
分科会 D 多様な学びの基盤をつくる～推進センター・中間支援組織の役割～ 

参加人数：28 名 

 

「普通教育機会確保法」は、その法律の第 3 条４項によって ①子どもたちの意思を十分

に尊重しつつ ②その年齢又は国籍その他の置かれている事情に関わりなく ③一人ひとり

に応じた教育を受ける機会を確保し ④その教育の水準の維持向上が図られるようにする

ことを、基本理念の一つとして定めた。 

その条文に示された内容を、地方公共団体並びに「多様な学び」を実践する者たちはどの

ように実現していけばよいのか。本分科会では特に「不登校児童生徒及び保護者への必要な

情報の提供」や「多様な学び場の自主性を尊重しつつ、その質を保障し社会的な信頼を得る

こと」等について、民間の多様な学びの実践者たちによって運営される「中間支援組織」の

役割や可能性について議論を行った。 

 

□コーディネーターより 

文部科学省委託研究「フリースクール等の支援の在り方に関する調査研（2017 年度・東

京学芸大学）研究チーム座長である加瀬進氏より「普通教育機会確保法」の成立の意義につ

いて、「盲唖学校」を義務教育の一環とする「盲学校及聾唖学校令」の時代から、現在の「特

別支援教育」の時代への移り変わり、つまりは「放置・放任」の対象から特別なニーズを持

つ子どもたちの教育について都道府県に設置の義務を課し、その教育に必要な「ひと・もの・

こと」を公的財源で用意することを国民の合意として認めたことの意義や、それらの教育の

ありかたを「特殊教育」から「特別ニーズ教育」へと転換させた「サラマンカ声明（1994.6

特別なニーズ教育に関する世界会議）」もひきながら、多様な個性を持つ子ども一人ひとり

のニーズに応える教育の場の必要性、不登校の子どものためだけではない、全ての子どもの

ために開かれた「多様な学びの場」を創り出す可能性が示された。 

※当日は来場がかなわず、後述の文書による報告 

 

□実践団体による報告（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク） 

団体設立の経緯や現在の活動、今後フリースクール等団体が公的な支援を受けつつも国

や地方公共団体と対等な立場で政策づくりをしていくためのプラットフォームとしての中

間支援組織（実践者によるネットワーク）の必要性。 

 

□実践団体による報告（日本シュタイナー学校協会） 

同じ教育理念をもつ学校が政治や社会への対応についての合意形成および決議機能をも

つプラットフォームとして、3.11 の危機などを契機に立ち上げた。この教育の質を社会に

対して保障するため、会員校となるための独自の審査プロセスの設定、合同教員研修の開催、

連携型の教員養成などに取り組んでいる。教育内容の独立性を保つため、独自の規範に基づ

いた質保障の構築を目指している。 
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□実践団体による報告（横浜市子ども支援協議会） 

2004 年、市内のフリースクール等が個々に関係する諸課題（出席扱い、通学定期等）に

ついて市に要望を出したところ、個々のフリースクールとではなく、組織的な形で出してほ

しいとの回答。協議会を設置して市教育委員会とのやりとりがスタートした。現在も市教育

委員会とは独立した組織として存在し、年 4 回の連絡会と必要に応じてのワーキンググル

ープ会議を実施。協議会と市教育委員会の連携事業として、教育支援センターとフリースク

ール等の交流（子ども・スタッフ）、公設民営フリースペースの運営などを行っている。 

 

□実践団体による報告（神奈川県学校・フリースクール等連携協議会） 

2005 年、県内のフリースクール等と県青少年課・教育委員会の折衝を経て設立、協議会

委員はフリースクール等関係者と学校関係者の中から選出され、教育長が委嘱または任命、

議長はフリースクール等関係者、学校関係者が交互に選出される仕組み。フリースクール等

と学校合同の保護者向け相談会、進路説明会の他、高校教員が一年間フリースクール等で実

習を行う仕組みもある。 

 

□実践団体による報告（韓国代案学校連帯） 

韓国では、不登校（自退生）のみの問題ではなく「教育の危機」社会的な課題を解決した

いとオルタナティブスクール（代案学校）の運動がスタートした。お互いの活動を支えるこ

とも必要だが、連帯の一番の目的は教育運動の実践者として国や教育府と戦うこと。 

運動をつづけ、少額でも代案学校に公的支援が出ていたこともある、しかし 2009 年に政

権が変わり、代案学校同士を競争させ、順位の良い所にだけ支援金が出るように仕組みが変

わった。その時には連帯の中で相談し、代案学校同士で競争をするのではなく、全学校で支

援金を受け取ることを断るという結論が出せた。 

 

□会場からの声 

・「福岡県では福岡フリースクールフレンドシップ協議会」が立ち上がり、県内 40 カ所の

フリースクール等の情報を整理している。全国のネットワーク・中間支援団体には、資金、

資源の仲介の役割を期待している。 

・日本でも、不登校の子どもだけでなく、社会のありよう、教育そのものを見直そうという

「オルタナティブ教育」の運動が存在する。そのような運動・実践も相まって、今日の「多

様な学び」の豊かな実践が広がっていることはきちんと発信したい。 

・神奈川県の協議会にはシュタイナー学校も加盟している。実態もすでに「不登校支援」を

こえ、学校復帰を目的とせず多様な学びを行う場もふくめた運動や政策が進んでいる。 
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「普通教育機会確保法」に思うこと－文科省受託研究を通して 

加瀬進 東京学芸大学教授／「フリースクール等の支援の在り方に関する調査研究」研究班代表 

 

2017 年度文部科学省「いじめ対策・不登校支援等推進事業」の一環として「学校以外の場における教

育機会の確保等に関する調査研究」～「民間団体の自主的な取組の促進に関する調査研究」の受託を受

け、研究成果の速報（基礎データのみ・20180216 版）をお届けするところまで来ました。この調査研究

を進める中で改めて思ったところを述べさせて頂こうと思います（なお、今日では差別的表現とされる

表記についても「歴史的用語」としてそのまま用いています）。 

 

1. 「放置・放任」の対象から「公立学校」へ～「特殊教育」の歩み 

 1878（M11）年、私立学校として設立された「京都盲唖院」が 1989（M22）年に市立学校となり、1980

（M13）年、やはり私立学校として東京で設立された「楽善会訓盲院」は 1985（M18）年に文部省管轄

の東京盲唖学校となりました。しかしながら、この 2 校はあくまでも日本が近代国家であることを国内

外に示す象徴として公立化されたのです。明治後半になって顕在化する問題、例えば針灸按摩業への従

事に対して西洋医学に基づく試験制度が導入されたことによる、視覚障碍者の「職業教育」要求に対して

国は放置・放任主義を貫き、大正末期まで高額な授業料等を必要とする私立学校に任せきりにしていま

した。視覚障碍者・聴覚障碍者の「私立学校」が普通教育と職業教育を行う学校、道府県に学校設置義務

があって初等部在籍を正規の就学とみなし、かつ無償という「公立学校」になるのは 1923（T12）年の

ことです（盲学校及聾唖学校令）。 

 今日でいう知的障碍、肢体不自由、病弱等の子どもたちに対する、小学校令等で定められた学習内容か

ら自由な「多様な学び」を行う学校（社会福祉施設的な〇〇学園等を含む）も登場しますが、第二次世界

大戦終了までその「公立学校」化は極一部を除いて見送られてきたのです。 

 そして 1946 年 4 月 7日。占領下の日本で、これからの日本における学校教育の方向を定める「第一次

米国教育施設団報告書」が公表されます。その中の第 3 章「初等・中等段階の教育行政」の「必要な調

整」の中で、わずか 3センテンスながら「Special Education（邦訳・特殊教育）」についての記述があり

ました。①初等・中等教育段階（小・中・高）で心身障碍児に配慮が払われ、②盲児、聾児および通常の

学校ではそのニーズが十分に充たせない程度の重度障碍児には、別個の学級または学校が用意され、③

その就学は通常の義務教育法によって規定・管理されるべきである、というものです。この報告書を受

け、戦前に障碍児の公立学校整備に向けた取り組みを重ねていた盲学校・聾唖学校長等が、1946 年 8 月

10 日に内閣総理大臣所轄として設置された「教育刷新委員会」に働きかけ（聾教育界の重鎮であった川

本宇之介先生は委員の一人）、盲学校・聾学校・養護学校をいわゆる「一条校」に位置づけるに至ります。

憲法＝教育基本法の理念を踏まえた個に応じた「普通教育」を、障碍児を含むすべての子どもたちに保障

する（はずの）学校教育法の誕生です。後に「重度障碍児の就学先を盲学校・聾学校・養護学校に限定し、
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親の学校選択権を侵害する制度ではないか（就学義務制問題）」という点をめぐって賛否両論が巻き起こ

りますが、私としては学校教育法の誕生によって、盲学校、聾学校、養護学校の「設置義務」が法制上、

都道府県に課されることになったのは画期的なことであったと思っています。なぜなら必要な「ひと（教

員等）・もの（校舎等）・こと（学習教材等）」を公的財源で必ず用意することが国民の合意として認めら

れたことを意味するからです。 

 

2. 「特殊教育」から「特別ニーズ教育」へ 

 しかしながら、その後の学校教育が子どもたちの多様化、子どもたちのニーズの多様化に対応できず、

子どもと保護者に大きな負荷をかけ、場合によっては「虐待」ともいえる状況を作り出してきたことは私

たちが共有するところなので繰り返しません。ところが、そうした深刻な事態の広まりと並行して、「特

殊教育」は 1990 年代に大きな転換期を迎えます。 

 不登校児童生徒に対する通学定期乗車券制度の適用が実現した 1993 年の翌 1994 年６月７日から 10

日にかけ、スペインのサラマンカで行われた「特別なニーズ教育に関する世界会議」で「サラマンカ声明」

が採択されました。これは「インクルーシブ教育」「特別な教育的ニーズ」という言葉が世界に広まる契

機となったものです。その宣言の冒頭を引用してみましょう。 

 

われわれは以下を信じ、かつ宣言する。  

1. すべての子どもは誰であれ、教育を受ける基本的権利をもち、また、受容できる学習レベル

に到達し、かつ維持する機会が与えられなければならず、 

2. すべての子どもは、ユニークな特性、関心、能力および学習のニーズをもっており、 

3. 教育システムはきわめて多様なこうした特性やニーズを考慮にいれて計画・立案され、教育

計画が実施されなければならず、 

4. 特別な教育的ニーズをもつ子どもたちは、彼らのニーズに合致できる児童中心の教育学の枠

内で調整する、通常の学校にアクセスしなければならず、 

5. このインクルーシブ志向をもつ通常の学校こそ、差別的態度と戦い、すべての人を喜んで受

け入れる地域社会をつくり上げ、インクルーシブ社会を築き上げ、万人のための教育を達成

する最も効果的な手段であり、さらにそれらは、大多数の子どもたちに効果的な教育を提供

し、全教育システムの効率を高め、ついには費用対効果の高いものとする。 

 

私たちが今、そしてこれまで論点の一つとして定位してきた「多様な学びの場」の在り方に関する問題

は、この宣言の第 3 センテンス／子どもの多様性を考慮に入れて計画・立案される「教育システム」と、

第 4センテンス/児童中心の教育学の枠内で調整する「通常の学校」の内容とその整合性問題に相応する

のではないでしょうか。 
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「特別ニーズ教育」とは多様な教育的ニーズ～すなわちその国の、現在の学校が活用できる「ひと・も

の・こと」では充足できない困難さをもつ子どもに、必要十分な「ひと・もの・こと」を用意し、「子ど

もの最善の利益」を目指して、積極的な議論を重ねつつ教育実践を展開して行こうとする一連の理論・制

度・実践の体系を意味します。私としてはここに「多様な学びの場」保障という問題が定位するのです。 

 

3. 子どもの特別な教育的ニーズと就学義務 

 図 1 は現在の日本における就学問題の全体像を描こうとしたものですが、図中左側ばかりが「就学義

務」の問題としてクローズアップされ、多くの人々は図中右側に目を向けてきませんでした。「多様な学

びの場」はまさに必要な「ひと・もの・こと」が用意されてきた、ないし用意されうる場であるにも関わ

らずです。その背景には、長期にわたる国の「多様な学びの場」保障に対する「放置・放任」があったこ

とは間違いありません。今回の「普通教育機会確保法」は学校教育法制定時の可塑性が高い時代ではな

く、ずっしりと固定化した時代において、特殊教育の歴史にもみられた長期にわたる国の「放置・放任」

を撤回させ、禁止する契機となる立法であると捉えることができます。私はそこに同法の成立の意義を

見出し、「多様な学びの場」の具体的な整備に取り掛かりたいと思うのです。今回の受託研究の基本的ス

タンスはここにあるといっても過言ではありません。 

 

「学校（一条校）」 「多様な学びの場（非学校／非義務就学先）」

• 通常学級 合理的配慮

• 通級による指導
• 特別支援学級 基礎的環境整備

• 特別支援学校 （障害者差別解消法）

＜就学先決定のプロセス＞

• 親の、子どもを「就学させる義務」

論点
• 「就学指導」から「教育支援」へ

• 特別支援学級・学校の在籍者数＆在籍率の高まりの意味

• 外国籍の子どもと「多様な学び」
• 希望者受け入れ＋「学校」教育（特段の配慮なし）

• 無戸籍の子どものきめ細やかな就学・教育支援
• H27.3.10現在／142名中1名未就学、6名未就学経験有）

• 「消えた子どもたち」

• 義務教育未就学者の学習権と生活の保障
• H28年４月現在、８都府県に夜間中学校31校

• 文科省「中学校夜間学級の設置状況」から

• 医ケア児就学の基礎的環境整備
• 呼吸管理問題や知的障害or身体障害のない医ケア児

履
行

フリースクール
約400校不登校

ｼｭﾀｲﾅｰ学校

ﾎｰﾑ
ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

Etc.

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ学校

ｻﾄﾞﾍﾞﾘｰｽｸｰﾙ

不履行

＊
特
区
で
一
部
私
学
認
定

論点
• ＜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＞ (「普通教育機会確保法（通
称）」20161207成立から）の実現規定

• 学校以外の場における学習活動等の重要性
• 不登校児童生徒の休養の必要性
• 情報提供等の必要な支援の措置

• 「不登校」ではない子どもが少ないスクールにとっての意味
• 同法の対象となる＝「踏み絵」を踏む

＜主体的選択＞

＜主体的選択＞
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4. 「学校（一条校）」以外の場における「普通教育の多様な機会の確保」に向けて 

ただし、図 1右側下の、「多様な学びの場」の論点にあえて記したように、同法が「不登校」のみを前

提としているように見受けられ、同法の適用を受けることは「不登校児童のための学校ではなく、独自の

教育理念・教育方法によって「普通教育」を保障してきた学校が、あたかも「踏み絵」を踏まされるかの

ような事態になるのではないか」という懸念が生じることも事実でしょう。ここに同法が「多様な学びの

場」を保障する立法なのかという問いが屹立してくると思われます。この点にかかわって「普通教育機会

確保法」の条文解釈に関する早稲田大学・喜多明人先生の主張は示唆的です。即ち同法はその第 1条（目

的）から教育基本法、子どもの権利条約に則り、「義務教育段階に相当する普通教育を十分に受けていな

い者」に対して「普通教育の多様な機会の確保」を推進する法律であること、換言すれば「年齢、国籍の

如何にかかわらず、すべての人々への普通教育への機会の確保」を宣言している、というものです。しか

しながら、では「学校（一条校）」以外の場で「普通教育」を保障されてきた、と自認する子どもたちは

「義務教育段階に相当する普通教育を十分に受けていない者」なのでしょうか。私はまだ、この問いに対

する明確な答えを持ち合わせておりません。しかしながら、「現在の学校（一条校）でのみ確保される」

と理解されてきた「普通教育」を、フリースクールやオルタナティブ・スクール等は「学校以外の場」と

して、多様なかたちで確保できる場である、と認知する契機となる立法であるという理解の仕方から出

発することにしました。 

 1960 年代、特殊教育の領域では憲法＝教育基本法の「すべて国民は、ひとしく教育の機会を有する」

という条文の解釈を巡って大きな議論が巻き起こります。その論点は「すべて」の中に重度障碍者は入る

のか、「ひとしく」とは画一的なという意味ではなく、「個に応じた」という意味にとれるのか、というも

のでした。法の制定過程を整理する中で立法の趣旨は重度障碍者も含む「すべて」の国民に、「個に応じ

た」教育の機会を保障するものだ、という理解に達しましが、あくまでも条文解釈ですから他の解釈を許

す余地があるわけです。だからこそ、積極的・継続的な取組が必要なのです。 

 「普通教育機会確保法」は国の「放置・放任」を撤回・禁止する法律であるということを改めて確認し

ましょう。1995 年に出版された小口尚子さんと福岡鮎美さん（当時中学 2年生）の意訳による『子ども

による子どものための「子どもの権利条約」』の第 3 条第 2項には次のように記されています。 

 

「お父さんやお母さんやそれに代わる人、そのほか子どもに“しなきゃいけないこと”がある人、

そんな人たちみ～～んなが力を合わせて、僕ら子供が幸せになれるように、護ったり、育てた

り、そのほかいろいろしてくれる。国はその人たちと協力して、ぼくらを護るためにできること

は全部してほしい。」 

 

「普通教育機会確保法」を大きな契機と捉え、子どもたちの幸せに向けて、子どもたちと共に、同じ道

を歩んで行こうではありませんか。 
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        神奈川県教委・横浜市教委との連携協議会について 

２０１８年２月２４日 

                      報 告  NPO 法人楠の木学園  武藤 啓司 

Ⅰ 神奈川県教育委員会との連携 

 前史 １９９０年代から思春期問題研究会（県社会福祉協議会が事務局：加藤彰彦横浜市大教授が代

表で西野₍川崎）、和田（小田原）、滝田（横須賀）、武藤（横浜）、その他、児相関係、司法、福祉関係の

スタッフも） 

 行政と最初に関係ができたのは、神奈川県民部青少年課、青少年総合研修センターと 

 ２００５年：その年 神川県が不登校で全国１位、となる 

*民間側：県教委が不登校数の隠蔽などせずに真剣に正面から取り組もうとする誠意と評価 

横浜・川崎・横須賀・相模原・小田原などのフリ―スクール代表が県教委児童生徒課と折衝 

 

（１）連携協議会設置要綱 

 ①本県において、不登校児童・生徒のために居場所づくりを進めるフリ―スクールやフリースペー

スと学 

校や教育関係機関との連携・協働を推進するため、神奈川県学校・フリ―スクール等連携協議会

を設置する。 

   ② 協議事項 

    ア 相互理解に関する事項 イ 連携の在り方、および具体的連携方策に関する事項 ウ そ

のた 

   ③ 組 織 

    ア 協議会委員は、フリ―スクール関係者と学校関係者の中から選出され、教育長が委嘱また

は任命する。任期は３年。 

    イ 会長、副会長を置く 

    ウ 協議会委員  

     ○県内各地区フリースクール等関係者（９地区） 

     ○４市４教育事務所、私学振興課長指導課長、県立青少年センター・サポート課 

     ○県公立小学校長会・中学校長会代表 

    エ 地域ごとの活動の充実を目指し、横浜・川崎・相模原・横須賀などに地域協議会を 

（２）具体的な活動 

① 神奈川県学校・フリースクールとう連携協議会 

   ・協議の内容 ア 相互理解  イ 連携の在り方  ウ その他 

② 具体的な活動」 

   ・不登校相談会・進路情報説明会 

 A 教育委員会・フリースクール等による不登校相談会……年２回 

   一人ひとりの自立や学校生活の再開に向けた相談支援。 

 B 不登校児童生徒、高校中退等のための不登校相談会・進路相談説明会 

   不登校・高校中退者およびその保護者対象に相談及び進路情報の提供 
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   日時を変え県内７か所で 

 

Ⅱ 横浜市教育委員会との連携 

 ２００２年 中田宏氏が横浜市長に  

同年文科省から伯井氏を教育長に招へい……学校長以外の初人事 

 ２００４年 個々での民間フリースクールの諸課題（出席扱い、通学定期などなど）が教委へ 

市教委「個々のフリースクールから要望としてではなく組織的な形に」 

市教委の要望を受けて＜横浜子ども支援協議会＞を結成 

 ２００５年頃から  最初は人権・教育相談センター、現在は人権教育・児童生徒課と交渉を 

 （１）横浜子ども支援協議会 

  ①（設置趣旨）市内における不登校・ひきこもり問題に取り組む民間団体の協力連携を図り、行政へ

の提案・協議を行う任意機関 

  ②加入は特に資格審査などなく不登校・ひきこもり支援を行っている団体で希望するもの 

③意思決定は会員全員が出席する運営協議会（原則年４回）で行う。 

④役員：会長１名、役員５人～１０人、事務局長 １人 

⑤不登校・ひきこもり対策事業全般の企画・運営を支援し、民間諸団体の協力関係を作り出す。 

 ✳運営協議会で、市教委や学校への要望などを集約する 

  ⑥行政との会合を主催し、民間からの提案・協議を行い、行政との協力関係を作り出す。」 

 （２）横浜市教育委員会と民間のフリ―スクールとの協議と連携 

教委と民間とは別個に独立し、年に４回ほどの連絡会と必要に応じたワーキンググループの 

会議をもつ 

 （３）市教委と子ども支援協議会との連携事業 

    ア 支援センタースタッフとフリースクール・スタッフとの交流 

    イ 保育実習 

    ウ ハートフルーム（支援センター）オープンデイ 

    エ 教委主催「保護者の集い」での民間施設の紹介（年１０回のうち２回） 

    オ 市立体育館の共同使用 

    カ 芸能鑑賞会（共催） 

  （４）不登校理解・支援のための共同主催の座談会）（市内２地区において） 

  （５）支援センター・フリースクール利用者への同一内容の合同アンケートの実施  
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 教職員・学校関係者のみなさんへ  

不登校児童・生徒の将来の社会的自立や学校生活の再開に向けて 

～学校とフリースクール等による子どもたちへの支援のために～ 

神奈川県学校・フリースクール等連携協議会 

神奈川県教育委員会       

はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神奈川県学校・フリースクール等連携協議会は、不登校児童・生徒の将来の社会的

自立や学校生活の再開に向けて、学校や教育関係機関と県内のフリースクール等との

相互理解や連携強化を図るために平成 18 年 2 月に設置されました。 

 不登校児童・生徒への対応については、学校が中心となった様々な取組みを実践し

ているところですが、子どもたちへの多様な支援のノウハウを持つフリースクール等

と連携を図ることは、不登校児童・生徒への支援の大きな原動力となることが今まで

の取組みの中でも明らかになっています。 

  大切なことは、学校に行きたくても行くことができない子どもたちへの支援のきっ

かけや窓口となるよう、学校や教員が、フリースクール等の活動内容や支援の手立て

についてより深く理解し、お互いに手を取り合い顔の見える関係をつくることです。 

今後は、学校や教員が、フリースクール等の活動内容や支援の手立てについてより

深く理解し、お互いに手を取り合うことで、学校に行きたくても行くことができない

子どもたちへの支援のきっかけ・窓口となることを願っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校とフリースクール等との連携 

不登校の子どもたちへの多様な支援のために 

 

 

 

 

 

子ども・保護者 

フリースクール等 

教育支援センタ

ーに通う不登校

の子どもたちの

学習や活動の状

況について情報

を共有 

情報交換 

→不登校の子どもたちへの支援

のあり方やノウハウを共有 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 

市町村教育委員会 

教育支援センター 

(適応指導教室) 

学習機会や体

験活動の提供 

 

福祉との連携 

・児童相談所・保健福祉事務所 等 

 

学 校 

管理職、担任(学年)、 

教育相談コーディネーター、 

養護教諭、スクールカウン

セラー等 

 

顔が見える関係づくりを 

フリースクール

等に通う不登校

の子どもたちの

学習や活動の状

況について情報

を共有 

フリースクール等 

多様な学習の

機会や体験活

動の場の提供 

 
県・地区学校・フリースクール等連携協議会 

県教育委員会 
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１ フリースクール等とは 

Ｑ１：フリースクールやフリースペースって、どんなところですか？       

Ａ：特に定義はありませんが、一般的に、民間の運営による不登校の児童・生徒たち

に学習機会を提供しているフリースクールや、居場所としての役割を持つフリース

ペースに大別できます。いわゆる、サポート校と呼ばれているところは含みません。 

現在は、ＮＰＯ(特定非営利活動法人)等による運営が盛んになり、支援の窓口が

広がった結果、県内には多くのフリースペースやフリースクールがあります。 

 

Ｑ２：フリースクール・フリースペースでは、どのような人がスタッフに

なっていますか？ 
 
Ａ：フリースクール等のスタッフは、不登校の支援に理解を持ったスタッフが献身的

に取り組んでいます。元教員や教員免許を持つ人、大学などで教育や心理学等を学

んだ人、フリースクール等に通った経験がある人や不登校を経験した人、保護者な

ど、さまざまです。 

 

２ フリースクール等の活動について（学習、活動、その他） 

 

Ｑ３：学習機会を提供しているフリースクール等では、どのような学習を

行っていますか？ 
 
Ａ：学年に応じた教科学習を行っていますが、学習に不安を持っていたり学習から遠

ざかっていたりする子ども達には、当該学年での履修内容にこだわらず状況に応じ

ての個別学習や数人のグループでの学習を行っています。  

 

Ｑ４：フリースクール等には、どのような活動や行事がありますか？ 
 
Ａ：音楽やスポーツ、もの作りや調理など、各フリースクール等が特色のある活動や

行事を行っています。また、季節の行事のほか社会科見学や遠足などを行うところ

もあります。 

 

Ｑ５：フリースクール等では、進路指導はどのように行っていますか？ 
 
Ａ：フリースクール等では、子どもの社会的自立に向けた視点からの進路相談を随時

行っています。 

また、フリースクール等の中には、高等学校卒業程度認定試験の合格に向けた支

援を行う例もあります。 

 

 

 

 

 

フリースクール等に通っている児童・生徒の進路を考えるにあたっては、子

どもや保護者の立場になって、学校は、児童・生徒との関わりを持ち続け、フ

リースクール等と積極的に連絡を取り合ってください。 

中間支援組織の役割

7-33



 

３ フリースクール等と学校との関係について 

Ｑ６：学校の出席扱いはどのようになっていますか？ 

Ａ：学校がフリースクール等と連絡を取り合いながら学習状況等を確認するなど、一

定の条件のもとに在籍校の校長が認めた場合、指導要録上出席扱いとして認められ

るようになっています。 

※「不登校への対応の在り方について」  平成 15年５月 16日 文部科学省 通知 

※「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設について相談・指導 

を受けている場合の対応について」  平成 21年３月 12日 文部科学省 通知 

 

Ｑ７：通学定期乗車券を購入して通うことはできますか？ 

Ａ：フリースクール等での支援を指導要録上出席扱いと認められた場合、通学定期乗

車券制度を適用できるようになっています。 

※「不登校児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適 

用について」             平成21年３月27日 文部科学省 通知 

 

Ｑ８：フリースクールとの連携はどのようにすればよいですか？ 

Ａ：まずは、フリースクール等を見学することです。フリースクール等では、見学者

との懇談を行い、どのような児童・生徒が通っているか、どのような学習・活動・

行事が行われているかなど、情報を提供しています。見学後は、学校とフリースク

ール等がお互いに連絡を取り合い、行き来しながら、児童・生徒の情報を共有する

ことで、学校とフリースクール等の双方から児童・生徒へのよりよい支援を行うこ

とができます。なお、夏季休業の期間には、県学校・フリースクール等連携協議会

主催で県教育委員会が開催している「フリースクール見学会」等も行われています

ので、ぜひ参加してみてください。 

 

４ 相談活動や・保護者への支援について 

Ｑ９：フリースクール等では不登校の相談活動を行っていますか？ 

Ａ：多くのフリースクール等では、不登校・ひきこもり・いじめ・親子関係の悩み・

その他教育全般について相談を受けています。電話相談、来所相談、FAX や電子メ

ール等の形態や受付時間等は、各フリースクール等によって異なりますので、直接、

お問い合わせください。 

 

５ フリースクール等の費用について 

Ｑ10：フリースクール等の会費や費用はかかりますか？ 

 Ａ：ＮＰＯ等の民間団体が運営していることから、この費用を参加者も負担すること

となります。金額や支払い方法は、フリースクール等によりさまざまです。必要が

あればそれぞれのフリースクール等にご確認ください。
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６ 県内のフリースクール・フリースペースマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

７ フリースクール等に関する情報について 

神奈川県教育委員会では、フリースクール等と連携し、不登校対策の取組みを行って

います。フリースクール等の詳しい情報については、神奈川県教育委員会のホームペー

ジをご覧いただくか、子ども教育支援課へ連絡・相談ください。また、個別の支援に際

しては、学校として市町村教育委員会や相談機関等と連絡を取り合いましょう。 

 

   神 奈 川 県 教 育 委 員 会 教 育 局 支 援 部 子 ど も 教 育 支 援 課 

   電 話 (045)210-8292(直 通 )   ﾌｧｸｼﾐﾘ   (045)210-8937 

※本リーフレットは、神奈川県教育委員会ホームページに掲載しています。 

③＜相模原市＞ 

ＮＰＯ法人 フリースクール鈴蘭学園 

ＮＰＯ法人 太陽の村 

相模湖フリースクール 

フリースクール とっぷ 

 

①＜横浜市＞ 

ＮＰＯ法人 楠の木学園 

ＮＰＯ法人 くじらぐも 

公益財団法人 こども教育支援財団 

フレンドリースペース金沢 

横浜社会教育研究所 和田文庫 

おっちー塾 

ＮＰＯ法人 のむぎ地域教育文化センター  

ＮＰＯ法人 コロンブスアカデミー 

一般社団法人 横浜国際・医療・総合教育学院 

⑥＜県央地区＞ 

不登校ひきこもり居場所「あすなろ」（座間市） 

ＮＰＯ法人 星槎教育研究所（厚木市） 

②＜川崎市＞ 

ＮＰＯ法人 フリースペースたまりば 

ＮＰＯ法人 教育活動総合サポートセンター 

④＜横須賀市＞ 

ＮＰＯ法人 ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝ・よこすか 

ＮＰＯ法人 湘南国際 

⑤＜湘南三浦地区＞ 

ＮＰＯ法人 遊悠楽舎（逗子市） 

ＮＰＯ法人 Ｊ－ＥＮＥＰ湘南マザーアース 

（茅ヶ崎市） 

 森の仔じゆうがっこう（藤沢市） 

ＮＰＯ法人 湘南国際サポートセンター 

⑦＜中地区＞ 

ＮＰＯ法人 そだちサポートセンター（平塚市） 

のぞみ教室（二宮町） 

⑧＜足柄上地区＞ 

ＮＰＯ法人 くだかけ会（南足柄市） 

 

⑨＜足柄下地区＞ 

ＮＰＯ法人 子どもと生活文化協会（ＣＬＣＡ） 

（小田原市） 

 

① 横浜市 

② 川崎市 
③ 相模原市 

⑤ 湘南三浦地区 ⑦ 中地区 

⑥ 県央地区 ⑧ 足柄上地区 

⑨ 足柄下地区 

④ 横須賀市 

平成 27 年７月現在 
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