
 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

6月12日（日）に、「放課後連・東京 第16

回学習集会」（於北区赤羽会館）が開催されまし

た。今回は「放課後連・東京」の結成から20年

目の記念集会

ということで、

「放課後連・

東京」の歴史

を振り返り、

運動の原点を

確かめ合える機会にするため、全体テーマを『運

動と実践の原点を確かめ合い、未来に希望を！』

としました。また、来賓の方をお呼びして、20

周年の節目を飾らせていただきました。最終的に

146名の参加を頂くことができました。 

第一部は、「放課後連・東京」の20年の歩みを

「歴史絵巻」にして、語り部を中心に舞台仕立て

にしました。役者となったすべての関係者が熱演

しました。 

第二部は神戸大学の木下孝司先生による『障害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のある子どもを真に育てる実践の創造』をテーマ

にした講演でした。先生の柔らかな語り口とそれ

らの言葉を支える「確かな実践」が見事に調和し

た、聞きごたえある講演でした。 

以下では集会全体の流れに沿ってまとめてい

きます。 

 

 

 

 まず「放課後連・東京」会長の村岡氏より、『関

係者の心を1つに、来年4月を乗り越えよう！』

というテーマのもと基調報告がなされました。 

まず、「東京都は2012年3月で通所訓練事業の

補助金を打ち切るおそれがあり、2012年4月から

始まる『放課後等デイサービス』への移行を進め

る方針であるが、その概要はまだ示されていな

い」という現状認識が報告されました。 

この現状を踏まえた上で、「放課後連・東京」

の歴史を振り返ってみると、20年前、東京都から 

 

の補助金が大幅に減額されるという補助金制度改

定案が出されたときの状況と現在の状況が似てい

ることを指摘することができ、その厳しさを 

再認識することができるが、一方で当時の状況が

「放課後連・東京」結成の端緒となったことを考え

起こせば、「これからが勝負である」という積極的

な見方もできる、という趣旨の提言がなされました。 

また、「運動を続けていると『どこまで続ければ

良いのだろうか』と不安に思うこともあるけれど、

運動は①子どもたち、②仲間、③学習という3つに

『励まされながら続けていくもの』である」とも発

言されました。「励まされながら放課後の未来を考

えていきたい」という力強い言葉が響きました。 

 

 

 

■ 竹内修 様（障都連副会長・都障教組執行副委員長） 

 学習集会にお呼び頂き、ありがとうございます。

現在、障害児教育の現場では、外部専門員として、
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ヘルパーの方などを学校に入れるという方向に

ありますが、教育活動の質の問題が出てきていま

す。放課後に関して言いますと、学校の下校時間

が遅くなってきていることも問題として言えま

す。こういった現状がありますが、放課後活動の

大切さを守っていくことは重要なことであると

考えています。 

■ 青柳浩二 様（きょうされん東京支部会長） 

 「放課後連・東京」が20周年を迎えられたこ

とを心からお祝い申し上げます。放課後に通われ

ているお子さんたち共同作業所へ入ってこられ

たときに感じるのは、放課後の経験を積んでいる

方は自己発揮・自己表現が上手であることです。

放課後の大切さというのをそういったところで

感じております。 

■ 松元巌 様（全障研東京支部事務局長） 

 20周年の記念集会にお呼び頂きありがとうご

ざいます。当方が開催します全障研集会の分科会

で放課後活動を取り上げさせて頂いて、そこに村

岡会長に来て頂いていたところです。自分自身教

員をしておりまして、放課後という「第三の場」

の大切さを感じております。放課後で自由な時間

を過ごせることは本当に子どもたちにとって重

要であると感じています。 

■ 園山満也 様（全国放課後連会長） 

 「放課後連・東京」の学習会が16回を数えて

いることは驚異的なことであると思っています。

全国放課後連では、全国で共通のものとなるよう

な放課後活動に関するハンドブックを作成して

いるところです。その中身に関

しても、「放課後連・東京」が

けん引していると感じていま

す。この学習会の内容が全国に

広まっていくことを願ってい

ます。 

（全国放課後連会長 園山氏） 

 

 

 

 「放課後連・東京」が積み重ねてきた20年の

歴史を「文楽調」の「語り部」が語り、「プロジ

ェクター」で絵巻物のような映像を投影しその語

りを盛りたてながら、スタッフ、保護者などが熱

い演技でその歴史

絵巻に息を吹き込

んでいくという内

容盛りだくさんの

舞台となりました。 

 題名は『語り部

が綴る「放課後連・東京」二十年の歩み』です。 

 内容は4部構成となっていました。 

 第1部は、1991年の東京都による補助金改定に

対してそれを問題と考えた放課後事業所が集ま

って東京都に要請を行い、「放課後連・東京」が

結成されたことから始まり、最終的には勝ち取る

こととなる「単価制移行」に関する都との話し合

い（「攻防」）について、熱演を交えながらじっく

りと進みました。 

その中で、重要な登場人物である「ゴレン先生」

の「世の中は、逆風があって、それを乗り越えたと

きに初めて発展していくもの。それが運動というも

の。」という言葉が、現在にも通じる言葉であり、

勇気をもらえる言葉であると感じました。 

 第2部では、1997年に東京都が打ち出した「行

政改革」により放課後活動に再び逆風が吹き始める

ところから始まり、2004年に「全国放課後連」が

結成されるところまでを描いていました。補助金だ

けの問題から、行政全体の問題へと変化していき、

国の制度を提案するところまで運動が展開してい

く流れを軽妙な小太鼓の演奏をＢＧＭに語り部が

語りました。「放課後連・東京」が2002年にすでに、

現在議論が進む「放課後デイサービス」の原型とな

るような提案を行っていたという事実も歴史を振

り返って初めてわかることであると思いました。そ

の後2004年に「全国放課後連」が結成され、国へ

の働きかけたことで、「放課後デイサービス」が認

められたというところは運動の大きな成果であっ

たと改めて認識できました。 

 第3部ではピアノの演奏をＢＧＭにしながら進

みました。2006年から施行された「障害者自立支

援法」の影響で、「新体系移行」の名のもとに補助

金制度が廃止される可能性が出てきたことに対し

て署名活動などの積極的な運動を行い、2010年の

都知事宛て署名では6万筆もの署名を集めること

ができたところまでを内容としていました。東京都

が打ち出す「新体系移行」や「包括補助」という施

策に対して運動・支援の輪を広げていったという歴

 



 

史は関係者の努力のたまものであることがよく

わかりました。また、保護者・職員の放課後に対

する「思い」が挿入され、更に合唱曲『輝け！ボ

クらの放課後』を有志の方々が合唱する場面もあ

り感動的な内容となっていました。 

 最後の第4部では、夕やけ空を背景に、「ゴレ

ン先生」が「子どもたちの幸せのため、『真実の

道』を堂々と歩いていけば良い。道なき道も大勢

の者が歩くことによって確かな道になっていく」

という「放課後連・東京」の「内なる声」「誓い

の言葉」とでも言える言葉を職員に静かに語りか

け幕を閉じました。 

 

 

 

 

 神戸大学の木下孝

司先生による『障害

のある子どもを真に

育てる実践の創造』

をテーマにした講演

でした。 

 

１、子どもの発達には複数の集団が必要 

 まず、「発達」という言葉は「新しい自分をつ

くる」と言い換えることができ、「子どもを『変

化する存在』＝『発達する存在』として捉えるこ

とが大切」という基本的な前提が確認されました。 

 その前提に立って、木下先生は「つながり」、「個

別化（モジュール化）する社会」というキーワー

ドをもとに、現代の子どもたちが置かれた社会的

状況に目を向けて述べられました。現代の子ども

たちは、仲間との「心のつながりを求めるが故に、

心を隠さざるを得ない状況にある」と指摘されま

した。「これは労働、消費などの各場面において

も『個人』がバラバラになっていることに繋がっ

ていることであり、社会に広まり始めている『嫌

だったら、やめたら（この集団から出ていった

ら）』という発想に結びついている」という展開

には納得させられるところが多くありました。 

 こういった社会状況の中では「個別的な関係」

＝「閉じた関係」になってしまいがちですが、「ど

んな力を発揮する子どもに育ってほしいのか」と

いうことを基本にして、発達を考えることが大切

であり、「多様な集団を複数保障して、育ちを援

助する必要がある。閉じた関係では『新しい自分

をつくって、それを発揮していく』というのは見

られない。発達にとって、ときに場面を大胆に変

えていくことは大切な要素である」と指摘されま

した。子どもが置かれた社会的な状況を見据えつ

つ、それと発達支援の在り方を結びつけていく上

で大切な指摘であると思いました。 

 

 ２、子どもの願いや悩みをとらえるための発達

理解 

 「食事のときにスプーンをわざと放るモトキく

ん」を事例に挙げつつ、「困った行動の背後には

子どもの願いや悩みがあるが、それを捉えるため

には、事実をみんなで出し合うことが重要となって

くる。『なぜ』という問いに対して、経験年数など

関係なく、多くの人が関わっていくことが大切であ

る」と述べられました。確かな実践に基づいた言葉

であり、日々の実践を振り返るにあたって参考とな

るのではないかと感じました。この「事実を出し合

って答えを見つけていく作業」を木下先生は「問い

をシャープにする作業」と言い換えておられました。 

例えば、モトキくんがスプーンを放ったときの状

況・事実を細かく見ていくと、実は一緒に食べてい

た友だちが2人、3人とごちそうさまをしたときに

スプーンを放ることが多いということがわかって

きました。そうすることによって、「では、なぜ友

だちがごちそうさまをしていくときに放るのか」と

いうより具体的な（シャープになった）次の問いに

つながっていきます。最終的にモトキくんが『一番

にごちそうさまをしたい』という願いを持っていた

ことがわかってきます。事実を出し合って複数の視

点で子どもの育ちを見ていくことの大切さを改め

て認識しました。 

また、木下先生は「問題行動」の裏側にある環境

サイドにも目を向け、「制度や情勢という環境が子

どもたちに影響を及ぼす」という趣旨の発言があり

ました。これは今後の運動にとって糧となる言葉で

あったと思います。 

 

 ３、自分づくりの指導課題を考える 

 絵本『ちょっとだけ』（作：瀧本有子、絵：鈴木

永子、福音館書店、2007年）を題材にして、「自尊」

 



 

「自立」「甘え」について述べられました。妹が

生まれた女の子が「お姉ちゃん」として、「ちょ

っとだけ」挑戦し、乗り越えていく姿を描いてい

る絵本で、3，4歳の自立を取り上げているもので

す。それを引き合いに出しながら「自分への手応

えを感じる生活」の大切さを指摘していました。

「自分で挑戦し、達成する」ことが「自信」、そ

して「自尊」へとつながっていくことの重要性を

感じる内容でした。 

 また先の絵本の中で、その「お姉ちゃん」が甘

えたい気持ちを抑えていることに気付いたお母

さんが『甘えても良いよ』と促す場面を引き合い

に出し、「『甘やかしている』のか『甘えさせてい

る』のかは大きな違いがある。『甘えさせる』と

いうことが大切」と指摘されたのには目を見開か

される思いがしました。その延長としてお話され

た、「年齢に関係なく人は必要とされる自分を感

じることで成長できる」という言葉は子どもたち

の将来を考える上で大切な視点であると思いま

した。 

 

 ４、発達を保障するためのシステムをつくる 

 最後に、「人間はお節介な動物。要求されなく

ても他者のために何かできるのが人間」というお

話がありました。まさに「放課後連・東京」の歴

史の原点を表現した言葉であると思いました。 

 

■ 質疑応答 

Ｑ：家庭で求められる育ちの支援を放課後で補う

ことができるのか。 

Ａ：できる。家庭の環境を急に変えることは難し

いし、家庭だけに子どもの発達・育ちを任せ

るというのではいけない。 

 

 

 

 

・ 素敵な歌声に感動した。これほど困難が多かっ

たことにショックを受けた。スタッフ・保護者で力を

合わせて困難を乗り越えてきたことに、勇気をい

ただいた。他力本願ではいけないことを忘れずに

いきたい。 

・ 脚本の中での親の思いにはまったく同感。放課

後活動は、単なる預かりとはまったく異なる活動。

その良さを行政の方にもわかっていただきたい。 

・ 初めての参加。放課後連の歴史、今後の課題な

ど、まったく知らなかった私でもわかりやすく聞け

た。補助金や制度に対するスタッフの方々の今

までの努力に頭が下がる。 

 

 

・ 「自分への手応え」という内容で、普段忙しくて、

すべてやってしまっている場面もあったので、子

どもがやりたいことをさせてあげられるような余裕

を少しもちたいと思った。 

・ 個人の自由という名のもとで、他者との関係性を

育てる機会を逃してきている社会の雰囲気があ

るという話は、まさに私が聞きたいことだった。人

は必要とされる限り、いつでも成長するということを

信じて励んでいきたい。 

・ 職場の反省会も、経験談やそれぞれの思いを語る

場になりがちだが、子どもをよく見て事実を語り合う

ことがとても大事だと感銘を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜3333月月月月＞＞＞＞    

3日(木)事務局会議 

7日(月)定例会：施設紹介「ばんびの会」 

＜＜＜＜4444月月月月＞＞＞＞    

18日(月)学習集会第1部打ち合わせ 

21日(木)事務局会議 

25日(月)定例会：内部学習会「震災時の対応」 

29日(祝)グループ連絡会総会出席 

＜＜＜＜5555月月月月＞＞＞＞    

8日(日)障都連総会出席 

13日(金)きょうされん東京大会出席 

16日(月)学習集会第1部打ち合わせ 

19日(木)事務局会議 

23日(月)定例会：学習集会打ち合わせ 

26日(木)青年・成人期集団活動交流会 

＜＜＜＜6666月月月月＞＞＞＞    

5日(日)学習集会第1部打ち合わせ 

9日(木)事務局会議 

12日(日)第16回学習集会 

30日(木)事務局会議 


