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読売新聞に連載の「チーム学校」をまとめてお届けします。【kobi】

チーム学校
（１）心理、福祉…専門家と連携

読売新聞 2015 年 10 月 16 日
いじめや不登校、ＩＣＴ（情報通信技術）教育
……。学校現場では、様々な課題に対応するため、
心理、福祉の専門スタッフや地域の人たちと連携
を強める「チーム学校」構想が進められている。
教員を中心にチームとして子どもたちと向き合
い、教育の質を高めようと模索する各地の取り組
みを伝える。
家庭とつなぎ役
９月、東京都清瀬市の教育相談センターの一室。
不登校を続けている小学５年のＡ君（１０）は、
不登校児らに学ぶ場を提供する「適応指導教室」
の見学に訪れた。机で勉強する他の子どもたちを
眺めている間、付き添った母親の手を離そうとは
しなかった。
「なじむには少し時間がかかるかもしれません
ね」
この教室をＡ君に紹介したのは、スクールソー
シャルワーカーの太田潤さん（４７）
。社会福祉士の資格を持ち、市職員として家庭や学校
をつなぐ役割を担う。この日の様子はすぐに小学校に報告された。
１人で息子を育ててきた母親は人付き合いが苦手で、学校と連絡を取ることはほとんど
ない。５月にＡ君の不登校が始まり、太田さんは学校から家庭訪問を依頼された。２度、
３度と足を運ぶうち、Ａ君の好きな野球の話で打ち解け、キャッチボールをするようにな
った。Ａ君が母親にあまりかまってもらえず不安を抱えていることもわかった。
食事を３度取れているか。何に興味があるのか。学校は太田さんから寄せられる情報を
もとに対応を考えることもある。校長は「教員は学校の外にまでは、なかなか目が届かな
い」と打ち明けた。
清瀬市のスクールソーシャルワーカーは太田さんら２人。不登校の子らを中心に小中１
４校で平均約４０人を担当し、様々な福祉制度も使って子どもを取り巻く環境の改善を進
める。
異変素早く対応
川崎市で２月に中学１年の男子生徒が殺害された事件では、その役割が改めて注目され
た。
担任教諭は不登校を続けていた生徒と会えていなかったが、スクールソーシャルワーカ

ーに協力を求めなかった。学校から市教委側への相談もなかった。太田さんは「地域に入
り、子どもの異変をいち早くつかむ大切さを改めて感じた」と話す。
昨年８月から週１回、地域の人たちと集会所を借り、親の帰宅の遅い子らが放課後に過
ごせる「居場所作り」を続けている。当初、所在なく立っていた子が友達とカードゲーム
で遊ぶようになる。Ａ君も「太田さんがいるから来やすい」と笑顔を見せた。
全国の公立小中高校約３万３０００校に対し、国の補助事業で昨年度配置されたスクー
ルソーシャルワーカーは１１８６人。勤務は平均週３日に満たず、大半は非常勤とみられ
る。名古屋市のように、配置した１３人を週５日の常勤にしている自治体は少数派だ。
財政事情が厳しい清瀬市では、非常勤の待遇だったが、太田さんは今年夏から都内でも
珍しい常勤のワーカーになった。坂田篤教育長は「学校で果たしている重要な役割に見合
った待遇に改め、連携を強化していきたい」と語った。
複雑化する課題
文部科学省は様々な人材の力を活用する「チーム学校」構想をかかげ、昨年７月から中
央教育審議会で具体的な方策について議論を始めた。
不登校の児童生徒の割合は昨年度、小学校が０．３９％、中学校が２．７６％で、いず
れも２０年前の２倍以上になった。
貧困家庭の子どもや外国人児童生徒への支援など、学校の課題は多様化、複雑化している。
教員がすべてを抱え込まないことで、授業の準備時間や子どもと向き合う機会を増やすこ
ともできる。今年７月に中教審部会がまとめた中間報告では、スクールソーシャルワーカ
ーを法令上、学校の正規職員と位置付けることなども検討事項として盛り込まれた。
（２）カウンセラーの視点活用
読売新聞 2015 年 10 月 21 日
◎文部科学省の補助事業分。緊急派遣校は含まない
「最近、クラスで悪口を言われ、休みがちな子がいる」
関東地方の公立中学校で週１回開かれている教育相
談部会。校長や教頭、各学年の担当教諭、養護教諭らが
会議室に集まり、
「気になる生徒」について報告し合う。
担当教諭の一人が「悪口の内容がはっきりしない」な
どと説明すると、臨床心理士の資格を持つスクールカウ
ンセラーは「事実を詰めましょう。ほかに成績が急に落
ちたり、服装が乱れたりしないか、よく注意してくださ
い」と助言した。
「情報を一人で抱え込まず、学校全体で問題に対処する」。各地の学校でいじめ被害が相
次ぐなか、校長は職員会議などでそう繰り返している。
この公立中には、カウンセラーが２週間に１度、訪れている。不登校やいじめに悩む生
徒や保護者に対する面接、教員や養護教諭との情報交換を行うほか、教室に入れず校内の
相談室に通う生徒らと一緒に昼食をとり、話を聞く。「第三者のカウンセラーだから相談で
きること、気付けることもある。毎日でも情報交換をしたいぐらい」と校長は語る。
同校で以前、突然、不登校になった３年の男子生徒がいた。同級生の話から無料通話ア
プリ「ＬＩＮＥ（ライン）
」で何らかのトラブルがあったことはうかがえたが、学校側はあ
まり深刻に捉えていなかった。母親との面談で、生徒が「自分の部屋の前に机や本棚を並
べてバリケードを築いた」と聞いたカウンセラーはピンと来た。
「ネット上の陰口ぐらいでは見られない強いおびえがある」
。注意を促された学校側が聞
き取りを進めると、ＬＩＮＥでの発言を巡り、生徒が同級生数人に囲まれ、「家に押しかけ
るぞ」とすごまれていたことがわかった。その後、状況を把握した母親や教員らの見守り
によって生徒は徐々に元気を取り戻した。
昨年度、スクールカウンセラーは国の補助事業で全公立小中高校、特別支援学校約３万
５０００校のうち約２万２０００校に７３４４人が配置された。複数校を掛け持ちし、各

校を１～２週間に１度訪れるケースが主流だ。
岩手県矢巾町で７月、いじめを受けた中学２年の男子生徒が自殺した問題では、生徒は
担任教諭と交わす生活記録ノートにいじめ被害を示唆する内容を書き込んでいた。
だが、学校の調査報告書によると、
「からかい」などと受け止めた教諭は、校長やスクー
ルカウンセラーに相談せず、学校内で情報が共有されていなかった。岩手大の山本奨教授
（学校臨床心理学）は「いじめなどの兆候を見逃さないために、専門知識を持ったカウン
セラーの視点をもっと学校現場で生かすべきだ」と指摘する。
（３）部活動 外部コーチに委託
読売新聞 2015 年 10 月 22 日
９月の放課後。大阪市立平
野中学校の体育館にピンポン
球を打ち合う音が響いていた。
「ドライブをかける時はボ
ールの上をこするようにね」。
ラケットを振りながら卓球部
の生徒を指導していたのは、
外部コーチの安 部香織さん
（３７）
。日本リーグで活躍し
た実業団チームの元選手だ。
「アドバイスがわかりやす
い。みんなどんどんうまくなっている」。１８人の部員を率いる主将の男子生徒（１４）
（２
年）は声を弾ませた。
大阪市教育委員会は８月下旬から、市立中８校を対象に、部活動の指導を民間委託する
モデル事業をスタート。競技経験のない教員が顧問を務める卓球部やバスケットボール部
に、スポーツ事業会社などから指導者を派遣している。
安部さんは、日曜を除く週６日各２時間の指導にあたり、生徒が作っていた練習メニュ
ーも見直した。
顧問の教員２人は練習に立ち会う必要がなくなり、その時間を、授業の準備やテストの
採点に充てられる。土曜も保護者らがボランティアで体育館の鍵などを管理してくれるた
め、休日出勤をしなくてもすむようになった。顧問の一人は「卓球の経験がなく、指導に
悩んでいた。今は別の形で生徒のために時間を使える」と話す。
ただ、外部コーチは予算の制約から超過勤務ができない。顧問は用具の後片づけやミー
ティングに加わり、校外試合は安全管理上の観点などから引率にあたる。渡瀬剛行校長（５
５）は「部活動は技術面だけでなく、礼儀や態度などの教育的な指導が必要で、丸投げは
できない。顧問と外部コーチがうまく役割分担できる体制を作りたい」と語る。
部活動の民間委託は、土日曜を中心に東京都杉並区などでも導入されているが、まだ珍
しく、外部の指導者は顧問の立ち会いの下で「補助役」として入るケースが多い。
東京都世田谷区教委が取り入れた「部活動支援員」もその一つ。競技経験のある顧問が
異動でいなくなった場合などに各校で地域の人に技術指導への協力を求めている。
区立桜丘中の剣道部では、近くに住む有段者の松原鎌二さん（８６）ら３人が土日曜を
含め週３～４日の各２時間、指導に入る。教員１年目で剣道は初心者という顧問の中村裕
子教諭（２４）は「生徒たちの動きを横で見ていると人間関係もよくわかる」と言う。
部活動が行われる夕方に協力が得られるのは、教員志望の大学生や退職者らに限られる
が、支援員は書道などの文化部を含め、区立中全２９校で約４５０人に上る。桜丘中の西
郷孝彦校長（６１）は「技術の向上だけでなく、生徒が地域の人と触れ合う貴重な場にな
っている」と話した。
（４）事務見直し

教員負担軽減

読売新聞 2015 年 10 月 23 日

９月上旬、新潟市立東山の下小学校で、１年１組の担任を務める近藤拓自教諭（４０）
が放課後の学習に立ち会っていた。
前日に学校を休んだ児童ら３人は、翌日の授業で発表する「夏休みの思い出」がまとま
っていなかった。プール遊びについて書こうとした男子児童に、近藤教諭が「誰と一緒に
行ったの？」などとやさしく声を掛け、発表のメモは３０分ほどで出来上がった。
近藤教諭は以前、校外活動の費用の集金、未納の家庭への連絡、決算報告などを担当し
ており、事務作業で放課後がつぶれてしまうことがよくあった。今年から大部分が事務職
員の担当になり、
「放課後に子どもと向き合う余裕が生まれた」と笑顔を見せる。
市教委は事務職員の仕事について、事務処理システムを取り入れて軽減する一方、業務
の範囲を広げてきた。教員の
多忙化解消につなげるため
だ。
同小には事務長の松野千
恵美さん（５０）ら２人の事
務職員がおり、教員との事務
作業の分担を見直した。教育
委員会などへの主な報告や
調査が年間７００件近くあ
り、教科書の配布までの手続
きや児童の転出入の報告な
ど教員が行っていた一部を、事務職員が担うようにした。全体の流れをチェックし、教員
への助言も行う。
「教員とは違った目線で学校運営に関わることで、学校を活性化させたい」と松野さん。
吉原修英校長（５９）は「行事の企画や危機管理面を含め、事務職員が学校運営で専門性
を生かせば、教員の業務が減り、学校はスムーズに動く」と期待する。
文部科学省によると、全国の事務職員は公立小中学校約３万校に約３万２０００人。ほ
とんどの学校で１～２人しかいない。新潟市内も同様の状況で、市教委は２００８年から、
他の教委にも広がっていた事務作業の「共同実施」を全域で導入。複数の学校が協力して
事務作業をする手法で、小中学校など１７０校を１８グループに分け、事務職員が月１～
２回、拠点校などに集まり、パソコン上の事務処理システムで作業している。東山の下小
は拠点校で、松野さんはグループ長も務めている。
市教委によると、事務職員約１９０人のうち、２０歳代が４５％を占める。金井洋子・
教職員課管理主事は「グループ内のベテランがノウハウを伝えることで、若手も業務の範
囲を広げていける」と語る。
業務の移行が進み、市教委の調査では、小中学校で放課後に子どもとかかわる時間が週
計５時間以上の教諭は、１０年度の２６・１％から１４年度は６４・２％に増えた。文科
省は２４年度までに事務職員２７００人の増員を目指しており、教員が教育にかける時間
を増やせる環境を整えたい考えだ。
（５）地域ボランティア 多彩
読売新聞 2015 年 10 月 24 日
東京の杉並区立三谷小学校では毎週火曜の始業前、６学年の全１８学級で本の「読み聞
かせ」を行っている。
読み手は、地域の住民や保護者らのボランティアだ。
９月上旬、２年２組で取り上げられた絵本は、寺の和尚や山姥が登場する昔話の「三枚
のお札」
。ボランティアが表情豊かに読み上げると、教室の床に座った子どもたちがじっと
聞き入った。
「子どもたちの集中力を高め、落ち着かせる効果は大きい。だが、授業準備に忙しい教
師が継続して行うのは難しい」と山岸一良校長（６０）は話す。

学校の要望を受け、ボランティアを派遣するのは、地域住民やＰＴＡでつくる「学校支
援地域本部」だ。２００７年に設置され、近くの中学、高校や児童館、大学のラグビー部
も参加して、スポーツ活動の補助や登下校の見守り、花壇の清掃まで多様な支援にあたっ
ている。
学習面では、２年の全学級で九九の定着度を確認す
るテストの際に採点の補助に入ったり、
「心のバリアフ
リー」をテーマにした総合学習で児童の体験用の車い
す２０台を校内に運び込んだりしたこともある。こう
した学習支援は昨年度、延べ２８０時間に上った。
「様々な経歴を持つ人たちの力を借り、教育の質を高
めたい」と山岸校長。
同小は年度末の３月、新年度に支援を受けたい授
業・活動の年間計画をあらかじめ示す。ボランティア
の確保を担当する地域本部の石田悦実事務局長（６７）は「学校側との綿密な情報交換が
充実した活動につながる」と強調する。
学校支援地域本部は０８年に始まった国の委託、補助事業で各地に広がり、全公立小中
学校約３万校に対し、昨年度は３７４６か所に設置されていた。だが、地域によってはボ
ランティアを確保しにくくなっているケースもある。
例えば、
「学校お助け隊」の名前で小中４校に二つの地域本部が置かれている群馬県中之
条町。ミシンを扱う小学校の家庭科の授業から、スキー教室、あやとりやメンコを使った
昔遊びの活動まで支援しているが、ボランティアの人数は過疎化などの影響で、１１年度
の５７４人から今年度は４１５人に減少した。
学校側には「地域ならではの授業や活動を行う上で、地元の協力は欠かせない」（中之条
小の大前博文校長）といった声も強いが、小中学校の統廃合に伴って学校まで遠くなり、
ボランティアへの参加をやめた人もいる。学校と地域の連携に詳しい青森中央学院大の高
橋興教授（教育行政学）は「高齢のボランティアには行政や学校側で交通手段を用意する
など、広く協力を得やすい体制を整える必要がある」と指摘する。
読売新聞 2015 年 10 月 29 日
学校の図書室を効果的に利用し、子どもの学びを支援
する学校司書や図書ボランティアに注目が集まってい
る。
ヨーロッパやアジアなど世界各地の絵本に描かれた
風景や服装を比べて気候や文化の違いを考えたり、毎年
の社会の出来事を記録した資料をたどりながら、自分の
歩みを振り返ったり……。東京都荒川区の小中学校で、
学校司書がかかわって行われたユニークな授業の一例
だ。
「図書の専門家の視点が加わることで授業の幅が広が
る。様々なアイデアを柔軟に取り込めるように教員の意識改革を促したい」と、区教委の
椿田克之統括指導主事（４８）は語る。
荒川区では２００９年から、公共図書館で専門職員になれる資格を持っていることなど
を条件に学校司書を募集し、小中学校に常勤職員として１人ずつ配置している。図書室の
本や資料の購入、整理などだけでなく、授業への活用法も提案している。
学校図書館法では、１２学級以上の小中高校は、図書室の運営を担当する「司書教諭」
を置くように義務づけられているが、多くは学級担任などと兼務で、図書の仕事に割ける
時間は少ない。
このため、図書の管理や授業の支援を担う学校司書の配置が進み、昨年６月の同法改正
（６）授業の幅広げる学校司書

で配置の努力義務も明記された。
文部科学省の調査によると、昨年の配置校は小学校が全体の５４％の約１万１０００校、
中学校が５３％の約５５００校で増加傾向だ。学校司書がいない学校では、図書ボランテ
ィアなどが活躍している。
「カバの伸びすぎた歯は何を使って切りますか？」
東京都港区立港南小学校の図書室で９月、２年４組の児童３２人を前に学校図書ボラン
ティアの余合仁美さん（５６）が、読み聞かせをした獣医師の絵本にちなんだクイズを出
した。
一人が「ノコギリ！」と答えると、他の子たちもうなずいた。港南小で週１回、１、２
年生を対象に行う「図書の授業」の一コマだ。
余合さんは元小学教諭で、港区が２００２年から小中２８校に２～３人ずつ配置してい
る有償ボランティアの一人。時給１０００円で、図書の管理などのほか、本を使った授業
にも加わる。
この日は、担任の津山文教諭（４２）から、次の国語の授業で獣医師の話を取り上げる
と聞き、関係する内容の絵本を紹介した。「子どもたちは動物や獣医師に興味がわいたと思
う。授業にスムーズに入れ、とても助かる」と津山教諭。港区の学校図書ボランティアは
計５７人。活発な読書活動は地域の協力に支えられている。
読売新聞 2015 年 10 月 30 日
学校で様々な人材の活用を進める
文部科学省の「チーム学校」構想では、
企業や地域との連携も重視されてい
る。
東京の目黒区立東山中学校で９月
上旬、全学年の１３学級を対象に、キ
ャリア教育の出前授業が行われた。
３年生の教室で外部講師を務めた
のは、大手土木会社「竹中土木」の技
術士、山田修三さん（３５）ら２人。
アーチ形の土台の上に細長い角材を
並べ、小づちで押し込む。その後、土
台を抜き取ると全長１メートルほど
の太鼓橋が出来た。
山田さんは橋をアーチ構造にする
と強度が増す理由を説明し、実際の工事に応用されていることにも触れた。橋の上を歩い
た男子生徒（１４）は「土木の仕事を初めて身近に感じた。くぎや接着剤を使っていない
のにすごい」と感嘆の声を上げた。
同校から要請を受け、外部講師を派遣する企業や団体との仲介役を務めたのは、小中学
生や卒業生の父親らでつくるＮＰＯ法人・おやじ日本（東京）だ。過去の実績を見ながら、
同校の要望に応えられるところを探し出し、他の学級には銀行員や出版社の編集者、運送
会社の社員らを紹介した。片柳博文校長は「教師だけでは、こんなに多様な職種の人を集
めることは出来ない」と話す。
子どもが自ら進路を選択していけるように、２０００年頃から、キャリア教育の必要性
が強調され、企業などの外部講師を学校に派遣するケースが出てきた。だが、企業側には
「仕事の魅力を伝えたくても、学校にどうアプローチすればいいのかわからない」
（竹中土
木の久保田政宏取締役）といった声も強く、学校、企業の双方をつなぐ仲介役が求められ
るようになった。
おやじ日本で仲介役を担当するのは、副理事長で元東京都杉並区教育長の納冨善朗さん
（７）出前授業

企業との仲介役

（６９）や、大手電機メーカーで人事担当の経験がある会員の池田利美さん（６４）。納冨
さんが学校を訪ねて授業の狙いを聞き、池田さんが企業にあたって協力を取り付ける。
おやじ日本が出前授業を始めた１１年以降、都内の小中学校で授業を受けた児童生徒は
延べ１２０校の約１万１０００人に上る。「教師は最前線を行く企業の力も借りればいい」
と納冨さんは言う。
東京都教育委員会が、学校や企業、ＮＰＯ法人と協議会を設立し、出前授業の事例を紹
介するなど、連携を後押しする動きが見える。読売新聞社も昨年創設した読売教育ネット
ワークで企業などによる出前授業を支援している。
一般社団法人・キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会（東京）の小寺良介
事務局長は「学校と企業の垣根を取り払うことができれば、子どもの学習の可能性はもっ
と広がる」と指摘する。
（８）
「チーム学校」の現状を聞く
読売新聞 2015 年 10 月 31 日
学校外の人材を有効に活用する「チーム学校」構想。文部科学省で具体化を進める初等
中等教育企画課の串田俊巳課長と、東京学芸大で児童・生徒支援連携センター長を務める
松田恵示教授に現状を聞いた。
きめ細かな対応が可能…串田俊巳 文部科学省・初等中等教育企画課長
――チーム学校構想が出てきた背景は。
「小中学校では、不登校の児童生徒の割合がこの２０年で２倍以上に
なった。校内の暴力行為の件数も小学校では年間約１万件に達している。
教員個人の頑張りだけでは解決できない問題が増えている」
――具体的にはどんな施策が考えられるか。
「子どもと向き合い、指導する時間を確保するには、専門スタッフや
地域の人たちとの連携、役割分担が欠かせない。例えば、いじめ問題で
は、子どもの心のケアを担うスクールカウンセラーや、家庭訪問などを通じて環境の改善
にあたるスクールソーシャルワーカーが注目された。体制強化のために法令上に位置付け
ることも検討したい」
――学校に求められることは何か。
「一つは校長のリーダーシップ。外部人材に仕事を丸投げするのではなく、教員や事務
職員と適切に役割を分担し、個々の力を引き出すような学校運営をすべきだ」
――学校像は変わるか。
「チーム学校の目的は学校の総合力を高め、教育の質を向上させるこ
と。一人ひとりの子どもに、きめ細かく対応する方向性が強まるだろう」
保護者評価が後押しに…松田恵示 東京学芸大教授、児童・生徒支援連
携センター長
――学校が外部の人材から支援を受ける際の課題は何か。
「学校現場では、教員は学習面、生活面とも『１人で指導できて一人
前』という意識が強い。しかし、貧困や虐待など学校外で起きている問
題に対応するための知識が不十分なことも少なくない。意識改革が必要だ」
――どんな取り組みが求められるか。
「大学の教員養成課程や教員免許の更新講習で、外部の人材と協力した効果的な授業や
子ども支援の方法、福祉部門との連携や知識を学ぶ機会をもっと設けるべきだ。外部人材
の受け入れに消極的な学校は多く、優秀な仲介役や外部講師を確保できる仕組みを整える
ことも重要だろう。全国の２２大学・法人が加盟する一般社団法人・教育支援人材認証協
会では、研修で子どもとの接し方などを学んだ人を『こどもサポーター』に認証する試み
も始めている」
――チーム学校の取り組みを広げるためのポイントは。
「学校にはいじめや不登校など様々な課題がある。世間の厳しい目に萎縮し、新たな取

り組みへの積極性が欠けているようにも見える。行政や保護者は小さな失敗に目を向ける
のではなく、学校の挑戦を評価し、後押しするように意識の転換を求めたい」

新潟）有森裕子さん、スペシャルオリンピックスをＰＲ

朝日新聞 2015 年 10 月 31 日

有森裕子さん（左）と篠田昭市長＝新潟市役所前

来年２月に新潟市と南魚沼市で開かれ
る知的障害のある人たちによるスポーツ
の祭典「スペシャルオリンピックス日本
冬季ナショナルゲーム」のＰＲのため、
元女子マラソン選手で、スペシャルオリ
ンピックス日本理事長の有森裕子さん
（４８）が３０日、新潟市役所に篠田昭
市長を表敬訪問した。
有森さんは、１日にスポーツ庁が発足し、障害者スポーツへの国
の関心も高まっていると話した。冬季ナショナルゲームについて、
「スポーツ庁ができてから国内で開かれる障害者スポーツの大きな大会」で、障害のある
人たちとの共生共存に注目してもらうのにも良いタイミングだと指摘。篠田市長は「新潟
市は雪はあまり降らないが、冬は風がすごい。しっかり準備したい」と応じた。
大会は来年２月１２～１４日、アルペンスキーやフィギュアスケートなど７競技が行わ
れる。２０１７年にオーストリアである冬季世界大会への国内選考も兼ねている。
（狩野浩
平）

障害者舞台芸術、鳥取から発信へ 来年１０月催し
日本海新聞 2015 年 10 月 31 日
鳥取県は、２０２０年の東京五輪・パラリンピックに絡み、障害者舞台芸術を国内外に
発信するイベントを１６年１０月に県内で開催する方針を決めた。五輪開催国で展開され
る文化の祭典「カルチュラル・オリンピアード」の一環。他県と協力し、障害者文化芸術
を広めるキックオフイベントとして位置付ける。
３０日に鳥取市内で開いた「県障がい者・文化活動推進委員会」で県が報告した。県は
昨年度の「全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会」の成果を生かし、障害者による舞台
芸術の発信を鳥取から行うことにした。
具体的には、リオデジャネイロパラリンピック終了後の１６年１０月、県内で障害者ら
による舞台芸術祭を開催。県内外の障害者団体やアーティストによる演劇や音楽、太鼓な
どの公演のほか、障害者芸術に関する講演やパネル討議も予定する。
「アール・ブリュット」で有名な滋賀県や五輪開催地の東京都など他の都道府県とも連
携。平井伸治知事は「障がい者カルチュラル・オリンピアード地方推進連盟」の発足を他
県の知事に呼び掛け、２０年まで障害者の舞台芸術祭の開催を全国各地に広げたい考えだ。
県障がい福祉課は「他の都道府県と連携し、４年間かけて全国的に障害者の文化芸術活
動を盛り上げていく。そのスタートを鳥取県から切りたい」としている。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

