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 障害のある子どもたちの支援を考える 

孤立する子ども、排除される子どもたちへのインクルーシブな社会へ 

                         恩賜財団済生会理事長 

                           炭谷 茂 

 

１ 子どもたちを巡る問題の増大 

（１） 発達障害の子ども 

① 現在、私が最も関心を抱き、取り組んでいる課題 

    大学時代以来 57 年間、福祉に取り組んできたが、今は発達障害問 

題に関心 

 済生会でも今年度から発達障害問題を重点的に 

 朝日新聞厚生文化事業団でも今年度から補助制度開始 

 

② 欧米に比べ日本での対策の遅れ 

 法律の制定 

  平成 16年 発達障害者支援法の制定 

   福祉施策の取り組みとして最も遅れた分野 

 発達障害者支援センターへの期待 

  教育、訓練、生活指導 

  就労支援 

    何よりも研究の遅れ 

 

③ 一般社会の認識が不十分 

 変わった子として差別、排除されがち 

 「養育方法に問題があった」という誤解 

 

④ 保護者の苦悩 

 社会の理解が得られない。 

解決方法や相談機関が見つからず、保護者も孤立 

 

⑤ 多くの問題に関連 

 いじめ 

 不登校 

 家庭内暴力  

 引きこもり 

 ８０５０問題 



2 

 

 犯罪  

 

⑥ 石井哲夫先生の思い出 

 自閉症児研究の開拓者  

 東京都との交渉 

 世田谷区で嬉泉が東京都発達障害者支援センターとして平成 17 年に

開設 

 

⑦ 済生会では今年度から発達障害施策を重点的に 

  北海道済生会支部 

小樽病院、みどりの里が連携して 

      発達支援事業所 「きっずてらす」「きっずてらす DuO」を開設 

       個別性に応じた専門性の高い発達支援 

       定員を超える希望者がいるので、近く 3 か所目を開設 

      「きっずてらす秋祭り」を昨年 10 月実施、400 名の参加 

        地域社会の理解を深める。 

      修了生への就労支援として「プリモパッソ」の開設 

        クリーニング、清掃、洗車、企業からの請負作業等  

      児童遊戯施設経営の「ドリームランド イカロスの城」の協力で

他に類をみないダイナミックな感覚統合訓練など  

      小樽ウイングベイ、イオン、ニトリ等の企業、小樽市、小樽商科大

学の協力 

       

      済生会として発達障害児・者支援モデルを開発 

  

（２） 重症心身障害児・者 

① 平成 7 年、西新潟国立病院での出会い 

 

② 北浦雅子会長（全国重症心身障害児（者）を守る会）との出会い 

 

③ 国立療養所 3か所を民間に移譲 

 北海道療育園 

  美幌療育病院 

 全国重症心身障害児（者）守る会 

  足利病院 

 岡山県旭川荘 
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  南愛媛療育センター 

 

④ 施設の地域開放 

 自宅に近い環境 

 人権の確保 

 令和 2年、小樽市済生会「みどりの里」を山中から市街地へ移転 

 

（３）貧困家庭の子ども    

  ① 国際的に高い貧困家庭の子どもの割合 

     ７人に１人 

 

  ② 貧困家庭の子どものハンディキャップ（健康、学力等）は、社会に出て

も影響 → 貧困の継承 

     お茶の水女子大学研究者の調査 

     大田区等の調査 

    

（４）そのほか児童虐待、いじめ、不登校、引きこもり、非行等多くの課題    

 

（５）課題の特質 

    一人に問題が重複している。 

   社会の関心が高まらない 

    地域社会の取り組みが不十分 

    

２ 問題の背景の認識が前提 

   最近の経済・社会情勢の激変が背景にある。 

（１）社会との関係 

  イ）異質な存在を社会的排除 社会からの孤立 

     家庭・親族、地域の絆の弱体化 

     社会の理解、支援が得られない。 

 

社会的排除 → 障害児・者、被差別部落、ホームレス、元受刑者、

在日コリアン、アイヌ、元ハンセン病患者、HIV 感染者、LGBTQ、新型

コロナ感染者等に対して明らかに見られる。 

 

孤立 → いじめ、引きこもり、DV、ひとり暮らし高齢者 

      ひとり親家庭等に見られる。 
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  ロ）令和 4年（2022）4月政府「孤独・孤立実態調査」発表 

     「孤独感を感じる」36.4％ 

      孤独・孤立の背景に社会的排除が存在する場合があることが多く、

一方社会的排除をもたらすことに注意 

  

（２）デジタル社会の進行 

他人との濃厚な関係を拒む社会心理   

    インターネットによる差別の増大 

     子どもへの影響が大 

 

（３）貧困の増大 

    高齢者、母子家庭、ニート、非正規労働者など 

    貧困家庭の子ども 

    

３ ヨーロッパも同様な状況 

（１）社会的排除問題が最大の政治課題 

障害者 貧困者 外国人 若年失業者 薬物依存 ホームレスなど 

 

（２）ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）の理念の登場 

    ヨーロッパ各国で定着 

    条約、法律の制定、新しい事業の実施、組織の新設など   

 

（３）今や世界の中核的政治理念に  

     障害者権利条約 

2006年 国連で採択 2013年 日本が批准  

ソーシャルインクルージョンが基本理念  

 

     SDGｓ（国連が採択した持続可能な開発目標） 

       2015年 国連で採択 

       「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の

実現」 

 

     ロンドンオリンピック・パラリンピックの基本理念       

      東京大会に引き継がれる。 
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４ 日本のソーシャルインクルージョンの状況  

（１）日本ではソーシャルインクルージョンが普及しなかった。 

   平成 12年（2000）12月 公式文書でソーシャルインクルージョンの必

要性を述べる。 

   しかし、広がらなかった。 

    「ソーシャルインクールジョン、それ何？」 

 

（２）最近、徐々に日本でも広がり始める。 

    平成 30 年(2018 )12月 東京都国立市「ソーシャルインクルージョン

推進条例」制定 

     佐藤前市長の情熱 永見現市長の行動力 

 

    令和元年（2019）12 月 東京都「ソーシャルインクルージョン推進の

ためのソーシャルファーム条例」制定 

 

    令和 4年（2022）に入り東京都墨田区「人権啓発計画」、神奈川県「人

権施策推進指針」でソーシャルインクルージョンの考えを導入 

     

    令和４年６月 内閣は、骨太方針で「包摂社会」を目指すことを決定 

     

    済生会「ソーシャルインクルージョン推進計画」を令和 2年（2020） 

７月策定    

  1596 事業で全国展開 

 「令和 3 年度ジャパン SDGｓアワード」内閣官房長官賞受賞 

 

５ ソーシャルインクルージョンの具現化の方法 

伝統的なマチ・ムラに代わる新たな社会の創造が必要 

    人権を中核とする社会づくり  

   構成要素として仕事、教育、生活、余暇活動等 

 社会的排除・孤立 ⇔ 就労、教育、遊び等の機会の喪失 

         

６ ソーシャルインクルージョンに基づく子どもの問題への対処 

個別分野ごとのアプローチ  

① 発達障害 

    専門職員、専門施設 

    適切教育、就労 
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    地域社会での居場所 

    住民の理解 

  

② 重症心身障害児 

 サービスの充実 

    地域との交流 

 

  ③ 貧困家庭の子ども 

     子ども食堂 

     学習支援   

      

④ 児童虐待 

     行政の対応 

     地域の支援 

    

⑤  知的障害、非行・虞犯少年、児童養護施設退所者 

      就労支援 

 

７ 教育 

   ドイツ、北欧の発展は、教育の充実が根幹にある。福祉国家を支える。   

（１） 学校教育 

    社会への参加の一歩 

    インクルーシブ教育を目指す。 

 

    「ゆたかカレッジ」の試み 

      発達障害、知的障害児に高等教育の機会を 

 

    貧困の承継を防ぐ。     

     済生会の埼玉県春日部市の特養「彩光苑」 

      ひとり親家庭の子どもなどの学習指導 

 

    自然との触れ合い 

     引きこもり、不登校の子どもに自然体験を実施 

     青少年教育振興機構の調査 

 

（２）生涯教育 
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    仕事を得るための職業教育 

     ドイツ、北欧では充実 

    高齢者の生きがい、社会参加  

 

８ 余暇活動など 

（１）芸術、スポーツ  

    障害児の芸術活動 

    ストークマンデビル市 

     障害者のまちとして発展 

    大分市「太陽の家」 

   

（２）子ども食堂 

    済生会 足立区でビルゲイツ財団とともに子ども食堂を経営 

   コープみらいが毎月お米の支援         

    埼玉県済生会鴻巣病院 

     心の病の家族も対象に子ども食堂 

 

９ 就労 

今日の働く場の状況 

   公的職場 

     定数の不足、低い収入    

   一般企業 

       達成されない障害者雇用率     

   第３の職場として → 社会的企業 

       社会的な目的、ビジネス手法、生きがいのある仕事 

       住民参加 

 

10 ソーシャルファームの活用 

（１）その一つとしてソーシャルファームの有効性 

    １９７０年代北イタリア・トリエステで 

    障害者、ホームレス、刑余者、DV被害者等に拡大 

           

    イギリス、ドイツ、フィンランド、フランス、オランダ、ギリシャ、ポ

ーランドなど１万社以上     

    韓国、オーストラリア、ニュージーランドでも 
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（２）日本でも設立を 

    平成 20（2008）年「ソーシャルファームジャパン」を組織化 

 日本に２千社をと訴え    

 

11 日本におけるソーシャルファームの展開 

（１）未来の日本を担う分野に進出 

① 環境 

   大阪市「緑の風西川」カバンの製造 

     障害者、元受刑者を対象 

     北海道のエゾシカの皮の活用 

     「マタギプロジェクト」 

 

② 農業、酪農  

   栃木県小山市の「パステル」 

    元特別支援学校教諭が設立 

    知的障害者対象 

    「桑の葉プロジェクト」 

     桑の葉のパウダーでパン、クッキー、うどん等 

     平成 27年（2015）9月、養蚕業を開始    

        令和２年（2020）12月、笠間稲荷神社の繭の品評会で最優秀 

        賞 

 

      埼玉県飯能市の NPO 「たんぽぽ」による自然農法等による野菜栽

培 

     長い間引きこもりの若者など 

    

③ サービス業 

   東京都多摩市の「多摩草むらの会」のレストランなど 

   500 名の精神障害者が就労 

 

 （２）発展していくための重要なポイント  

     政治・行政の支援 

      平成 28年（2016）超党派の「ソーシャルファーム議員連盟」の発

足 

      平成 28 年（2016）9 月 小池都知事初の所信表明演説でソーシャ

ルファームの推進を述べる。 
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      令和元年（2019）東京都「ソーシャルファーム条例」制定 

 

12 ソーシャルインクルージョンの理念に基づくまちづくり      

（１）「済生会ソーシャルインクルージョン計画」による面的展開 

      新型コロナには地域住民総ぐるみで取り組む必要 

        感染予防 

        高齢者等の助け合い 

        差別・偏見の除去 

  

（２）他の団体との連携を強化する。 

 企業、団体、自治体等との連携を進める。 

イオンモール、ユニクロ、UR、コープみらい等 

  ・小樽病院は、小樽市、企業と協力してウエルネスタウンのまち

づくり 

  ・中央病院は、港区、企業、文化放送、福祉団体等ともにソーシ 

ャルインクルージョンのまちづくり 

    ユニクロとの提携 

     ・高岡病院は、イオンモールと連携 

     ・コープみらい 向島病院、鴻巣病院のこども食堂に今年度 6.6ト

ンの米を提供 

 

（３）11月 16 日、シンポジウム開催「インクルーシブ社会を目指して～ソー

シャルインクルージョンと SDGｓのまちづくり～」 

    是非ご参加を 

    済生会のホームページ参照 

 

                          （了） 

  

 

    


