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「学校の標準」 におさまらない
多様な子どもたちとともに

　「障害のある者とない者が共に学ぶことを通して、 共生社会の実現に貢献しよう」 とい

うインクルーシブ教育の考え方が叫ばれて久しいです。 先日の国連委員会による日本の

「障害者権利条約」 の取り組みに対する初の審査、 勧告においても、 インクルーシブ教

育の確立のためにすべての障害のある生徒が個別支援を受けられるよう計画を立てると

いった対応の必要性が指摘されました。 そのような中、 本年 4 月 27 日付け文部科学省

の 「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について （通知）」 を受け、 障害

のある子どもたちが、 これまでの教育的配慮が受けられないのではといった不安が保護

者から寄せられるようになりました。

　本特集では、 障害のある子どもの保護者の皆さんから、 子どもたちにとってどのような

配慮があればいいのかを語っていただきました。

こんな子どもたちです

Ａ ： 私の子どもは、現在中学２年生ですが小さ
い頃から多動だけど利発で育てにくい感じでし
た。小学校高学年から教室にいるのがしんどい、
音がうるさい等で学校にいけなくなり教育セン
ターの発達検査を経て、病院でやっと自閉症ス
ペクトラム症と診断されました。今は支援学級

（支援級）に在籍しながら不登校の支援も受けて
ます。
Ｈ ： 私の子は、一歳半検診で発達の遅れが分か
り、（障害）サポート枠で保育園に入園し、今は
支援級の小学３年生です。勉強が苦手で繰り返
しでないと定着しないため、そこを支援級の先
生にお願いしています。人が好きで通常学級（通
常級）では対人関係を学んでいます。授業の半
分以上は通常級で過ごしています。
Ｙ ： 私は子どもが３人いますが、一番下が小学
６年生で支援級です。視線が合わないことや、
お兄ちゃんたちと比べ違和感があり、３歳半検
診時に私のほうから保健師に検査をお願いしま
した。専門病院を紹介され広汎性発達障害と軽
度知的障害と診断されました。

Ｋ ： 私は男の子２人です。上が小学 4 年生。下
が来春小学生になります。まず上のほうですが、
乳児期から言葉にできない違和感がありました。
1 歳半になっても明らかに言葉がでてこなかっ
たので、検診時に私から発達検査をお願いしま
した。みらい（こども総合支援課こども相談係「み
らい」）でのアドバイスでＨさんと同じくサポー
ト枠で保育園に入園しました。就学前に教育セ
ンターに相談し、支援級に在籍することになり
ました。大半は通常級クラスでみんなと一緒に
授業を受けていましたが、算数が苦手だったの
で先生のアドバイスもあり算数は支援級で受け、
苦手意識を克服できています。
弟のほうは、兄と特性が似てると感じ一歳半検

（※１）八尾市立医療型児童発達支援センターいちょう

お子様の「発達」に関する相談をお受けしたり、専門職

（専門医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士）

がお子様の「発達」をお手伝いするところです。

　育児に関することやお子様とのかかわり方、発達障害

に関することなどのご相談をお受けしています。必要に

応じて、診察や訓練などを行っています。

（八尾市ホームページより）
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診でこれも私から検査をお願いし、いちょう学
園（※１）の外来教室に通うことになりました。
みらいでの手続きで受給者証を取得し、しょう
とく園（※ 2）への勧めもあり入所。小学校進学
については、支援学校に進むかどうかとても悩
んでいましたが、最近、他人に興味を示すよう
な行動があり、通常校の子どもたちと交わるタ
イミングかと思い、地元の小学校の支援級に進
むことにしました。

専門医療機関の情報が足りない

Ｋ ： 上の子が小学３年生時に、受給者証の更新
に医療機関の診断書がいると言われ、慌てて病
院探しをしました。いま新規で受け付けてくれ
るクリニックが少なくて障害児の親は本当に大
変だと思います。新規受付が少ないだけでなく、
そもそも受け付けてくれる病院が少ないです。
Ｈ ： 療育手帳も医師の診断書がいります。自分で
病院を探し診断書を出してもらいました。療育
手帳取得後、勉強も苦手なので LD（学習障害）
の検査のため関西医科大学の LD センターにも行

きました。ただこのように専門外来となると遠
方だったり、医療機関で相談はできても診断書
は出してくれなかったり、検査予約は何か月も
待たされたり。言語訓練を受け付けてくれると
ころも少ない上にこれもまた予約がなかなか取
れないと行った状況です。でも LD 検査の担当医
に「お母さん、療育手帳やいろんなことで、こ
の子を守ってあげてくださいね」て言われた時
は、今まで必死に動いてきたのは間違いでなか
ったと救われた気持ちでした。
Ｙ ： ３歳半検診時、保健センターの方から「大
丈夫です」って言われ、支援を受けらませんで
した。思えばそこから歯車がずれてきたのかな
と。今も言語訓練のある病院にかかっています
が、やはり半年待ちとか時間がものすごくかか
ります。予約するにも時間がかかります。そも
そもその病院に繋いでもらうのにも、元々通っ
ていた病院や、医院、保健センターなど転々と
してようよやくでした。いまもそうですが、自
分で動くしかないとは思いつつ、出来る限り早
い段階で適切な支援情報に繋げてもらえること
ができていればなあと感じます。
Ａ ： 私の子も、3 歳半検診時に軽い検査を受けま

（※ 2）しょうとく園

児童発達支援センター八尾しょうとく園。

八尾市・柏原市にお住いの 2 ～ 6 歳のお子様を対象とした障がい児通所支援施設です。1 クラス 13 名程度の少人数、

複数担任のクラス編成で集団保育を行っています。

保育の体験や楽しい遊びを通して興味・関心の広がりを促すとともに、生活習慣の自立に向け、一人ひとりの発達、

特性に応じた支援、指導を行っています。

また、地域の保育所、こども園や小学校等に在籍しているお子様を対象とした保育所等訪問支援事業も行っています。

（ホームページより）
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したが、「大丈夫ですよ、困ったら連絡下さい」
でした。でも幼稚園ではとても友だちとトラブ
ルが多かったし、小学校１年では担任の先生が
厳しすぎて持病のアトピーが悪化し入院まで追
い込まれました。今思うとしんどいサインがで
てたなぁって思います。入院した時もそこで検
査したけど、もう少し先を見越した支援選択の
紹介があっても良いのでは感じてました。結局、
小学校に進みさっきのような 2 次的障害の症状
が出て、初めて学校など対応に変化が出てきた
感じです。学校入ってからも大変やけど、入学
前にどこでどう発達を支援してもらえるか、そ
の情報収集、選択ってとても難しいですよね。

学校との関わり

Ａ ： 子どもが不登校になって、先生も頑張って
くれていましたが、対応に疑問を感じることも
多かったです。高学年になった下の子もややグ
レーゾーンな部分もあり不登校を懸念したので
すが、子どもの気持ちに寄り添ってくれる担任
のおかげで乗り越えた感じです。上の子も担任
が違ったらと振り返ってしまいますね。
Ｈ ： 小学校入学時、基本は通常級でと言われま
したが、一対一の個別支援を強く希望し国語だ
け抜き出してもらえました。でも宿題は通常級

の子と同じです。どんどんしんどくなりました。
教育センターへの相談を通じてようやく子ども
のペースに合わせた宿題の量になっています。
一人ひとりに合わせるって本当に大事やなって
感じますが、そこにたどり着くには一つも二つ
も苦労します。
Ｙ ： 子どもは知的障害もあり 2 歳半の遅れがあ
ります。言葉も遅いし性格も穏やかなので幼い
んですね。幼いけどコミュニケーション能力だ
けはすごくて、周りから大丈夫って思われがち
なんです。だから、今年の運動会なんかは、適
当にですけどみんなと一緒に踊るというように
一応群れることはできるんです。それはそれで
悪くはないのですが、「学校の標準」にはおさま
ってないんだろうなと思います。あと、うちの
子は学校であったことを全然話せないです。普
段、学校でどのように過ごしているのか、なか
なか情報がもらえないのがしんどいですね。他
市では担任以外でサポートしてくれる先生がい
て、子どもの情報が得られる安心感があったと
いう知人がいました。サポートの先生がたくさ
ん配置されればハンディがある子どもも通常級
で過ごせたり、グレーゾーンの子どもも置き去
りにならないのではと思いますね。
Ｈ ： 以前、友達どうしでトラブルがあった時、当
事者と先生たちの間では解決したような感じだ
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ったのですが、子どもから良く話をきくとどう
も違っていたことがありました。サポートの先
生が別についてくれていたら、認識のズレとい
ったことは起こらなかったかもしれません。
Ｋ ： 上の子はちょっとした威圧とかにも敏感で
す。先生が怖いと思うと自分が困っていても先
生に言えなくなります。出来事を言語化するの
が苦手なので、学校でのトラブルも友達から聞
くこともあったり、何日か経って分かるときが
あります。
先生じゃなくていいから、大人を増やしてほし
いですよね。余裕のある大人が、ちょっと話を
聞いてあげるだけで全然違うし心が落ち着くと
思います。

支援級の運用変更への不安

Ａ ： 来年度以降はどうなるかな？インクルーシ
ブ教育といわれるので柔軟な対応が求められる
とは思いますが。いずれにしてもなぜ支援対象
の保護者にしか伝えないのかと思います。学校
全体にかかわることなので、すべての保護者に
丁寧に伝えるべきだと思いますね。
Ｋ ： 運用が変わるとグレーゾーンの子たちも教
室に詰め込まれ窮屈に感じるのと同時に、通常
級の子どもたちが「支援の子どもがいるせいで」
って意識になって教室内がギスギスしてしまう
のではないかと不安です。明らかに体制が薄く
なる感じがしてしています。「あいつのせいで」
って差別に繋がらないか心配です。
Ａ ： どちらか判断が難しい子どもたちの受け皿
がいりますよね。休憩する場所も欲しい。なん
でつくれないんだろうと思いますね。
Ｈ ： 支援級で過ごす時間を増やさないと通常級に
戻ってしまうと説明を受けたので、通常級だけ
ではさすがに子どもは不安だろうと思って話し
てみると、支援の授業増やそうかなーっていっ
てましたね。いま聞いている情報から考えても、
通常級と支援級にくっきりと線引きされるよう
なイメージに理解してしまうし、子ども自身も
通常クラスに行きにくくなってしまうかもしれ

ないと感じますね。
Ｙ ： 先生には同じことさせなくていいって伝え
てるのに、先生はさせたい。できる子に合わせ
たい。その支援の仕方で合ってるのかいつも悩
みます。他の選択肢はなかったのかなって。「学
校の標準」からはみだしてもいいのになぁって
思います。
Ｋ ： インクルーシブ教育ってみんな同じことを
するのがいいってことじゃないですよね。
Ｈ ： みんなにどこまで合わせられるか。なんかそ
んな見方ですよね。通常級に入るならどこまで
みんなに合わせられるかで、クラスに入れても
らえるような、そんな感じがします。そこでし
んどさが生まれてもフォローはない気がします。
Ｋ ：「学校の標準」は子どもの標準じゃないです
よね。結局合わせなあかんねんなあと思ってし
まいます。
Ａ ： なんかいろんな子どもたちが一つのクラス
で違いを感じながら学びあえるようになって欲
しいですね。その上で支援の子どもたちは、特
性に合わせてサポートを受けながら学べるよう
な。そのためには少人数クラスがいいですよね。
コロナ禍の分散登校は結構よかったような気が
します。（みんな同意）
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　法人事業の会議で集まった時に、メンバーの
中に不登校や発達に関わることで話したいこと
がいっぱいある人がいるのに、仕事の話をしな
いといけなくて、モヤモヤ爆発。以前にも他の
団体の不登校・ひきこもりの親の会に参画して
いたのが中断していたのもあり、話せる場がな
くなっていたので、個別で相談を受けたり話を
聞くことも少なくなかった。そのテーマで話が
できる時間を作りたいと思ったのがきっかけで、

「不登校・発達のあれこれ」を話す座談会を 4 月
から始めた。毎月 10 人前後の参加者で、経験者
と真っ最中が入り混じり、自分の体験や子ども
のことなど、話を聞き合う 2 時間を過ごしてい
る。特に専門家がいるわけでもなく、ただただ
話したり聴いたりしている。不登校の背景は多
様。出てくる話は、発達障害、いじめ、OD（起
立性調節障害）、感覚過敏などなど。また、困り
感があっても、学校は嫌がらずにいけたりもす
る。教室は嫌だけど、勉強はしたい子もいる。
　文部科学省の予算を見てみると、2022 年度
80 億円から 2023 年の概算要求では 105 億円
に拡充。スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカーを増やしたり、最近の傾向とし
ては、不登校特例校などの設置も増えていて、
さらに強化される方向。 2023 年からは子ども
( 家庭 ) 庁との連携で、貧困対策やいじめ対策も
強化される。居場所づくりの予算はかなり大き
い。でも、 そんな話も生活実感からは離れてい
る。ICT の活用は不登校に認められなかったり、
夏からは文科省の通達 (「特別支援学級及び通級
による指導の適切な運用について」2022 年 4
月 ) によって、 学校も混乱していて、保護者も不
安になっている。1 人で不安になっているより、
話して一緒に考えることで、子どもと向き合っ
たり、学校で先生や支援関係者と話していくエ
ネルギーになればと思う。いつまで経っても、「ま

「不登校・発達のあれこれ」やってます。
ほんまに「あれこれ」あります。

NPO 法人 KARALIN  松田直美

ずはそこから」から進まない。子どもって子ど
もじゃなくなるから、活動のメンバーが入れ替
わると活動が続かない。継続して当事者に「ひ
とりじゃないよ。」 のメッセージを届ける会にな
りたい。
　合わせて、子どもの居場所も大事で、10 年取
り組んでいるが、継続的な運営は難しい。今年
は小学生の子どもの利用も多く ( 駄菓子屋さん
効果 ?) カードゲームやボードゲームで、遊びの
要素を大事にしている。ここでも、子どもの声
を大事にしながら、なんとか続けている。不登
校体験のある居場所卒業生がサポーターできて
くれるのも大きな力。細々とした取り組みだけ
ど、先につながれば嬉しい。生の声を聴いて欲
しい。小さなNPOに手弁当では限界があるので、
なんとかそこにも支援が届きますように ( 小声 )

お問合せは、 NPO 法人 KARALIN

karalin@peace.zaq.jp

松田までご連絡ください！

月１回程度、 不定期で開催の、

家庭や子どものお悩み座談会です。

どなたでもお気軽に参加できますよ。
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新たに改正された 「育児 ・ 介護休業法」 で何が変わる？？

2021 年育児・介護休業法が改正された背景

　2020 年度厚生労働省「雇用均等基本調査」では、

男性の育児休業取得率は増加傾向にあるものの12.65

％です。一方、女性は 81.6％と取得できているよう

産後パパ育休の創設と育児休業の分割取得

「育児・介護休業法」とは？？

　正式名称は、「育児休業・介護休業など育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言いま

す。労働者の離職を防ぎ、仕事と育児、あるいは仕

事と介護の両立ができる環境をめざす法律であり、

2016 年３月に制定されました。

にみえますが、出産・育

児により退職する女性が

約５割いるなど、男女と

もにまだまだ育児と仕事

ポイント：産後パパ育休（新設）…子の出生後８週間以内に４週間まで。２回まで分割取得可能。

　　　　　育児休業…子の出生後８週間から、原則１歳までの間、夫婦ともに２回分割取得可能。

※詳細は

こちらを

ご覧ください。

　なお、産後パパ育休も出生時育児休業給付金の対

象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が

最大 10 日（10 日を超える場合は就業している時間

数が 80 時間）以下である場合に、給付の対象とな

ります。詳しくは、最寄りのハローワークへお問い

合わせください。

　また、育児休業等の申し出・取得を理由に、事業

主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変

更をするなど不利益な取り扱いを行うことは禁止さ

れています。また今回の改正で、妊娠・出産の申し

出や、産後パパ育休の申し出・ 取得等を理由とする

不利益な取り扱いをすることも禁止されます。さら

に、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを

防止する措置を講じることが義務付けられています。

八尾市では・・・

　産休・育休中の方を対象に、子育てにも自信

をもちながら、時間、人、モノを有効活用し、

自分らしく働いていくコツについて学ぶセミナ

ーを開催します。

【オンライン開催】【連続講座】

テーマ：子育ても仕事もプライベートも充実さ

せたい　欲張りたい私のための産育休セミナー

開催日時：2023（令和５）年２月１日（水）、

２月15日（水）いずれも10 時～11時

申込締切：令和５年１月20日（金）

必着　　※申込多数の場合は、抽

選となります。 ※詳細はこちらをご覧ください。

の両立が難しい状況だと言えます。こうした状況を

改善すべく、育児・介護休業法が改正されました。

　今回の改正では、産後パパ育休の創設をはじめ、

誰もが育児休業を取得しやすい環境が整備される内

容となっており、2022 年４月１日から 2023 年４

月１日にかけて３段階に施行されます。
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　八尾市人権啓発推進協議会では、人権尊重の
精神に基づき、例年 11 月に実施している「み
んなのしあわせを築く八尾市民集会」や各地区
福祉委員会に依頼し、実施していただいている

「地区人権研修」など、全市民を対象にした啓
発事業を実施しております。
　今回、啓発事業として、映画を通じて参加者
の方に人権について考えていただく機会になれ
ばと思い、「人権啓発映画上映会」として「長
いお別れ」上映会を実施しました。
　映画「長いお別れ」を通して、参加者の方に
高齢者の人権について理解いただく機会となり
ました。

内　容 ： 映画 「長いお別れ」 上映

日　時 ： 2022年８月25日（木）

　　　　　 午後２時 ～ 午後４時30分

場　所 ： 八尾市文化会館（プリズムホール）

　　　　　 地下２階小ホール

～八尾市人権啓発推進協議会　

第１回人権啓発推進委員養成研修～

日　時 ： 2022 （令和４） 年７月 21 日 （木）

         　午前 10 時 ～ 午前 11 時 30 分

場　所 ： 八尾商工会議所３階　大ホール１ ・ ２

テーマ ： ～いっしょに学ぼう、 考えよう～

　　  人権の基本 「ステレオタイプ ・ 偏見 ・ 差別」

講　師 ： 大阪企業人権協議会　

　　　　　 サポートセンター長　芝本　正明さん

　八尾市人権啓発推進協議会は、差別のない
明るいまちづくりの推進に向け、さまざまな
取り組みを進めています。八尾市人権啓発推
進協議会では、各地区福祉委員会に５名置か
れている「人権啓発推進委員」の人権意識の
高揚を図ることを目的として、毎年、年５回

「人権啓発推進委員養成研修」を実施してお
ります。
　今年度第１回となる今回は、テーマを「～
いっしょに学ぼう、考えよう～人権の基本『ス
テレオタイプ・偏見・差別』」とし、大阪企業
人権協議会　サポートセンター長の芝本　正
明さんにお越しいただき、ご講演いただきま
した。自分の思い込みや決めつけに気づき、
一人ひとりと対話をしてみること、相手を尊
重する心の姿勢を持つことの必要性について、
参加者の方にお話しされていました。人権啓
発推進委員としての大切な行動について理解
を深めることができた研修となりました。

【参加者の感想】
・日常の何気ない会話の中の偏見・差別のお話、   
大変参考になりました。
・私自身の思い込み、無意識の偏見に気づく機
会になりとても反省している。今後、日ごろか
ら人権の意識を持って生活していかねばと思う
とともに、家族、友人など身近な人に広めてい
ければと思う。
・アンコンシャス・バイアスは自分も多く持っ
ていることに気づいた。
・自分では意識していなくても思い込みが多い
ことに気づかせていただき感謝でした。

「長いお別れ」 上映会



＜ 9＞

　八尾市では、「第２次八尾市人権教育・啓発プ
ラン（改定版）」に基づき、さまざまな人権教育・
啓発活動を行い、人権尊重の社会づくりに向け
た取り組みを推進しています。その１つとして、

「多様な人が地域で活躍し交流できる人権教育・

日　時 ： 2022 （令和４） 年７月 28 日 （木）

            午後６時～午後７時 30 分

場　所 ： 八尾市役所本館　６階大会議室

参加者 ： 23 名

　今回は、ＮＰＯ法人自立生活センターやおの
職員の方を講師にお招きし、ボッチャ体験を通
じて障がいのある人の人権について改めて考え
るきっかけになればと思い実施しました。
　今後も、交流会を開催し、少しでも多くの人
に人権について考えるきっかけ、人権を守る気
持ちが広がっていくように、しっかり取り組ん
でいきたいと考えています。

交流会の感想
・色々な団体の方と交流ができて良かったです。
・「～だからできない」ではなく、「～すればで
きる」と能動的に捉えることができれば社会が
もっと広がると感じました。
・パラリンピックでボッチャを知り体験して、と
ても楽しかったです。今後、地域にも取り入れ
たいと思います。
・ボッチャを通して、みえない人や身体の不自由
な人の体験ができて良かったです。市役所の人
との交流会も楽しかった。

（参加者アンケートより）
・とても素敵な映画でした。認知症という難しい
ことなのですが、笑いもあってとても良かった。
・感動いたしました。お互いが思いやりの心を
持つことの大切さを知りました。
・障がいをありのまま受け入れること。あたたか
さを身にしみて感じています。こうありたいと
思います。
・今後人権を守り、良い八尾になるよう努力い
たします。
・色々と考えることがあり、身にしみる映画で
した。涙が出て止まりませんでした。

2022 （令和４） 年度　

第１回 WaiWai 交流会

啓発の推進」を掲げており、WaiWai 交流会と
いう形で、市民の皆さんが本市職員とともに交
流し、体験を通じて人権について学んでいただ
ける機会を設けました。
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世界人権宣言パネル展

　八尾市、八尾市教育委員会、世界人権宣言八
尾市実行委員会の三者共催により「世界人権宣
言パネル展」を開催しました。

日　時 ： 2022 （令和４） 年９月 17 日 （土）　

           10 時～ 17 時

場　所 ： アリオ八尾　２階　オレンジコート

内　容 ： ①世界人権宣言 30 条のパネル展示

　　　　　 ②差別落書き防止啓発パネル展示

　　　　　 ③障害者権利条約のパネル展示

　　　　　 ④ぬりえコーナー

　当日は、たくさんの方にパネル展をみていた
だくことができ、人権についての啓発を図るこ
とができました。若い方々が立ち止って興味を
もって見ていただいたことが印象的で、「知っ
ていただくこと」の大切さを感じました。

また、ぬりえコーナーを設置し、ぬりえととも
に「言われてうれしいひとこと」を書いてもら
い、こどもたちに楽しい時間を過ごしていただ
きました。
　ひゅーまんフェスタマスコットの「ひゅーペ
ン」が登場の際には、満面の笑みを浮かべたこ
どもたちが抱きつきに行くなど、とても人気が
あり、たくさんの方と触れ合うことができまし
た。
　パネルを見ていただいた方には、「世界人権
宣言の条文で一番大切だと思う権利は第何条で
すか」等のアンケートに答えていただきました。
世代を問わず、人権について考えてもらえる機
会になるよう今後もパネル展を開催し、啓発に
取り組んでまいります。
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国際NGO「CCPRセンター」「ISSYO」所属  白根大輔

国連条約機関「市民社会」参加の課題

　「市民社会」、英語で言えば Civil Society。国際人

権法の履行を監視する国連条約機関は、主に加盟国

政府や市民社会からの報告・情報をもとに各加盟国

での履行状況を審査し、勧告を出します。より的確

な状況審査、効果的な勧告を出すため、市民社会か

らの報告はより客観的かつ正確な情報源として貴重

な役割を果たしています。

　審査や勧告の質を向上するため、書面による報告

に加えて、現在では多くの条約機関が審査前に市民

社会からの公式・非公式ブリーフィングも行ってお

り、オンラインで参加することも可能となってき

ました。また審査自体は国連によるウェブキャスト

で生放送され、条約機関と加盟国政府間の対話は国

連の記録としてビデオでも保存されています。これ

らのことが今では定着した実践となってきています

が、当初から全てが確保されていたわけではもちろ

んなく、何年にもわたるプロセスの中で少しずつ作

り上げられたものです。私自身、市民社会による条

約機関審査への参加を支援する活動に関わり始めた

のはもう 10 年以上も前ですが、当時はウェブキャ

ストやオンライン参加はもちろんありませんでした

し、ブリーフィングも非公式のものが限定的に行わ

れている状況でした。

　そこからジュネーブでそれぞれの条約機関にか

かわる NGO が協力・調整し、独自のウェブキャス

トを開始、非公式ブリーフィングもより定着した実

践として行えるようになりました。条約機関の方も

段々と公式のブリーフィングセッションを導入し、

コロナ禍を通して、オンライン参加も普及、ジュネ

ーブ側でより効果的な市民社会参加を可能にする手

続きや枠組みが整ってきました。私が現在専門的に

関わっている自由権規約委員会の審査にも、今では

市民社会参加のない方が珍しいくらいの状況です。

　かといって全ての国に関して効果的な市民社会参

加が容易になったというわけではありません。市民

社会が監視や抑圧に合っている国が少なからずあり

ます。極度の弾圧や規制により国内に「市民社会」

というもの自体がほぼ存在していない国もありま

す。そのような場合、当該国内の活動家にとっては

ジュネーブでの審査参加はもとより、報告書を提出

することだけでも逮捕や報復の対象となりかねるた

め、特別な注意と調整が必要になります。審査プロ

セスへの市民社会参加が定着するにつれ、そのよう

な国の審査では政府と関係のある組織や団体（いわ

ゆる GONGO）が「市民社会」として入り込んでく

るようにもなりました。

　また国によっては（政府との直接的な関係は不明

ですが）、政府の主張をそのまま繰り返したり、差

別的なこと、差別や嫌悪を煽動するようなこと、他

者の権利、特にマイノリティや先住民族の権利、存

在を否定するようなこと、あからさまに特定の個人

やグループ、国を誹謗するようなことを、「市民社会」

として報告する人たち、グループも出てきています。

GONGOやこのような人たち、グループによる「参加」

は国連機関に問題を訴えようとする人権活動家や被

害者のセキュリティを脅かし、長年かけて作り上げ、

獲得されてきた市民社会参加のスペースが奪われて

きてもいます。

　2022 年 10 月、日本は 7 回目の自由権規約委員

会による審査を迎えます。そこには 60 数個の団体

から 80 近い報告書が出され、多数の市民社会代表

者が公式、非公式ブリーフィングに参加します。数

から言えば、平均をはるかに超える市民社会参加で

すが、残念ながらその中には審査に役立つような正

確または客観的情報を提供しているとは言い難いも

のも含まれており、むしろ政府による真摯な対策の

欠如や差別禁止法の不在、国際法に基づいた人権に

関する理解や意識が極度に不足した日本の状況を、

反面教師的に明示しています。このような状況を恥

としてしっかり受け止められるような政府だと良い

のですが。



＜ 12 ＞

環境カウンセラー/ケアマネージャー　

新

中辻えり子

　年度始めに新型コロナ感染対策から「今年も
“祭り” 開催は中止」、「子供会や保存会の人数が
減り、今後、“祭り” は中止」のお知らせが掲示
してあった地域、三年ぶりの祭り開催を決めた
後、直前の感染拡大で急遽開催を取りやめにし
た地域もありました（祭りの神事は予定通りに）。
7 月になり、幟を目にしながら、太鼓の音に引
き寄せられて “祭り” の賑わいを体感した中で
心に残った “八尾の祭” 風景から…。
　「今東光が描いた八尾」の写真展示等に協力し
たことから、今東光資料館で田中幸太朗氏の写
真集（昭和 30 年代撮影）ファイルを見る機会
がありました。その中に、佐麻多度神社のだん
じりが写っていました。神社東部に「だんじり
池」があると聞いたことがありますが、祭り当
日に神社の社務所に集まる年配の方々に聞いて
も、「見たことがない。」とのこと。頂いただん
じりのコピーを渡すと、「ふとん太鼓の写真と一
緒に飾っておく。」と喜んでくれました。
　はっぴを新調した地域、子供太鼓が新しく出
来た地域がありました。祭り前の週末には保存
会の方たちが境内を掃除し、横の会館では子供
たちが太鼓の練習をしている地域もありました。
７月 30 日夕方の矢作神社境内には、文化庁の
地域文化財総合活用推進事業の補助を受けて大
修理を行ったふとん太鼓とともに、地元で修理
した今井町のふとん太鼓が並んでいました。ふ
とん太鼓の彫刻の多くは戦記物が描かれていま

すが、はっぴを着た役員さんに「よく見てごら
ん。」と言われました。大阪型の太鼓台でふとん
下の 4 面すべての彫刻は昔話の世界です。かち
かち山、桃太郎、浦島太郎、金太郎が彫られて
いました。翌日の日中に、今井のふとん太鼓の
巡行に出会いました。はっぴ姿の大人達が押し
て行くふとん太鼓に乗り込んで、しっかり太鼓
を叩いているのは小さな男の子です。巡行に付
き添っている母娘連れに尋ねると、「4 歳。（幼
稚園）年中さんです。」とのこと。矢作神社から
今井会館までの長い距離を一人で太鼓を叩いて
いくようです。この 2 年間は祭りがありません
でした。どうやって覚えてきたのか…？。太鼓
の音・リズムは見事でした。
　9 月に今東光資料館を訪ねました。事務所内
の先客は小学 4 年生の男の子で、まくら太鼓に
ついて電話での問い合わせの後、一人でやって
きて、質問をしていたのです。続く質問の祭り
やふとん太鼓・だんじりについて答えましたが、
しっかりした質問で、説明交えながら会話は 1
時間を超え、楽しい時間となりました。
　2022 年 10 月。水田の稲穂が頭を垂れて色づ
きを増し、稲刈り作業が始まった田んぼが見え
るようになりました。9 月には超大型台風 14 号
の日本縦断の予報に不安がありましたが、その
後勢力を落とし、大阪への影響はほとんどなく
通過して、実りの秋・祭りの季節到来です。秋
祭りは、ふとん太鼓とともにだんじりが巡行す
る地域が多くあります。幟が立てられ、太鼓の
音が聞こえています。祭り前日の神社に行くと、
明日の巡行に向けて、ふとん太鼓の上で太鼓を
叩いている子どもさんの姿が見えました。近く
に行くと、そばで見守りながら声をかけている
のは、首の後ろに太鼓担ぎのタコができるほど
の担ぎ手の方。太鼓の音が止まったので聞いて
みると、今年中学 1 年生。初めて太鼓を叩いて
いるとのこと…。
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自分らしく生きていくための境界線の引き方に
ついての本です。
　ここでの境界線は、安心できる人間関係を築
きやすくするため、期待と欲求を明確に示す行
いのこと。その境界線を引かないことで起こる
問題、境界線が必要な理由、境界線の種類と設
定の方法、伝え方、守り方等々について書かれ
ています。「自分らしく生きるトレーニング」と
副題にあるように、各章の終わりにはエクササ
イズがついていて、振り返りができるようにな
っています。そして、家族や職場などの場面別
の境界線をめぐる対処についても章別になって
いるので、必要な部分だけ読むのもありですね。
　境界線を引くことは、自分を取り巻く様々な
人間関係を改善する糸口になりそうです。
　心が乱されたり、ストレスが溜まったりして
いる時は、人との適度な距離を保てていないか
もしれません。そんな時は、ちょっと境界線を
意識するのはいかがでしょう。

　先日「子育てセミナーを開催する前の練習に
参加しませんか？」とお誘いがあったので、一
つ返事で参加しました。テーマは過干渉。
　ついつい「良かれと思って」「心配だから」な
んて、悪気なく（愛情たっぷりのっけて）お世
話をしているつもりが、実は子どもの成長する
チャンスを奪っている！という衝撃のお話でし
た。思い当たるあれこれ。
　では、どうしたらいいの？
　そこで出てきたのが境界線を引くということ。
境界線を引くことで、相手の課題に踏み込まな
いで見守ることができる。相手も自分の課題に
自分で向き合えるし、困った時はサポートして
もらえることで、自己肯定感も育まれる。とい
う事でした。
　なるほど、過去を振り返ってみれば、私は結
構子どもの境界線に踏み込んでいたなぁ、と反
省。それとともに、私も誰かに境界線に踏み込
まれてることもありそうだなぁ。なんて思って
いると、出会いました。『心の境界線』という本。

心の境界線　穏やかな自己主張で
自分らしく生きるトレーニング
ネドラ・グローバー・タワブ著　
山内めぐみ訳
Gakken

体の不調（痛みについて）
　以前から、冷気にあたると体の痛みが強く、夏
場の方がひどくなる。年齢のこともあるけれど、
温度差により体調を崩してしまう。私にとって
は寒暖差の地獄となる。原因が分からないので、
体も心も何処かでしんどくなってしまい、どん
底に突き落とされている。そして、女性特有の
不調なのか分からないが、いったん陥ってしま
うとそこから抜け出す事が出来なくなる。様子
を見ながら、対応していくしかないと思う事に
している。

　明確な原因が分かれば、対応できるのにと思
いながら、約２～３年ぐらい同じ状態が続いて
いるように思う。『分からない痛み』から抜け出
したいのになかなか抜け出せない、ジレンマに
独りで悩むことも多い。又、違う所へ意識を持
っていくなどしながら、『痛み』を忘れたい。自
宅でパソコン等のし過ぎかな？と思いながら、
悩んでいることも。
　それから、「寒暖差」もあるだろうけれど、年々
雷雨の多さ・暑いか寒いかのどちらか、気候変
動で体がついていかない（誰もが感じているこ
とだろう）。
　こんな感じで『のらりくらり』を繰り返し、
現状と付き合っていくしかないのかな？と思う
今日この頃。

じゃりちえ日記
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EA
ゆめパのじかん

（2022年　日本）

監督／重江良樹

音楽／児玉奈央

E：子どもの時間ってこんなふうに流れてた気が
する。面白そうなことを探して道草したり溝を
越えて飛び降りた、狭いブロックの上を歩いた
り。
A：昭和のけっこう危ない子どもだった？！これ
は現在の神奈川県川崎市。
E：おとながいないところで ( 笑 )、痛い思いも
したけどね、ケガの跡が今も残ってる。
ゆめパにはおとなのスタッフや一緒にきてる保
護者もいるけど、怒ったり注意したりしないで
よく我慢してるなぁ、と思った。
A：我慢じゃなくて子どもに任せてるっていうか、
やりたいようにやって自分で気づいていくこと
を大事にしてるよね。おとなはついその子のた
めに、というより面倒なことにならないように
口出ししてしまう。考えることや悩むこと、自
発的な体験を奪ってませんか。
E：考え過ぎたらできないこともあるしね。泥ん
こになって走り回る子ども、虫に夢中になって
る子、黙々と椅子を作る真剣な横顔、異年齢の
関わり。誰が来てもいいし、何をしてもしなく
てもいいところ、っていうのが最高。
子どもが自分の責任で遊び学ぶと言っても、そ

んな環境が作れるのか。ゆめパはそれをカタチ
にしていると聞いてもなかなかイメージできな
かったけど、重江監督の映像は自分がゆめパで
子どもといっしょに過ごしているような、遊ん
でいるような感覚になる。
A：川崎市がすごいのは、日本で初めて子どもの
権利に関する条例を子ども参加で作りあげて自
治体あげて取り組んでるところ。広大な敷地に
立派な遊具があるわけじゃない。自然の中でさ
あ何しようって子どもが考える。天気を気にせ
ず遊べる。何か作りたくなったり、楽器演奏や
勉強もやりたくなったら教えてくれる人もいる。
施設長の西野さんをはじめいろんなおとながほ
どよい距離感で、子どもの邪魔をしない対等な
関係。
特に印象的だったのは虫や動物が大好きな子が、
将来は〇〇になりたいと答えたところ。好きな
ことを仕事にしないという言葉におとなは「へ
ー」「ホォ～」。
E：子どもはすごいね。ここには空間・時間・仲
間のいろんな「間」があるねー。
子ども目線で、子どもの声に耳を傾けた 90 分。
音楽も心地良いゆめパのじかんでした。

11 月 18 日 （金） 18 時半〜

ひゅーまんフェスタにて上映決定！

「川崎市子ども夢パーク」通称 = ゆめパを取材したドキュメンタリ
ー映画。90 分に収まりきらない、スクリーンから飛び出てきそう
な子どもたち。思いきり遊んでる！自分の世界に夢中になれる。『さ
とにきたらええやん』の重江監督がゆめパのじかんをまるごと映し
だす。
★川崎市子ども夢パーク　2000 年 12 月に成立し 2001 年 4 月から施行され

た「川崎市子どもの権利に関する条例」の理念を基に子どもの居場所として

2003 年 7 月にオープン。子どもの活動拠点、プレーパーク、フリースペース

えんを 3 本柱に公設民営、9 ～ 21 時まで無料開設されている。
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＜　私の精神病の歴史　＞
海田　若菜

　大学 4 年生で眠れない、食べれない、毎日悪夢を見る、体が思うように動かな
くなった私を見て母は「病院に行こう」と言いました。しかし、どこの病院に行け
ばいいかわかりません。
　私と母はタウンページで精神科病院を探しました。ネットで病院を探すという考
えは 17 年前の私と母の頭にはありませんでした。タウンページには多くの精神科
病院が載っていて、その中で比較的場所が近くて広告を出していた精神科病院に行
くことにしました。
　その精神科病院はクリニックでした。受付と診察室があるだけの作りで、診察を
受けて医師から言われたことは「これから半年は今している事を全てやめて、休養
と薬による治療に専念するように」との事でした。そうすれば回復出来ると言われ
ました。私はそれに従うことにし、サークルやボランティアの活動をやめ、就職活
動も諦めました。
　正直にお話するとこの病院に通院するようになった事は私にとってマイナスで
した。何故マイナスなのかという事は今後書いていくとして、皆さんに知ってお
いて頂きたいことがあります。一般的な精神科病院にはソーシャルワーカーまたは
相談員と呼ばれる人達が常駐しています。多くの精神科病院では初診で病院に行く
と、まずその相談員という方に話をして、その後に診察を受けます。相談員の方た
ちは精神保健福祉士という国家資格を持った方々です。相談員の仕事は相談に乗る
他に、精神病によって起こりうる様々な生活の困難の支援をしてくれます。
　例えば、精神病で働けない故の経済的な困難なら、精神科の診察と薬代が安くな
る自立支援医療制度を教えてくれたり、日中どう過ごすかが課題であればデイケア
や施設を紹介してくれます。相談員の方たちは私たち精神病患者の「困った」と「社
会資源」とを繋げてくれる存在なのです。

　話を戻しますが、私が初めて行った精神科病院には相談員の方はいませんでし
た。どうして相談員を置いていないのかはわかりませんが、今の私が言えるのは医
師の診察で精神病は治せても、生活上の様々な困難は乗り越えられません。皆さん
や皆さんの知り合いが精神科病院に今後行く事があれば、相談員がいる精神科病院
をぜひ選んで欲しいです。




