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君と同じ街に生きて－インクル-シヴな学びへ－ 

                           小林 繁（明治大学） 

 

はじめに 

・障害をもつ人の学習や余暇をめぐる貧困状況 →かつての調査からも 

  ＊物理的に参加しにくい重度の障害をもつ人だけではなく、知的障害者それも比較

的軽度の人々の切実な問題も 

  ＊学校卒業後の問題として →特に知的障害の場合には、他の障害に比べ、学校卒

業後は読み書き計算などの学習機会が「ない」と答える割合が高い 

  ＊2002 年の全国手をつなぐ育成会の調査より 

 

 

＜保護者の意見から＞ 

友達が作れないので旅行、食事等は家族のみで行う。育成会の働く仲間との交流も月１回程度で、その

会に出席したらそれで終わりで前後の時間の使い方を考えて友達とコーヒーを飲むとか、ボーリングを

するとか……何か考えて１日を過ごせるようにしたい。また、して欲しい。（女性 30 歳／役所や会社な

ど／岡山県）  

 

子供は障害が軽い方で、知的障害で、就職もでき、最低賃金はもらっています。（中略）でも、学校から

長くはなれていると、字を書くこと、計算することが少なくなり、生涯学習の場があればと思います。
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（男性 19歳／役所や会社など／徳島県） 

 

「余暇活動」と聞くと、とてもいやなイメージがあります。学校時代も、市や県で募るスキーツアーや

○○体験学習では健常の子供達のためのものに限られていましたし、自分で移動さえ難しい子供の「余

暇」ということの意味さえ、考えるのは、親としても想像もできないくらいのものでした。長い夏休み、

冬休みの間、親が連れて行かないかぎりずっと家から出られず、せまい世界しか見ることができない状

態が多く、親も子供も精神的にも肉体的にもストレスがたまる時期だったからです。今はボランティア

グループによる「お出かけ会」がありますが、ニーズが多すぎて「毎月」というわけにはいかなくなり、

選択肢も少なく、ボランティアさんの都合もあり、不安定な状態でやっていますので、この先、どこま

で続くのかわからず不安もあります。気兼ねなく、安心して楽しい場に出て行けるような場所と人材が

あればと常に思います。（以下、略）(女性 18歳／通所施設／神奈川県)  

 

現在 19歳の青年なので、保護者と行動するのではなくて、同世代のボランティアの方々との活動を望ん

でいるが、なかなかその様なサークルがない。（男性 19歳／通所施設／福岡県） 

 

休みの日はテレビを見たり、時々親と買物に行く程度です。いろんな活動に参加したいと思いますが、

どういうふうに参加したらいいのか全く情報がない。重度の障害を持った人たちでも参加できるような

スポーツや音楽などの活動の場があればいいと思います。(親の送迎などの負担があると参加しずらい)

（男性 38歳／通所施設／宮崎県） 

 

同じような場所にしか行けない。（自分で行く場合）一休みできるような場所もない。みんなと一緒に活

動できるサークルがあるとよい。普通の人が考えるようなサークルではなく、普段の生活のストレスが

解消されるような部分があればよい。友達ができづらいので、地域の仲間とふれあうような場所がある

のが望ましい。（女性 18歳／不明／神奈川県）  

 

活動できるサークルを作ってほしい。学校の空いた教室とか近くの公民館を利用して、絵のサークル、

音楽のサークル、水泳のサークルなど皆んなが参加できるような事をたくさん作ってほしい。（男性 30

歳／千葉県／通所施設） 

 

だんだん保護者との外出より、同じ年齢の人との行動を喜ぶようになった。一緒に安心して外出できる

人と仲間がほしい。通所している作業所で二ヶ月に一回、指導員とボランティアによる余暇支援があり、

土曜日曜に行なわれるその日を楽しみにしている。（女性 21歳／通所施設／愛知県） 

 

ひとりでは外出しようとしないので、親と一緒に出掛けることがほとんど。親の都合で、活動が、制限

されることも時々あります。親がヘルパー等への依頼にもっと積極的にならなくてはと考えてはいるの

ですが、つい自分が動いた方が早いという方向にいってしまします。（男性 20歳／通所施設／静岡県） 
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 ・一市民として学習・文化活動に参加できる機会をどのように保障していくか  

→とりわけ教育行政の課題として 

  ＊教育基本法第４条第２項：「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状

態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならな

い。」  

＊教育基本法第 12 条：「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教

育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」 

  ＊社会教育法第３条：「国及び地方公共団体は、（中略）すべての国民があらゆる機会、

あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境

を醸成するように努めなければならない。」 

＊障害者基本法第 25 条（文化的諸条件の整備等）：「国及び地方公共団体は、障害者が

円滑に文化活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするた

め、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他

必要な施策を講じなければならない。」 

・障害をもつ人の学習文化支援の課題 

→文科省による障害者の生涯にわたる学習・文化活動の支援の取り組み 

＊1996 年の総務庁行政監察局が「勧告」 →障害をもつ人の学習文化支援の実施を 

＊2006 年の教育基本法の改訂 →障害をもつ人の教育保障の条文が新たに追加 

＊2014 年の障害者権利条約の批准 →障害をもつ人の生涯学習支援の課題を明示 

＊2013 年の障害者差別解消法（2016 年施行） →差別問題と「合理的配慮」の課題 

＊コロナ禍での「生存の危機」の問題も 

 

（１）障害をもつ人の学習文化支援への関心の高まり 

・学校卒業後の障害をもつ人の学習文化活動の取り組み →様々なところで 

＊障害者青年学級（教室）から自主グループ化などの取り組み 

＊大学でのオープンカレッジなど →主に知的障害をもつ人を対象に 

＊障害をもつ人が働く喫茶コーナー →精神障害当事者の取り組みも増加 

就労支援だけではない、社会復帰や障害の理解、地域の居場所や交流の場 

＊学校外での障害をもつ子どもへの支援が広がり →学校週 5 日制の定着 

・この間の注目される動向 →「全国障がい者生涯学習支援研究会」（2016 年発足） 

＊学校卒業および学校以外の場での学習文化保障が重要な課題であるという認識 

→特別支援教育および福祉の関係者の中にも確実に広がる 

「障がいを持つ人は学校卒業後、どう生きていくのか―この切実な問題に挑戦し

てきた、青年学級や大学、福祉施設のとりくみなど、地域社会との交流も含め積
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み重ねられてきた経験に学び、スポーツや愛・性，参政権など、さらに青年期の

新たな課題に応えていくために、（中略）「障がい者権利条約・差別解消法」に基

づいて、長年にわたるこれまでの実践的努力を一同に、さらに大きく発展を図る

ために、（中略）当事者たちを真ん中に、みんなで、ともに考え、取り組んで行く

ために」（発足の呼びかけのチラシ） 

 

（２）最近の注目すべき取り組み 

①障害をもつ若者の困難な課題に挑む →政治学習と恋愛・結婚 

・「学習して一票を投じよう」をテーマに →選挙権の行使をめざす 

＊議会の傍聴や議員との懇談、ゼミ形式の継続的な学習会や模擬選挙などの工夫 

＊教育基本法第 14 条に謳われている「政治的教養」を豊かにする取り組み 

→18 歳選挙権が実現した今だからこそ求められる取り組み 

・恋愛や結婚をテーマとした学習 →困難なテーマへの挑戦として 

＊保護者等からの「寝た子を起こす」ことの懸念に配慮しながら 

＊例としてデンマークの事例や国分寺市のくぬぎカレッジの取り組み 

②自己表現活動のもつ豊かな可能性を追求する 

・その意義 →人間が本来もっている自分の思いや願いを身体表現や演劇、音楽、

絵画や創作物など様々な媒体（メディア）通して伝えていく 

＊療育的な機能も 

・他者から見られる →自己の存在証明の確認と自己肯定感、自尊感情を高める 

＊人と関わる力を育成する機能 

→役割を分担しながら協力して共同作品をつくりあげることによって獲得 

③大学開放にむけて 

・東京学芸大を嚆矢とするオープンカレッジの全国への広がり 

→福祉や教育をはじめ多様な領域や分野の教員や学生、地域住民が関わる 

＊近年は厳しい状況に →大学も減少傾向し、継続した事業が困難に 

・「福祉事業型専攻科」の取り組みの広がり 

＊障害者総合支援法の自立訓練（生活訓練）事業の一環として 

→高校卒業後の就労支援と合わせた学習文化支援の取り組み 

現在 40 余の事業が主に関西地域を中心に展開 

＊卒業後の選択肢の狭さ →もっと学びたい、すぐに社会に出るには不安がある 

＊障害をもたない青年でさえ社会に出るのに必要な期間が延びている 

  障害をもつ青年にはその時間がなおさら必要であるといったニーズや要望 

＊国語や英語等の基礎科目＋人文科学や社会科学の基本、ゼミ、サークルなど 

→大学の教養課程に相当するような学習機会を提供するという目的 
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＊社会福祉法人や NPO 法人のほか、一般企業なども 

→「学びの作業所」「福祉型『専攻科』」「福祉型大学」などの呼び方で 

＊福祉事業であり、公式な教育制度ではないことの問題 

・あらためて大学の位置と役割が問われている →真の意味の大学開放の課題 

＊特に高等教育の機会がない知的障害 →専門の学部や学科の可能性 

＊身体障害や発達障害、精神障害への対応の課題 →支援の専門部局等の設置 

＊大学開放と地域連携の課題として →欧米の事例などから 

④キイワードとしての「放課後」 

・学校外での障害をもつ子どもの学習文化支援 →切実な課題 

＊障害をもつ学齢児が放課後や休日どのように過ごしているか 

 →学校終了後まっすぐ家に帰り、家の中で一人テレビなどを見て過ごす 

＊特別支援学校の学区の問題 →自治体対応の難しさ（学校週 5 日制の問題も） 

・障害をもつ児童の放課後支援の広がり →放課後デイサービス事業（2012 年） 

＊事業所数が 2020 年には 15300 余、利用者数は延べ約 247000 人までに（厚生

労働省の調査） →地域格差と経営的条件に左右 

・「共生・共育」の視点から →従来の学童保育や児童館などの可能性と課題 

＊札幌市の民間学童保育「つばさクラブ」の取り組み  

→10 年ほど前約 3 分の１が自閉症や肢体不自由等の障害をもつ児童 

＊「共働きの家庭のお子さんに限らず、小学校１～６年生まで誰でも入所できま

す。」（入所案内） 

＊児童館（児童厚生施設） →全国に 4400 館余設置、中高生対応も 

 

（３）相互の学びあいと「合理的配慮」 

・障害をもつ人が働く喫茶コーナーの取り組みの広がり  

＊障害当事者がお客として来た一般市民にサービスをする →最大の特徴 

一杯のコーヒーを通して障害をもつ人ともたない人が自然に出会い、そこを起

点として障害の理解や差別・偏見の解消という福祉教育的機能からさらに共生

のまちづくりへの広がり、そして喫茶サービスという一連の行為の中に内包さ

れている障害をもつ人のコミュニケーションの能力を高め、知的な成長・発達

を促す教育的機能や要素など、喫茶コーナーのもつ多様な機能と可能性が明ら

かにされてきている。 

＊国立市公民館のコーヒーハウスと「喫茶わいがや」の先駆性  

「「共生」という文字は好きではないが、共生社会実現の最前線に公民館が位置

していることに気づくことができたのは一市民としても大きな意味があった。」 

・精神障害をもつ人が働く喫茶（カフェ）の増加 →近年の特徴 
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＊言葉の回復による自己表現を中心としたコミュニケーションの力を引き出し、 

他者との関係性の再構築の課題に応える →自立としてのリカバリー 

＊差別・偏見の解消 →福祉教育的な機能としての「共学」 

接客を通して一般市民が障害をもつ人と日常的に接することの意味 

・障害者の権利条約の第２条 →「合理的配慮（Reasonable Accommodation）」 

＊「障害に基づく差別」→「障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限」を指す 

人権を行使し、基本的自由を享有する上で必要かつ適切な変更や調整 

・障害者差別解消法の成立（2013 年）→合理的配慮の不提供による差別の是正 

＊「障害を理由とする差別の解消の促進に関する基本方針」（閣議決定） 

「合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状

況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置か

れている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、（中

略）代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要か

つ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。」 

→間接差別の問題も含め、より高い人権感覚や意識と同時に、社会的障壁とし

ての障害を除去するには「双方」、つまり障害をもつ人ともたいない人との「建

設的対話による相互理解」が想定 

＊「合理的配慮」という差別解消の観点 →ともに学ぶことの重要性と課題 

 

（４）差別・偏見の問題と向き合うために 

・「神奈川県立津久井やまゆり園」（2016 年 7 月）とその裾野に横たわる優生思想 

→「障害者は生きていても仕方ない」「障害者は社会からいなくなればいい」「障

害者は不幸をつくることしかできない」 

 ＊「不合理な感情論や狂気がもたらしたものではなく、合理性を突き詰めた発想」

（木村草太、『現代思想』2016 年 10 月号、） →優生思想の厄介な点 

「合理性」があるからこそ、優生思想が社会的な制度として表現され、具体的

に保健・医療の場にも反映 

・優生保護法の問題 →「不良な子孫を防止」による強制不妊手術 

・新型出生前診断（2013 年から）の広がり →優生思想の問題があらたな形で提起 

＊受診者は、開始から４年間で計 4000 人を超え、しかも受診者は毎年増加 

→染色体異常が確定した妊婦のうちの 94％が人工妊娠中絶を選択（「毎日新聞」

2017 年 7 月 16 日） 

＊国立成育医療研究センターによる国内のダウン症児の出生数を推定した研究

報告 →出生数は 2010 年から７年間「ほぼ横ばい」 

「『急速な妊婦の高年齢化と出生前診断の普及は均衡が取れている』として、出
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生前診断の『成果』を示唆するような説明」（同、2019 年 10 月 30 日） 

＊生命を選別し、結果として障害をもつ人の排除をもたらす 

→出生前診断は「やまゆり園」事件と地続きになっているのでは 

・大規模入所施設の問題も →世界的な潮流に逆行（DPI 日本会議の声明） 

＊入所者の親が同様の施設を望んでいるという事実 →施設から地域移行がで

きない理由の 8 割を占めたのが「家族の意向」（「毎日新聞」2017 年 7 月 19 日） 

＊施設建設に対する地元も反対運動も 

・優生主義のもつ「合理性」とどう対峙するか 

＊「当たり前のことさえ理解されていない」、「私たち一人ひとりが、かけがえの

ない命です」というメッセージ →東京都町田市での取り組みから 

＊「『生』こそがあらゆる価値判断の基盤であり、それゆえ『生』そのものの価値

判断は原理的に不可能である」という「自明の前提」（斎藤環「『日本教』的

NIMBYSM から遠く離れて」、『現代思想』2016 年 10 月号、） 

→何人といえども人間と生命の価値の高低など判断することなどできない。 

ただ人間そのものの存在を無条件に肯定するということ 

 

（５）インクルーシヴな学びにむけて 

・ポジティヴアクション（積極的差別是正措置）の視点から 

＊障害の特性に対応した学習プログラムと支援 

＊自らの権利に関する学習の重要性 →障害当事者の権利意識 

＊内発的な力（エンパワメント）を引き出していける学習支援の課題 

・ノーマライゼーションの視点から 

＊社会教育施設・機関等での様々な学習文化活動に参加できる、また図書館や

博物館（美術館なども含む）、文化・スポーツ施設等に気軽に足を運ぶことが

できる環境整備の課題 →障害をもつ人ともたない人が共同で取り組む 

＊前述の「障害を理由とする差別の解消の促進に関する基本方針」（閣議決定） 

→社会的障壁としての障害を除去するための「双方の建設的対話による相互理

解」をめざした共同の学びへ 

・あらためて障害者の権利条約の意義を確認する必要 

＊第 24 条で、教育機会の平等を実現するため、「あらゆる段階における障害者

を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。」として、初等・中等教育だけ

でなく、「他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生涯学習の

機会を与えられることを確保する」ための「合理的配慮が障害者に提供され

る」ことの必要性が明確に謳われている。 

    ＊第 30 条でも、「他の者と平等に文化的な生活に参加する権利を認める」もの
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とし、文化的な作品および活動の享受、文化的な公演やサービスが行われる場

所（例えば、劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス）へのアクセスを

保障することやレクリエーション、余暇およびスポーツ活動への参加を可能と

するための具体的措置等が明示されている 

・インクルーシヴな学びに向けた取り組み →24 条の「包容」 

＊インクルーシヴ教育（Inclusive Education）とは 

→主に学校教育での障害をもつ人子どもともたない子どもの「共学」のあり方 

して「あらゆる子どもが自分のニーズに対応してくれる教育にアクセスする 

利を保障するものであり、したがってインクルーシブ教育は、障害の有無を問 

わず全ての子どもたちが学校生活（スクールコミュニティ）に完全に参加でき 

るよう、学習活動を支援することを目的としている。こうした考え方は、学校 

生活のあらゆる面に埋め込まれており、障害をもつ生徒は、同年代の友だち 

（ピア）とともに学習に完全に参加できるよう、建物や設備などのハード面だ 

けではなく、学校での学習活動や生活においても様々な配慮がなされている。」 

＊ノーマライゼーションを提唱したスェーデンなど北欧がその先駆 

 

このような学びのあり方を学校以外の、そして学校卒業後の取り組みにも生かしてい

くこと。それは、障害というハンディキャップに対応した学習支援、つまり前述した

積極的差別是正措置の考えたかにもとづいて障害に対応した特別な学習プログラム

（例えば青年学級のような取り組み）と一般の広く社会の中で行われている学習文化

の取り組みを有機的に統合していくということである。それこそが、障害をもつ人の

生涯学習支援の意味するところである。なぜなら生涯学習の基本的なそして土台とな

っている考え方・理念は、1965 年のユネスコの会議で提唱された、「生涯にわたって

統合された教育」（Lifelong Integrated Education）だからである。つまり生涯学習

支援の取り組みのポイントは、まさにこの「統合」であり、先に述べた障害をもつ人

の取り組みを、この「統合」の観点から展開していくことが求められる。 


