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義務教育の段階における多様な教育の支援について 

 

福岡市民クラブ 

成 瀬 穫 美 

 

福岡市民クラブの成瀬穫美です。初めての一般質問の時間をいただくことに

なりました。働く母親として、子育て世代、そして働く世代の声を議会に届けて

参ります。どうぞよろしくお願います。 

さて、今回私は、福岡市民クラブを代表して、義務教育段階における多様な教

育の支援について質問させていただきます。 

 

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（以下、教育機会確保法）が 2017 年に施行されました。学校以外の学びを認

めたという点で戦後初の教育のパラダイムの大きな転換点だと感じています。 

この法律ではフリースクール等と国や地方自治体との密接な連携が基本方針

となり、不登校児童生徒への施策の推進が定められています。 

さらに、附則によれば、「施行後３年以内に検討を加え、その結果に基づき見

直しを含め、必要な措置を講ずるものとする」とあります。今年がまさにその３

年目の年です。 

本法律の成立過程の中で、不登校対策が能力開発や社会投資政策の枠組みに

位置づけられることになり、子どもの権利保障としての学びの場の多様化の観

点からは質を異にするもので、今後の法律の改定、制度の見直しが必要になって

くるものと思われます。 

見直しの時期を迎えている今、多様な教育の保障が不登校対策のみならず、こ

の間、既存の教育制度の枠外で独自性のあるカリキュラムや教育方針を展開し、

広がりを見せているオルタナティブな教育要求を今後どう支援していくのかと

いう課題に取り組む契機と考えています。 

 

ところで、オルタナティブ教育とは日本語では「代替教育」あるいは「もう一

つの教育」などと訳されており、モンテッソーリ教育、シュタイナー教育、イエ

ナプラン教育、デモクラティックスクールなどがそれに該当します。広義で言え

ば外国人学校も入ります。 

フリースクールやオルタナティブスクールの分類については、いろいろな考

え方があると思いますが、私は、フリースクールは不登校の児童生徒の学校復帰

に向けた支援を行う施設、オルタナティブスクールは独自の教育課程を編成し、
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子どもや保護者の考え方により通学している学校と捉えています。もちろんこ

の両者には重なり合う部分も多く、オルタナティブスクールも不登校児童生徒

の受け入れ先として大きな役割を果たしています。 

この捉え方に基づき、教育機会確保法の見直しを控えた現在、本市においてフ

リースクールやオルタナティブスクールの現状をどのように把握しているのか、

どのような検討がなされているのかを子どもの権利保障としての学びの多様化

を推進する立場から質問してまいります。 

 

なお、質問の中でフリースクールとオルタナティブスクールを特段区別しな

くてもいい場合は、スクールという呼称を使う場合もあります。 

 

1. まず、不登校や親の教育方針など様々な理由で小中学校を長期欠席している

児童生徒は、統計上どのような扱いになっているのでしょう。その名称、定

義、また、2018 年度におけるその区分や人数をお示しください。 

以上で１問目を終わり、２問目以降は自席にて質問いたします。 

＜生徒指導課＞ 

 〇長期欠席児童生徒とは，年度内に３０日以上欠席した児童生徒であり，そ

の欠席理由により「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」に区分される。 

 〇平成３０年度の長期欠席児童生徒は，小学校，中学校合わせて３，５８４

名である。 

 〇区分ごとの人数は，「病気」が７４８名，「経済的理由」が０名， 

  「不登校」が１，８１４名，「その他」が１，０２２名である。 

 

2. となると、フリースクールに通う児童生徒は、「不登校」あるいは「その他」

に分類された児童生徒の一部が含まれていると考えることができますが、フ

リースクールの定義はどのように定められているかお示しください。また、

2018 年度において、教育委員会が把握されている、市内のフリースクール

の数、および、市内に限らず、市外も含めて、フリースクールに通っている

人数を教えてください。 

＜生徒指導課＞ 

 〇文部科学省においては，フリースクールの定義を示していないが，一般的

に様々な理由で，小中学校に通っていない子どもが通う民間の団体・施設

をフリースクールと呼んでいる。 

 〇平成３１年３月末時点で，教育委員会が把握しているフリースクールは

市内１６か所である。また，フリースクールに通っている児童生徒は６４

名である。 
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3. 「不登校」が 1814 名、「その他」が 1022 名、合わせて 2836 人であること

を鑑みると、フリースクール等へ通学している児童生徒が 64 人というのは

少ないように感じます。それでは 2018 年度において把握している市内のオ

ルタナティブスクールへ通っている児童生徒数をお答えください。 

＜教育支援課＞ 

〇平成３１年３月末時点で，教育委員会が把握しているインターナショナル

スクール等に通っている児童生徒数数は１４０名である。 

 

4. オルタナティブスクールに通っている子はフリースクールに通っている児

童生徒よりも調査の時点では多いという集計結果ですね。さて、これまでの

話を整理すると、このような図に長期欠席児童生徒の全体像を示すことがで

きると考えます。 

 

この図で示した図形は面積が大きいほど人数が多いとご理解ください。フリ

ースクールに通っている児童生徒は青い円で示しました。3 月末時点で 64

人。統計上の区分は「不登校」が多いと思われます。一方、オルタナティブ

スクールに通っている児童生徒は赤い円で示しました。「その他」の区分の

ほか、「不登校」も含まれます。これまで多くの議論や支援策が講じられて

きたのはこの青い円のほうです。一方、赤い円は教育支援の対象にはなって

きませんでした。 

ところで、入学時から在籍する公立学校には登校せずにオルタナティブスク
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ールに通っている場合は「不就学」と呼ばれると聞いております。不就学の

子どもと長期欠席児童生徒では、在籍校での対応は違いがあるのか伺います。 

＜生徒指導課・教育支援課＞ 

 ○不就学は，理由の如何にかかわらず，入学又は転入学日から１日も出席し

ていない児童生徒のこととしている。 

 〇不就学や長期欠席の児童生徒へは，同様の対応として，家庭訪問による面

談や電話連絡等による児童生徒の状況把握を行っており，保護者からの

相談等にも対応している。 

 ○児童生徒が通っている施設への電話連絡等により，児童生徒の状況把握

を行っている。 

不就学や長期欠席児童生徒に対し、各学校でそれぞれに対応していただいて

いるということですが、不就学の場合に、卒業の年齢になったにもかかわら

ず、卒業証書が発行されなかったという事例も聞いております。今後も子ど

もや保護者に寄り添い、柔軟な対応をお願いしたいと思います。 

 

5. なお、子どもの日常生活に影響を及ぼすものがとりわけ出席扱いについてで

す。そこでフリースクールに通う児童生徒が出席扱いされるか否かの判定に

ガイドラインはあるかお尋ねします。 

＜生徒指導課＞ 

〇フリースクールにおける出席扱いに関するガイドラインについては，平成

２８年度文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」を

もとに教育委員会が作成している。 

 

6. ガイドラインに基づき適切に対応しているとのことですが、いかようにも解

釈可能な尺度であるために、在籍校の校長の判断に依存しており、その判断

にずれが生じているということも可能性としてないでしょうか。フリースク

ールに通っている児童生徒の出席扱いの要件は、どのようになっているか所

見を伺います。 

＜生徒指導課＞ 

 ○出席扱いについては，教育委員会が作成したガイドラインに基づき決定

している。 

〇出席扱いとするフリースクールの要件としては，適切な指導内容や方法，

常駐できる指導スタッフの適切な配置，著しく営利目的でないこと，学校，

教育委員会及び家庭との連携がとられていることなどである。 

 ○この要件を確認し，フリースクールにおいて，適切な相談，指導を受けて

いると校長が判断した場合に，出席扱いとしている。 
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財政状況が厳しいフリースクールの運営では、努力によって可能となること

とそうでないことがあります。教育委員会が作成した「民間施設のガイドラ

イン」を私も拝見いたしましたが、例えば、施設面の充実は、一般の学校の

その規模とは大きく違います。民家や公園が学習の場となっているケースも

ありますので、柔軟な評価をお願いしたいと思います。 

また、当該スクールと学校及び教育委員会との連携についても双方にとって

過度な負担とならない仕組みを作っていただければと思います。 

さらに、出席扱いに該当せずという判断された場合は、協議した内容を当該

スクールへフィードバックするなど、双方の情報交換や相互理解を深めるこ

とを要望します。 

 

7. さて、フリースクールについては、これまで、個々の民間施設や横の連携な

どでつくる民間の協議会などが努力を重ね、その周知に尽力してきたところ

ですが、親が子どもの不登校という状況に初めて向き合う時、誰しもその情

報が豊富であるわけではありません。最初に頼るのは、担任の教員、在籍校、

時として教育委員会の場合もあるかもしれません。しかし、その場所で限ら

れた選択肢しか提供されなければ解決できることも解決できないままにな

ります。適応指導教室などが準備されていることは承知しておりますが、地

元の教室を避けたいという心情もあります。ぜひ、学校以外の子どもたちの

活動の場となるフリースクール等の周知をしていただき、学校以外での子ど

もたちの居場所の確保をしていただきたいと考えておりますが、フリースク

ールの周知と今後の関係づくりに向けた取り組みをお伺いします。 

＜生徒指導課＞ 

 〇これまで学校以外の学びの場として適応指導教室を設置するとともに，

多様な教育機会を提供するフリースクールと教育委員会との情報交換会

を実施するなどの取組みを行ってきた。 

 〇今後は，教育委員会がそれぞれのフリースクールの教育理念や学習内容

について把握し，各学校に紹介するなど，フリースクールとの連携をさら

に進め，児童生徒の一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援の充実

に努める。 

 

8. フリースクールについては、一定の基準を満たせば出席扱いになるなどの支

援があることがわかりました。一方でオルタナティブスクールについては

様々な制約があると思われます。特に問題になるのが高等学校進学の際に、

出席扱いされていないなどの理由で受験の制限があることです。これは子ど
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もの学習の機会を不当に奪うものであり、教育機会確保法の「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」と定めた基本理念から反す

るものと思われます。また、高校進学時への不安から入学や転入へ強い希望

があってもその思いを躊躇する場合もあります。そのことに関して市立高校

での受験の取り扱いをお聞かせください。 

＜生徒指導課＞ 

 〇高等学校の受検の取り扱いについては，福岡市立高等学校入学者選抜要

項に基づき，志願資格は中学校を卒業した者及び当該年度卒業見込みの

者などとしている。 

 ○中学校を卒業できないと見込まれる生徒については，個別の状況によっ

ては，中学校卒業程度認定試験を受けることができ，合格した場合に志願

資格を認めている。 

 

出席扱いされていないフリースクールやオルタナティブスクールへ通って

いる子どもたちが受験のことを考慮し、高学年になって通いなれたスクール

からやむなく在籍校へ戻るケースも起きています。 

また、中学校卒業認定試験の制度があるとはいえ、現状では各都道府県で 1

か所、年に 1 回の機会しか与えられていません。 

ぜひ、普段の頑張りを評価していただき、出席扱いされていないスクールに

通う子どもたちにも，志望校へ進学の道を開いていただきたいと思います。 

 

9. さらに、フリースクールやオルタナティブスクールに通う児童生徒は、これ

まで答弁されたことの他にも日常生活においても様々な制約が降りかかっ

てきています。たとえば、通学定期が発行されず、その倍も運賃がかかる通

勤定期しかもてないという事例も聞いております。これも子どもの学習の機

会を不当に奪うものであり、保護者の負担や不安を増大させてしまいます。

フリースクールやオルタナティブスクールに通学する場合の通学定期乗車

券の適用についてはどのような運用を行っているのかお示しください。 

＜教育支援課・生徒指導課＞ 

 ○通学定期乗車券については，文部科学省の通知の基づき，小中学校に通え

ていない児童生徒が，学校外の公的機関や民間施設に通い，学校長が出席

扱いと認めた場合に，各学校で通学定期乗車券購入に必要な在学証明書

を発行している。 

 

「学校長が出席扱いと認めた場合に」ということであれば、不登校支援が前

提になり、オルタナティブスクールは除外されてしまいます。義務教育段階
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における日常的な学習のために通っていることを考慮していただき、同様の

対応をしていただきたいと望みます。 

 

10. これまで、子ども本人に降りかかる負担について質問をさせていただきまし

たが、施設そのものも親の負担と指導者の志のみで支えられており、慢性的

な財政問題を抱えています。教育機会確保法では施策のみならず、財政措置

を講ずることも国や地方自治体に求めています。国はすでに助成の方向で検

討を始めたと報道されています。現在、福岡県がフリースクールに対して最

大で 200 万円の財政補助をしていると聞きますが、本市での検討状況はい

かがでしょうか？ 

＜生徒指導課＞ 

 〇フリースクールに対する助成は行っていない。国や他都市の動向，社会情

勢を注視している。 

 

県の助成金を得ている場合はあるにしても、その数に限りはあり、また学校

復帰が目標となっているため、それが主目的ではないオルタナティブスクー

ルは除外されてしまいます。福岡県内でもとりわけ福岡市にフリースクール

やオルタナティブスクールは集中しています。他都市の動向を注視というよ

りも近隣他都市をけん引するくらいの立場で前向きな検討をお願いしたい

と思います。 

 

11. 加えて、実態に即した教育機会確保のため、不就学や長期欠席児童生徒に該

当する子どもや親がどのようなニーズを持っているのかの調査をお願いい

たします。要望したこれらの調査は、教育に対する親の期待を映し出すもの

と考えます。教育機会確保法の見直しの時期であるこのタイミングで、非常

に重要なデータですので、早急に対応していただいきたいと考えますが、所

見をお聞かせください。 

＜生徒指導課・教育支援課＞ 

 〇学校に行きたくても行けないなど様々な理由で小中学校に通えていない

児童生徒や保護者の方々の思いに寄り添うことは重要であると考えてい

る。 

 〇学校を通じて，家庭や児童生徒の状況を確認しており，今後も引き続き行

っていく。 

 

引き続きの調査をお願いするとともに、その基本データをもとに分析を行い、

次の時代に向けた教育の在り方をご検討いただくことを期待しています。 
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12. そして、次の時代に向かっていく過程の中で、既存の教育観を見直す努力も

必要です。2016 年 9 月に出された文部科学省通知「不登校児童生徒への支

援の在り方について」によれば、「不登校児童生徒の不適応・問題行動に対

する相談・指導を行うことを主な目的としていること」また「我が国の義務

教育制度を前提としたものであること」などと示されております。 

様々な支援は、学校への復帰を前提にしているように感じますが、フリース

クールやオルタナティブスクールに通う児童生徒を含めた不就学や長期欠

席児童生徒は将来的にどのような姿になるのが望ましいと考えているのか

所見を聞かせてください。 

＜生徒指導課＞ 

 ○「第２次福岡市教育振興計画」では，めざす子どもの姿を「やさしさとた

くましさをもち，ともに学び，未来を創り出す子ども」としている。 

 〇将来的な姿は，児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて，社会的に自立す

ることができる姿と考えており，将来を担う子どもたちへの支援は大変

重要だと認識している。 

○これまで，家庭訪問を通しての相談などの支援に取り組んできており，今

後も児童生徒の状況に応じたきめ細やかな支援の充実に努めていく。 

 

「社会的に自立すること」それが将来的な姿であるとのご所見を伺い、目指

すところは一緒だと感じました。 

 

13. 最後に、不登校児童生徒の受け皿であるフリースクールの支援については先

に示されたガイドラインと学校現場の理解と努力によって支援の範囲が拡

充しつつありますが、その一方で、その支援が届かないオルタナティブスク

ールに通っている子どもたちがいることが今回の質問の中でも分かってき

ました。 

多様な教育を目指すオルタナティブスクールが全国でも 1980 年ごろから

徐々に広がりを見せてきました。フリースクールと同様に学校教育法に定め

る「一条校」でない場合が大多数ですが、公立学校で学んでいる子どもたち

と同様に、地域の一員であり、さらに、将来この社会を担っていきます。福

岡市とその周辺においても 10 年ほど前から設立が相次いでいます。子ども

の権利保障としての学びの多様化を推進するという観点でこの動きに関心

をもっていただくとともに、今後さらにフリースクールやオルタナティブス

クールで学んでいる子どもたちに対しても支援を行っていくことを検討す

べきであると要望し、私の質問を終わります。 


