しい国民の取り扱い方』ってことだ。」

（中略）

ＮＰＭ（新しい国民の取り扱い方）

・国民をお客様として扱ってください。

・何でも商取引（売り買い）として考えてください。

「そして、かならず言うのは……」

・政府や役所、学校や保健所や図書館など国民のための施設は、企業のように運営して

ください。

「わかりやすい説明だから、ちょっと考えると疑問もすぐに浮かんでくる。疑問は、

・国民をお客様として扱っていいのか？

・何でも商取引（売り買い）として考えていいのか？

そして、

・政府や役所、学校や保健所や図書館など国民のための施設を、企業のように運営して

いのか？ という疑問だ。」

「さて」と風。「『お客様として扱う』というと聞こえはいいけど、『お客様』という立

http://bokan.blog.shinobi.jp/Entry/75/
http://sharin.jp/annualmeeting/am24th.html
http://sharin.jp/annualmeeting/am24th.html
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場は、本当はあまり強い立場じゃない。たとえばレストランの客は、お金を払うかぎり

は『お客様』として扱ってもらえるけど、お金を払わなかったら『お客様』という立場

はなくなって、『出て行ってください』と追い出される。」

「『国民』というのは、もう少し立場が強い。憲法を読むと、国民は『健康で文化的な

最低限度の生活をする権利を有する』とか『基本的な人権は永久の権利』とか書いてあ

る。レストランにたとえると、『お金を払えないですけど、最低限の食事くらい食べさ

せてください』と要求することができるってことだ。そして『国民』はお金（税金）を

払わなくても、『国から出て行ってください』と追い出されることはない。」

「だから『国民をお客様として扱う』というのは、要するに『国民の立場を弱くします』

『国民の権利を減らします』ということ。しかし、そう露骨に言ってしまうと、国民が

聞いて怒るかもしれない。だから柔らかく、『国民をお客様として扱います』と言うん

だ。」

「それから『国民』はいちおう『平等』ということになっている。ところが『お客様』

は平等じゃない。高いお金を払えばいいサービスを受けられるし、レストランでは上客

は上等に扱われて、良い席に座る。」

「そして、お客様の立場は、お金だけでは決まらない。有名人はお金を払わなくても良

い席に座らせてもらえるように、お客様っていう立場は、コネとか地位とか、あやしげ

な要素で決まる。」

「つまり、ＮＰＭ（新しい国民の取り扱い方）は本当は『国民の権利を減らします。そ

して、お金とかコネとか地位とかに基づいて人を扱います』と言っているんだけど、そ

う言ってしまっては……」

「身もふたもない」と虹の風。

「けれども、それがＮＰＭの本心なんだ」と風。「だからＮＰＭを進める政府があると、

その国の人たちは、日に日に『お金とかコネとか地位に基づいて扱われている』ことを、

強く感じるようになる。『自分はいつも品定めされてる』っていう感覚を持つようにな

る」

（中略）

「そして、いつも、何でも品定めする、おたがいを品定めする雰囲気が、世の中に浸透

してくるんだ。」

「しかし、おたがいをいつも品定めしていたら、居心地が悪いだろうね。『いつでも何

でも売られて、買われる』なんて、安心感がない」と花帽子。

「けれども、ＮＰＭっていうのは、そういう命令。『安心はだめです。いつでも競争な

のです』という命令。」

「はあ、けれど……」花帽子が首をかしげます。「安心って、『幸せ』そのものなんじ

ゃないの？」

「そうなんだよ」風が言います。「だから、幸せそのものが突き崩されていくんだ。安

心はなし。心配と計算が、お金とコネと地位のまわりをうろつく。ＮＰＭが設計するの

は、そんな世界だ。」

＊ ＊ ＊

教育機会確保法案の一連の動きも、ＮＰＭの流れのなかにある。法案だけではない。多

くの市民活動が、ＮＰＭに呑み込まれてしまっている。仮に法案が廃案になったとしても、

この構造は変わらない。だから、問題は法案以前にあって、法案以後にあるのだ。
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「みんな」「共に」をめぐって－２
2016年 5月 31日

山下耕平／ブログ「迷子のままに」

公共が崩されて、市場ばかりが拡がってしまうと、生きていくことの土台の安心感が崩

れてしまう。それは、80 年代のように学校が画一的で抑圧的で、選択することができな
いから苦しいという文脈では、捉えきれない問題だ。学校を選択できるようにさえなれば、

子どもが楽になるというのは、時代錯誤と言ってよいだろう。むしろ、社会に選び・選ば

れる関係（＝市場）ばかりが拡がっているなかで、生きていくことの土台の安心感が崩れ

ていることの困難さがある。それは、学校に行っている・行っていないにかかわらず、多

くの人が直面している問題だろう。だから、公共の場を簡単に市場にゆだねてはいけない

というのは、よくわかる。さまざまな分野における民営化や規制緩和が社会にどう影響し

てきたか、その結果は明らかだろう。

しかし、〈学校＝みんな〉は、市場一辺倒の社会への防波堤になるのだろうか。あるい

は、多様な教育を求めることは、たんに〈学校＝みんな〉を切り崩して市場化することに

貢献するだけに終わってしまうのだろうか……。

●〈みんな〉／分類化・市場化／ブラック化

日本で〈みんな〉が抑圧になってきた理由のひとつは、〈みんな〉が〈みんないっしょ〉

になってしまうからだろう。常に周囲の目を気にしながら、空気を読んで、浮いてしまわ

ないことが最重要のことになっている。個人がそこにはない。いじめは、その最たるもの

だろう（このあたりは、すでに言い尽くされていることだが）。

つまり、〈みんな〉に多様性がない。だから、いろんな選択できる場が必要だとなるが、

それが分類になってしまうと、〈みんな〉はますます画一化され、息苦しい場になる。養

護学校義務化や特別支援教育がそうであったように、異なる他者を排除する方向になって

しまうのでは、いろんな場ができたとしても、それは分類化が進むだけで、多様性は失わ

れてしまう。

あるいは、それぞれの〈ニーズ〉に応じたサービスが提供されるとなると、市場が活性

化するばかりで、市民活動は市場に呑み込まれてしまう。くどいようだが、フリースクー

ルと広域通信制高校やサポート校との関係は、その最たるものだろう。

そして政府の方針は、分類化や市場化を強める方向にあるのだ。だから、〈みんな〉の

場としての学校を手放してはいけない、多様な場をつくるよりも、学校に多様性を取り戻

して（あるいは培って）いく必要があるということになる。

しかし、もう少しさかのぼれば、〈みんな〉が学校に独占されてしまったことが、そも

そも抑圧的だったのだ。ある時代においては、その抑圧は経済的成功への必要悪として機

能していたのだろうが、それが機能しなくなって、いまの学校は悪いところどりのように

なってしまっている。ブラック企業の問題と同じだ。学校は、いわばブラック化している。

ブラック企業の正社員は、不安定な非正規雇用に対する防波堤にも対抗軸にもなり得ない。

●自律的な足場を

「前門の虎、後門の狼」のようだが、「学校の外を認めろ」というばかりで市場に対する

自律性がなければ、公共を切り崩すことに加担するばかりだし、逆に、分類化・市場化に

対抗しようとして、ブラック化した学校を対抗軸とするだけでは、子どもたちは苦しいま

まだろう。市場に対しても、ブラック化した学校に対しても、自律的な足場が必要だ。そ

してそれは、選ぶものとしてではなく、ひとつの層としてあるものだと私は思っている。

http://bokan.blog.shinobi.jp/Entry/76/
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「みんな」「共に」をめぐって－３
2016年 6月 1日

山下耕平／ブログ「迷子のままに」

学校や市場に対して、自律的な層が必要だ、ということは、これまでも何度か書いてき

た。なので、そのあたりの議論は省略して、たとえば下記を参照いただければと思う。

『不登校は終わったのか』（2012，貴戸理恵×山下耕平／ＮＰＯ法人フォロ）

社会臨床学会でのシンポジウムの議論に戻れば、中島浩籌さんは、次のように話してい

た。

出会いの場や関係性は、学校の外と内、異性愛と「同性愛」といった既成の区分を越

え、その「あいだ」に生じている。逆に言えば、その区分を問うところに生じている。

その関係性、既成の区分や人材育成的な公教育に回収されえない関係性をどう考えてい

くのか。（2016.5.22 中島浩籌「現在の状況変化の中で透けて見えてきた問題と出会って
きた問題」社会臨床学会総会シンポジウム・レジュメ）

なんだか小難しいようだが、私なりの理解で言えば、不登校にしても、既成の区分に回

収されないからこそ、関係性に拓かれていく可能性を持ってきたということなのだろう。

ただ、制度は常に、そこから逃げるものを回収しようとする。今回の法案も、然りだろう。

そこから「共に」逃げ続けていくことが必要だというのが、中島さんの主張だったと思う。

私も、いまの社会のなかで、どうやって逃げ場をつくっていけるのかが、もっとも大事

なことだろうと思う。かつてのように、不登校したというだけでは、逃げたことになり得

なくなってきている。だから、フリースクールなども、人材育成などに回収されてしまっ

ては、みずから逃げ道をふさいで自滅してしまうことになるだろう。フリースクールが自

滅するのは勝手だが、善意の名のもとに、子どもの逃げ道をふさぐことに加担するのでは、

迷惑千万な話だ。

●〈いっしょ〉を前提とせずに

だいぶややこしくなってきたが、もうひとつだけ、今回のシンポジウムで、〈みんな〉

〈共に〉をめぐって感じたことを書いておきたい。

それは、大づかみに言えば世代差の問題だ。〈みんな〉とか〈共に〉というとき、原風

景のようなものを前提としている世代と、それができない世代があるのではないか、とい

うことを感じる。若い世代ほど、足場を〈みんな〉に置こうにも、原風景のようなものと

しては根をおろせない、そこが傷んでしまっている、前提にできない苦しさがある。でも、

一方で言えば、ある世代までが前提としている〈みんな〉は、〈みんないっしょ〉な感じ

もするのだ。〈みんないっしょ〉だからこそ安心できるというか……。

法案をめぐって議論にならず対立・分断になるのも、〈いっしょ〉ではないというとこ

ろで、揉めている感じもあるような気がする。多様な意見が出たらケンカにしかならない

というのでは、多様な教育もクソもないだろう。自戒を込めて言うが、未成熟というほか

ない。

〈いっしょ〉は前提にはならない。私たちは、そのことを前提に、新たに〈みんな〉と

か〈共に〉を培っていく必要があるのだ。そして、それは制度がどうなろうと、制度には

回収されないものとして、培っていく必要があるのだと思う。

http://bokan.blog.shinobi.jp/Entry/77/
http://www.foro.jp/pdf/publish/dialogue.pdf

