
 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

こども指針（仮称）ワーキングチーム 第２回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

こども指針（仮称）ワーキングチーム第２回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成 22 年 11 月 11 日（木）9：32～12：00 

               場 所  中央合同庁舎 4号館 12 階共用 1208 特別会議室 

 

 １. 開 会 

  ２. 議 事 

 （１）こども指針（仮称）に盛り込むべき「子ども・子育てに関する理念等」について 

（２）教育・保育の定義について 

（３）こども指針（仮称）の構成等について 

３. 閉 会 
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○無藤座長 それでは、定刻かと思いますので、「子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

こども指針（仮称）ワーキングチーム」の第２回会合でございますが、開始いたします。本日はお

忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。 

 なお、本日の委員の御出欠でございますが、事務局から御報告をお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、本日の委員の御出欠につきまして御報告いたします。 

 本日は、全国幼児教育研究協会副理事長の岡上委員、東京大学の秋田委員におかれましては所用

により御欠席となっておりますが、本日は代理ということで同協会の前理事長であり、現在は同協

会顧問をお務めの塩美佐枝様に御出席をいただいておりますことを御報告いたします。以上でござ

います。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。初めに、事務局から資料の御確認をお願いいたしま

す。 

○藤原参事官 資料の御確認でございます。本日は、配布資料が４種類ございます。 

 まず資料１といたしまして、こども指針（仮称）に盛り込むべき「子ども・子育てに関する理念

等」について(案)」。 

 資料２といたしまして、「教育・保育の定義について(案)」。 

 資料３といたしまして、「こども指針（仮称）の構成等について(案)」。 

 それから資料４でございますが、本日各委員の皆様方から御提出いただいている資料をまとめた

ものをお付けしております。 

 なお、参考資料といたしまして、参考１は昭和 22 年度に出されております「保育要領－幼児教育

の手びき－」を抜粋したもの。 

 参考の２といたしまして、「平成 22 年版家庭教育手帳」の抜粋をしたもの。 

 参考３－１、３－２ということで、「幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続の在り方について

(報告)のポイント」と報告を、１と２ということで参考資料としてお付けをしております。以上で

ございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、本日第２回目の会合ということで、第１回目はいろいろ御意見をちょうだいしたわけ

ですけれども、少し具体的なところに入っていきたいと思います。議事にありましたが、１から３

という３つの議題につきまして順番に御議論をいただきます。そして、こども指針（仮称）の策定

に向けた検討を進めてまいりたいと存じます。 

 まず初めでありますけれども、「１．こども指針（仮称）に盛り込むべき「子ども・子育てに関す

る理念等」について」という資料につきまして議論を進めたいと思います。 

 まず、議論に先立ちまして事務局から資料の御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 それでは、お手元の資料１、「こども指針（仮称）に盛り込むべき「子ども・子育てに

関する理念等」について（案）」について御説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして「検討事項」、論点とございますけれども、全体といたしましては理
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念に関する資料の中で、１つは「子どもに関する理念」、２つ目は「子育てに関する理念」で、それ

の関係で「家庭に関するもの」、「社会に関するもの」という資料を整理いたしております。 

 ２ページでございます。基本制度案要綱が一番下にございますけれども、こども指針（仮称）は

「家庭における子育て・教育にも資する」とされておりますが、このこども指針（仮称）に盛り込

むべき「子ども・子育てに関する理念」としてはどのようなものが考えられるかというのが論点で

ございます。 

 具体的には２つでございますけれども、子どもに関する理念について盛り込むべき事項としてど

のようなものが考えられるか。２つ目といたしましては、子育てに関する理念、これには家庭に関

するもの、社会に関するもの、大きく２つあろうかと思いますけれども、これについて盛り込むべ

き事項としてどのようなものが考えられるかということでございます。 

 そこから先、３ページ以降は議論の素材といたしまして、「子どもに関する理念」、「子育てに関す

る理念等」で、現行法や憲章などにおいてどのような規定があるかを参照したものでございますの

で、ざっと御紹介いたします。 

 まず、教育基本法の第１条におきましては教育につきまして、「人格の完成を目指し、平和で民主

的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われ

なければならない」とされております。 

 「教育の目標」といたしまして、これはすべての教育の共通の目標でございますけれども、幅広

い知識と教養、真理を求める態度、豊かな情操と道徳心、健やかな体を養う。個人の価値の尊重、

創造性、自主・自律の精神。正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力、公共の精神、主体的に

社会の形成に参画。生命を尊び、自然を大切にする。環境の保全に寄与する。伝統と文化、我が国

と郷土を愛する。他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度とされております。 

 また、児童福祉法におきましては、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育

成されるよう努めなければならない」とされておりますし、「すべて児童は、ひとしくその生活を保

障され、愛護されなければならない」とされております。 

 また、昭和 22 年の児童憲章におきましては、「児童は、人として尊ばれる」、「社会の一員として

重んぜられる」とされておりまして、「心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障され

る」こと、「個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みち

びかれる」ことなどがうたわれております。 

 また、児童の権利条約におきましては「児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する」と

いう中で、「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させる

こと」などがうたわれております。 

 続きまして、５ページ、６ページは各種審議会の答申でございます。中央教育審議会の答申につ

いては前回詳しく御説明いたしましたので省略いたしますけれども、幼児期の教育の重要性がうた

われております。 

 また、社会保障審議会の 21 年の特別部会の報告では、「すべての子どもの健やかな育ちの支援」

を基本に置くべきこと、「未来への投資」として将来の我が国の担い手の育成の基礎を築いていくこ
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とを確認するとされておりまして、子どもや親の視点に立った仕組みを検討することに対する期待、

いかに「子どもの視点」を尊重する仕組みとするかが重要などとされております。 

 次のページでございますけれども、「子ども・子育てビジョン」でございます。今般の基本制度案

要綱の基礎になったものでございますけれども、これも御案内かと思いますが、「子どもが主人公（チ

ルドレン・ファースト）」ということで、子どもを大切にする社会、子どもは社会の希望であり、未

来の力、だからこそ社会全体で子どもと子育てを応援していくということ。それから、一番下にご

ざいますが、「子どもの権利条約も踏まえ、すべての子どもたちが尊重され、その育ちが等しく確実

に保障されるよう取り組まなくてはなりません」とされております。子どもに関する参考資料は以

上でございます。 

 次に、「子育てに関する理念について」でございます。そのうち「家庭に関するもの」でございま

すけれども、これも前回の資料のおさらいでございますが、民法におきまして「成年に達しない子

は、父母の親権に服する」。先般改正されました教育基本法におきましては、「家庭教育」という条

項が設けられておりまして、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもの

であって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のと

れた発達を図るよう努めるものとする」とされております。 

 また、「次世代育成支援対策推進法」におきましてもほぼ同様の規定が基本理念としてうたわれて

おりまして、「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有す

るという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、

かつ、子育てに伴う喜びが実感されるよう配慮して行わなければならない」とされております。 

 続きまして９ページ、10 ページでございます。重なりますけれども、児童憲章におきましても「す

べての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される」。「すべての児童は、

家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環

境が与えられる」ことなどが規定されております。 

 権利条約におきましても前文でございますけれども、「家族が、社会の基礎的な集団として、並び

に家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてそ

の責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確

信し、児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理

解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め」とされております。 

 また、18 条におきましては「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則

についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養

育及び発達についての第一義的な責任を有する」とされております。 

 10 ページは、中央教育審議会の答申でございます。ちょっと古うございますが、15 年３月の答申

では、「家庭は教育の原点であり、すべての教育の出発点である。親は（保護者）、人生最初の教師

として、特に、豊かな情操や基本的な生活習慣、家族や他人に対する思いやり、善悪の判断などの

基本的倫理観、社会的なマナー、自制心や自立心を養う上で、重要な役割を担っている」こと。 

 それから、17 年の答申におきましてもパラグラフの４つ目でございますが、「家庭は、愛情やし
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つけなどを通して幼児の成長の最も基礎となる心身の基盤を形成する場である」ことが規定されて

おります。 

 11 ページでございますけれども、この辺についても前回御紹介いたしましたので省略をいたしま

す。家庭の教育力の低下についてのさまざまな最近の環境の変化についてです。 

 それから 12 ページですが、幼稚園等施設が教育力の補完、「幼児教育の牽引力」としての役割を

果たすべきことが答申でうたわれております。 

 その下は先ほどと重なりますが、次世代育成支援の新たな制度設計についての報告の中でも「す

べての子どもの健やかな育ちの支援」を基本に置くとともに、「国民の希望する結婚・出産・子育て

が実現できる社会」としていくこと。「子どもや親の視点に立った仕組みとすること等に対する期待

が寄せられている」こと。 

 「男女を通じた働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の実現が「車の両輪」として力強く

進められることが不可欠である」こと。「常に、この「仕事と生活の調和」の実現の重要性を意識し

ながら進められる必要がある」ことがうたわれております。 

 13 ページでございます。社会保障審議会の少子化部会でも、これは先ほどの中央教育審議会の答

申とほぼ同様の認識でございますけれども、家族機能の低下に伴いまして親支援の必要性の高まり

が強まっていること。④でございますけれども、「女性が「就労」を断念せずに「結婚・出産・子育

て」ができる社会の実現を通じ、我が国の社会経済や社会保障全体の持続可能性を確保していくと

いう緊急的・国家的な課題に関わる新たな役割が期待される」こと。 

 それから、「子ども・子育てビジョン」におきましても生活と仕事と子育ての調和ということで、

ワーク・ライフ・バランスの実現、「Ｍ字カーブ」を台形型にしていくことなどがうたわれておりま

す。 

 続きまして 15 ページでございますけれども、子育てに関する理念のうち「社会に関するもの」で

ございます。教育基本法の 10 条の２項では「国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつ

つ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講

ずるよう努めなければならない」とされますとともに、学校、家庭及び地域社会が相互の連携協力

に努めるべき努力義務が規定されております。 

 児童福祉法におきましても、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに

健やかに育成する責任を負う」とされております。 

 16 ページで児童憲章におきまして、「すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、

その生活を保障される」こと。 

 児童の権利条約の前文におきまして、「児童が、社会において個人として生活するため十分な準備

が整えられるべき」ことなどが規定されております。 

 それから、17 ページで児童の権利条約におきまして、「公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判

所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主とし

て考慮されるものとする」。「児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、

すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる」とされております。 
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 18 条におきましては、「父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこ

れらの者に対して適当な援助を与えるもの」ということ等が規定されております。 

 中央教育審議会の答申等につきましては、先ほどと重なりますので省略をいたします。 

 それから、少子化部会の報告が 20、21 ページ、子育てビジョンが 22 ページでございますけれど

も、この点もほぼ同様の社会に関する規定がなされているということでございます。 

 23、24、25 ページと子育てビジョン関係の柱立てがございますけれども、御参照いただきたいと

思います。 

 資料の説明は以上でございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。今、資料を説明いただきました、こども指針（仮称）に盛

り込むべき「子ども・子育てに関する理念」ということで、既に出ている法律や答申、条約等々が

基本で、私どもはそれを踏まえながらその精神をいかにこども指針（仮称）に盛り込むかを問われ

ているかと思います。 

 それでは、今の御説明を踏まえまして、各委員から御意見をちょうだいしたいと思います。どな

たからでも結構でございます。また、既に３名ほど前もってペーパーを出していただいております

けれども、それらのことも適宜関連するところで御説明を加えていただければと思います。どなた

からでもいかがでしょうか。このこども指針（仮称）に盛り込む大きな理念として大事なこととい

うことでいかがですか。では、藤森委員どうぞ。 

○藤森委員 藤森です。 

 今、説明いただいたときに、保護者とか家庭とか家の役目ということが非常に強調されて、それ

は確かにすごくわかるんですけれども、今回大場先生がいらしているのでお聞きしたいんですが、

かつて指針が「家庭の補完」という言葉から「家庭の緊密な連携」という言葉に変わっているんで

すね。 

 それは、多分子どもを取り巻く環境が保護者の養育力低下ということが書かれていたんですけれ

ども、養育力低下というよりも社会の子どもを支える機能、親を支える機能の低下だと思っている

んです。ということは、家庭が大事、家族が大事という家族とか家庭のイメージというのは、私た

ちは一家団らん、子どもがいて、夫婦がいて、楽しそうに食卓を囲む風景を思い出すんですけれど

も、現実に今の家庭というのは母親と子どもという最も発達の懸け離れたペアによる営みの気がす

るんです。 

 ですから、今の時代に家庭、家がいいんだと言っていると、とても私はバランスの取れた子育て

が欠如するのではないか。ですから、保護者の責任、家庭の育児は責任として保護者がするという

こととイコールではないということをきちんととらえた方がいいと思うんです。保護者は、どこで

子育てをすべきかをきちんと考える責任があるという意味で、自分がするという意味ではないとい

うふうに読まないと、実際に今の少子化社会での現実の子育てを見たときに、そこが最初に間違っ

てしまうと、どこの責任でというところが違うのではないか。 

 今、説明を聞いて、あまりに親がやるべきだというのが何か強調されているような気がしていた

んですけれども、その辺が私は緊密な連携ということで「補完」から「連携」という言葉になった
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ことはとても重要だという印象を受けました。 

○無藤座長 ありがとうございます。非常に大事なポイントだと思うのですが、その辺りでどうぞ。

では、松田委員。 

○松田委員 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会の松田です。 

 私たちもこの資料をいただいて、藤森先生と同じような印象を持ちました。こども指針（仮称）

に盛り込むべきというところで、今日資料を出させていただいたのですが、まずどんな子どもに育

てたいかというところでは、育てたいかではなく、子ども時代がどうあったらいいか。どんな人に

育っていってほしいかというところを親の立場から強く願いたいと思います。人生の始まりの大切

な時期というところで、多様な方々に関わっていただいて、地域の中で信頼関係をつくっていきな

がら自然環境、光とか水とか土とかということが指針に入っていくのかどうかはわかりませんが、

十分に親しんで豊かに遊ぶというところを是非保障していただきたいということです。 

 それから、そこには時間と空間と仲間が必要で、冒険と挑戦ができないといけないのではないか。

すべてが安全・安心で囲まれてしまってはいけない。そのことは、主体的に考えたり、自立的に行

動する。惜しみなく利他的な行動につながっていくというふうに考えます。 

 先ほどの親というところでは、親というのは広い意味では子どもにとって大きくは環境でもある

と私は思っています。第一義的な責任を果たしていくというところは、今の御説明でも強調されて

おりましたし、もっともだというふうには思いますけれども、「今の状態では頑張れない」というサ

インがとてもたくさん出ているというところから、この新システムが検討されているというふうに

私たちは感じています。私たちの「頑張れない」というサインだと受け取っていただきたいと思っ

ています。ですから、家庭にだけ更に「頑張れ」ということではなくて、寄り添って親自身が受容

されたり、肯定的に子育てを受け止めていくというところで、社会全体で支えていくという見方を

していただけたらと思います。 

 また、もちろん当事者として、親の代表として、自分たちも担い手になっていくというところで、

家庭としてだけではなくて社会の一員として、例えば地域の中でほかの子どもたちとともに一緒に

育っていくことで参画していくということも必要で、１人の子どもが育つのには村じゅうの大人の

知恵と力が必要というアフリカの言葉が私は大好きなんですけれども、そういった視点をこの子育

ての部分に盛り込んでいただけたらと思います。ありがとうございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。一番基本を整理していただきました。では、竹下委員どう

ぞ。 

○竹下委員 保育園を考える親の会の会員の竹下美穂と申します。 

 先ほどの松田委員の意見に私も非常に賛成で今、手を挙げさせていただいたんですけれども、「親」

という言葉に関してですが、私は今、子育てをしている親として、仲間がいれば一緒にできるとい

うような実感を持っているし、回りの人たちもそういう感じを得て、同志というか、仲間がいれば

一緒にできるというふうに思っています。 

 今、保育園と関わっているので、保育園の保育士もそうですし、社会、地域もそうですし、家庭

というのももっと大きくとらえて複数の大人で関わっていく。拡大家族も含めて、家族というもの
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で関わっていく。それは、自分の子どもを愛してくれて守ってくれる、大事に思ってくれるだれか

大人ということで家族、家庭、親ということをとらえていけばもっといいかと思います。 

 それで、その後の保育、養護、教育という言葉の定義付けにも関連して、幼児期、小学校の接続

の重要性とか問題というものが今回の幼保一体の全体の基本構想であるとか、幼保一体のチームで

も大変議論になっていて、幼児期から小学校というところの接続の重要性であるとか、支援の欠如

みたいなところが今回の資料にもあったのですけれども、私がもう一つ大事だと思うのは、今回の

理念の点で言うと、乳幼児としての乳児から幼児というところのつながりも非常に大事なのではな

いかと思っています。 

 それは、親の実感としては、ゼロ歳、１歳から保育園でほぼ同じ 18 人くらいの小規模のメンバー

でずっと育ってきて、日中ほとんど顔を合わせて親同士のつながりもできていて、そこからゼロ、

１、２くらいでできた信頼関係であるとか、子ども同士の関わり合いなどが３、４、５歳くらいに

なってから充実期として非常に子どもたちが一体感を持ったり、協同で何かをなし遂げることがで

きたり、更に創造的な遊びであるとか、成長をしていくというところにつながっているのかなとい

うふうに実感としては感じるところが多いので、乳児期から幼児期のつながり、人間関係であると

か、アタッチメントとか、保育者との接触であるとか、そういうところが強調されていけばいいか

と思っています。ひとまずここまでとします。 

○無藤座長 ありがとうございます。乳児期と幼児期のつながりは後の保育・幼児教育のところで

また出てくる非常に大事な視点かと思います。ありがとうございました。それでは、島田委員どう

ぞ。 

○島田委員 前回、欠席して大変失礼いたしました。 

 前回の資料のときに入れさせていただいたのですが、今お話を聞いていてこの資料を見ていて、

学校５日制を導入したときに私はＰＴＡの連合会の会長をしていましたが、当時の校長会の会長さ

んと激論しました。家庭の教育力を高めるためにやるんだと、随分おっしゃったんです。これは絶

対間違った方向にいく。そういう考えではうまくいかないというので激論をやったんです。学校５

日制は家庭の教育力を高めるためにということを随分言われた。結果、今こういう資料を見て、家

庭の教育力は落ちてしまった。だから、それをまた何とかしたいというような思いなんだろうと思

うんです。 

 やはり落ちてしまったかと、私は今そういうふうに思っているのですが、そこで思うことが教育

と社会福祉に対してこの国は国家戦略があったか。その辺りで、こういう社会をつくりたいとか、

こういう人間になってほしいとか、そういう大枠があってこのこども指針（仮称）を選び出す。そ

の理念を導き出すというような方向に持っていかないと、あくまでも対症療法のように今こういう

ような問題がある。現実的な問題があるからこういうふうにしよう、こういうふうにしようと言っ

ても、恐らくすばらしいきれいな文章はできると思いますが、いざ実行するとなったときにわかり

づらいのではないか。やりにくいのではないかという危惧を非常に持っております。 

 国家戦略と今、言いましたけれども、私はある意味で政権交代はそこを期待したわけですが、そ

れを含めて国家戦略となれば財源というものもきちんとこれだけ思い切って用意するから新しいも
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のをつくり上げてみなさいと、それくらいの意気込みがあればありがたいなという意見です。 

○無藤座長 ありがとうございます。財源の問題はまた別なところでやっていただいてと思います

が、でもまったく賛成ですし、それからこども指針（仮称）というのは幼稚園、保育所の具体的な

かなり技術的な部分をもちろん含みますが、特に最初の部分で明確な理念を今後の日本のために打

ち出したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 

 それでは、塩委員、大場委員の順番にまいりましょう。 

○塩委員代理 代理出席ですけれども、発言させていただきます。 

 先ほど来、子の教育についての第一義的責任ということで親の第一義的責任ということが話題に

なっておりますけれども、私は親でもありますが、子の教育についての第一義的な権利も有したい

と思っているんです。ですから、それは子どもを健やかに育てるという親の責任でもあるし、そう

いうことを考えていく権利もあるというふうに考えて、それは失いたくない。そういうことを考え

ました。どういう教育を行っていったらいいのかということを考えなくちゃいけないわけなのです

が、複雑な社会ですので、そういうさまざまな立場にある子どもたちに健やかな育ちを支えていく

支援というものを社会の仕組みとして考えていかなくちゃいけないと考えております。 

 そうすると、先ほど指針が家庭教育の「補完」から「連携」になったというお話がございました

けれども、これは家庭教育を補完することから、家庭教育を認めて連携を行っていくという考え方

ですから、むしろ第一義的な責任を確認した上で、よりよい方向がないかという模索だと思うんで

す。ですから、子の教育についての第一義的な責任というものを確認することは大変重要なことで

はないかと思います。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。それでは、続いて大場委員お願いします。 

○大場委員 今回いただいた資料を事前に、しかし、あまり十分な時間がないままでしたけれども、

読ませていただいて、今日盛り込むべきことに関して少しお話をさせていただきたいと思います。 

 今までの議論の中で特に盛り込むべきことというところ、やはり養護と教育の一体という言葉で

随分語られてはきていますが、もう少しそれを吟味することを前提にしながら、しかし、やはりこ

の養護と教育の一体ということがこの中で家庭も含めて、あるいは今後語られるであろう施設のも

ろもろも含めて、そこにひとつ置く必要がある。 

 なぜかといいますと、実は今回の資料の非常に重要な部分は、社会保障審議会における保育需要

あるいは保育サービスという、その辺りの検討と指摘、例えば資料の 13 ページにもそういうことが

出てまいります。 

 それからもう一方では、幼児教育ということの重要性を中央教育審議会が非常に大事にして育て

てきたことで、例えば資料の５ページにそういうことが出てくる。子どもに関する理念を検討して

いくとき、確かにそういう意味で一方では幼児教育、もう一方では保育サービスという形でこの政

策論といいますか、制度論の中で取り上げられてきます。 

 もう一方、子どもの最善の利益を守るという大事な言葉がいろいろなところで繰り返されますが、

その根拠として出てくるのが児童憲章であったり、権利宣言であったり、児童福祉法であったり、

あったりという言い方に語弊があったら訂正いたしますけれども、つまりそういう文脈の中でこれ
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は自明のことのように出てきますが、実際に子どもの最善の利益をということはどこでだれが守る

のかという辺りのことになったとき、初めてそれは広い概念としての児童福祉という制度、政策の

問題として、そこは幼児教育や保育サービスということとまた絡む形で、具体的には養護と教育と

いう取組みを具現化する保育がそこに非常に大事な意味合いを持ってくる。 

 この辺りのところが、実は語られているようでそれほど語られてこない。この後の幼稚園と保育

所という問題の検討の中では頻繁に出てまいりますけれども、子どもに関する理念の中で一体保育

ということの意味合いをどういうふうに表現していくのかというところがまだ見えないというふう

な認識で私はいます。その辺りのところは、今後保育者ということをどう描き出していくのかとい

うことの議論で、後半でもしそういう進行上のことになればそこで発言したいと思います。 

 それで、結局これからの保育制度の在り方ということを社会保障審議会の少子化対策特別部会、

６ページ辺りでも触れられ、それから中教審の今後の幼児教育の在り方、10 ページ、11 ページ等、

いろいろ重ね合わせてみますと、子どもの健全な発達保障の視点が重要である。あるいはもっと広

く、先ほども御指摘がありましたけれども、子どもの立場とか、子どもの視点というようなことが

繰り返し出てくるのですが、そのことを具体的にどう考えていくかというとき、非常に広い意味で

の保育という、養護と教育の一体的な取組みという問題を、まず子どもに関する理念の中できちん

と位置付けるということが必要になってくるのではないかと思います。 

 この保育ということの中では、養護と教育の問題を保育所あるいは幼稚園、その他の関連する施

設での課題だけではなく、家庭における養護と教育ということを考えますと、親支援の必要性とい

う意味で親としての成長ということを大事にするという社会保障審議会の少子化特別部会が指摘す

る 13 ページ辺りの資料もここでは大事になってくるのではないか。 

 この後、私が議論の流れで皆さんと議論したいのは、政策の担い手の側から見える子どもの視点

ということと、それから子ども・子育ての実践的、実質的な担い手である保育者、教師の視点から

のそれぞれのすり合わせということを、このこども指針（仮称）というテーマの中できちんとやっ

ていくことがこれからの課題ではないかというスタンスでおります。とりあえず、一たんここで終

わります。 

○無藤座長 それでは、池委員、小田委員、田中委員と順番にどうぞ。 

○池委員 家庭教育オピニオンリーダー連合会の池でございます。 

 多分、私は皆様方と違った立場の中にいると思っております。なぜならば、私たちは子育て支援

をしているボランティアグループであるからです。そのボランティアグループでしている対象は幼

稚園、保育所にまだ行かせていない親子を対象に子育て支援、家庭教育支援をし、その中で家庭教

育はどういうものが大事か、しつけとはどういうものか。または家庭に関して、子育てに関しての

必要な情報を提供したり、読み聞かせをしたりして、お母様方の子育てを手助けしております。 

 そういう中で、お母様たちは仲間をつくり、そして子育てに自信を持ちながら日々生活しており

ますけれども、一番はやはり３歳までは自分の手元に置いて自分で見ますけれども、３歳になった

ら３年保育で幼稚園に行かせて、そして自分は働く。それは、「今の経済状況が厳しいので働きます」

というのが現実です。 
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 今、幼稚園のお母様たちは専業主婦と言われていますけれども、今やパートタイマーの時代にな

ってきております。ほとんどの方が、預けている４時間くらいの間に働いております。厳しい経済

状況の中に置かれながら子育てを家庭でしております。そういう中で、私はこども指針（仮称）で

検討されております保育所、幼稚園が中心となって今、前面に出ておりますけれども、子どもにと

って一番大切なもの、そして影響を与えるものは家庭であると考えています。 

 子どもの育ちの中で根幹を成していくのが家庭だと思っています。大人になって問題が起きると

幼稚園の教育が悪かった、幼児教育が悪かったというよりも、家庭環境がどうだったか、どういう

育ちをしてきたか。そういうところに視点が置かれますので、やはり家庭教育に私たち周りが目を

止めていかなければならないのではないかと思っています。 

 説明をしていただいたようにいろいろな条約、答申の中に盛り込まれておりまして、本当にたく

さん子どもは守られている部分があるんだなと感じながら、でも一般には広く知られていない。何

か問題が起きたときに改めてこの条項を読んで、こんなに守られているということを知ると思いま

す。子どもは生まれたときから安心して親の下で生活できる、育っていくということが大事ではな

いか。子育ての環境を整えていく。そして、その支援体制を明確にしてあげることが、お母さんた

ちにとって必要な、お母さんだけではなく今はイクメンなどと言われていますから、父親にも必要

なことだと思っております。 

 その上で、家庭教育に関わる親に対して支援する。または、そういうボランティアが大勢無償で、

または自前でボランティア活動をしているということも、私たちは知っていただきたいと思ってお

ります。 

 今回の理念ですけれども、２ページに書かれておりますことに対しまして、こども指針（仮称）

の対象範囲の対応案が後で出てくるんだと思いますが、家庭における子育ての項目と幼児教育、保

育を別に示した方がわかりやすくてよいのではないかと思います。明確にした方が一体になってい

て、幼稚園、保育所、そして家庭教育ではなくて、やはり家庭教育があって、そして幼稚園。幼稚

園に行っても保育所に行っても家庭教育が前提ですので、そこは家庭教育をしっかり踏まえてほし

いと思っております。 

 理念には、子どもは平等に保育、教育の権利を有することと、子育てに関する理念は家庭教育が

親にとって充実した人生と感じ取れる支援が必要であるかと思っています。わかりやすい言葉で説

明していただけると、より理念を理解しやすいかと思いますので、その辺は御検討いただきたいと

思います。また地域社会が家庭教育及び幼児教育に関わるサポート体制の構築が必要かと思ってお

りますので、その辺も家庭に関するもの、社会に関するものの中に盛り込んでいただけたらありが

たいと思っております。以上です。 

○無藤座長 それでは、小田委員どうぞ。 

○小田委員 すみません。私はいつもここへ出てきてから常に同じようなことばかりしか言えない、

本当に狭い人間なのですが、今まで話された委員の方々のことを否定するものではないのですが、

大場先生がおっしゃった子どもたちの最善の利益を守るという意味の理念をどういうふうに活かす

かということです。 
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 乳幼児の教育の一番の基本的、実践的な理念というのは何かというと、「一人ひとりの子どもは違

ってそれでいい」ということなんです。「一人ひとりは違うんだ」ということがとても大事なんです。

ですから、一人ひとりが違っていて、その一人ひとりのよさと可能性を十分に活かすということが

基本的な理念に盛り込まれないと、先にこれありきで、私はいつも申し上げていますが、本当に自

由と選択という形の中で各家庭が持たれる自由性があり、各家庭が持たれる家族構成の考え方があ

っても、それはある種、許されるものであって、一人ひとりが違うということはとても大事です。

そこのところが一番理念として基盤となって、いわゆる最善の利益を守るというのは何かというと、

「あなたはあなたであっていい」ということの最善の利益を守っていくこと、一人ひとりが違うと

いうのは乳幼児教育がずっと積み上げてきた実践の中での最近の大きな成果だと思うんです。 

 「一人ひとりが違ってそれでいいんだ。でも、あなたのよさと可能性は活かすよ。」だからと言っ

て、フリーな自由を意味しているわけではないですけれども、本当に一人ひとりが違って、あなた

のよさと可能性をしっかり活かす場であるということと、それは家庭で育っていく中で共に育って

いくでしょうという形です。 

 何かを縛る形で出てきていて、第一義がどうだ、第二義がどうだということではなくて、基本の

基盤というのは何か。こども指針（仮称）の理念の一番の基盤というのは、一人ひとりが違ってそ

れでいいという考え方をどこかにきちんと位置付けながらどう家庭教育をとらえていくのか。そし

て、集団施設教育をどのように位置付けていくのかという議論ならないと、まずこうならなければ

ならないというものが固まった形で出てくるとすれば、子どもたちが大変縛られてしまうというこ

とは子どもにとっては非常に苦だ。 

 いわゆる親、家庭という言葉はずっとあるけれども、こども指針（仮称）の主役は子どもたちな

ので、乳幼児期の子どもたちは本当に一人ひとりが違う。その違いを認めながら、あなたがどう社

会に役に立つ人間として生きていくのかという辺りのところを、私たちはずっとやってきたし、研

究者と実践者でそれを組み合わせながらここまで積み上げてきた。この積み上げてきたことについ

て、それは是非盛り込んでいただかなければ、基盤として置いておかなければならないことではな

いか。研究的な立場からと、子どもの側の立場からという点で申し上げます。 

 養護と教育とか、そういう形の理念的な構成については、また機会があれば申し上げたいと思い

ます。以上です。 

○無藤座長 では、田中委員どうぞ。 

○田中委員 まず最初に、座長の無藤先生が言われた、ここに書かれている各資料を基にこのこど

も指針（仮称）は理念も検討するんだと。ですから、ここを全面否定するところから入るのではな

いということはこの会の基本的スタンスとして確認させていただきたいのですが。 

○無藤座長 そのとおりです。 

○田中委員 やはり家庭で子どもが育つというのはどういうことなのかとか、そういう問題や社会

理念まで踏み込んでいくとすると、もしそこまで踏み込むとするとここのベースがまったく変わっ

てしまう。その変わったところで議論を始めては方向性が見えてこないだろうと思いますので、そ

こを確認させていただきました。 



 12

 もう一点は私の個人的な思いが強いのですが、家族を支えるというのが非常に大事なことだと思

うんです。今はやはりお母さんだけに非常に大きな責任がいってしまっているので、そこをどう支

えていくのかということは非常に大きな課題であろうと思います。 

 ただ、それをほかのもので変えてしまうのではなくて、あくまでも家庭で育ち、または子どもが

育っていくということについて、一定乗り越えていこう。子どもが育つ、親が育つということは、

「課題をこなしていって乗り越えたところに幸せがあるんですよ」ということを示し得るかどうか

というのが社会に対する発信として大事だと思っているんです。ちょっとある困難性などを取り除

くという方向にいくべきではないだろうと考えます。 

 ただ、今その取り除くということを耐えられない家庭が現状にあるということも踏まえて、その

家庭に対してはどういうことを対処として考えるのかということであって、基本理念自体を全部変

えるということではないということを確認していただきたいと思います。 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、御園委員お願いします。 

○御園委員 資料をみても、「子どもというのはいかなる存在か」という、こども指針（仮称）を貫

く「子ども観」というものが見えてきません。 

 すべての子どもたちは「愛護される」という受動的権利と「自ら成長していく」という能動的権

利をもった存在なのです。ですから、子どもを捉えるときに、今を幸せに生活すること、明日を生

きる力を育てていくことの両方の視点が盛り込まれたものにしていかなければ、この国の子どもを

どう育てるのかという、指針を貫く理念というものが見えてこないと思います。 

 また、資料の書きぶりでは、まず教育があり、次に保育があって、この順番で論点が整理されて

いるように思われます。言葉の順序にはこだわりませんが、教育の前に子どもの命を守ることや、

子どもの福祉が保障されるということが第一義的に押さえられる必要があるのではないでしょうか。 

 それと、子育てに関する理念については、家庭や子育てに優しい社会をつくっていくという視点

が必要であると思っています。 

○無藤座長 まさに御園委員の指摘のとおりだと私は思っておりますので、是非その方向で御議論

いただきたいと思います。それでは、山縣委員どうぞ。 

○山縣委員 大阪市立大学の山縣と申します。 

 関連資料を丁寧に集めていただきまして感謝しておりますけれども、一方で「これだけたくさん

あっていいのか」とも思うわけです。そういう意味では、先ほど田中委員が第一前提として確認さ

れたことについて私は同意をしておりまして、また新たに別のものをつくるという発想ではなくて、

あくまでも既存のもののエッセンスを抽出していくというのがイメージではないかと思っています。

特に抜けているものがあれば当然追加すべきだけれども。言葉遊びになるかもしれませんけれども、

「盛り込むべきもの」というよりも、恐らく「絞り込むべきもの」という発想ではないかと思いま

す。 

 その際の中心は子どもの権利条約が一番中心になるというのも当然のことではないか。国際的に

もそうならざるを得ないんだろうと思っています。それが１点目です。 

 ２点目は、前回も少し申し上げたのですが、こども指針（仮称）と言ったときに、各委員のお話
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を聞いておりましても、子どもそのものの指針、「子どもとは何か」みたいな指針の話と、「子育て

指針」ですね。それは、親とか社会の子育て指針というふうなものですね。それから、もう一つは

最後に田中委員がおっしゃいましたけれども、「子育て支援指針」というんでしょうか。社会と家庭

に関わるような関係のものですが、恐らくそういう要素が皆ごっちゃになって今、私たちは議論し

てしまっているのではないかと思うんです。 

 今の段階では明確に整理できていませんけれども、どの形でいくかは別にしても、いずれにして

もスタートはやはり子ども自身ということではないだろうか。これは今、御園委員がおっしゃった

とおりだと思います。 

 その際に今、子どもの理念というふうに提出いただいた資料でもほとんどが、子どもは受け身の

存在、「何々される」とか、「守られる」とか、そういう表現になっています。先ほど言いました権

利条約を第一前提にするならば、幾つかのパートにおいては、子どもはこういう権利を有する存在

であるというような表現が幾つかありますので、子どもを主語にし、子どもの主体性をイメージで

きるような言葉遣いから入る必要があるのではないか。そういう位置付けから入る必要があるので

はないかというふうに考えています。これが、現政権が出しておられるチルドレン・ファーストと

いうことにも合致するのではないかというのが２点目です。 

 ３点目、これは第２、第３の論点と重なりますので一言で終わりますけれども、総論のところで

ゼロから 18 歳のイメージがどうしても強くなってしまうと、後半で一気に乳幼児期に絞ろうではな

いかという構造になっていますので、そこのつなぎを工夫していただきたい。今の段階で案はあり

ませんけれども、そのことだけを言って終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○無藤座長 山縣委員が御指摘を上手に整理していただいて、多分そういう方向になると思います

けれども、特に我々は子どもを助け、育てなければいけないのですが、同時に子どもは子ども自身、

自らを育てていくというか、発達していくわけですので、そういう能動的な子ども観とでもいいま

しょうか、そういうものを盛り込めるといいと思っております。では、若盛委員どうぞ。 

○若盛委員 認定こども園協会の若盛でございます。 

 ペーパーを用意させていただいておりますが、全体のことよりも今、社会の中で子どもたちをど

う受け入れていくかということが基本かと思いますので、その辺のことについてだけお話をさせて

いただきます。 

 ペーパーの中の２番目に「家庭教育のあり方」、そして４番目のところに「社会全体の意識改革」

ということで簡単にまとめさせていただきました。私たちが育てていきたい子どもは、あくまでも

社会の中で育てていくということが大前提になっていくのかなという気がしています。それで、先

ほど説明をしていただきましたように、私の生まれる前からすばらしい理念がたくさんつくられて

いるわけですね。このそれぞれが実現できているならば、かなりすばらしい国になっただろうと思

いますし、夢や希望のある子どもたちが育ってきたのではないかと思っておりますが、なぜこのこ

とがそれぞれの中で活かされてこなかったのかというのはとても大事なことではないか。 

 ただ、今、山縣先生もおっしゃっていらっしゃいましたけれども、今までのものの中からいいも

ののエキスを柱としてまとめていかなければいけないだろうと思っております。今まであいまいに
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なっていた部分の再確認、それから子どもたちをどう守っていくかという部分での合意性がこの中

で守られていかれること、まとまっていかれることが一番いいのではないかと思っています。 

 もう既に皆さん方がおっしゃっていらっしゃいますのでそのとおりだと思いますが、家庭の意識

というものがひとつあるかと思います。自分の子どもということではなくて、社会の、国の財産と

いう言葉が昔からあります。そういう意識をどう育てていくかということの具体的な案をこの指針

の中に組み込んでいくことがとても大事ではないか。日本を支えるという意識をどう伝えるか。い

わゆる誇りと自負という部分、この辺も絶対入れていかなければいけないだろう。生まれてきてよ

かった、産んでよかったという親の意識に持っていく価値というものを、やはりこの中に盛り込ん

でいくことが大事ではないか。 

 更に言うならば、私たちの中では「お陰様」という言葉が日本の中にあります。それはお互いが

育ち合うことの感謝ということで、イコール社会全体での育ち合いということになっていくかと思

っておりますので、そういう意識をつくっていくことで親としての生まれた喜び、育てていくこと

の喜び、そういう意識改革をやはりきちんと盛り込むことではないか。それが人間形成の基礎にな

っていくのではないかと思っています。 

 それぞれＮＰＯの方々もおっしゃっておりましたけれども、安心できる子育てと、育てていく喜

びのある社会のつくり方の尊さというものをやはりきちんとまとめて文言にしていく。わかりやす

くしていかれると、すばらしい方向付けになっていくのかなという気がまずいたします。 

 内容については、また後ほどペーパーを基にしながらお話をさせていただきたいと思っています。

以上です。 

○無藤座長 では、荒木委員どうぞ。 

○荒木委員 全国国公立幼稚園長会の荒木です。 

 このチームはこども指針（仮称）のワーキングチームということで、こども指針（仮称）をどう

いうふうにつくっていくかということが最終目的だと思うんですけれども、そこではやはり子ども

中心に望ましい成長を助けるための指針をつくるということなので、そこは子どもの主体性とか、

伸び伸びと成長する、大事にしていく最善の利益というのは、伸びる力を育てるということを柱に

しなければいけないと思います。 

 今、話題になっているところは、「子育てのこと」と「子どものこと」とが行ったり来たり、子ど

も・子育て新システムと言われているので両面が出てくると思うんですけれども、子育ての保護者

の部分では前回も言いましたけれども、やはり「子育てはつらい」とか「大変だ」というのではな

くて、「子育ては楽しい」、子どもの成長をともに喜びながら国の宝である子どもを育てるという大

きな理念が大事かと思います。 

 そこで、今までのたくさんの資料の中で言われているところは、繰り返し本当に家庭教育も大事

である。第一義的責任は親にあるということで、それを裏返せばそれも親に育てられる子どもの権

利でもあるということなんだろうと思うので、そこをしっかり押さえた、基本の上で家庭の力がし

っかりした上で社会が連携をしていって皆が大きく広がっていくというところだと思います。 

 教育基本法が改正された中に、「家庭の教育力の低下とか、そこを力強く入れましょう。」「幼児期
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の教育は大事です」と言っているところは、大もとの今まで日本の文化で培われていたところを再

確認しながら、弱まっているところをもっと高め合うようにしていこうという考えなのかなと思い

ます。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、渡辺委員どうぞ。 

○渡辺委員 認定こども園連絡協議会の渡辺です。 

 認定こども園をやったときの思いとすると、社会の流れの中で子育てというものをどう考えてい

くか、保護者が働いている、働いていないという状況の違いはありながら、どのように子どもを育

てるかという話はどうしても考えなければいけないことでした。ただ、そもそも成熟社会になって

いくということは、子どもをきちんと社会の流れに過度の影響を受けないように守るというところ

があって、発展途上国だったら小学校くらいで働きに出る子がいても、（成熟社会になるにつれて）

小学校、中学校、高校、大学まで行ったりする中で、子どもを本当に大切にするというのはどうい

うことかというのをきちんと考えてきた背景があったはずです。それが、今の時代になって、乳幼

児のところに社会の流れとかがもろに当たってきてしまうというのは、結構子どもにとってはきつ

いかもしれないという思いがあります。 

 子どもというのは、自分が大切にされて、一人ひとりが大切にされたという思いがあるから人を

大切にしていくんだろうと思うと、そこをどう守ってあげるかということを、それこそ社会とか幼

児教育関係者がきちんと出さない限り、ただ管理されていいたり、「自分の思いを受け止めてくれな

い」というような寂しい思いを持っている子たちは、後でどこかで自分の寂しさを取り返そうとし

たときにどれだけ大変かというのは、多分いろいろな事例で明らかにされているような気がします。

そうであるならば、ワーク・ライフ・バランスもそうかもしれませんが、本当に子どもたちがきち

んと守られて、そこで子どもたちの心の部分もきちんとして育っていくということをどう保証する

のか。そこでは家庭はどうしたらいいのか、施設はどうしたらいいのかということが議論されてい

く必要があります。それが、大場委員が言われたように子どもの最善の利益をどこでだれがどう守

るのかという話につながっていくかと思います。 

 これは多分、大多数の方が、ここにいる方も恐らくそうだと思うんですけれども、私はやはり子

どもができて初めて地域のことに関心を持ち出したり、親同士がつながったりしたのではないかと

思います。仕事に出て行ったところにも社会というのはもちろんありますが、子ども同士が育って

いく場所、例えば小学校に関心を持つとか、地域の遊び場に関心を持つとか、そうやって親と親が

つながっていったり、「子どものことを大事にしようよ」という地域のネットワークをつくっていく

という意味では、子育て支援のシステムもそうですし、幼稚園、保育所、認定こども園などの役割

は大事だと思います。そういう施設の中で保護者に向けてどういうことを伝えていくか、そこに地

域の人がどう集まってくるか、そのような場で私は地域がつくられていくし、そこの親たちが子ど

もの笑顔とかに関心を持ってもらうことが、小学校につながっていくはずです。働いている人がで

きることは土日しかないかもしれないけれども、でも何か地域の中に参加していこうという意識を

持っていく。 

 そういう地域をつくっていかないと、子育てはどこか自分ではない地域でとか行政がやるものと
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なって、人と人とがつながっていかない。きちんとつながりができてくるというような子育てとか、

地域とか、それから子どもに対する姿勢みたいなものをこども指針（仮称）の中で大事にしていか

なかったら、幾ら行政がお金をかけたとしても、やはり親たちも、それから保育者たちも、施設の

人間たちも、皆で子どもの育ちを大事にしようということで一本化されていかない限り、そういう

ことを実現していくのはものすごく難しい時代になってきていると思います。 

 理念的には子どもを大事にするということがすごく言われていますけれども、もう一方で本当に

子どもを取り巻く環境とか、子どもが育っていない状況もいっぱいあるというのがこの資料だと思

うので、そこの中でどういうことを本当に具体的に進めていくかということが議論できればいいと

思っています。 

○無藤座長 ありがとうございました。大場委員、付け加えですか。 

○大場委員 若干よろしいでしょうか。冒頭に藤森委員から「家庭の補完」から「家庭との緊密な

連携」の動きということが発言されました。藤森委員が提出されました資料の中の９番目に、「すべ

ての乳幼児においての尊厳を大切にされ、自立を妨げることを排除する」という一言がございます。 

 実はこのことと今、「家庭との緊密な連携」ということは深くつながりがあることだと実感します。

それは何かと言いますと、今回の議論の中で１つ絞り込まれてきている親支援の必要性ですね。こ

の親支援の必要性というのは、親の成長の支援の必要性というふうな読み解きさえ、社会保障審議

会少子化特別部会の資料の 13 ページにはそういうニュアンスのことが表現されていますし、幼児教

育の在り方の中教審の資料の 10 ページ、11 ページの辺りを読みましても、子どもの視点と、それ

から親支援の視点、言ってみれば両方の視点というものでくくり出されてくるものは何かというと、

その担い手、つまり子どもの最善の利益を本当に担う担い手はだれなのかということにかかってく

ると思います。 

 その意味で、子ども・子育ての実質的な支え手、あるいは担い手の問題、例えばそれは養成の問

題であるかもしれませんし、研修の問題であるかもしれません。それらを含めて、その担い手、支

え手の専門発達の保障ということが、何らかやはりこのこども指針（仮称）の中でもう一つ柱のと

ころとして位置付けるべきではないか。そんなことを感じました。 

○無藤座長 ありがとうございました。最後の論点は、担い手側というのは保育者だと思いますが、

またどこか別なところで十分議論をしたいと思います。 

 全体として、それぞれの委員で少しずつニュアンス、角度は異なりましたけれども、共通にやは

りチルドレン・ファーストといいますか、まずは子どもを大事にしよう。または、子どもの健全な

発達保障、あるいは子どもの育つ力を伸ばそうということについては共通かと思います。その上で、

家庭は当然ながら親の子育てへの第一義的な責任を大事にしながらも、必要な支援を社会として惜

しみなく提供し、皆で子育てする社会にしようということもまた共通かと思います。そういう方向

でまた練り直していきたいと思います。 

 それでは、いろいろ資料もございますので次にいきたいと思います。次は、２の「教育・保育の

定義」という資料でございます。これにつきましては、案も含めてございますので、事務局から資

料の説明をお願いいたします。 
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○濵谷課長 それでは、資料２の「教育・保育の定義について（案）」について御説明申し上げます。 

 １枚めくっていただきまして目次でございますけれども、「現行の幼稚園制度・保育所制度におけ

る教育と保育の関係」について整理したものがⅠです。Ⅱについては、今後の「整理案」というこ

とでございます。 

 まず２ページでございますが、現行の幼稚園と保育所における教育と保育の関係、現行制度にお

ける整理でございます。 

 まず「幼稚園制度における「教育」」でございますけれども、幼稚園は満３歳以上の子どもに対し

て「教育」、この中身といたしましては家庭ではできない幼児同士の関わりの中で集団生活のルール

を学ぶ等の、いわゆる集団教育を体系的かつ組織的に行うという学校でございます。また、幼稚園

におきましては、地域の実態あるいは保護者の要請によりまして、教育課程に係る教育時間、標準

４時間でございますけれども、通常の教育時間の終了後等に希望する者を対象にいたしまして教育

活動、いわゆる「預かり保育」と言っておりますけれども、教育活動としての預かり保育も行われ

ております。 

 ３ページでございますけれども、先ほど学校教育としての幼稚園教育、「集団教育」の実施時期は

現行満３歳になっておりますが、過去に、つい最近でございますけれども、特区法に基づきまして

２歳児に対して幼稚園教育を行っております。構造改革特区法で、平成 14 年から満２歳児からの幼

稚園入園を可能といたしまして特区事業を行ったわけでございます。真ん中ほどにございますが、

その評価といたしましては、「二歳児には「集団を通した教育」として幼児同士がかかわり合って遊

ぶ姿は見られない」ということで、この評価といたしましてはやはり現行の満３歳児からの幼稚園

入園が適当ということで、20 年４月から特区法の改正でこの規定が削除されております。そういう

意味では、こういった幼稚園教育は満３歳からというのはつい最近、検証いたしまして評価がなさ

れた上での３歳からということでございます。 

 一方で、「保育所制度における「保育」」の定義でございます。法律上の扱いでございますが、保

育所の機能でございますけれども、共働きなどの理由により増して家庭において保育、この保育の

定義は先ほど来ございますが、養護(生命の保持等)や情緒の安定等や教育(子どもが健やかに成長し、

その活動がより豊かに展開されるための発達の援助）でございますけれども、家庭において保育が

できない子どもに対しまして、個々の家庭に代わって保護者の委託を受けて養護と教育を一体的に

提供する施設でございます。 

 そういう意味では、施設の機能といたしましては個々の家庭の委託に応じて、個々の家庭に代わ

るものでございまして、制度上は教育そのものを目的とする施設ではございませんけれども、満３

歳児の子どもに対しましては昭和 38 年の通知以来、幼稚園教育要領との整合性を図った保育所保育

指針に基づきまして、「教育」を行うという運用がなされております。 

 ５ページが、現行の整理でございます。幼稚園につきましては通常４時間を標準といたしまして、

預かり保育としての教育課程外に行う教育活動も個々の保護者の希望に応じて各園によって行われ

ている場合があるということ。保育所については就学前の乳幼児、ゼロ歳からに対しまして家庭に

代わる保育、養護と教育の一体的な提供を行うということでございます。 
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 なお、家庭に代わる保育と申し上げておりますけれども、注で書いておりますが、これは家庭に

おける養育に代わる機能としてそういう機能であるということでございまして、保育には入所して

いる多数の子どもとの間に愛着関係、信頼関係を構築することが求められる。一対一ではない。複

数の保育士で多数の子どもを保育するため保育士同士の緊密な連携が求められる。子ども集団全体

の健康、安全の確保が求められることなど、機能としては家庭の代わりでございますけれども、当

然家庭には求められない専門性が必要となるものでございます。 

 ６ページでございますけれども、「整理案」とございます。幼保一体化に当たりまして、改めて満

３歳児の子どもを対象とするこれまでの「教育」、幼児教育と「保育」について在り方を検討する必

要があるのではないかということでございます。 

 整理案といたしまして、３つたたき台案として提示をいたしております。まず第１は、「これまで

幼稚園が果たしてきた満３歳児以上の子どもに対して「教育」を提供する役割」。第２は、「これま

で保育所が果たしてきた個々の家庭に代わって「保育」を提供する役割を踏まえ、それぞれの機能

に着目するという案が考えられるがどうか」ということでございます。 

 その他といたしまして、①は「満３歳児の子どもを対象とするものは、すべて「教育」とする案」、

②は「すべて「保育」とする案」、大きく分けて３案が考えられるのではないかということでござい

ます。 

 ７ページでございますけれども、これまでの幼稚園と保育所の機能の、いわば得意分野を組み合

わせていこうという考え方でございます。満３歳以上児につきましては、幼稚園では集団教育が行

われており、保育所でも集団教育を行うことが望ましいとされていること。幼稚園の「預かり保育」

には基準がないこと等を踏まえまして、幼稚園の教育機能と保育所の保育機能とを組み合わせると

いうことでございます。 

 一方で、満３歳未満児に保障する機能としては、保育を必要とする子どもに対する「保育」とし

て整理してはどうかということでございます。見ていただきますと、満３歳未満はこれまでの保育

所における保育が基本、満３歳以上については集団教育と、いわば保育との組合せでいかがかとい

うことでございます。 

 「論点」といたしましては、幼稚園にとってはこれまでの「預かり保育」、これは教育活動の一貫

でございますけれども、代わって「保育」を行うことが必要となりまして、基準について「保育」

の要素を取り入れる必要があるということでございます。保育所にとっては、満３歳以上児につい

て、「保育」に代わって集団教育という意味での「教育」を行うことが必要となりまして、基準につ

いて教育の要素を取り入れる必要があるということでございます。 

 それから、９ページで「別案１」とございます。これは、年齢によりまして教育と保育を区切る

案でございます。「満３歳以上のすべての子どもに対して保障する機能は、「教育」とする。」という

ことでございます。「教育」につきましては、標準時間の教育と長時間の教育の２種類とするという

ことでございます。 

 一方で、「満３歳未満児に保障する機能は、保育を必要とする子どもに対する「保育」とする。」

ということでございます。年齢によって、「教育」と「保育」を区切るということでございます。 
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 「別案１の論点」でございますけれども、満３歳以上、年齢によって「教育」、「保育」を区別す

るということについてどう考えるかということ。それから、実際にその内容でございますけれども、

満３歳以上の長時間利用分を「教育」として統一した場合には、現在の保育所の基準を取り入れな

ければ「保育」、特に保育は養護・教育一体提供で養護が前面に出ているわけでございますけれども、

この質が低下するのではないかということでございます。 

 実際の基準におきましても、保育所においては養護と教育の専門家でございます保育士が保育に

従事し、職員配置基準も定まっているわけでございますけれども、現在幼稚園において行われてい

る「預かり保育」については、実態として保育に欠ける子どもに対する保育を提供する役割も現実

には担っておりますけれども、「預かり保育」につきましては教育の専門家である幼稚園免許を有す

る者の責任と指導の下で行うこととされておりますし、従事する職員の要件もないという現状でご

ざいます。 

 また、「預かり保育」については、希望するすべての子どもが対象でございますけれども、保育を

必要としない子どもも含めまして、すべての子どもに保障する必要があるかどうかという論点もご

ざいます。 

 それから、11 ページでございます。これは、就学前の子どもに対する教育、保育についてはすべ

て「保育」に統一するという案でございます。「就学前のすべての子どもに対し、「保育」を保障す

る」。 

 この場合でございますけれども、これはこれまでの個々の家庭に代わって行う保育活動、養護と

教育の一体的な展開と、家庭ではできない集団教育との区別がなくなりまして、保護者の働き方、

家庭の状況にかかわらず、あるいは子どもの年齢にかかわらず、すべての子どもに「保育」を保障

する内容となるということでございまして、制度上は親の希望に応じて利用時間に長短の区別を設

けないということでございます。実際上はその希望に応じての長短はあろうかと思いますけれども、

制度上の保障としては長短の区別を設けないこととなるのではないかということであります。 

 「別案２の論点」でございますけれども、制度上、利用時間に長短の区別を設けないこととなり

ますと、保障期間としてということでございますけれども、保障される時間は長時間がベースとな

りますが、これにより、教育・子育ての第一義的責任が保護者にあるとの認識が希薄になるのでは

ないか。教育・子育ての安易な施設による肩代わりを求める方向が助長されることが懸念されない

かという論点がございます。 

 ちなみに、基本制度案要綱におきましては、保育について「客観的な基準に基づく保育の必要性

を認定」することとされておりますので、この制度案要項では家庭の状況を見ながら個々の「保育」

の必要性を認定する仕組みということが前提となっております。 

 また、「保育」として統一した場合には、先ほどの「預かり保育」を教育として統一した場合の裏

返しでございますけれども、現在の幼稚園の基準を取り入れなければ「教育」の質が低下するので

はないかという論点があろうかと思います。 

 例えばでございますけれども、保育所においては幼児一人当たりの職員数は定められております

けれども、どの職員がどの幼児を担当するかという一対一の責任関係は定まっておりませんので、



 20

時間帯によっては一人の幼児を保育する担当者が異なることもあるということでございます。 

 その他でございますけれども、待機児童が多い中で、片働き家庭を含めてすべての家庭の保育を

保障することが量的に可能かという論点、特に３歳未満児の「保育」について学校教育とするのか。

現在は３歳からということでございますけれども、学校教育とするのかという論点があろうかと思

います。 

 それを比較図にしたのが 13 ページでございます。現行制度では、幼稚園は標準時間、長時間を含

めてすべて青、教育でございますし、保育所では家庭に代わる保育、養護と教育が含まれる一体的

提供でございますけれども、その保育でございますが、案として示しましたのは３歳以上の保育を

必要とする部分について組み合わせるということでございまして、幼稚園から見ますと長時間の部

分について保育の要素を取り入れる。保育所にとっては、標準時間のところに教育の要素を取り入

れるということ。別案１については、すべて３歳以上は教育に統一する。別案２は、保育に統一す

る。こういうような比較でございます。 

 資料説明は、以上でございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。一応、事務局案というわけではないんですけれども、案と

されているものがございます。これは、現行教育体系、法律体系に比較的には合致しますけれども、

同時に幾つか変更点を持っている。それに対して、別案１と２もあり得るということで提示してい

ただきました。 

 さて、これについてまた御意見をちょうだいしたいと思います。では、まず藤森委員、島田委員

とお願いします。 

○藤森委員 今の提案された原案というか、案について直接お話すると時間が随分かかりそうです

し、私はあまり評論家となりたくないので、具体的な資料をお出ししたので、少しそれによって今

の案を考えてみたいと思います。 

 私が出した資料で、１つは指針をつくる原案ではなくて指針を作成する上の考え方、本当は前の

方で理念に入れればよかったのかもしれないんですけれども、そういうことで、そしてその言葉を

もっと深めるために裏側に英文で書いてみました。 

 私は今、原案を出された文科省が多分、今年からＯＥＣＤのスターティングストロングに入って

勉強されているのかなと、勉強されているにしてはちょっと世界と違うなと思ったのですけれども、

裏に英語を入れてみました。 

 裏側のタイトルが Educational Concepts と書いてありますが、Educational というのは基本的に

「Education for early childhood」という言葉が日本では「保育」に当たるんだろうと思っていま

す。乳幼児教育の方法と初等教育の方法というものは随分違ってとらえていて、これは２つ違うの

ではないか。だから、同じ「教育」を使うにしても乳幼児教育における「教育」と初等教育におけ

る「教育」、これは私が実際に小学校の１年生とか多く担任をしていた結果、実感としてそう思って

います。例えば、その後に出ますけれども、持ち数が必要と言っても、その教え方が違う。その子

どもの体験の仕方が違うというふうに、乳幼児教育は違うんだろうということをまず前提に置きま

す。 
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 そして、最初に「生まれながらにして教育される権利がある」ということで、教育されるという

のは英語で言うと Educated である。ということは、もともとの Education の「引き出す」という意

味がこの教育に入っていて、子どもが持っているもの、これは先ほど小田先生がとてもいいことを

言われたと思うんですけれども、「それぞれの子どもがそれぞれ生まれながらに持っているものをど

う引き出していってあげるか」ということが教育とされたら、引き出されていく権利があるという

ことが最初だとしたら、当然「生まれながらにして教育される権利がある」ということが前提です。 

 それから、その次に先ほど随分意見が出ていた子どもの最善の利益です。これは権利条約などで

言うと best interest という言い方をしています。というのは、これには「利益」という言葉があ

るんですけれども、イメージの「利益」は国民の全体の関心事であるべきである。子どもを中心に

した社会にすべきであるというような意味も含まれているので、私は乳幼児期におけるこういう教

育というのは国民全体の社会の中心に置くべきであるということが best interest だと思っていま

す。 

 そして、その教育の主なものは発達なので、発達ということが中心になる。何かを教わる、何か

を教えるのではなくて、子どもが自ら発達していくことをどういうふうに保障していけるかという

ことが教育だと思っています。 

 それから、これは一部分の言い方をしていたんですけれども、文科省として少し合意できるのは、

生きていくために必要な力ですね。例えば社会の一員の認識であるとか、コミュニケーション能力

とか、それから自立とか自律、これは集団の中で育っていくべき力だと思っているので、やはり子

ども集団というものを大切にしていくことは必要だと思うんですけれども、特区の「２歳児が関わ

る姿は見られない」というのは多分、私からすると実際の保育園をゼロ歳から見ていると１歳でも

十分関わりますし、ほかの子の動きを見たり、ほかの子の遊んでいるおもちゃを取ろうとしたり、

髪の毛を引っ張ろうとしたり、触ろうとする。関わりはゼロからでも見られてきます。 

 ただ、一方的に教えるような形では、２歳などでは集団で共同作業というのはできないかもしれ

ないですけれども、関わりという意味ではゼロ歳から集団の中に少しずつ入れていくと十分関わっ

ているんですが、多分特区で行われているのは家でお母さんとばかりいた中で突然２歳で集団と言

っても無理だったのかなという気がちょっとします。 

 それから、一方的に教えるという意味の教育だとしたら、２歳は無理なのかなという気がするん

ですけれども、引き出される発達をきちんと保障されるという意味であったら、年齢で分けるべき

ではないと思っています。 

 そういうことで、私は具体的に 10 項目書いてみたんですけれども、最後が前回言った、こういう

乳幼児教育法、いわゆる保育という概念、養護を基盤にした情緒の安定と生命と保持を基盤にした

教育は、大体世界の合意されている中ではゼロ歳から８歳、これは多分、脳の臨界期までの間の教

育方法がそれ以後の初等教育を伸ばすために、初等教育になったときに子どもたちが、より伸びる

ために必要なある時期というか、その時期として重要な時期だというとらえ方をしているので、私

の提案した中には乳幼児教育、いわゆる保育はおおむね８歳まで必要であろうということを提案し

てみました。 
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 そういうことを踏まえて、養護と教育の位置付けを考えていただけたらと思っています。 

○無藤座長 ありがとうございました。大事な提起でした。では、島田委員お願いします。 

○島田委員 意見というよりも質問なんですけれども、本当に素朴な質問でわからないから聞くの

ですが、「教育・保育の定義について」と書いてありますが、「保育・教育の定義」という考え方は

ないのでしょうか。「教育」と「保育」の順番ですね。これはどういうことで「教育・保育」になっ

ちゃったのか、よくわからないのでここは教えていただきたいということです。 

○無藤座長 すみません。どこの部分ですか。 

○島田委員 最初の「教育・保育の定義について（案）」の表題です。これはなぜこの順番になって

しまったのか。本当にわからないので、ここは教えていただきたいと思います。 

○無藤座長 これは単に極めて便宜的、事務的だと思いますが、幼保一体化も「幼」・「保」になっ

ているというだけで、価値の上下とかは何もないと思います。 

○島田委員 言うなれば、ゼロ歳を考えていくのならば「保育」が先かなという感じが保育関係者

とすれば思わなくもないということです。 

○無藤座長 どちらが先でもいいです。サイコロで決めてもいいんです。 

○島田委員 次に、特区のことです。「２歳児については、「集団を通した教育」として幼児同士が

かかわりあって遊ぶ姿は見られない」。実は、私たちも同じように幼稚園があるのですが、２歳児特

区をやっていた園でございまして、実際にこういうことではなかった。どうしてこういう評価が国

に上がって、このような場でこれが出てくるのか。それが非常に不明瞭です。 

 やっていて非常によかった。やってみて３歳児プロブレムというのはむしろなくなるくらいで、

すんなり入っていける。ここにぽんと出てきたので、非常に意外に思いました。先ほどの先生の話

もありましたけれども、恐らく今までいろいろな指針、教育要領が出てきましたが、一番の問題点

はあくまでも「教える」というスタンスが強過ぎたんじゃないですか。「保育をする」というスタン

スが強過ぎたんじゃないですか。一律に十把ひとからげという言葉がいいかどうかはわからないけ

れども、それをやろうとし過ぎて、その流れにあってこの２歳児の特区をやったら、やはり私は失

敗しただろうと思います。 

 先ほどから言われていますが、「子どもたちの最善の利益」ではないですが、子どもたちから引き

出すとか今おっしゃいましたけれども、子どもたちは大変な能力を持っていますし、私自身は赤ち

ゃんはすばらしいと思っています。物は言わないけれども、まだ言えないけれども、相当なことは

もうわかっている。その中で、いろいろな環境を整えていくことで発達というのがものすごく変わ

ってくるはずなんです。 

 だから、その辺りのことはもうちょっと考え方を変えるといいますか、今回ある意味で期待する

のは、財源のことは言うなということでございますが、財源のことはまた別にして本当に期待する

のは、やはり今までの教科カリキュラムというんでしょうか、それと経験カリキュラムというんで

しょうか、そういうスタイルとは違った、本当に大人になってよりよく自立できる、そういう人に

していきたいという大きな理念の中で、このこども指針（仮称）が私はあるんだろうと思って先ほ

ども発言したわけでございます。 
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 例えば、「主体性」という言葉があるじゃないですか。どこかしこに使ってあるんですが、わから

ないんです。現場に入ってきたら、では「主体性」というのはどうしたらいいのか。具体的にどう

やったらいいのかというのが全然わからないです。わかっているふりをして皆やってきたのが、ひ

ょっとしたらこの国の保育であったかもしれません。教育であったかもしれません。そこに、例え

ば選択できる環境を与えてあげるとか、子どもたちがチョイスできる環境を与えてあげるとか、そ

ういうふうにわかりやすい文言に変えていただけると、「こども指針（仮称）ができて変わるよな、

夢が持てるよな」と、現場の職員が共有できるんじゃないか。そういう意味では、非常に期待して

いるわけです。 

 だから、どうぞ今までの概念でこれを積み上げようとしたら、私は失敗すると思いますので、今

のようなことを申し上げさせていただきました。 

○無藤座長 ありがとうございます。その「主体性」の問題は、まさにこれからこども指針（仮称）

で、より具体的に御利用料金も含めて議論する段階にくるとおっしゃることが中心だと思います。 

 それから、２歳児のことは私は直接関わりがないので単なる記憶ですが、これは文科省の方から

学識経験者に委託しての報告書が出ているかと思いますので、今日欠席ですが、秋田委員がお詳し

いと思いますけれども、私の理解では２歳児について幼稚園教育のやり方で、例えば 10 人なり何な

りの集団としてやるのはなかなか難しいということであって、保育所のようにゼロ歳から積み上げ

たときに子ども同士の関わりがないと言っているわけではないということで、幼稚園の中での２歳

の保育という話で、保育所の話ではないということを付け加えておきたいと思います。 

○島田委員 私は、今あくまでも特区をやった幼稚園としての話をさせていただきました。 

○無藤座長 では、大場委員と池委員、お願いします。 

○大場委員 この資料２に関して、早いうちに多少疑問を抱きつつ、ここにいるということを言語

化したいと思います。 

 こども指針（仮称）策定という、このチームの中で、今日いただいた「教育・保育の定義につい

て（案）」というのを今、御説明いただいたわけですが、早いところでと申し上げたのは、例えば「家

庭に代わって」という言葉が４ページの「保育所制度における「保育」」の３行目のところにアンダ

ーラインを付けて書いてございますね。確かに、その文脈において「家庭に代わって養護及び教育

を」という、保育所内の保育に関してはそのような実際に言葉で表現されるような営みということ

は否定はできないんですが、極めて素朴に考えたときに、では幼稚園が「家庭に代わって」という

言葉は使ってこなかったのか。あるいは、使えないのか。 

 保育あるいは幼児教育というのは、かなりの部分では家庭に代わって、つまり「養護と教育」と

いう言葉は保育所の独占物ではないと私は認識していますので、幼児期の教育を包括的に考えて養

護と教育という言葉が成り立つと考えたとき、「家庭に代わって」という言葉がここに使われてきた

のは、これまでのこの限定されているある意味合いにおいてですが、実は保育所保育指針の中でも

子育て支援ということが大きな柱になり、保育原理の中に保護者支援という言葉が柱の１つになっ

てきたわけですので、それはもはや家庭に代わってではなく、家庭と共に養護と教育の一体的な取

組みをするというようなニュアンスがもう一つの柱になってきたはずです。 
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 こういったことが考えられるということで、では、「養護と教育」というのは保育所だけかという

ふうに考えたとき、幼稚園の教育要領の中に明言されてはいないにしても、文脈の中から「養護と

教育」ということの重要性は保育所保育と同じように、幼児期の教育という意味合いの中で機能し

ていたのではないかということを感じます。 

 したがいまして、戻ります。こども指針（仮称）の策定の中で、「家庭に代わって」という言葉や、

「養護と教育」という言葉をどちらかに限定された形のままのセットでそこへ置くということ自体

が適切かどうか。そういう意味で、その定義の中でこの点を疑問として出させていただきたいとい

うことであります。 

○無藤座長 今の点ですけれども、４ページの「個々の家庭に代わって」、これは単にと言いますか、

児童福祉法の第 39 条で保育所が定義されておりますが、それがつまり「個々の家庭に代わって」と

いう言い方になるわけで、これはまさに法律的定義なんですね。 

 その上で、「養護と教育」というものが後の最初の案の方に「教育」、「集団教育」というのがあり

ますが、そういう部分においても「養護」と「教育」という両面があるのではないかという御指摘

は私などはもっともだと思います。実際問題として、保育指針で「養護」と呼んでいるものは、「生

命の保持と情緒の安定」ですね。生命の保持というのは幼稚園を含めた学校で、学校保健法で規定

されているので、幼稚園教育要領で明記はされておりませんけれども、当然ながらあるし、情緒の

安定に相当する部分は幼稚園教育要領のいたるところに書いてございますので、そういう意味の「養

護」であれば幼稚園でも大事ではないかという感じはしております。 

 では、池委員お願いします。 

○池委員 素朴な疑問ですけれども、教えていただきたいと思います。幼保一体化になっていく中

で、３歳以上は「教育」、幼児教育ということになっております。そして、３歳未満は「保育」、そ

れはわかるんですけれども、一本化にしていった場合に保育所の時間と幼稚園の預かり時間という

のは今のところは違っていると思います。幼児教育を４時間ぐらいで幼児教育をしている。その後

の保育所的な関わりを持っていくときには、それは「保育」と言うのですか、「教育」と言うのでし

ょうか。 

○無藤座長 これは、13 ページを見てください。これはあくまでも用語として言うと、４時間かど

うかはこれからまた決めてもいいですが、４時間程度ですよね。３歳以上、これを「教育（集団教

育）」と呼んでいるわけです。そして、その後の現在「預かり保育」と呼んでいる部分はその後の部

分ですね。それについて、この案というものでは「保育」と呼ぼう。ですから、例えば幼稚園ない

し幼稚園風のこども園（仮称）の場合、仮に多くの子どもが１時に帰るとして、だけどその後、何

人か残りますよね。その「預かり保育」と今、呼んでいるものは「保育」と呼ぼうと、これが案で

す。よろしいですか。 

○池委員 わかりました。ちょっとわからなかったもので、すみませんでした。 

○無藤座長 では、御園委員、山縣委員の順でどうぞ。 

○御園委員 大場委員の発言に関連しますが、「家庭に代わって」という用語が資料で多用されてい

ますが、私たちは家庭に代わって仕事をしているのではなく、家庭との連携により保育の専門職と
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して保育をしています。保育所は子どもにとって最もふさわしい生活の場となるよう日々の保育を

しており、そこで働いている保育士やその保育をみていただき、家庭にモデルを示しているという

ことでもあるわけです。 

 ですから、児童福祉法 39 条の「保育に欠ける」ということが「家庭に代わって」行うという解釈

にはならないのではないでしょうか。 

○無藤座長 その点だけ先に答えておくと、「家庭に代わって」という言葉がよくないならば、39

条に忠実に、「保護者の委託を受けて、保育に欠ける」保育制度でもいいんですが、それを柔らかく

言い換えただけです。 

○御園委員 保育所では幼稚園教育要領と整合性のある保育所保育指針により幼児期の教育を行う

という運用がされていることが大事なことであり、それが「保育」を行っているということである

と思っております。 

○無藤座長 そのとおりだと思っております。５ページを見ていただきたいと思いますが、５ペー

ジにわざわざと言いますか、注釈を加えているんです。つまり、特に乳児保育をイメージしており

まして、これは「家庭における養育に代わる機能を持つ」としておりますけれども、それは例えば

代わりになるお母さんのような子育て経験のある人が１人いたら何とかなるという意味ではなくて、

やはり集団教育という意味での集団ではありませんが、何人かのお子さんがいる中で、専門家であ

るところの保育士が保育する。それは、やはり専門的業務である。 

 それはどうしてかと言えば、ここに書いてあるようにいろいろ難しいということでありますので、

そういう意味で専門性の高い保育ということを否定していっているわけではないということは御理

解いただきたいと思います。では、どうぞ。 

○山縣委員 同じく３点、意見を言わせてください。 

 １点目は、先ほど大場委員、それから御園委員の意見にも若干絡んでいるのですが、現在、幼稚

園においては「教育」という言葉は非常に丁寧に使っておられますけれども、現場的にいわゆるこ

こで言う保育所が使っている養護的要素がないのかどうかということを振り返った方がいいのでは

ないと思います。 

 今のところ、幼稚園では預かり部分についてのみ「保育」を使っておられますけれども、実際に

「家庭に代わる」というのはちょっと微妙な表現になっていますけれども、あるいは「家庭と共に」

という意味合いでは、幼稚園においても今、養護が結構、展開されているのではないか。あるいは、

そういうことが必要な家庭が増えているのではないかというふうに認識しています。今後もこれは

少しずつ増えるでしょうし、幼稚園の関係者の勉強会に行きましても、どうもその場面、パートが

分科会を形成するぐらい課題になっているような気がしています。そういう意味では、あまり「３

歳以上のところは教育だけだ」という、「集団教育だけだ」という表現については、私は若干実態か

ら懸け離れていたのではないかと思います。 

 ２点目ですけれども、３歳以上については保育所保育指針と幼稚園教育要領のすり合わせをして、

教育については調整しているという認識は正しいと思います。そうだとするならばこの案の中に幾

つかあるんですが、３歳以上について保育と教育を分けて書く表現というのは自己矛盾を起こして
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しまっているのではないかという気がします。積極賛成派ではないんですけれども、強いて言うな

らば養護と教育であって、そうしなければ矛盾をするような、教育が２回出てきて、保育の中にあ

る教育と、教育がまた別にあるという構造になってしまっているという感じがしています。 

３点目は単純な話で、事務局の意図はまったくそんなところはないとは理解しているんですけれど

も、この資料が世間に出回るということで、誤解のない表現にしていただきたいと思います。11 ペ

ージのところで明確に書いてあるんですが、教育のところに「集団教育」、これはよしとしても、「家

庭教育を包含したもの」と書かれてしまっています。まるで家庭教育そのものをこのこども園（仮

称）がやることになってしまうような受け取られ方をする可能性があるので、表現の工夫をよろし

くお願いします。「従来の「集団教育」と「家庭教育」を包含したもの」という、一番下にある小さ

いアスタリスクのところです。以上です。 

○無藤座長 ３番目の最後のところの論点、この 11 ページの案については「別案２の論点」という

右側にちょっと懸念というふうに書いてありますが、それが山縣委員の御指摘の部分で、それは確

かにどう歯止めを入れるかの問題が当然出てくるかと思います。では、大場委員どうぞ。 

○大場委員 今の 11 ページのことに関連します。先ほど濵谷さんからの御説明で、文脈上書いてあ

るとおり読みますと、下の２行です。丸が２つ付いています下の２行ですが「すべての子どもに「保

育」を保障することになるため、制度上、利用時間に長短の区別を設けないこととなる」。これの御

説明を若干いただいて、制度上は長短の区別は設けないけれども、実際に家庭がその時間の長短で

区別、選べるというようなニュアンスを含んでちょっと御説明があったと思うのですが、言外での

説明ではなく、そのことがここに明言されていた方がいいのではないか。 

 そうじゃないと独り歩きしたときには、これは今のような「全員入ること」だとか、あるいは「時

間の区別は一切ないんだ」ということがそのまま「選べないんだ」という意味合いになってしまう

ということとはどうもニュアンスが違うんだとすればとても大事なので、制度上はこうやって包括

しておいて、利用者は自分の家庭の事情、子どもの事情に応じて時間の長短で選べるんだというの

が入ってくるとこないでは、この図は全然違ったものになります。 

 是非、先ほど言葉で濵谷さんが添えてくださったことを文言として入れていただくべきではない

かと思います。 

○無藤座長 その御指摘の点は、案と呼んでいるものも別案の１も２も共通に、特に３歳未満につ

いては家庭が選ぶことが大きいですし、同時に私どものこのグループの議論そのものではないけれ

ども、保育ニーズについては認定を行っていく中でということもありますので、そういう組合せだ

ろうと思います。また、表に出たときにいろいろ検討したいと思います。 

 ほかに、いかがでしょうか。では、田中委員どうぞ。 

○田中委員 先ほどから議論を聞いていますと、本当に子どもがゼロ歳から６歳まで育っていく経

過に沿った発言なのかなという気がするんです。大人の目線のような気がするんです。恐らく「乳

幼児」という言葉がまず定義されているように、乳児と幼児は違うんだというのはだれもが一致し

ているところだと思うんです。 

 私たちの現場感覚から言いますと、先ほど教え込む教育が幼稚園というようなイメージの発言が
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ありましたけれども、それはまったく違います。幼稚園は、あくまでも一人ひとりの持っている可

能性を引き出す教育を行っています。そこで、３歳のときの特性というのが、例えばこのコップに

ぱっとハンカチを載せてそれを隣の人に渡したときに、ぺろっとなめてくれる瞬間が出てくるんで

すね。ということは、見立てたもの、イメージが共有化されてくると、集団としての教育の効果が

高まっていきます。 

 その年代というのはあると思うんです。そこの年代で、教育の手法はやはり変わってくる。同じ

教育という言葉であったとしても、一対一に近い家庭教育をベースにしているものと、集団をベー

スにしている教育の質は違うだろう。そこを従来はあまり議論されないまま、保育であるとか教育

であるとかということが混乱して使われていたことが、今回の例えばさまざまな議論の出発点でも

大きな混乱を招いているということから考えれば、子どもを教育していく、または保育していくで

もいいわけですけれども、その中でどこに違いがあって、どこに質が違うものがあるんだろうかと

いうことをもう一度明確に考えましょうよということは非常に重要な視点だと思うんですね。 

 その上で、「では言葉はどうするか」ということはあってもいいと思いますけれども、現在ある言

葉で整理すると、こういう形で私はひとつはいいのかなという気がしております。 

○無藤座長 ありがとうございます。ほかにいかがですか。では、渡辺委員どうぞ。 

○渡辺委員 私は幼稚園での経験が長くあるんですけれども、保育という言葉にいろいろと思いを

持っていました。僕らがずっと先人から受け継いできた保育という意味は、多分小学校教育との違

いとして、子どもに寄り添えること、一人ひとりの子どもに寄り添えることです。ここは集団教育

という言葉で表されているんですけれども、幼稚園は集団ではあるんだけれども、一人ひとりに寄

り添っていけるということが保育であり、それが多分幼稚園の教育の最大の特徴だろうと思ってい

ます。 

 その中で、だんだんと人と人と関わっていくとか、人のことがわかっていくということで言えば、

多分世界的な流れでも、ここら辺はよくわからないですけれども、でも care と education が両方入

っているということでいけば、「養護と教育」ということがすごく大事で、それは幼稚園も保育園も

一緒だということをずっと僕らは大事にしてきた経緯がありました。 

 ところが、社会事情が変わり、保育サービスという言葉とか、行政が保育と言ったときに、その

ような保育本来の意味を指すかと言うと、やはり子どもを預かるとか、「託児施設も保育なんだ」と

かという話になってくると、本当にそれでいいのかという思いがあります。長時間になったり、病

後児保育もそうかもしれないし、休日保育もそうかもしれませんけれども、養護部分がすごく大き

くなっているようなところというのは、これは障害児もそうかもしれません。そこも保育で、それ

から３歳以上の、例えば５歳とかというところで今、議論されているような幼小の接続とか、保幼

小の接続みたいなところでも、そこも保育だということになる。このような混乱したままの保育と

いう言葉の使い方で、本当に子どもの育ちが保障できるのかというと、例えば今の認定こども園で

あっても４時間ぐらいで帰るお子さんもいれば、12 時間いるお子さんもいる。そういう子どもたち

が一緒にいる中で、私は幼児期にどこで何をそう育てるかということをきちんと押さえておく必要

があります。これがナショナルミニマムだという言い方になるのかどうかはわかりません。行政側
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の話なのかもしれませんけれども、ただ、少なくとも子どもの育ちをどういうふうに考えていくか

といったときに、そこは幼児教育という言葉でくくって、きちんとすべての子に、要するに休日に

働いている親であろうと、夜間働いている親であろうと、３歳以上のところは９時から２時までが

いいか、４時までがいいかはわかりませんが、でも、それは私はミニマムでいいと思っていますの

で、夏休みがあってもいいと思っているんですけれども、そこはきちんと幼児期にはこれだけの育

ちが必要で、その子たちをちゃんと小学校以上の教育につなげていくということを議論することが

大事なのかなと思っています。 

 「子どもたちが」と言ったときにいろいろな子たちがいるのですが、３歳以上のすべての子ども

たちがどういう育ちをしていくのか。それから、それを保障するために家庭ではどうするのか、長

時間の保育ではどうするのか、また先ほど言ったように、乳児の保育ではどうするかというような

話を少し整理していかないと、それらすべてを保育という言葉で言ってしまうと、何かそこは苦し

いかなと感じています。 

 ただ、教育という言葉になると、やはり小学校以上の教育がぽんと入ってきて、勉強を教えるこ

ととなってしまいがちです。藤森委員が言われたように、「そうではないんだ、幼児教育はこういう

ことが大事なんだ、人と人との関わりの中で育っていくことが大事なんだ」ということをよほどき

ちんと言わないと、これまでの歴史の中で言えば、どちらかと言うと、特に私立幼稚園の場合、園

児獲得とかという話になって、目玉保育みたいなものが出てきたりとか、親のニーズということに

振り回される危険性があります。 

 親、親と言ってちょっと申し訳ないんだけれども、ただ、やはり園児獲得のためには「こんなこ

とをやっています」、「あんなことをやっています」ということが本来の幼児教育からは逸脱してし

まうこともあるとすると、そこに対してはやはり保育という言葉を大事にしてきたと流れというの

は大事だと思います。 

 それから、秋田先生は今日お休みですけれども、保育学会というようなときに、私たちはすべて

の乳幼児のことを大事にするというのならば、保育という言葉を、そこでは大事にしたいと思いま

す。ただ、それでは現状として保育という言葉ですべてを言っていいのかというと、相当な疑問が

あるということです。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

 だんだん時間の圧力がありまして、そろそろ手短にお願いします。小田委員、塩委員、荒木委員

でよろしくお願いします。 

○小田委員 では、あまり長く言えないので、今、渡辺委員がおっしゃったことを受けて、私も保

育という言葉をないがしろにするつもりは全然ないし、ここは例えば学校教育法の中で「幼稚園教

育の目的は」というときに従来のものは、「幼児を保育し、心身の発達を助長することを目的とする」

と書かれているように、保育活動に関わるもののよさというのはあるんですね。 

 ただ、ちょっと研究的な領域から申し上げますと、実はアメリカもヨーロッパも最初のときは

childcare という言葉を使っていたわけです。childcare、infantcare という言葉を使って、乳児の

care と child education という言葉を使っていたんですけれども、これは藤森先生が先ほどおっし
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ゃったとおりで、1990 年以降、実際にゼロ歳児から８歳までを一貫して見通すべきではないかとい

う形になってきて、アメリカではＮＡＥＹＥ、乳幼児教育学会というのがあります。この乳幼児教

育学会というのは全米の７割ぐらいの人が入っている。実践家も入っていて、研究者も入っている

わけですが、そこではいわゆる infantcare and child education という言葉を使っていたことをや

めて、今は young children という言葉で、education for young children ということで、一括し

た包括した形の中で「もっと大きい目で見ようよ」という形になって、保育とか教育のどちらがい

いとか、どちらの言葉がどうだということではなくて、両方とも活かした形のものにしています。 

 そういう意味で、私はやはり保育という言葉に一本化したり、教育という形で一本化するという

ことではなくて、今までの歴史の流れからすると、両者が生きる養護と教育という形のものがどう

きちんと位置づけられるのか。 

 それから、一体化議論の中でちょっと危険に思うのは、保育とか教育とかに一本にしてしまうと、

また私の持論ですが、何か選択のない形に押し込めたものではないかというイメージがあります。

今まで積み上げてきた歴史というもの、そして発達や教育の心理学を含め、学問的な領域からくる

と、やはりゼロ歳から８歳、いわゆる小学校３年生ぐらいまでを見通した一つの形の継続的なカリ

キュラムが非常に重要になってきているということを踏まえなければならない。そのことを踏まえ

たことが一体化での質の保障にもつながってくるので、是非ここのところは安易に一本化するよう

なことにはならないという考えを私はしているということを申し上げておきたいと思います。 

○無藤委員 ありがとうございました。では、塩委員どうぞ。 

○塩委員代理 私の団体は幼稚園、保育所の先生方、それから認定こども園の先生方も会員でおり

まして、いろいろな場面を見せていただくことがあります。保育所もたくさん見させていただきま

したが、感激しているところもあるんですね。ゼロ、１、２歳の子どもたちの姿を保育士の先生方

が母親のように愛情を込めて、しかも専門家として接していらっしゃって、離乳食を食べさせたり

抱っこしたりしながら養護という側面だけではなくて、そこには教育も含まれるということがよく

わかります。 

 でも、この保育という考え方はこの年齢の子どもたちにとっては養護的な側面がものすごく大き

いということを日ごろ感じているんです。しかし、１日じゅう保育園にいさせていただくのですが、

同じ保育所の５歳の子どもたちを見てみますと、子どもたちはダイナミックに皆で友達と絵を描い

たり、表現発表会で劇遊びをしていたりするんですね。これはまさしく家庭ではできない経験で、

先生が学びを構想しているというか、意図的に、しかも指導案を持っていらして行っている。これ

は、「教育という面がものすごく大きく子どもたちに提供されているな」、「子どももそこで学ぶこと

を喜んでいるな」、「自らの力をうんと発揮しているな」というふうな場面をたくさん見ることがあ

ります。 

 こんなふうに言いますと、今日の案なんですけれども、別案１の満３歳以上の子どもを対象とす

るものはすべて「教育」とするということも可能かなとちょっと思ったりもします。 

 でも、先ほど申しました５歳の子どもたちが、午後の時間になりますと午睡をしましたり、おや

つを食べたり、すごくゆったりと暮らしてくつろいでいるんです。そうすると、この姿も教育だと
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いうふうに定義するのはちょっと無理かなと思うんです。養護と教育を一体的に行うという、この

姿は保育と定義した方がいいかなと思ったりして勉強させていただいているんですが、幼稚園で教

育課程に関わる教育活動外の教育活動、いわゆる預かり保育もそういう意味では保育として位置づ

けて、もっと保育所に学んで充実させた方がいいなというのは私の日ごろの考えです。 

 そういうふうにずっと見ていきますと、年齢で保育と教育を分ける考え方も可能かもしれません

けれども、でも、子どもたちのそこでの生活の内容がかなり長時間にわたって、例えば朝の７時か

ら夜の９時までいる子どもたちもいますので、そこに多様な機能が入っているだろう。その機能に

着目して、教育、保育を定義していくという案ですね。満３歳以上は、幼稚園の教育機能と保育所

の保育機能を組み合わせるという考え方で、満３歳未満は保育を必要とする子どもに対して保育の

機能を提供するという考え方が妥当ではないかと思ったんです。 

 先ほど、幼稚園は養護もうんと含んでいるじゃないか。もちろんそうですが、そういう考え方で

いけば、小学校だって養護も含んでいますね。そうしたら、小学校も保育となってしまいます。そ

この考え方は、どこの機能がメインになって、メインということはないと思うんですけれども、生

活のどの部分がどういう機能を発揮して、子どもたちによりよく生きていくための豊かな自分自身

の育ちを獲得させるかといった機能に着目した言葉を使っていくことが望ましいのではないかと思

いました。以上です。長くなってすみません。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、荒木委員どうぞ。 

○荒木委員 ゼロ歳から５歳児までとなると、発達段階に合わせた対応というのが必要だと思いま

す。乳児と幼児とでは当然違うと思いますので、現在、幼稚園で行われている３歳から５歳の幼児

教育というのは、その年齢にふさわしい集団教育として実施されていると考えると、保護とか養護

とか安心感を抱いて、人との信頼関係を受容されて育っていく時期であるゼロから２歳の保育と、

３歳以降で自我が芽生えて自主的に動き出して環境と関わって集団教育の中で育っていく３歳、５

歳の教育というところははっきり区別するべきではないかと思います。子どもにとって良質な環境

として、どちらも大切にしなければいけないとは思っております。 

 平成 17 年の中教審答申以来、いろいろな教育改革の流れがずっと行われてきた中で、学校教育法

で学校の規定順にあえて幼稚園が 1 番に位置づけされたということからも、その後の小学校以降の

教育との一貫性を見据えた論議の結果ということで、その幼児教育は大切だというところが、幼稚

園で今やっている３歳から５歳の教育というものはしっかりと押さえなければいけないのではない

かと思います。 

 基本的な標準時間における教育ということを教育要領に基づいた教育として展開しているわけで

すから、その柱というところは、教育要領では教え込むということは決して書いていないと思うん

です。本当に子どもの健やかな成長を助長するということで出ていると思います。保育という言葉

を大事にしたいという意味であると思いますけれども、３歳から５歳の年齢に即した集団の中で行

われるべき教育というものがあると思います。 

 そこは、先ほど塩委員も言っていましたけれども、一人ひとりに寄り添うという渡辺委員の言っ

ていらしたことは、幼稚園でも小学校でも乳児でも同じことであって、それは逆に言えば学級経営
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の中で担任がしっかりと一人ひとりと向かい合う中で進められていくことだと思います。学級経営

というものもしっかり押さえていくことが、その後の教育の土台になっていくと思います。 

 ゼロ歳から２歳のところでは、一人ひとりの安心感というものをしっかり培った上で自我が目覚

めて、同年齢の子どもがたくさんいる中でいろいろなことを発揮していくというところが大事なの

かなと思います。 

 今、預かり保育が行われておりますけれども、教育時間終了後に行われる教育部分というのは、

標準時間とは別の豊かな体験も必要だと思いますし、または長時間になるので、リラックスしたり、

落ち着いたりして１日の活動を終わらせていったりするような時間も必要になっていくと思うので、

そこの扱いはしっかり考えていかなければいけないかと思います。 

 それから、先ほど来、家庭教育の問題の話も出ていましたけれども、すべての子どもを長時間預

けるということが望ましいとは思えないし、家庭での親子の時間も確保しなければいけないと思い

ます。今、幼稚園で集団教育をしている中で、幼児の成長を知って保護者も家庭ですべきことを理

解していくことができています。幼稚園にいる時間よりも長い親子の時間の確保を保障することも

大切だと思います。 

 いたずらに「すべて預けましょう」、「預けないといけないのかしら」というような方向になって

いってはいけないと考えます。それぞれ保護者のニーズはさまざまですので、対応できるようにし

ながら、標準時間の教育という軸を置きながら、幼児にとって家庭が安住の場にもなるということ

と、両方を推進していきたいと思います。 

○無藤座長 ありがとうございます。では、どうぞ若盛委員。 

○若盛委員 私は認定こども園協会ですけれども、私の園は幼保一体化になっております。幼保連

携型という形で保育をしております。 

 その中で今、皆さんからいろいろな案が出されているんですが、ペーパーの中の図をちょっとご

らんいただければと思っております。委員の皆さん方はカラーになっておりますし、ほかの方々は

多分白黒だろうと思うので、できればカラーの方がお伝えしやすいかと思っているのですが、すみ

ません、白黒の方はイメージしながらお聞きいただきたいと思います。 

 私たち、幼保を一緒にして育てていきたい。また、育てていくことが子どもにとって一番望まし

い。簡単に言えば、一番大切な時間を分けないで育てていく。赤ちゃんも５歳児も、更に言えば小

学生も中学生も 18 歳までという一つのくくりではありますが、社会に育っていく上での大きな流れ

の中で、やはりゆっくりと温かくということを大事にしていけたらいいし、そのための幼保連携で

の教育をしてきたつもりです。 

 この図の説明ですが、一番下に「すべての子どもの最善の利益の保障」と書かせていただきまし

た。これが、最も大きな意味合いで位置づけられております。どこに向かっていくかというと、い

ろいろな子どもの社会的な出会いの中から育ちがあるという考え方を、当たり前なんですが、説明

してきております。 

色の方はおわかりになると思いますが、右側が厚生労働省というか、ここで言いますと児童福祉

法、保育所保育指針などを交えたものであって、このクリーム色のゼロ歳から３歳までというとこ
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ろ、真ん中に軸がございます。この軸がずっと一番上まで伸びていって、大事な教育基本法、更に

その上に子ども。私たちの提案としては、こども指針（仮称）をつくる。更に、こども基本法なる

ものを考えていくことも大事ではないかということで、あえてここに入れさせていただきました。

そこで育てられた子どもが健全な社会を構成していき、社会の意識改革になっていくであろう。そ

んな願いの下で考えてきています。 

さかのぼりまして、ゼロ歳から育った子どもたち、これは家庭の意識改革というのはものすごく

大事なことで、皆さんのおっしゃられるとおりだと思っています。そこで育てられてきて、「愛着形

成期」というものがあります。アタッチメントのところですが、ここでたっぷりと愛情を受けた子

どもたちが更に育ちながら、親子の教育支援の時期として左側、緑側の文部科学省の領域になって

おりますが、教育という観点から別々で育ってきた子どもたちが一緒に育ち合うということがとて

も大事なんだということを、ここでメッセージとして出させていただいております。 

この育ちの中では基本的な生活、例えば身に付けていきたいこと、私たちがこうあってほしいと

いう願いの下で言うならば、生活のこととか、社会と他者との関係とか、意欲や興味を持てるよう

な、そういう経験を身に付けさせていきたいということでこのように位置づけまして、ここには保

育所保育指針であるとか教育要領などが当然加味されていかなければいけないと考えております。 

すみません。この左側の「幼稚園教育要領」の上に「学校教育方」とあるんですが、これは「方」

ではなくて「法」でございますので訂正をしておいていただきたいと思っております。 

こういうものを通して、３歳からいろいろな両方のいいところを活かしたシステムをつくってい

きたい。また、現に私たちは両方活かした教育課程をつくって実際に保育をしてきています。です

から、預かり保育も含めて、これは教育か保育かというよりも、育ちの流れでは当然のこととして、

きちんと保障していく理念がそこに加わっていれば、そこが大事ではないか。保育というときには、

教育も含めた形の方向を大事にしていくことではないかと思っています。 

そして、３歳から保育と教育を一体にしながら、左側に「学びの芽生え」という年齢が当然幼児

期には生まれてくるわけです。 

そして、更に小学校に上がりますと、右側に「自覚の学び」というものを入れておきました。そ

うすることで、社会に向かって育っていく子どもたちが身に付いていくという大きな位置づけを考

えてきています。 

そのことから、「ではどんな子どもを育てていきたいか」といったときに、やはり社会で必要とさ

れる子どもでありたいわけですし、大きな核として必要なのは教育基本法であり、更に言うならば

先ほどからありますように、その先にあるのは日本国憲法という大変大きなことなのですが、憲法

を変えていくということではなくて、憲法の中にある精神をうたっているわけですね。指針の中の

総論も、教育要領の中にもうたっています。そこに向かって、私たちは育てていくということが大

事ではないか。当たり前の話かもしれませんが、もう一度、子どもの一番望ましい育ちというもの

をゆっくり丁寧に保障していくという視点で考えていかなければいけないと思います。 

そういうことからいきますと、この 13 ページの図の中で言いますと、私たちは両方のいいところ

が活かせるシステムということでいきますと、一番下の保育ということだけでは、なかなか現場の
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保育者の中でも、家庭の中でも育児放棄ということなども含めて考えるならば、かなり難しい部分

が出てくるのではないか。年齢で分けるということよりも、ゼロ歳から一貫した保育と教育を活か

した道筋ということでいきますと、一番上にあります両方の機能を活かした形、やはりこのことに

向かっていくことが一番いいのではないかと思っております。 

長くなりましたが、以上でございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、竹下委員どうぞ。 

○竹下委員 短く、２つだけ申し上げます。 

 先ほど来、皆さんがおっしゃっていたように childcare ということが英語では infant care とか、

child education、あるいは education for young children、education for infant、education for 

early childhood など様々言われています。 

 その中で、日本語では、「保育」は「養護」と「教育」を含んでいて、更に幼稚園での集団教育が

あるというのは矛盾するんじゃないかとの山縣先生の意見に非常に近いような感じなんですけれど

も、保育というものに教育が含まれるというふうに私はずっと認識していたので、長時間になって

いくと、さっきどなたかがおっしゃっていましたけれども、朝の７時から夜の７時、あるいは９時

までという時間の中で預かりとかでなくて保育をされている。 

 そこには education と care が含まれているということで、新しい言葉で「educare」ということ

が最近言われているということを私は最近ある先生から聞いたことがあるんですけれども、養護の

部分というのは幼稚園の中でも大切になってきていて、教育の考え方もいろいろ変わってきている

というようなところで、両方うまく持っているのは保育という日本語なのかなと私は考えています。 

 私の考え方としては、別案２の中の全部を保育にしてしまうというのが矛盾がないのかなと思う

んですけれども、ほかの方がいろいろおっしゃったように、ある時点では養護の要素が非常に大き

くて、ある時点では教育的要素が非常に大きいのではないか。その機能に分けてはどうかとか、発

達段階に分けてはどうかという意見があって、それを保護者、親としてうまく選べるのかというと

ころが現実問題としては今の時点でも選べていないなというのが、私は保育園を考える親の会でメ

ーリングリストなどでもいろいろ今、議論されている中ですごく感じていることです。 

 保育園がないので、とにかく保育室に行ってゼロ歳から３歳までは何とかなるけれども、その次

に行くところがないから幼稚園の預かり保育で預かってもらって何とか仕事を続けているというよ

うな状態で、一応選択肢としては保育所、保育室、幼稚園、認定こども園とあるんですけれども、

実際には選べていないという現実があります。 

 そこで認定こども園に行った人にいろいろ聞くと、長時間になった場合、一定時間以上の部分と

いうのは預かりの部分で待ち時間として何をするでもなく、手持ちぶさたな感じでいるような子ど

もがいて、非常に問題なんじゃないかというような意見も聞いています。それがまず１つです。 

 もう一つは、同じメーリングリストでいろいろ議論している中で、幼児教育というところで教育

という言葉が独り歩きしてしまう危険性があるのではないかと思っています。 

 というのは、長時間保育として一定時間以上の預かりになっている時間をどういうふうに過ごす

かというときに、オプションで習い事的なことをしている園があれば、そこで応益負担になってし
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まって格差が拡大していったり、子どもたちが分断されたり排除されたりする危険がないだろうか。

そういう部分がまずすごく問題になっていて、そこで格差が再生産されていったり、子どもが分断

されていったり、その部分に施設としては収益を求めていってしまうんじゃないかというような危

険も感じています。 

 さっき、「保育」と「教育」というときに「機能で分けたらどうか」といった場合、保育者の資格

はどうなるのかとか、あるいは設置基準などの基準はどうなっていくのかというところで、この指

針としてはナショナルミニマムを確保するというところで、その最低基準はあくまでも最低である

けれども、しっかりと明記した上でこの基準というところを確保してほしいと思います。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。松田委員、どうぞ。 

○松田委員 地域子育て支援拠点の立場から、実は新システムの基本制度要綱案の中にとても多様

なサービスが提示されていて、全国で 16 か所勉強会をやったんですけれども、その中でもかなりの

地域の当事者に近い人たちが、「サービス」という言い方は私たちも抵抗あったのですが、多様な形

で子どもの状況に応じて選べるという中で、「保育」と「教育」という言葉が更にわかりにくくなっ

ていくのではないか。 

 それから、指針の中は、理念のところは全体だけれども、「保育」と「教育」のところが施設にか

かっていってしまったときに、ほかの多様なところという部分がどう整理されるのか。ここに対し

ても、同じように指定ということがかかってきたときに、「教育」と「保育」がどう整理されるのか

がちょっと見えない。サービスの部分は、もしかしたら市町村のかなりの裁量があるのかもしれな

いんですけれども、幼稚園と保育所、こども園（仮称）、認定こども園の中だけの考えで、今ここで

議論するのでいいんだろうかということが、私は単純に質問というか、どうなっていくのかなとい

うことを考えました。ありがとうございました。 

○無藤座長 どうもありがとうございました。今の点は別なワーキングチームでやっている認可の

問題、指定の問題で、もう少しそちらが詰まらないと答えにくいのですが、ありがとうございます。 

 そろそろ時間ですので、藤森委員で終わりにしてよろしいでしょうか。 

○藤森委員 今回の出された案をうちの職員に見てもらったんですね。そうすると職員は、「この中

に発達論がありませんね」という印象を受けたんです。多分、入っているとは思うんですけれども、

印象として「何か発達論がなくて議論されているね」という職員の印象でした。 

 最近の発達論というのは、例えば発達はもう段階ではない。発達というのは、もっと複合的に放

射線状に広がっていくものであるということが最近は言われていて、昔の発達段階という考えがな

い。しかも、単純に右肩上がりではないということが最近の発達論にありますので、まず基本的に

何歳でどうだという言い方自体、随分古い言い方かと思うんです。 

 ただ、その中で今回の指針に入ったように、連続性というものがとても重要である。普遍性の中

に新たな概念で連続性は保障されるべきだということはあるんですけれども、必ずしも右肩上がり

で直線に上がっていくことはないということがどうも基本にあまりないんだねという印象が強かっ

たんです。 

 ですから、例えば権利条約における意見の表明権も年齢と成熟度によって考慮されると書いてあ
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るんですけれども、あれはもう 2004 年に議論されていまして、何歳から意見が言えるというのでは

なくて、生まれながらの赤ちゃんも泣くことによって意見を表明しているんだ。ですから、そのウ

エートのかけ方が違うというだけで何歳から権利があるという言い方ではない。 

 それから、小田先生が中心にしているベルギーのＳＩＣＳという評価でも、夢中度の評価はあら

ゆる年齢、生まれたての赤ちゃんから大人まで、それから障害があるないにかかわらずすべての子

どもに適用できるからそういう評価にしているんだという言い方もあって、どの年齢で何ができて、

どの年齢がどうという考え方ではない。共通したどの年齢においてもその表し方は違ったり、表明

の仕方が違うけれども、大事にしなければいけないのは、どこからの年齢がどうというふうな発達

段階としての見方はもうよそうということが全体の流れだと思うんですね。 

 どうもその辺が職員の印象と同じように全体に発達論が基本になくて、何か単純に分けているな

という印象が私も随分しました。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

 11 時 50 分になりますので、十分ではないかもしれませんが、それぞれ貴重な意見をいただいた

と思います。 

 私がまとめるというのも難しいんですけれども、ある程度、共通になり得る部分は出していただ

いたと思います。つまり、案というものに沿って申し上げれば、ここで「保育」とか「教育」とか

と呼んでいること、それは１つの用語でありますけれども、そういうものを使うことでこれまでの

幼稚園、保育所の実践をむしろ豊かに継承できるところはあるだろう。 

 しかし、同時にいわゆる教育というか、集団教育といいますか、３歳以上の部分を含めて「養護

と教育」という基本的な理念は貫かれなければならないし、また、乳児期から幼児期、更にその先

までの発達というのでしょうか、つながりというものを尊重してつくっていかなければいけないし、

あるいは短時間の保育と長時間の保育の部分もつながっていくのだということを明確にされること

であろうというふうに思いました。 

同時に、やはり小さい時期を満３歳というふうにぴたっと切れるわけではないとは思いますが、

ある程度の区分の中でそれぞれの時期の保育としての専門性を明確にしていくことも大事だろうと

思います。 

なお、正確に言えば、「養護と教育」というのは、私は３歳以上でも適用されるべきだと思います

が、同時に言うまでもなく乳児保育の部分においても「養護プラス教育」と常に書いてあります。

つまり、養護性だけではなくて教育性もあるということも確認できたと思います。 

そういう方向であるとともに、特に３歳以上について私は集団保育というのは単にみんなが集ま

って教育するということと同時に、これからの幼児教育というものがすべての子どもに良質な保育、

質の高い教育を提供するというユニバーサルエデュケーションとでも言いますか、義務教育という

わけではありませんけれども、すべてのお子さんに提供していく部分ですね。それに対して、やは

り乳児保育というのは基本的にはオプションでありまして、必要な家庭には支援をするということ

ではありますけれども、全員が参加せよということではないでしょうから、そういう違いも踏まえ

ていく必要があろうと思います。そういう意味で、まだここで決まりという意味で整理したわけで
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はありませんが、概ねの方向を出していただけたかと思いました。 

ですけれども、今日、残念ながらというか、不手際と言いますか、もう一つの議題の「こども指

針（仮称）の構成等について」の資料を説明していただく時間もなくなってしまったようでありま

すが、小学校とのつながりの部分だけ説明していただくということで、申し訳ございません。 

そうしたら、お手元の資料の３番は次回ということで、そちらで丁寧に議論する。今日、御紹介

したい資料がございまして、それが参考資料３－１と３－２ですので、これを事務方からお願いし

ます。 

○濵谷課長 御説明いたします。参考３－１の「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方

について（報告）のポイント」でございます。 

 実は、これは本日この場をお借りいたしまして公表したものでございます。無藤先生に座長にな

っていただきまして、幼稚園、保育所と認定こども園と小学校教育の円滑な接続の在り方につきま

して、本年３月に文部科学省において厚生労働省の専門家にもオブザーバーに入っていただきまし

て研究した結果、本日発表に至ったものでございます。 

 「幼小接続の課題」といたしましては、ほとんどの地方公共団体で接続の重要性を認識いたして

おりますけれども、一方で接続の取組みについては都道府県レベルで 77％、市町村で８割が未実施

ということでございます。 

 その理由をアンケート調査してみましたところ、接続関係を具体的にすることが実践として難し

いというのが約半分。先ほど来、幼稚園と小学校教育の違いの話が出ておりますけれども、その違

いについて十分理解していない、意識されていないというのが約３割。それから、接続した教育課

程の編成に積極的ではないというところが２割ということでございました。 

 今回の報告のポイントといたしましては、幼児期の教育と小学校教育の関係を「連続性・一貫性」

でとらえる考え方を示すということでございます。教育基本法、学校教育法におきましては、教育

の目的・目標について、知・徳・体は連続性・一貫性を持って構成されておりますし、幼小接続を

体系的に理解するためには幼小接続の構造を三段構造、目的・目標、それを教育課程に落とし込み、

具体的な教育活動でとらえることが重要ではないかということ。幼小の教育の目標を「学びの基礎

力の育成」いう一つのつながりとしてとらえるというようなこと。それから、これが現場としては

非常に重要でございますけれども、幼児期の教育と小学校教育では互いの教育を理解し、見通すこ

とが必要ということでございまして、その際、幼児期の小学校教育はそれぞれの発達の違いを踏ま

えて充実させることが重要でございまして、一方が他方に合わせるものではないことに留意とされ

ております。 

 「幼児期と児童期の教育活動のつながりで捉える工夫を示す」ということで「三つの自立」、学び

の自立、生活上の自立、精神的な自立ということで、幼児期の終わりから児童期にかけてこういっ

た３つの自立を育成するということ。児童期においては「学力の三要素」を育成するということと

いうようなことが指摘されております。 

 具体的には、その学びの芽生えの時期、幼児期から自覚的な学びの時期という発達の段階の違い

からくる遊びの中での学びと、各教科の授業を通した学習という違いがあるわけでございますけれ
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ども、「人とのかかわり」、「ものとのかかわり」という中で、幼児期と児童期の教育活動のつながり

を見通した円滑な移行を図ることが必要ということが指摘されております。 

 また、一方で小学校入学時に幼児期の教育との接続を意識したスタートカリキュラムについての

編成の留意点を示しておりまして、具体的に留意点に示しますとともに、幼児期と児童期の教育双

方が接続を意識する期間を「接続期」というつながりとしてとらえる考え方の普及を図るべきとい

う指摘でございます。 

 簡単ではございますけれども、以上でございます。 

○無藤座長 私はこの報告の座長ということで責任を務めました。副座長はやはり委員の秋田先生

でございますけれども、委員として幼稚園、または保育所の先生方にお入りいただいて、幼保を含

めた幼児教育全体が小学校にどうつながるかということでの整理でございます。 

 既に幼稚園教育要領、保育所保育指針、また小学校の学習指導要領は改訂されたばかりであるわ

けで、それに対して新しいことをしようという意味ではありません。それぞれの改訂の際に、既に

接続に向けてのいろいろなポイントが含まれておりますので、それも改めて明示したというふうな

ことです。 

 ただ、その際に多少の理屈がありまして、幼児教育全体と小学校教育全体をどうカリキュラムと

してつなげるか。まずこれを議論いたしました。学びの基礎力を育てるというのがそういうことで

あり、また３つの自立を育成するということでございます。その上で、幼児期の終わりに向けて学

びの芽生えを育てていく。また、小学校低学年におきましては自覚的な学びを育てていく。その間

のつながりというものを、特に先ほど申し上げたように教育要領、保育指針で強調されている幾つ

かの活動を中心にしっかりやっていこう。また、幼稚園、保育所の先生方と小学校の先生方が相互

に理解しながら、幼児期を担当する人間は小学校教育の見通しを持ち、または小学校教育を担当す

る人間は乳幼児期からの育ちの見通しを持ちながら協力していこう。こういう提案ですので、是非

ごらんいただきたいと思います。また、これのある部分は当然こども指針（仮称）にも反映してい

ただければ幸いに思ってございます。 

 さて、ちょうど時間になってきたと思います。今日、最後の論点には入れませんでしたけれども、

非常に重要なところについて皆様方の御意見をちょうだいできましたので、本日の議論を改めて整

理して、次回引き続きましてこども指針（仮称）の策定のための基本的な論点について協議してい

きたいと思います。 

 次回の日程は、また追って事務局より御連絡を申し上げたいと思います。 

 それでは、時間がまいりました。本日の会合はこれにて終了いたします。本日はどうもありがと

うございました。 
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