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（１）今年 2 月 14 日に施行された、不登校児童生徒等の教育機会

確保をはかる「教育機会確保法」に不登校児童生徒の「休養（学校

を休む、学校に行かない）の必要性」が明記されました。そこで、

それを踏まえた「休養」についての説明をすべての児童生徒・保護

者にしていただくよう、3 月定例議会の一般質問で市に要請いたし

ました。「すべての児童生徒・保護者に」と要請したのは、「休養」

はいじめ等のつらいことに苦しむ児童生徒にも必要だからです。 
 そんな中、６月定例議会会期末の 6 月 25 日、新潟県で、家族に

いじめの相談をしていた中２の男子が自殺しました。男子が通って

いた学校では毎月いじめに関するアンケートなどを行っていました。

そして、第三者委員会（＝事件が起こるまで当該学校と無関係であ

った人々で構成される委員会）がいじめの有無や自殺の原因を調べ

ます。全国で悲劇が繰り返されながら、いじめ防止対策推進法とい

う法律や数多くのいじめに関する対策・方針・手法はそれを防ぐこ

とができていない・・・・・。 
 新潟県の亡くなった中学生についても、「いじめを避けるため休

養する（いじめのある学校には行かない／児童生徒の学校に行かな

い選択をみんなが尊重する）だけで悲劇は防げた」のでは、と思う

と残念です。 
 生駒市でも、昨年 6 月調査で、小学校で 406 件（市内全児童数の

5.70％）、中学校で 33 件（市内全生徒数の 1.00％）のいじめが確認

されています。これだけの児童生徒が苦しんでいます。また、体調

不良・経済的理由を除いて30日以上欠席した不登校の児童生徒は、

一昨年度、小学校で 28 人（市内全児童数の 0.39％）、中学校で 100
人（市内全生徒数の 3.14％）いました。 
 見守りが必要である事案も含めているため小学校でのいじめを受

けている児童の割合が高くなっているとのことですが、一方で小学

校の不登校の割合が少ないということから、休養せずいじめの苦し

みをがまんして登校している児童がいる可能性も捨て切れません。 
 
（２）いじめ問題や不登校について、押さえなければならないのは

次のことです。 
 憲法第 26 条第 2 項には「すべて国民は、法律の定めるところに

より、その保護する子女に普通教育（引用者注：普通教育とは、職

業訓練所等での職業教育、大学等での専門教育、宗教・政治教育で

はない、一般的・基礎的な教育のことです）を受けさせる義務を負

ふ」とあります。つまり、義務教育の意味は、子どもが学校に行き

たいと思えば保護者は（昔のように子どもを働かせるなどして学校

にいくのを妨げてはならず）学校に行かせる義務があるということ

であって、子どもは学校に行く義務があるということでは

ありません！！ また、憲法は「普通教育＝学校教育のみ」とは

言っていません。そして、子どもが学校に行きたくない、行けない

のに無理に学校に行かせるのは、憲法第 13 条（すべて国民は個人

として尊重される）や同第 18 条（何人もその意に反する苦役に服

させられない）に違反する基本的人権侵害行為です。 
 また、憲法第 26 条第 1 項には「すべて国民は、法律の定めると

ころにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す

る」とあります。子どもが教育を受けるのは義務ではなく、権利（認

められ保障されるもの）であり、また、教育を受ける場は学校と限

定されていません。そして、いじめ等のつらいことから逃れるため

に、その他理由を問わず不登校（学校を休むこと、学校にいかない

こと）を選ぶことは、憲法（第 13・18 条）で保障された行為です

から、何の罪悪感も感じる必要はありません。 
 次は、いじめ問題についてですが、いじめは、基本的人権（略し

て、人権）を侵害する行為です。 
 基本的人権とは何かについては憲法が第３章で詳述しています

が、一言でいうと「ありのままの個人が、その存在を尊

重され、安全に安心して人間らしく生きることが出来るという基

本的な（＝生まれながらにして持つ）権利」のことです。 
 本当に学校といえるのは、児童生徒が安全に安心して学べる（＝

楽しい）場所です。 
 いじめのある学校は、基本的人権侵害が行われている場所です。

ここに児童生徒は行きたくなければ、行くことができなければ行か

なくてよいし、保護者もわが子を行かせてはなりません。そうしな

いと、児童生徒は苦しみ続け、時には自ら命を絶つことにもなりま

す。「（いじめのある学校から）逃げるは恥ではなく、役に立つ（命

を救う）！」 
 
（３）いじめを受ける等何らかの理由で不登校を選んだ子どもの保

護者を苦しめる次のような誤解・批判があります。すなわち、子ど

もを学校に行かせないのは、学校教育法第 17 条（保護者は、子ど

もが 6 歳から 15 歳になるまで就学させる義務がある）と同第 144
条（第 17 条に規定する義務を履行しない保護者は十万円以下の罰

金に処する）違反であり罰金ものだ、というものです。 
 しかし、同法第 18 条には「やむを得ない事由のため、就学困難

と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、第 17
条の義務を猶予又は免除することができる」となっています。保護

者には、子どもが学校に行きたいと思えば就学させる（学校に行か

せる）義務があるのであって、いかなる理由であろうと学校に行き

たくない、行けないという児童生徒を無理やり学校に行かせること

は虐待になります。 
 
（４）なお、小中学校の進級・卒業の認定については、「平素の成

績を評価して」という定め（学校教育法施行規則第 57 条）がある

だけで出席日数が及ぼす定めはないので、児童生徒は小中学校に 9
年間在籍さえしていれば学校に行かなくても義務教育を終えた（保

護者は 9 年間児童生徒が就学することを妨げなかった）ことになり、

（人間的成長があれば、それを平素の成績として評価して）進級・

卒業が認定され、上級学校へ（高校へ、更に、高校または高等学校

卒業程度認定試験合格を経て大学へ）進むことができます。 
 なお、学校教育法施行規則第 58 条（「校長は、小学校の全課程を

修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない」）と

同規則第 79 条（「・・・第 54 条から第 68 条まで・・・の規定は、

中学校に、これを準用する」）という希薄な根拠を基に、小中学校の

進級・卒業の認定の裁量権限は学校長に委ねられているともいわれ

ていますが、それを打ち消すように日本の公立小中学校は年齢主義

（年齢ごとに進級し、一定の年齢に達したら義務教育期間は終了す

る）をとっており、1993 年には「強制進級事件 ※」すら起こって

います。（※ 強制進級事件⇒神戸市立の小学校に在籍していた5年児童が、い

じめ等の理由により長期欠席となったため、児童とその保護者が「留年にしてほ

しい」と希望したが拒否され、強制的に6年に進級させられた。） 
 念のため、市の教育委員会に問い合わせたところ、「把握している

範囲では市内小中学校で卒業を認定しなかったケースはありませ

ん。」とのことでした。 



 

（５）さて、先に誤解・批判のことを述べましたが、誤解といえば、

「いじめは、どこの学校でも、どの子どもでも起こる」という見解

があります。その真意は、それぐらいの覚悟を持って目配せしてい

じめを防止しよう、というものでしょうが、結局、いじめをなくせ

ていない理由付けになっています。そもそも、「いじめが起こり得る

学校」に通学させるのは、児童生徒とその保護者に対して大変失礼

なことで、欠陥があるかもしれませんよと言って商品を売るような

ものです。しかし、現実には、いじめがない学校はいくらでもあり

ます。下の表は、文部科学省公表の「15(H27)年度の全国のいじめ

の認知・不認知学校数」の統計表です。 

 
 全国の公立（市町村立）小学校の約１／３、同公立（市町村立）

中学校の約１／４がいじめのない学校（いじめ不認知学校）です。 
 いじめはなくならない、いじめのない学校はないという誤解を生

むような「いじめは、どこの学校でも、どの子どもでも起こる」と

いう見解は撤回した上で、「いじめが起こる要因は存在するが、いじ

めが起こらないようにする学校」ではなく、「いじめが起こる要因

がないので、いじめが起こらない学校」にしていただきたいと思い

ます。「いじめが起こる要因がない学校」とは、「児童生徒も教

職員もすべての人間の基本的人権が尊重されてい

る学校」のことです。いじめ不認知学校の中には、「いじめが起こ

る要因は存在するが、いじめが起こらないようにしている学校」や

「教育委員会に（報告すると余分な仕事をさせられる等の理由で）

いじめの報告をしていない学校」もあるでしょうが、「いじめが起こ

る要因がない学校」も多くあります。 
 もし、「いじめは、どこの学校でも、どの子どもでも起こる」とい

う見解を言うのであれば、同時に「どこの学校でも、どの子どもで

も学校に行きたくなければいつでもいつまでも行かなくてもいい

んだよ」ということを児童生徒とその保護者に周知しなければなり

ません。冒頭に述べたような悲劇を本当に防ぎたいと望むならば、

追い詰められた児童生徒は、いじめのある学校が「いじめが起こる

要因のない学校」にならない限り学校に行かせないことが必要です。 
 生駒市でも、教職員の方々がエンパワーメント（自発的な力）を

発揮していただいて、すべての小中学校が「いじめが起こる要因が

ない学校」（＝安全で安心して学べる楽しい学校）になるよう努めて

いただきたいと念願いたします。それが実現するとき、生駒市は、

いじめのない楽しい教育学園都市として子育て世代が住みたいＮＯ.
１都市になるでしょう。 
 
（６）さて、従来、「子どもは成長するためには学校に行かねばな

らない」という固定観念が多くの保護者や児童生徒自身にもあり、

これが、不登校を選んだ児童生徒やその保護者を苦しめてきました

が、学校に行くことを強制しないようにしてほしいとの声が国に寄

せられる中で、冒頭で述べたように、教育機会確保法（正式名称：

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）の中で、ついに、「休養の必要性」が明記され、「学校

に行きたくなければ、行けなければ、行かなくても良い」（不登校を

選択してもかまわない）ということが宣言されました。不登校の児

童生徒もその保護者も、罪悪感なしに学校へ行かない選択をしても

かまわないことは、従来は見えにくかったのですが、教育機会確保

法で明記されることで「見える化」されたのです。「学校に行かな

い自由（学校に行くことを強制されない自由）」という、いじめ等

のつらいことから逃げる自由、罪悪感なしで不登校を選ぶ自由（不

登校選択の自由）、学校以外の場で学ぶ自由が明文化されたのです。 
 
（７）なお、「学校に行かない自由＝学校以外の場で学ぶ自由」の

尊重に伴う課題が、学校以外での学びの場の確保・充実です。教育

機会確保法は、「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」をうたいながら、残念ながら不登校を助長す

ることになるとの理由で反対があって学校以外での学びの場の充実

については十分には述べることが出来ていませんが、「学校以外の

場において行う多様で適切な学習活動の重要性」については明言し

ています。 
 今後は、下記の様な学校以外での学びの場が、「休養してエネル

ギーを蓄え、元気になって次の世界に向かおうとする力を養う場」

となるよう、その充実をはかっていくことが大切です。 
 ①ホームスクール（ホームエデュケーション・ホームスクーリングともいう） 

   ⇒家庭や地域での学びの場 
 ②フリースクール（フリースペースともいう） 

   ⇒非学校的な学びの場 
 ③デモクラティック・スクール（サドベリー・スクールともいう） 
   ⇒市民による市民のための学校（日本ではまだ少ない） 
 なお、上記のような学校以外での学びの場をオルタナティブ・ス

クール（オルタナティブエデュケーション・オルタナティブ教育ともいう）

といいます（オルタナティブは、「新しい選択肢」「代替案」の意）。 
 
（８）最後に、「学校を休む自由」の尊重などということをいうか

ら、不登校を助長する、あるいは、児童生徒を甘やかすことになっ

ていじめ等のつらいことに負けない強い人間になれなくしている、

という批判が必ず起きます。しかし、そのような批判こそが、冒頭

に述べたような悲劇の最大原因だということを念のため申し添えます。 
 

 

 

 一般社団法人「市民エネルギー生駒」は、再生可能エネルギーへ

の転換をめざして、全額市民出資により、市民共同発電所４号機

を学研高山法面（学研高山第1工

区内の市道法面）に今年中に設置

することとし、そのための出資

（2100 万円）を募集しています（7

月14日～来年3月１日／先着順）。 

 同法人は「出資募集説明会」を

下記のように開催し、参加を呼びかけていますので、ご案内いたし

ます。なお、同法人は「再生可能エネルギー普及・推進のための連

続講座」または「映画上映会」も同日、同場所で開催しますので、

それも併せてご案内いたします。 

区分 学校総数 
（Ａ） 

認知学校数 
（Ｂ） 

比率 
（Ｂ／Ａ） 

不認知学校数 
（Ｃ） 

比率 
（Ｃ／Ａ） 

公立小 20,302 校 12,644 校 62.3％ 7,391 校 36.4％ 
公立中 9,668 校 7,136 校 73.8％ 2453 校 25.4％ 

    出資募集説明会（各回とも１時間程度） 

第２回 ８月２０日（日）午後２時～ コミュニティーセンター 

 同日同場所 午後３時～４時40分 映画『日本と再生』上映会（1回目） 
 

第３回 ９月 ２日（土）午後２時半～ 北コミュニティーセンター 

 同日同場所 午後１時 15 分～２時半 連続講座＜講演「自然エネルギー

でまちづくりを！」（講師：おひさま進歩エネルギー株式会社代表取締役 

原亮弘氏）＞ 
 

第４回 ９月３０日（土）午後２時半～ 南コミュニティーセンター 

  同日同場所 午後１時 15 分～２時半 連続講座＜講演「再生可能エネ

ルギー優先社会を目指す世界動向と日本の課題」（講師：和歌山大学客員

教授 和田武氏）＞ 

～お断り～ 

①第１回の出資募集説明会は終了いたしました。 

②映画『日本と再生』上映会（２回目）は、８月２６日（土）午後３時 

 ～４時40分 コミュニティーセンターにて。この日は、出資募集説 

 明会はありません。 

③出資募集説明会と連続講座は、事前申し込み不要・無料ですが、映画 

 上映会は、事前申し込みが必要・有料（300円）です。申し込み方法は、 

 8月 1日発行の広報「いこまち」をご覧いただくか、「市民エネルギー 

 生駒」で検索の上、そのＨＰをご覧ください。 

④出資募集説明会に参加できない方は、「市民エネルギー生駒」のＨＰを 

 ご覧ください。 

エネルギーに強い生駒市へ！ 


