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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５回会合 

 議事次第 
 

 

                   日 時：平成 23 年５月 26 日（木） 10:00～12:13 

                   場 所：中央合同庁舎４号館 12 階 1208 会議室  

 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

  （１）教育・養護のねらい及び内容について  

（２）家庭・地域との連携、子育て支援、小学校との連携・接続について  

 

３．閉 会  
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○無藤座長 それでは、定刻になったと思いますので「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５回会合を開始いたします。

本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。 
 開催に先立ちまして、１つ申し上げたいと思います。御存じかと思いますけれども、本

ワーキングチームの委員でございました大場先生の訃報をちょうだいしたところでありま

す。さる５月 13 日、大妻女子大学学長の大場幸夫委員が御逝去されました。 
 少し個人的なことを申し上げますけれども、私が同じ保育を研究する人間として多少の

先輩で、二十数年にわたっていろいろな形で御指導をいただいた先生でございます。また

もちろん、本会合におきましても２月まで、極めてお元気に貴重な御提言・御意見を出し

ていただいた記憶がございます。そういう意味で、本当に悲しい思いをしております。 
 そこで、故人に哀悼の意を表するということで、黙祷をささげたいと存じます。皆様、

御起立をお願いいたします。 
 黙祷。 

（黙  祷） 
○無藤座長 ありがとうございました。黙祷を終わります。 
 それでは、議事に入ります。本日の委員の御出欠につきまして、事務局から御報告をお

願いいたします。 
○藤原参事官 本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 
 全国国公立幼稚園長会副会長の荒木尚子様、栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合会

顧問の池節子様、NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会理事の松田妙子様、大阪市立大学

教授の山縣文治様、以上４名の委員におかれましては本日、所用により御欠席となってお

ります。 
 また、本日御欠席の委員の代理といたしまして、全国国公立幼稚園長会より同会会長の

池田多津美様、NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会より同会理事長の奥山千鶴子様に御

出席をいただいております。 
 以上でございます。 
○無藤座長 よろしいでしょうか。 
 それでは、早速、議事に入りたいと思います。まず初めに、事務局から資料の確認をお

願いいたします。 
○藤原参事官 資料の御確認をお願いいたします。 
 本日配付資料といたしまして、お手元を御確認いただければと思いますけれども、資料

１－１「教育・養護のねらい及び内容（案）」。 
 資料１－２「幼稚園教育要領・保育所保育指針対照表（教育・養護のねらい及び内容関

係）」。 
 資料１－３「平成 11 年保育所保育指針（抄）（保育の内容関係）」。 
 資料２「家庭・地域との連携、子育て支援について（案）」。 
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 資料３－１「小学校との連携・接続について（案）」。 
 資料３－２で、その参考資料となっております。 
 また、参考資料といたしまして、第４回こども指針（仮称）ワーキングチームにおける

各委員からの主な意見をまとめたものをお出ししております。 
 以上、漏れ等はございませんでしょうか。御確認いただければと思います。 
 以上でございます。 
○無藤座長 よろしいでしょうか。 
 それでは、早速中身に入りますけれども、本日は第５回目の会合でございますが、今、

御紹介がありましたけれども、議事が２つあります。１つが「教育・養護のねらい及び内

容について」。２番目が「家庭・地域との連携、子育て支援、小学校との連携・接続につい

て」であります。それぞれ、こども指針（仮称）の策定において非常に重要なところでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 
 初めに「（１）教育・養護のねらい及び内容について」の議論をいたしたいと思います。 
 議論がスムーズに進みますように、最初に①として教育のねらい及び内容、引き続いて

②で養護のねらい及び内容と分けて議論させていただきたいと思います。 
 それでは、議論に先立ちまして、事務局から教育のねらい及び内容に関連する部分につ

いての資料の説明をお願いいたします。 
○先崎企画官 資料１－１をごらんいただきたいと思います。「教育・養護のねらい及び内

容（案）」、そのうちの教育のねらい及び内容についてでございます。 
 資料の２ページで「（１）内容構成について」からでございます。 
 幼稚園教育要領と保育所保育指針は、従来より、その内容の整合性を図ってきておりま

す。教育のねらい及び内容については、おおむね共通しているというのは御案内のとおり

でございます。 
 その内容は５つの領域、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」から成るわけでござ

います。もう御案内の方も多いと思いますけれども、幼稚園教育要領は「教育要領」とい

う形では昭和 31 年から、保育所保育指針は昭和 40 年から始まっております。両方とも当

時は６領域という形から始まり、保育所保育指針につきましては、特に４歳児以降につい

て、この６領域という考え方がございました。保育所においては、３歳未満は違う、生活

や遊びを中心とした考え方でございました。 
 ３歳から６歳について、その内容をそろえていこうという形で、その後、昭和 39 年、

平成元年、平成 10 年というふうに改定が進んでまいりましたが、平成 20 年、つまり現在

の教育要領と保育指針以降は、平成元年から５領域になっておりますけれども、平成 20
年改定におきましては幼稚園教育要領、保育所保育指針、いずれも幼稚園においては３歳

以上、保育所は全年齢を対象として、この５領域が係るという形で構成をされております。

この５領域は、更に各領域において「領域の意義付け」「ねらい」「内容」で構成されてい

るところでございます。 
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 恐れ入りますが、資料１－２の３ページをごらんいただきたいと思います。３ページは

５領域のうちの一つ、「健康」についての内容を抜粋したものでございます。左側が幼稚園

教育要領、右側が保育所保育指針でございます。 
 まず「健康」とございまして、そこに「健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を

つくり出す力を養う」と書かれておりますが、いわゆるここが「領域の意義づけ」と呼ば

れているところでございます。 
 その後、ねらい、内容というふうに、保育所保育指針、幼稚園教育要領、いずれも来て

いるわけでございます。ここの構成は現在、幼稚園教育要領、保育所保育指針、いずれも

同じであるわけで、また、この意義づけとねらいを見ていただきますと、内容が全く同じ

であるということも確認できるかと思います。 
 元の資料１－１の方に戻っていただきまして、２つ目の○でございます。一方で、幼稚

園教育要領と保育所保育指針の構成には一部違うところもあるわけでございます。 
 幼稚園教育要領では、各領域ごとに「内容」に関する留意事項を「内容の取扱い」とし

て示しております。保育所保育指針では、「内容の取扱い」ではなくて、各領域共通の事項

として「保育の実施上の配慮事項」という形で示されているところでございます。 
 更に、幼稚園教育要領と保育所保育指針で示している内容項目にも一部違いがございま

す。また、漢字の表記等の表記法についての違いなども一部見られるわけでございます。 
 先ほどの資料１－２、健康のところを例に御紹介したいと思いますけれども、先ほど申

し上げましたように、３ページの意義づけ、ねらい、内容という構成についてはそろって

おりますし、その内容も、意義づけとねらいについてはそろっておりますが、内容もほぼ

同じなんですけれども、若干違うところがあるわけでございます。 
 「健康」について言えば、幼稚園のところは（５）で「先生や友達と食べることを楽し

む」という形になっておりますけれども、保育所保育指針では「健康な生活のリズムを身

に付け、楽しんで食事をする」という形で、これは実は幼稚園教育要領の（５）と（６）

を合わせて⑤という形で記載しているわけでございます。これはもともと保育所保育指針

に同様の内容があって、それらが冒頭に御紹介しましたさまざまな更新を経て来ていると

いう経緯を保育所保育指針としては踏まえているというところがあるわけでございますけ

れども、内容をそろえながらもこういったところがまだあるということでございます。 
 それから４ページをごらんいただきますと、左側に「３ 内容の取扱い」という形で、

幼稚園教育要領は各領域ごとにこういった内容の取扱いということが示されているわけで

ございますが、右側の保育所保育指針の方は「２ 保育の実施上の配慮事項」というもの

がまとめて書いてありまして、そこにそれぞれに対応する内容があるわけでございますけ

れども、記述にかなりの違いがあろうかと思います。こういった差があるということでご

ざいます。 
 もう一つ、内容項目の差ということでは５ページをごらんいただきたいと思います。こ

れも例示としての御紹介になりますが、５ページは「人間関係」という領域について示し
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たものですけれども、この内容の部分を見ていただきますと、保育所の方ですけれども、

①というところで「安心できる保育士等との関係の下で、身近な大人や友達に関心を持ち、

模倣して遊んだり、親しみを持って自ら関わろうとする」という項目が幼稚園教育要領に

は明示されていないということでございますが、これも過去の経緯からひもといていきま

すと、養護、つまり３歳未満の年齢を対象にして設けられた①の文章が保育所保育指針に

はこういう形で残っているということで、内容項目の違いがあるといったようなことでご

ざいます。 
 今、申し上げたような違いがあるということでございます。内容の取扱い、保育者が子

どもと接するときの配慮事項をどういうふうに記述するのか、その内容について、あるい

はその表記法の違いがあったということでございます。 
 それでは、資料１－１の方に戻っていただきまして、４ページをごらんいただきたいと

思います。その内容構成の論点ということで、①から④までございます。 
 まず①として「こども指針（仮称）」の教育のねらい及び内容については、現行の幼稚園

教育要領及び保育所保育指針と同様、５つの領域、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表

現」で構成することとしてはどうか。 
 ②として、幼稚園教育要領と保育所保育指針で一部異なっている各領域の構成について

は、「こども指針（仮称）」では、その整合性を更に図り、各領域を「領域の意義付け」「ね

らい」「内容」で構成することとしてはどうか。 
 ③として、現行の幼稚園教育要領の「内容の取扱い」や保育所保育指針の「保育の実施

上の配慮事項」を基に、その整合性を更に図り、教育の「内容」に関係の深い留意事項を

各領域ごとに規定することとしてはどうか。 
 ④として、幼稚園教育要領と保育所保育指針で一部異なっている内容項目や表記につい

ては、「こども指針（仮称）」では、その整合性を更に図り、原則として共通化することと

してはどうかということでございます。 
 もう一つの論点として、５ページで「（２）乳幼児の発達に応じた教育の内容について」

でございます。 
 幼稚園教育要領では、従来より、満３歳児から小学校就学前の幼児に対して、幼稚園教

育を行ってきたわけでございます。その幼稚園教育の基本として、幼児に育つことが期待

される心情、意欲、態度などのねらいを達成するために、教師が指導し、幼児が身につけ

ていくことが望まれるものを全年齢共通の教育の内容として示しているわけでございます。 
 保育所保育指針では、平成 11 年改定までは６か月未満児から６歳児までを８つの発達

過程の区分ごとに保育の内容を示しておりました。内容の大綱化を図る観点から、乳幼児

期に育ち、経験することが望まれる基本的な事項を、現在の保育所保育指針では全年齢共

通の教育内容として示しております。 
 その上で、乳児、３歳未満児、３歳以上児など発達過程に応じた特有の配慮事項を「保

育の実施上の配慮事項」、先ほど御紹介しました配慮事項という形でお示しをされていると
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いうことでございます。 
 ６ページで「イ．論点」で、全年齢共通の事項として示されている、現行の幼稚園教育

要領及び保育所保育指針の教育の内容を踏まえて、「こども指針（仮称）」の具体的な「内

容」を規定するものとするが、乳児、３歳未満児、３歳以上児など乳幼児の発達の特性に

一層応じた教育を行うために必要な内容として、ほかにどのような事項が考えられるか。 
 乳幼児の発達の特性に応じた教育を行う観点から、幼稚園教育要領や保育所保育指針を

基に、乳児、３歳未満児、３歳以上児のそれぞれの発達の特性に応じた留意事項を規定す

ることとしてはどうかということでございます。 
 少し資料の方で確認をさせていただきますと、今、申し上げた内容がまとまって出てま

いりますのは、資料１－２の 13 ページでございます。13 ページの保育所保育指針の方を

ごらんいただきたいと思いますけれども、こちらには「２ 保育の実施上の配慮事項」が

13 ページから 14 ページにわたって示されております。 
 「（１）保育に関わる全般的な配慮事項」「（２）乳児保育に関わる配慮事項」、それから

14 ページの「（３）３歳未満児の保育に関わる配慮事項」「（４）３歳以上児の保育に関わ

る配慮事項」という形で、５領域が全年齢の教育内容を示すものとして示されております

けれども、実際の配慮事項といたしましては（２）の乳児保育、（３）の３歳未満児、（４）

の３歳以上児という形で、ある程度の発達段階を踏まえて分けて書かれているということ

でございます。こういったことを踏まえつつ、乳幼児の発達における教育の内容を考えて

はどうかということでございます。 
 また、資料１－３といたしまして、平成 11 年の保育所保育指針の抜粋を御用意させて

いただいております。 
 この内容について詳細を御紹介する時間はございませんけれども、目次だけごらんいた

だきますと「第３章 ６か月未満児の保育の内容」から「第 10 章 ６歳児の保育の内容」

まで、合計８の過程に分けてその内容が示されていたわけでございますが、これを幼稚園

教育要領と保育所保育指針を整合性を図りつつ大綱化していくという中で、現行のような

御紹介を申し上げたような形になり、更に乳児、３歳未満児、３歳以上児という形で、配

慮事項という形で、乳幼児の発達に応じた教育の内容、配慮事項が示されているという形

になっているということでございます。 
 資料については以上でございます。 
○無藤座長 ありがとうございました。 
 それでは、皆様方から御意見をちょうだいしたいと思います。挙手をお願いします。 
 島田委員、藤森委員、どうぞ。 
○島田委員 島田教明でございます。 
 最初にお聞きしておきたいことがあるんですけれども、２月 16 日にこの会があって、

３か月ずっとなかったわけでございますが、昨日のワーキングチームを傍聴させていただ

いて、驚くほど状態は進捗している、こうやって積み上げてこられた、そのことには本当
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に敬意を表したいと私自身思うところであります。 
 ただ、その中で、「総合施設（仮称）」と「学校教育」という文言が出てまいりました。

傍聴していて、総合施設（仮称）に関してはある程度理解はできるわけですが、「幼児教育

と保育」という文言がなぜ、どの時点で、どのように「学校教育と保育」に変わったのか。

そのことも昨日は秋田先生が随分おっしゃっておられましたけれども、やはりこのような

指針を考える上で、私どもはまっさらでございますから、その辺りの具体的な話を聞かせ

ていただきたい。 
 特に地方におきましては、学校教育というのは義務教育という考えが強うございますし、

その義務教育のもたらした功罪で、本当に一時は学校教育は本当に神話のように慕ってい

たところがあるんですが、学校５日制、ゆとり教育の導入でいじめ、それだけではないん

ですが、とにかく学級崩壊等を起こす。そのようなこともあるわけですから、「学校教育」

という言葉の意味合いを、本当にどこまで思いを持たれてここに持ってこられたかという、

まずそこを聞かせていただかないと、なかなかこの指針の大事なところに入っていけない

のではないかと思うわけで、誠に申し訳ないんですけれども、最初に手を挙げさせていた

だいて、そこをお聞かせ願えればと思うところであります。 
○無藤座長 それでは、私の方から簡単に整理いたしますが、３つのワーキングチームで

さまざまな議論を積み上げてきたわけですけれども、特に幼保一体化の部分においてであ

ろうと思いますが、１つは「幼児教育」という言い方ですと何を指すか、いろいろな意味

合いが入り過ぎているということで、明確にしよう。また、「教育」という言葉についても

さまざまな意味合いを持っております。 
 それで１つは、教育基本法の第 11 条においては、幼児期の教育という非常に広い概念

がございますので、乳幼児期全体の教育を指すときにそれが一つの根拠になるのではない

かというふうに御指摘を受けたわけであります。 
 もう一つは、「学校教育法上の教育」というときに、従来の言い方で言えば「幼稚園教育」

になるわけでありますけれども、それは３歳以上、４時間程度というものを指しておりま

す。昨日の議論でも、それを保育所、あるいは新しい総合施設（仮称）にも広げるという

ことでありますので、そうしますと、幼児期において学校教育というものが、学校教育法

に規定されるところの従来の幼稚園教育に該当するもの、つまり３歳以上の１日４時間程

度のものを「学校教育」と明確に呼ぼうということで、それぞれ根拠法を明確にしていく

という意味です。 
 そして改めて、このこども指針（仮称）でありますけれども、こども指針（仮称）にお

いて、それでは「教育」というものをどういうものとして理解するか、「養護」をどういう

ものとして理解するか、また、「養護」と「教育」の関係はどういうものとして位置づける

かについては、まさに皆さん方の御議論の下で明確にしていきたいということであります。 
 そういう感じです。よろしいですか。 
○島田委員 はい。 
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○無藤座長 そういうことでございます。 
 それでは、藤森委員どうぞ。 
○藤森委員 おはようございます。 
 中身に直接御意見を申し上げたいんですけれども、最初に、普段の指針からもそうなん

ですが、違和感を感じていたのが、指針が２章が発達、３章が保育の内容というふうなつ

くりになっているんですけれども、このつくりの中で領域というものが、この資料の最初

の３ページにもあるように、発達の側面から５つの領域と書かれているときに、私としま

したら、本当は領域は、最初は２章に書いて、発達の特性があって発達過程と、発達の側

面というもので書かれる方が、現場としてはすごく発達を見る切り口なんだろうというふ

うにとらえるんですけれども、どうも、今みたいな書き方ですと、教える教科としてどう

してもとらえてしまいがちの構成があるというのは最初に感じます。 
 それを感じるのは、今回、幼稚園教育要領と指針がおおむね一致しているというんです

けれども、私としては非常に違う。一番最初の大原則があるんですが、まず、この比較表

で見るとわかるんですけれども、内容がどういうものかといいますと、幼稚園教育要領に

は指導する事項が書かれていて、指針は子どもが、保育所が援助して、環境に関わって経

験する事項。指導する事項と経験する事項というのは主語が全く違いますので、領域に対

する保育者の立場が全く違っていますので、そこはきちんと整合性を持たせるべきであろ

うということを感じます。 
 それから、５領域というものが一番最初の前提に書くべきなのは、子どもは領域で発達

するのではなくて、あらゆる総合的なもので発達されて、それをたまたま５つで分けて書

かれたという、総合的に発達するということを前提にきちんと書くべきで、領域で発達し

ていくのではなくて、さまざまなことが関わり合って総合的に発達するというのをまず前

提で書いて、それから、さまざまな領域から発達していくことが、子どもたちが教えられ

てすることではなくて、生活と遊びの中から子ども自身が経験していく中でこういうもの

が発達して、それを保育者がある見取りとして、この領域から見取っていく一つの観点と

しての５つの領域であるということを本当は前提にきちんと書かないと、突然、この領域

が５つに「ばん」と書かれてしまって、それで５つだけが指導する内容であるというよう

なことを書かれてしまいますと、非常にそれは教科の一つの前倒しみたいなとらえ方を、

「算数の代わりにこれ」とか、「国語の代わりにこれ」というようなとらえ方をどうしても

しがちになってしまいますので、そこら辺をもう少し、最初の部分を丁寧に書いてほしい

という気がしました。 
○無藤座長 私の座長といいますか、個人の、委員の意見になってしまうかもしれません

けれども、今、藤森委員がいろいろ丁寧に議論していただいた中身は、私は幼稚園教育要

領の中身と同じことであると理解しております。 
 また、幼稚園教育要領で言う「指導」という言葉は、誤解を受けやすいので変えるべき

なのかもしれませんけれども、小学校以上の教育で「教える」といいますか、「指導する」
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といいますか、そういうこととは大分違いますので、やはり子どもの経験というものを大

事にして、それをいかに環境を通して可能にしていくかという意味合いで使っていると私

は理解しております。 
 秋田さん、両方の作成に関わったので、何かございますか。 
○秋田委員 藤森先生が言われたことは、極めて重要なことだと思っております。無藤座

長が言われたように、「指導する」というのと「経験する」と書かれているのは、多分それ

ぞれの省庁の言葉であろうと思うのですけれども、教育行政上は教科以外のものは、小学

校以上も教科で区分しない内容を「領域」という言葉で表現しています。つまり教科では

なく、活動を中心にして、総合的なものを「領域」と呼んでいるので、明らかに位置づけ

上も教科とは違うということで、「領域」という言葉を使用しているのだと思います。 
ただ、本日の３ページの図の一番下に書かれていること、並びに藤森委員が言われた「発

達の側面から５つの領域を示している」という言葉ですけれども、専門的に言いますと、

東アジアの保育では、この「領域」の発想は「発達の領域」ではなく、「生活経験として子

どもに経験させたい内容で構成されている領域」という特徴を持っています。欧米の領域

区分は、例えば知的発達とか社会情緒的発達とかというような発達の特性で領域を構成し

ているのに対して、伝統的に東アジアでは、子どもの生活経験だから保育所保育指針に書

かれている子どもが経験する事項で構成されているのではないかと思います。ですので、

より正確な表現にすれば、これでわかるのですけれども、正確を期すれば、その表現の方

がより妥当かと思います。ねらっているところは、無藤座長が言われたところと同じとこ

ろですけれども、言い換えれば、そのように説明できるかと思います。 
○無藤座長 ありがとうございました。基本的には藤森委員、秋田委員の解説をいただい

たような方向で、それが理解されやすい言い方でまとめていきたいと思っておりますけれ

ども、ほかの委員の方はいかがでしょうか。 
 では、御園委員、どうぞ。 
○御園委員 本日の資料に、「教育・養護のねらい及び内容（案）」と示されています。養

護と教育の関係は表裏一体です。養護がどのようなものなのか、教育とは何を目指すのか、

それらを明確にするために、保育所保育指針では、「養護に関わるねらい及び内容」と「教

育に関わるねらい及び内容」とを分けて示していますが、養護と教育は一体的に展開され

るものです。 
養護で一番大事なことは生命の保持、つまり子どもの命を守ること。その後に情緒が安定

して、さまざまな環境に関わって子どもが学んでいく。このことが教育であると考えてい

ます。本日の資料は、「養護と教育」ではなく、「教育・養護のねらいおよび内容（案）」と

されていますが、今述べたことと同じことを指しているのでしょうか。 
○無藤座長 基本的に今日の提言は、今、御園委員のおっしゃったような方向で、言い換

えれば、保育指針で養護、そして教育というのが定義されておりますけれども、それをで

きる限り尊重しながら、幼稚園教育要領と整合性をつくろうと。基本的にはそういう考え
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です。 
○秋田委員 事務方に確認をさせていただいてよろしいでしょうか。私自身は、今日のと

ころでは養護と教育が順序としては極めて重要で、これまでそのように議論をされてきた

んですけれども、今日の資料が「教育、養護」と順序が逆転されているのは、たまたま共

通のところから話した方が議論がしやすいということで出されているのか、今後こういう

教育と養護という形になっていくのかは、事務方から、なぜこういう順序で議論をしたか

を伺いたいと思います。 
○無藤座長 では、お願いします。 
○先崎企画官 今、秋田先生が御指摘のとおりでございます。順番について、ここで決め

たいということでは全くなく、その共通の内容として教育を先に取り上げたという意味で、

それ以外に意味はございません。 
○秋田委員 確認ですが、つまり保育というものが養護と教育の一体的展開の中にあると

いう基本が前提で、今日は保育の中の養護と教育を議論しているという理解でよろしいで

すね。 
○先崎企画官 教育と養護というものが、こういう概念として保育を構成しているという

保育所の考え方はわかっておりますけれども、その辺りの概念整理は次回にまた時間を取

ってやらせていただきたいと思います。 
○無藤座長 もう少し明確にしますけれども、今、秋田委員の言われたことを是非御指摘

いただいて、そういう方向でまとめられればと私は思います。 
 藤森委員、どうぞ。 
○藤森委員 秋田先生に質問です。今、OECD で ECC とか ECEC とかいうときに、日本

語版がここで出ましたね。そのときに最後の「EC」を何と日本語版で訳すのかなと思って

いて、普通だったら当然、「教育と養護」と訳すかなと思ったら、「教育とケア」のままな

んです。「ケア」のままにしているということと、日本語の「養護」という言葉に訳すとい

うのは、OECD の観点ではどうあるんですか。 
○秋田委員 私は OECD の人間ではないので、OECD の会議には出ておりますが、多分

その「養護」というニュアンスと「ケア」というものを、例えば「ウェルビーイング」と

いう言葉をどのように日本語に訳したらいいかというところと極めて似た概念であるので、

「ケア」という方がより広い意味を持つと私自身は理解しております。答えにはなってお

りませんが。 
○藤森委員 一般の人に使われている「養護」という意味と、「ケア」の世話のようなイメ

ージ。ですから、順序が「養護と教育」であったり、「教育と養護」という場合に、例えば

養護を基盤として教育がされるといったら後でもいいような気がします。養護を基盤とし

て教育をするという全体が、教育するという意味合いだったら「教育」が先でいいような

気もするんですけれども、未満児が割と養護が中心であるという言い方であれば、「養護」

が先かなと。世界でも ECEC なのか ECC なのかは、かなり議論があるので、その辺の順
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序は割と重要な気もする。 
 それから、その養護ということが、生命のところですと情緒の安定ということで、示さ

れたことを私は評価するんですけれども、それが果たして「養護」という言葉で一般の人

がとらえるかどうかということなんです。その「情緒の安定」ということをとらえるかと

いうことは心配なので、この言葉で本当にいいのかなということを危惧しています。 
○無藤座長 田中委員、どうぞ。 
○田中委員 今日は 11 時に退席をさせていただくのをまず御了解いただきたいと思いま

す。 
 この委員会で今の言葉の部分をもう一度整理していくかということが、ある意味では一

番していただきたい。従来、省庁にまたがっていたわけで、さまざまな言葉が使われてい

たわけですが、その使われている言葉の中で整合している部分とずれている部分がかなり

あったわけで、そこを一つ整理した形で、次の昨日出ました制度設計の中には、当然その

評価とかいう問題も出てくるわけですから、そこの整理を是非時間をかけてしていただき

たいと思っています。以上です。 
○無藤座長 ありがとうございます。そのとおりにさせていただきます。ほかに教育のこ

の部分について、何かありますか。よろしいでしょうか。 
 そうしたら、次に②養護のねらい及び内容についての議論に移りたいと思います。それ

では、続きまして、その部分の説明を事務局からお願いいたします。 
○先崎企画官 資料１－１の７ページをお開きいただきたいと思います。「２．養護のねら

い及び内容について」でございます。 
その構成でございますが、保育所保育指針では養護は御案内のように、生命の保持、情

緒の安定の２つから成り立っております。また、その領域はねらいと内容で、それぞれ構

成をされております。 
 資料１－２の 16 ページをごらんいただきたいと思います。養護のうちの生命の保持の

部分を抜き出したものでございます。この構成をごらんいただいてわかりますように、

「（ア）ねらい」、「（イ）内容」という形になっておりますが、先ほどの教育の部分と比較

をいたしますと、領域の意義づけに相当するもの。つまり生命の保持の方向性を示してい

るものがこの養護の中にはないというのが、教育と比較した場合、一つ挙げられます。 
 資料１－１の７ページの２つ目の○でございます。養護の各領域は教育の各領域の冒頭

に示されている領域の意義づけがないということと、内容の取扱いというものがございま

せん。一方、乳児、３歳未満児、３歳以上児など、発達の過程に応じた特異の配慮事項を

先ほど教育のところで御紹介いたしました、保育の実施上の配慮事項という形で示されて

いるところでございます。 
 こういったことを踏まえて、８ページの論点でございます。こども指針（仮称）の養護

は、現行の保育所保育指針と同様、生命の保持、情緒の安定の２つで構成するということ

としてはどうか。 
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養護の各領域の構成については、保育所保育指針と同様、ねらい、内容で構成するほか、

教育の領域と同様に、領域の意義づけというものを新たに示すこととしてはどうか。 
現行の保育所保育指針の実施上の配慮事項を基に、養護の内容と関係が深い留意事項を

各領域ごとに規定することとしてはどうかということでございます。 
９ページ、今度はその内容についてでございます。「ア．現状」でございますが、保育

所保育指針では、これも先ほどの教育の場合と同じですけれども、以前は６か月未満児か

ら６歳児までの８つの発達過程区分ごとに保育の内容が示されておりました。内容の大綱

化を図る観点から、どの発達区分にも共通する基本的な事項を全年齢共通の養護の内容と

して示しております。今、ごらんいただいたものです。 
その上で、乳児、３歳未満児、３歳以上児など発達過程に応じた特異の配慮事項を保育

の実施上の配慮事項として示しているわけでございます。 
資料１－２で確認をいたしますと、18 ページをごらんいただきたいと思います。18 ペ

ージに書かれている内容は、実は先ほどの教育のところで出てきました配慮事項と同じも

のを再掲しております。配慮事項は教育と養護を併せて規定しているものでございますけ

れども、（１）配慮事項というのが養護と教育の両方の内容から構成をされています。（２）

は乳児保育に関わる配慮事項ということで、（ア）～（オ）までございます。乳児という発

達の特性を踏まえてということもありますが、養護的な内容が非常に多くなっております。 
19 ページに行きますと、３歳未満児、３歳以上児となっていますが、養護的な内容につ

いては共通の配慮事項や乳児保育のところに書かれているということもございまして、３

歳児、４歳児といくに従って教育に関する配慮事項が増えてきている。特に（４）の３歳

以上児につきましては、その多くが教育に関する配慮事項になっているという構成になっ

ているわけでございます。 
そこで論点でございますが、資料１－１の 10 ページでございます。全年齢共通の事項

として示されている、現行の保育所保育指針の養護の内容を踏まえて、こども指針（仮称）

の具体的な内容を規定するものとするけれども、乳児、３歳未満児、３歳以上児などの乳

幼児の発達の特性に一層応じた養護を行うために必要な内容として、ほかのどのような事

項が考えられるか。 
乳幼児の発達の特性に応じた養護を行う観点から、保育所保育指針を基に、乳児、３歳

未満児、３歳以上児のそれぞれの発達の特性に応じた留意事項を規定することとしてはど

うかということでございます。 
資料の御説明は以上でございます。 

○無藤座長 それでは、今の御説明を踏まえて御議論をお願いしたいと思います。どなた

でも結構です。 
 では、藤森委員、どうぞ。 
○藤森委員 度々ですみません。養護に関してですけれども、亡くなられた大場先生とよ

く話していたときに、「今回の指針の改定で、生命の保持と情緒の安定を規定することによ
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って、養護がすべての年齢においての基本になるものだ」といって、割と誇りにいつも言

っていたんです。ですから、「小学校にも使えるんだ」ということを言っていましたので、

私としてもそれをすごく感じていて、今回の提案では多分そうなるとは思うんですけれど

も、未満児だけに養護の面を閉じ込めないでほしいなと思います。すべての年齢において、

この養護ということは必要であるということ。本来は生命の保持も違うとらえ方をすると、

本当の学校教育でもきちんと子どもたちの命が守られ、安全が守られることが教育の基で

あることもあるので、生命の保持、情緒の安定についてもすべての年齢において関わる大

事なことなんだというとらえ方で是非。今までは指針の方しか書いていないので、未満児

だけに閉じ込めないで、すべての年齢に取り上げてほしいなという思いをしています。 
○無藤座長 藤森委員の御提言の方向に進める所存であります。ほかにいかがでしょうか。 
 渡辺委員、どうぞ。 
○渡辺委員 藤森委員と同じような意見にはなると思いますけれども、私は現場にいて、

これは別に幼稚園も保育所も同じですが、管理的になっていたりとか、保育者が子どもを

引っ張っていく傾向がある。例えばおむつの交換でもそうですし、午睡にしても寝かさな

ければいけないとか、おむつを替えなければいけないというような感じだったり、幼稚園

だったら何かをさせなければいけないという話になっていったときに、その前提になるの

はどう踏まえても、子どものそばに保育者がいるという意味で、「あなたはあなたで大事だ

よ」という、そのところが多分養護だと思うんです。 
小学校の教育も多分同じだろうと思うんですけれども、そのことがきちんとなされるか

ら、子どもが自分を出せるようになり、その中で遊びでしたり、生活とか保育の質という

のを考えていったときに、それがきちんと行われることで生活が豊かなになっている、保

育の質が豊かになっていくということを、どうやって現場がわかるようにとか、保護者が

わかるようにということをきちんとしておかないと、「指針で定義をしていることはこう

だ」と、この会議の中ではわかっても、実際上は「預かってもらえればいい」とか、生命

の保持といったら「何か食べさせてくれればいい」とか、「散歩に行ってくれればいい」と

いうことになる。そうではなくて、一人ひとりの子どもが本当に健やかに育っていくとい

うことを、保育の内容とか養護の内容をどういう言葉で示すかというのは結構難しいなと

思っています。 
どちらかと言ったら心の部分というか、人とのコミュニケーションが育っていないという

ところで、本当に保育者が一人ひとりの子どもを丁寧に扱っていくということが保育の本

質だということを改めてきちんと言わないいけない。その前提がなければ、「養護」とか「教

育」という書き方をすればするほど、教育は何かさせるもの、養護は世話をするものとい

うようなとらえ方で保育が進んでいくという危険性を感じてしまうんですけれども、その

辺のところをどうするかというのは、議論されるべきではないかと思います。 
○無藤座長 まさにおっしゃるとおり議論をしていただきたいので、今後そういう場を更

に設けたいと思いますけれども、それとともに大分間が空いてしまいましたけれども、思
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い起こしていただきたいのは、このこども指針（仮称）につきましても、幼稚園、保育所

あるいは新しい総合施設（仮称）ですが、そういうものの指針にしていこうということが

基本ですが、それとともにもう少し広く子育て全般、あるいは子育て支援とか家庭教育な

どにおいても参考になるようにしたいというのが当初御議論をいただいたところです。 
 そういう意味では、例えば保護者の方にも理解できるような言い方も工夫をしなければ

ならないのではないか。もちろん、専門的な保育として十分できる記載が必要ですけれど

も、同時にそういった工夫も要るという意味では、今後、御議論を是非お願いしたいと思

っております。 
 それでは、ほかには。では、どうぞ。 
○岡上委員 全国幼児教育研究協会の岡上でございます。私どもの団体は幼稚園の教員と

保育所の保育士等も参加をしている団体でございますが、私は幼稚園の出身でございます

ので、幼稚園のことが中心になってしまいます。 
 今の御議論を伺っていましても、私などが教員としてやっていたときに、教育要領を見

ていて一番大事なことは、教育要領の総則の第１の幼稚園教育の基本というところに、今、

渡辺委員等がおっしゃられた大事なことがそこに書かれていて、その基本を読んで、「指導」

という言葉も、先ほど秋田先生が概念を規定してくださったような解釈をずっとしてきた

んです。 
 ですから、そういう意味から考えますと、やはりそういう一番大事なことをどこかに代

表して書くということがあると、誤解を受けなくて済むのではないかという気がして、皆

さんの御議論を聞いておりました。 
○無藤座長 小田委員、どうぞ。 
○小田委員 参考になるかどうかわかりませんが、私は今、特別支援教育総合研究所とい

うところにおります。実はこの特別支援教育総合研究所の５年前の名前は、特殊教育総合

研究所という名前でした。 
「特殊教育」から「特別支援教育」へ変わるということの哲学は何だったかというと、

「特殊教育」という時代は障害という法的に決められたもので、基本的に目的が障害に応

ずる教育をどう研究して考えるかということだったんですが、「特別支援」という形に変わ

ると、すべての子どもが対象になってくる方向へ変わるわけです。 
そういうときに考えられた哲学は何だったかというと、一人ひとりのニーズに応じると

いう形に変わっているわけです。私ども特別支援教育総合研究所の者は障害に応ずるとい

うだけではなくて、一人ひとりのニーズによる。一人ひとりが一人ひとり違うということ

が、障害があったとしても違う。健常な子どもたちも一人ひとり違う。その子どもたちの

ニーズにどう応じていくのかという形なんです。もともと幼児教育の生命線は、一人ひと

りが違った形の中で応じていくという教育だったという理念を出しているんですが、先ほ

どの例えば「指導」という言葉が入ってくることで変わってきたんだろう。その辺はもち

ろん、文部省という一つの長い歴史の中で、「指導」という言葉の重みを持っているために
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やった。でも、「指導」というのはあくまでも、大人がどう指導をするかということではな

くて、教師と子ども、子どもと子どもという関係性の中に「指導」という言葉が存在する。

そういう形の中なので、一人ひとりのニーズ、一人ひとりが違っているという取組は、子

ども一人ひとりの主体性と言うことが大事。 
 しかし、教育施設、集団施設であるとするならば、教師ないし保育者というものは専門

家だということ。専門家であるということには意図性を持たなければならないという形な

ので、主体性と意図性という形で一人ひとりに応じるということを理念にしてやってきた

わけです。そのところの言葉がうまく、確かに渡辺先生がおっしゃるように、きちんとし

た形で通じなくて、どちらかをたくさんの方にするという議論の中にあったことは事実だ

と思います。今はいい契機になってきているので、一人ひとりが違って、一人ひとりのニ

ーズにどう応じるかということが生命線だとすれば、そのことが養護のことに書かれてい

ることとの通じ合いが出てくるだろうと思っているので、その理念をどのような形で生か

していくかというのは、とても大事ではないか。 
何か偉そうな言い方でしたら申し訳ないのですが、自分自身が関係している、５年前に

変わったこととの関係性の中で感じたことを申し上げました。ありがとうございました。 
○無藤座長 大きな２点を御提言いただいて、ありがとうございました。 

若盛委員、どうぞ。 
○若盛委員 全国認定こども園協会の若盛でございます。皆さん方の御意見を拝聴させて

いただいておりまして、やはり最初に秋田先生がおっしゃっておりましたけれども、養護

の件につきましてもそうですけれども、私は総則の中にきちんとした、どう育てていきた

いのか、次の時代のために何が必要なのかということを大前提とした、今までの教育要領

も指針もあったと思うんです。それらを一本にしていくという前提での、今いろいろな内

容についての検討をしているのではないかと思っております。 
 その中で最終的には、やはり一本化したときにどうあったらいいかという大きなまとめ

というものをしていかなければいけない。今までもそうなんですけれども、私たちが願う

ところである、最終的には大きなことなんですけれども、児童憲章であるとか日本国憲法

であるとか、やはりそれが当然の流れとしてつくられていての今の要領と指針だと思って

おります。 
その辺のところを再度確認ができるといいのではないかということと同時に、現場の先

生方は実際問題として、この指針や要領を熟読した上で取り組んでいるわけではなくて、

毎日の保育計画であるとか、その日の出来事について、めいっぱいであったりするけれど

も、きちんとした振り返りの中で、この指針や要領との整合性を図っていかざるを得ない

ということがあるものですから、できるだけわかりやすく、そして、保育者だけでなく、

保護者にとっても今、何を子どもたちのために支えていただいているのか。学びという部

分での経験をさせていただいているのかということが整理されていかれるといいのではな

いかという気がするんです。そんな意味で、やはり総則というのでしょうか。総論の中の
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見直しもきちんとしておく必要があるのではないかという気がしております。 
○無藤座長 ありがとうございました。 

それでは、池田委員代理。 
○池田委員代理 ありがとうございます。本日、私は代理で出させていただいております

全国国公立幼稚園長会会長の池田でございます。 
 こども指針（仮称）において、幼児期の学校教育と保育の両方について、より質の高い

内容を目指す、そのための指針であるということで、大変重要だなと改めて思っていると

ころです。 
 養護ということでございますけれども、私も３歳児以上の幼稚園でずっとやってきてお

りますが、現場で３歳以上の子どもたちでも、やはりこの養護の必要性をすごく感じてお

ります。そして、今後、総合施設（仮称）という形になったときに、長時間同じ場で保育

を受けるとなったときに、この養護ということをやはり丁寧に書いていただいて、現場の

保育教諭がしっかりとした、一人ひとりに応じた学校教育及び保育ということをやってい

ただけたら大変ありがたいかなと思っております。 
 それと同時に、この後、家庭との連携や子育て支援のことについてもお話があると思い

ますけれども、やはり幼児期というのは、家庭、保護者との関係というものが、子どもの

情緒の安定ということに大変関係してきておりますので、是非この辺りもしっかりと指針

の中に盛り込んでいただければと思っております。 
 以上です。 
○無藤座長 ありがとうございます。 
 では、島田委員、どうぞ。 
○島田委員 小田先生が言われて、一人ひとりに応ずることが大事なんだということを今、

おっしゃいましたけれども、私もそのことが一番頭にあるので、先ほど冒頭に申し上げま

した学校教育ということを非常に大事に、丁寧に伝えていきたいと思うんです。 
 本当に十把一からげに大変多くの人数をやっていた。そのときの弊害というのは大変あ

るわけでございまして、それをそのまま持ってくるようにとらえられると、これは大変な

方向に行って、私どもの意図とは違うことになるのではないかと、その危惧を持っており

ますし、養護についても、全く同じような意味合いを持っておるわけでございますので、

本当にわかりやすく、本当にお茶の間目線ぐらいまで下げていただいて、伝えていく努力

をこの中でもしていただければと思います。 
○無藤座長 ありがとうございます。 
 では、田中委員、どうぞ。 
○田中委員 養護にしても、教育にしても、言葉が定義されてきて、今、小田先生が言わ

れたように、幼児教育は一人ひとりの育ちにどれだけ寄りそうのかというのを教師は課題

として持っておるわけですが、現状、大きな集団で保育を行わなければならない現状があ

って、このような指針で書かれている部分と現状のはざまの中で保育の現場が疲弊してい
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るということがあります。 
 昨日の制度設計のところでも、やはり質の向上がなければ、この指針が何を掲げて、何

を話してもという形で、ますます現場とここで話している内容がずれていく。そして、そ

の中で保育者であり、子ども、施設が苦しんでいくという構図にならないように、昨日は

大枠の枠組みができたわけですから、質の向上を。特にすべての子どもたちに対して良質

な教育を施すということに関しまして、現場の教師の努力にすべてを委ねるだけではなく

て、枠組みをつくっていく方向を是非お願いしたい。そして、その土台としてこの指針が

あるんだという形でまとめていただけることをお願いします。 
 以上です。 
○無藤座長 ありがとうございます。今日は政治家代表として林先生もおいでですから、

是非伝えていただきたいと思います。 
 秋田委員、どうぞ。 
○秋田委員 これは座長代理ではなく、個人の意見として言わせていただきたいと思いま

す。 
 私は、この資料をいただいて、大変懸念を抱いております。８ページ目でございますけ

れども、「養護」が、「現行の保育所保育指針と同様、「生命の保持、情緒の安定」の２領域

で構成することとしてはどうか」と書かれているのですが、現行の保育所保育指針では、

生命の保持と情緒の安定は「領域」では構成をしておりません。「領域」というのは、教育

で先ほどお話しましたように、教育内容の経験すべき事項として、意図性の含まれたもの

が「領域」と呼ばれております。 
 それで、あくまでも「養護」というのは「ケア」であり、すべての根幹にあって、その

根幹の上に意図的な内容、経験させるべきものが「領域」として構成されるというのが、

保育所保育指針の思想でございました。 
ですから、「養護」が保育所では極めて重要な意味を持ってきましたが、今回それがい

つの間にか「領域」という言葉で語られているというのは、これは事務局に伺いたいので

すけれども、学校教育法上に位置づけるためには「領域」という言葉にならざるを得ない

のか。あくまでも保育所保育指針をつくったときには、教育の内容は領域で決めています

が、養護の部分は意図的に「領域」という言葉を使わず、保育士等が行う援助や関わりと

してすべての根幹にこの２つのことが、分けることなく流れている、それが養護と教育が

一体的であるという構成でつくられてきたわけですが、これを領域に変えるという説明の

意図は何かを伺いたいんです。 
○無藤座長 では、事務局お願いします。 
○先崎企画官 大変失礼いたしました。この「領域」という言葉でくくるかどうかは、実

は事務局も非常に悩んでおりまして、結論から申し上げれば、秋田先生が申し上げたよう

な趣旨はございません。 
 何というふうにこの２つを呼んだらいいのかというのも、事務局も両者で悩みまして、
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それで「領域」と書かせていただいたのですが、確かに先生御指摘のとおり、その領域が

教化活動とそれ以外の領域という指導要領の形式がありますが、当然その「領域」とは違

いますし、「５領域」とも異なるということは、私どもも認識しております。 
 説明のときに、私どもは自信がなかったので「領域」と使わずに「２つ」と御紹介させ

ていただいたのですが、ここの「領域」というところは、先生の御指摘を踏まえて、資料

の方も考えたいと思います。 
○無藤座長 ということで、私も保育指針の議論の詳細を理解しておらず、「領域」という

仮の表現のまま見過ごしておりましたけれども、まさに大場委員がいらっしゃったら、適

切に御指摘いただけるところでありますね。ここにはそれ以外に、保育指針の作成にも関

わった方、また詳しい方が大勢いらっしゃいますので、何か用語があった方がいいと思う

んです。 
 つまり、養護について２つのことがあるというのは説明しにくいので、「領域」という言

葉にこだわるわけではないので、２つの何かから構成されている「何か」を呼ぶ用語が何

かあった方がいいとは思っておりますので、思いついたら是非御提言いただきたいと思い

ます。 
 ほかにいかがでしょうか。順番に、まず藤森委員、次に竹下委員。 
○藤森委員 論点の内容を書くときに、乳児３歳未満児、３歳以上児と特性に応じて書く

ということなんですけれども、まず１つは、今、指針の方に、乳児保育に関わる配慮事項

と書かれている中で、随分乳児に関係なくてもすべての子どもに関係するようなこともあ

ります。例えば最後に、それまでの経験や発達過程に留意して、職員間で協力して対応す

るのは何も乳児に限らないとか、もっと全体的に、その前の保護者との信頼関係を築きな

がらというのも幼児にも関係するので、最初から３つに分けて配慮事項を書くというより

も、まず全体の配慮事項をきちんと書いて、そして特別に年齢に関してという書き方をし

ないと、自分が担当になったところしか読まないような気がするので、もうちょっと全体

の配慮事項というんですかね。まずそれを書いた上で、特別に年齢で分けるような書き方

をしないと、最初から３つに分けて書いてしまうと、構成上どうかなという気がしました。 
○無藤座長 それは是非行いたいと思っております。 
 では、竹下委員、どうぞ。 
○竹下委員 ちょっと間が開いてしまったので、連日ご出席の方と違い、なかなか議論に

うまく的確にコメントできなくてもどかしい思いをしています。 
 先ほど秋田委員がおっしゃっていた「領域」という言葉に関して、私も事務局の方の説

明を聞きながら、何でここは「領域」と言わないで飛ばしていたのかなと思って気がつい

ていました。 
 学校教育法で「領域」という言葉の使い方としても、分けることに対しても、抵抗感が

あります。普通の人がこれを読んで、家庭での子育てにどういうふうに使っていくか、自

分に照らし合わせてやっていくかというときに、「領域」で区切れないと思ってしまう。例
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えば養護の部分、生命の保持と情緒の安定といったときに、では命を守るということと、

心を守るということというのは、うまく切り分けられなくて、すごくもどかしいというか、

聞いていても、愛情を持って子どもと接するということを言ったときに、法律用語では「生

命の保持と情緒の安定」ということになるんだと思うんですが、命を守るのは、心がない

と命は守れないし、心がないのに命はないとかということをいろいろ考えて、では命と心

を分けることが果たしてできるのか。健康という概念に関しても思っていたんですが、「病

気ではないことが健康ではない」と WHO などでも言われていますけれども、命を守ると

いうことは、心の問題を抜きにしては語れないということもあるので、そこの部分をうま

くどういうふうに言ったらいいのか難しいんですが、そこは普通に考えるとすごく分けに

くいなと感じています。 
 では、領域の意義づけを新たに示すこととしてはどうかと書かれているのですが、その

意義づけをここで示す必要があるのかどうかも、私には今わからない状態になっています。 
 すみません、うまくまとまっていないです。 
○無藤座長 まさに竹下委員御指摘のように、教育の５領域もそうだとは思いますけれど

も、養護の２つの領域というか何というか、それもやはり専門の保育者にとっては、ある

程度分けて示してくれないとわかりにくいんですが、もちろん、不可分なものです。 
 そういう意味では、冒頭の部分でそのつながりというんですかね。総合的に、体と心と

大ざっぱに言えば分けられるのかもしれないけれども、特に乳幼児にとっては、それは入

り混じったものですから、そういうことをもう少し書けるような形にしたいなということ

が何となくのイメージとしてあります。 
 では、奥山委員代理、どうぞ。 
○奥山委員代理 ありがとうございます。先生方の御議論を聞いていて、非常に頭が整理

されるような、混乱するような、そんな状況です。 
 ひとつ、保護者に向けてということが、この後もお話に出てくるとは思いますけれども、

まずは子どもの尊重されることや、子どもたちの健全な発達という子どもに着目するとこ

ろがひとつあって、生命の保持や情緒の安定ということがあると思うんですが、一方で保

育者や保護者、子どもに関わる人の関係性というのをここで整理をするということなのか

なという見方もできるわけです。それは今回、保育者だけではなく、教師だけではなく、

保護者も子どもとの関係というところが少し見えてくると、非常に新しいものになるので

はないかと思います。今までは、保護者はきっと当然やっているだろうという前提の中で、

そこは外されていたと思います。もっと保護者の方にも、子どもの育ちに大事なことはこ

ういうことだと。それで保育者や先生方と、また同じような形で、保護者も子どもとどう

関係を持つのかというところが少し整理されて見えてくると、私たちにとっても非常に学

びになる指針になるのではないかと感じました。 
○無藤座長 ありがとうございます。 
 若盛委員、何かありますか。 
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○若盛委員 今の養護のところで、２つの生命の保持、情緒の安定ということでの名称に

ついての話が出ましたので、これはもちろん、この２つのことだけではないんですけれど

も、昨日、総合施設（仮称）という話の中で、幼保を一体にした形を前提にした新しい仕

組みについてということで、質の高い保育を目指していく上での内容を検討していくこと

が必要だという話が出ました。 
 そこで、大変ありがたかったのは、現場の保育者だけではなくて、そこに対しての養成

所であったり、大学の専門の先生方のお知恵を生かしていく必要があるのではないだろう

かというお話が出されました。 
 今回の教育要領と指針の内容とねらいの検討についても、先ほど小田先生もおっしゃっ

ていましたように、その時代時代の中での、次の時代を担う子どもたちのためのことを思

いながらの文言であり、仕組みを考えてこられたと思っておりまして、やはり私たちはな

かなか客観的に分析をしながら組立てていくということが増えてございますので、是非と

も幼保一体での内容と関係がありますが、この指針の中にも、専門の先生方のお知恵を是

非とも生かした内容にしていただけると大変ありがたいのかなという気がしております。 
名称にしてもそうですし、指導要領とこども指針（仮称）という２つの表現があります

けれども、そこを新しい形で「保育要領」という名前だとか、その辺のところもひとつ関

わりとして含んでまとめていただけたらありがたいなとは思っております。 
○無藤座長 いろいろな専門家の意見も聴取する機会は、多分つくれると思います。 
 それでは、時間でもありますので、ちょうど奥山委員代理からの御指摘もありましたが、

２番目の議題として、家庭、地域との連携、子育て支援、幼小接続ということで資料を用

意してございます。 
 ここも分けて議論させていただきますけれども、まず１番目といたしまして「家庭・地

域との連携、子育て支援について（案）」ということで、事務局から資料の御説明をお願い

します。 
○先崎企画官 資料２をごらんいただきたいと思います。「家庭・地域との連携、子育て支

援について（案）」という資料でございます。 
 １ページでございます。 

現状ということで、家庭・地域との連携と子育て支援のそれぞれについての現状でござ

います。 
 家庭・地域との連携については、幼稚園教育要領、保育所保育指針ともに、家庭や地域

での子どもの生活の連続性を図ること、家庭や地域との連携や協力、地域の資源の積極的

な活用といったことについて記述をされております。おおむね同様の内容が規定されてい

るわけでございます。 
 資料の２ページをごらんいただきたいと思います。こちらが家庭・地域との連携の要領、

指針の比較でございます。 
 左側の要領でいきますと（８）でございます。この文章は３つから構成されております
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が、その３行目ぐらいのところに「幼稚園における生活が家庭や地域社会と連続性を保ち

つつ展開されるようにすること」という記述がございます。 
 保育所保育指針の方では「子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携し

て保育が展開されるよう配慮すること」といったことが書かれております。 
また「その際」といたしまして、要領、指針ともに、関係機関との協力、地域資源の活

用といったようなこと。それを経て、生活体験を始めとした教育、保育の内容の充実が図

られるよう配慮することといったことが要領、指針ともに書かれているわけでございます。 
 １ページに戻っていただきまして、子育て支援でございます。 
 子育て支援につきましては、幼稚園教育要領では、幼稚園の目的の達成に資するため、

幼児の生活全体が豊かなものとなるよう、家庭や地域における幼児期の教育の支援に努め

る観点から、子育て支援についての記述を大綱的に規定しております。保育所保育指針で

は、保護者に対する支援の基本、保育所に入所している子どもの保護者に関する支援、地

域における子育て支援に項目を分けて記述をして、子育て支援に関する規定を置いている

わけでございます。 
 お手元の資料の３、４ページをごらんいただきたいと思います。子育て支援の部分の要

領と指針の比較でございます。 
 幼稚園教育要領の方は、指導計画の作成に当たっての留意事項というところに、一般的

な留意事項の中に、１つ子育て支援について取り上げております。その内容は、２行目に

ありますように「家庭との連携を十分に図るなど、幼稚園における生活が家庭や地域社会

と連続性を保ちつつ展開されるようにすること」ということを挙げた上で、「その際」とい

う形で先ほども紹介しましたが、地域資源の活用でありますとか、家庭との連携に当たっ

て、保護者との情報交換の機会を設けるということ、あるいは保護者と幼児との活動の機

会を設けたりすることを通じて、保護者の幼児期の教育に関する理解が深まるように配慮

するということがあります。 
 その下の第２の最後の２行でございますけれども「地域における幼児期の教育のセンタ

ーとしての役割を果たすように努めること」ということが書かれているところでございま

す。 
 保育所保育指針の方でございますが、教育要領と比べると多くの紙面も割いて中身につ

いて書いているところでございます。大きく３つから構成されておりまして「１ 保育所

における保護者に対する支援の基本」「２ 保育所に入所している子どもの保護者に関する

支援」「３ 地域における子育て支援」ということが内容として詳しく書かれているところ

でございます。 
 教育要領、保育指針のいずれも意味するところは同じでございますけれども、その書き

方、取扱い方が異なるところがあるということでございます。 
 ５ページは、論点でございます。 
 現行の幼稚園教育要領や保育所保育指針の規定を基にこども指針（仮称）においても、
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家庭・地域との連携、子育て支援に関する事項を規定することとしてはどうか。 
 その際、現行の幼稚園教育要領や保育所保育指針に規定している事項のほか、ほかに盛

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。 
 規定するに当たっては、地域や施設、子どもの実情に応じた取組が推進されるよう、こ

ども指針（仮称）に規定している事項は大綱化する方向で検討することとしてはどうかと

いう２点を挙げさせていただいています。 
 以上でございます。 
○無藤座長 ということでございますので、何か御意見をお願いしたいと思いますが、挙

手をお願いします。 
 奥山委員代理、どうぞ。 
○奥山委員代理 このたび家庭の子育て支援及び新しい幼稚園、保育所での子育て支援に

ついて、うまくこども指針（仮称）の中に位置づけていただくという方向が出されたこと

については、非常にありがたいと思っております。 
 やはり、それを位置づけるに当たっては、まず、なぜ今、子育て支援が必要なのかとい

う背景をきちんと盛り込んでいただかないと、やはりなぜ親に対してそんなに支援が必要

なのだという意見がどうしても出てくるんだろうと思います。そういった意味では、子ど

もが健全に育っていく過程において、今、核家族で孤立しており、子育てになかなか自信

を持てない若い世代の人たちが、自分たちのせいではなくて、社会システムの中において

育児が困難であると。その背景の中で子育て支援が求められているんだということを明記

していただかないと、やはり親になる世代にとっては、このことが非常につらいものにな

らないようにしていただきたいというのが１つございます。 
 その上で、やはり幼稚園教育要領の中にある、幼稚園における生活が家庭や地域社会と

の連続性を保ちつつというところの地域社会との連続性が、今、まさに保てなくなってき

ているということが、非常に難しさということだと思います。そのことを踏まえて、やは

り保育所保育指針の方では、保護者への関わりですとか、保育所そのものが地域社会との

窓口になり、受入先になるという記述が、地域の子育て拠点としての機能も果たすのであ

るということで書かれていると思います。 
 やはり、今、そういった時代背景の中で、この新しい施設が果たす役割というのをきち

んと明確に位置づけるということが大事ではないかなと感じております。 
○無藤座長 基本的な方向性をありがとうございました。 
 ほかにいかがでしょうか。秋田委員、どうぞ。 
○秋田委員 個人的な意見ですけれども、保育所保育指針の６ページ目です。地域におけ

る子育て支援ということで、（２）のところに「市町村の支援を得て」という言葉が書かれ

ております。こども指針（仮称）は、こども園（仮称）全体に適用されるのか、総合施設

（仮称）に適用されるのか、その位置づけが極めて重要だと思いますけれども、こども園

（仮称）全体にもし当てはまるとすると、今後基礎自治体が実施の中心になりますので、
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これが国がつくる指針であるとすると、あとは「各園にこうしなさい」というものだけで

はなく、やはり市区町村のレベルが何をすべきなのかを、子育て支援についてもきちんと

書き込むことがないとならないと思います。多様な事業者や多様な形態になっていく中で、

やはりきちんと地域全体の計画策定の中で、子育ての支援も考えられていく必要があると

思います。今、多分世界的にカリキュラムは大綱化していますが、フィンランドなどのカ

リキュラムなどでも、市区町村、基礎自治体のところが何をすべきかという役割が書き込

まれてきています。やはり国の指針と園だけではなく、市区町村の部分の関与をどう書く

のかは御検討いただけると、特に子育て支援の部分は重要ではないかと思います。 
以上です。 

○無藤座長 大変重要な御指摘、ありがとうございます。多分、今のところは、この新シ

ステム全体において、都道府県、市町村との関係をどうしていくかと。昨日もいろいろな

議論があって、必ずしもすっきりとした整理ではないと思います。 
そういうことを受けながら、こども指針（仮称）としてどこまで書くかということは書

くと思います。ここに小さく書くのか、あるいは全体を統括する形でどこかに入れるかと

いうことも含めて、全体の議論の中で決まっていくことであろうと思います。ありがとう

ございます。 
 では、御園委員、どうぞ。 
○御園委員 地域の要保護児童への対応は、保育所保育指針の改定の際に新たに入った事

項です。保育所には児童福祉施設としての役割があり、このことをこども指針（仮称）に

どのように書き込んでいくかが課題になろうかと思います。 
○無藤座長 ありがとうございます。このことをこども指針（仮称）のこの辺りのところ

に入れるのか、別のところに規定するかはともあれ、この規定はとにかく大事なことです

から、きちんと維持するということですございます。 
 では、池田委員代理、お願いします。 
○池田委員代理 ありがとうございます。本当に子育て支援は非常に大事だなと思ってい

るところなんですけれども、この「子育て支援」という中身をどうとらえるかということ

で、いわゆるこれから働くお母さん、働かないで子育てに専念するお母さんが総合施設（仮

称）という中では一緒に子どもを預けるという形になっていくと思うんですけれども、「子

育て支援」というものをサービスとしてとらえるか、その部分もあると思うんですが、も

う一つは、親が親として成長していく。幼稚園や総合施設（仮称）の活動に親も携わるこ

とによって成長していく。子育てをする喜びを味わえるようになっていくというような、

そういった意味での子育て支援ということも非常に重要ではないかなと思っております。 
 実際に今、全国的に見まして、幼保が一体化の施設になって、そこで園長という施設長

という立場をとっている者がおるんですけれども、やはり保護者の就労している人とそう

でない人たちを一緒に園で預かりながら、いわゆる PTA 活動をどういうふうに進めていく

かとか、園行事をどういうふうに進めていくかというときに非常に難しいものがあって、
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しかしながら、園長がリーダーシップを図りながら互いに歩み寄った形で子どもにとって

いい形にしているという実践は聞いておりますけれども、是非この指針の中に、親が子ど

もに関わることが大事だということを盛り込んでいただきたい。私自身も親と一緒にいる

時間が長いことが必ずしもよくない、短くてもそこに親の姿勢さえきちっとあれば子ども

はよく育つと思っておりますので、是非お願いしたいと思います。 
○無藤座長 子育て支援の在り方ですね。そこは非常に重要な論点と思います。 
 奥山委員代理、どうぞ。 
○奥山委員代理 池田委員代理の御意見を踏まえまして発言させていただきますが、「子育

て支援」ということの定義が非常にあいまいではないかと思っています。 
 １つには、今、幼保の話もありましたけれども、子育て支援というのは予防であるとい

うのも大きな意味合いとしてあると思います。虐待ですとか厳しいことにならないように

予防的に関わるという意味で、この時期大切な役割を果たすと感じております。 
 もう一つ、池田委員代理がおっしゃられた「親の成長に」というところなんですが、先

ほど子どもたちのところで生命の保持と情緒の安定というのがありました。実は親も一緒

だと思っています。やはり親が情緒的に安定していることということが、すなわち子ども

に関われる、よそのお子さんも見れるというようなことにつながると思っておりますので、

親の精神的な安心、安定がその次には親のエンパワーメントにつながると感じております

ので、是非そのことが子育て支援に非常に大事な役割なんだということをどこかで入れて

いただければと思っております。 
○無藤座長 ありがとうございました。ほかには。 
 では、渡辺委員。 
○渡辺委員 うちの園もそうですけれども、総合施設になったときに本当に一番苦労した

のは就労している親たちと就労していない親たちが一緒に何かをするということです。こ

れは本当に難しくて、何か事が起こっても、子どもがけんかをしても、相手の親を知らな

いから、その親に謝れないとか、お互い様だったら本当に「いいのよ、お互い様」と済ん

でしまうことが、園がちゃんと見ててくれなかったと言って、「園がけんかさせないで見て

ください」とかという話になったりということになる。小学校のことを考えたら、保育所、

幼稚園という子たちがみんな一緒に入ってくるので、本当はこども園（仮称）だったりと

か総合施設（仮称）というところで、親同士が親しくなっていき一緒に子どもを育てよう

という意識をどう持つか、これは本当に大事だと思うし、地域の中で子どもが育っていく

んだということも伝えていきたいと思っています。 
 その中で何が大事かと言ったら、やはり子どもがいるということに対して親たちが生き

がいを感じたり、子育ての楽しさを感じるということが根本だろうと思うんですけれども、

世の中の動きは、下手をすると、このこども園（仮称）構想も待機児対策に流れてしまう。

つい最近お母さん方に言われたのは、「サマータイムとかで会社が早く始まったら保育所も

早く始まりますか」とか、「土日に会社があって、月、火が休みだったら、土、日も保育所
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はやってくれるんですか」といわれました。結局は子どもだったり保護者がどこかで犠牲

になっていくとか、その中で子どもたちは本当にどうなっていくのか。 
 先日、秋田先生が会長をやられている保育学会がありましたけれども、そこで保育所の

園長先生お二人が言ったのが、「子どもがいる時間ずっと１日保護者にいてもらうのよ」と。

そういう園長先生が２人おられて、８時間なら８時間、10 時間なら 10 時間保護者にいて

もらう。 
 何が言いたいかと言ったら、「子どもだって大変だ。会社も考えてよ、社会も考えてよ。」

とだれが声を出すのかと。それを出さなかったら、預かってくれれば土曜日でも日曜日で

も、病気でも何でも預かってくれるのというのが、本当に子どもが健全に育つ社会なのか

という話になる。うちの園の場合で言えば、地震のときに保護者同士が「うちで預かりま

す」と言って連絡がなかなかメールとかつかなかったんだけれども、10 時半ぐらいで引き

取ってくださった。その状況と、と「園で何人泊まりました」というのはどちらが子ども

にいいかと言ったときに、保護者がちゃんと子ども同士の関係をつくってくれて、保護者

同士も関係をつくってくれて、うちの家庭で見るよというような場所をつくっていかなか

ったら、非常時の時に保育所でとか幼稚園で、50 人でも 100 人でも泊まれますというこ

とが本当に子どもにとっていい社会なのかというとそうでもないだろうと思います。別に

就労の有無はどうでもいいんですけれども、一緒に子どもを育てていこうというネットワ

ークをどうつくっていくか。そのことは奥山委員代理が言ったみたいに、虐待に対しても

すごい防御になるし、地域の中でと言ったとき、小学校以上の教育も支えていく、本当に

子どもたちが育っていくという社会をつくっていく原動力になると思うと、その辺のとこ

ろをどういうふうにこういう指針の中に入れていけるかというのを問われているのかなと

思います。 
○無藤座長 では、島田委員、どうぞ。 
○島田委員 私ども、山口県防府市で自動車関係の町でございますので、「日曜日保育をし

てちょうだいよ」という会社の方から内々に連絡とか来ますし、防府市という町もそれを

対応していきたいと思いでありますし、私自身もそれには対応していくつもりであります。 
 当然、国難のときでございますからできる限りのことをしてそれを支えていきたい。た

だ、今おっしゃったように、子どもたち、木曜、金曜日、会社はお休みだと。でも多分、

子どもたちは来るんだろうなと。そして、日曜日、子どもたち来るんだろうなと。子ども

には多分休みがないのかなと、そのような危惧もありますし、７月、８月、９月だけでい

いですからという話でございますが、一旦やってしまうと多分 10 月からという話にもな

りかねないなと、そんなおそれも抱いている中、実は今の子育て支援の中で私自身は地域

の資源ということを何度も強調された。これはすごくありがたいことだと思いますし、こ

の指針を考える上で、まして私どもずっと保育をやってきた中で、地域の資源というもの

をあまりにも無駄に使っていたような気がいたします。 
 地域の中の保育所であり、地域の中の幼稚園でありますから、それは人もものもそうで
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ありますから、そこを本当に大事にしていくと、保護者との関係も何がしか違ってきたよ

うに思います。ほかの方々も、会社の方々も何気にいろんなバックアップをしてくださる

ようになってきますし、本当に地域に必要な園になってくるんだろうなと。この地域と資

源というのは、子育て支援だけではなくて、このたびの指針の全体の中にきちっと埋め込

んでやっていただけると、まさにその地域なりのオーダーメイドのカリキュラムをつくる

と。これをつくっていかないと、これからの日本の教育、保育というのは成り立たない。

国から言ったことを金太郎あめみたいにやってしまう。もうそのことだけは何とかこれか

らは排除していきたいと。本当に自立してオーダーメイドの教育をつくっていきたい、保

育をつくっていきたいという中でございますから、この地域の資源というのは大事にして

いただけたらと思います。 
○無藤座長 ありがとうございます。 
 それでは、次の話題。どうぞ。 
○藤森委員 地域の資源というので感じるのは、保育所、幼稚園、認定こども園が地域を

活用して保育をするだけではなくて、子どもたちは地域の中でも育つんだという観点が必

要だと思っています。ということは、地域を子どもが育つ子育て環境にしていくという観

点、ですから、そこを利用するだけではなくてそこでも育つ環境をつくっていくんだとい

う観点は、子どもたちは多様な人たちと接することの必要性とか、地域の中でも他の子ど

もたちと接するというような場をつくっていくとか、園の中だけではなくてもう少し最近

感じるのは、地域としての教育力も非常に低下している中で、それ自体も掘り起こしても

う一回復活させていく役目も少し私は持った方がいいのかなと。子どもたちは閉じ込めら

れた場所で育つのではなくて、あらゆる場所で育っているんだと。ですから、家庭だけで

はなくて地域の中でも育っているという観点、そういう子どもの環境も私たちがどういう

ふうにつくっていけるかということも重要ではないかということを感じました。 
○無藤座長 では、竹下委員、どうぞ。 
○竹下委員 １点だけ。働く親としては、地域に貢献していくとか、地域とそれ以外の保

護者の人たちともいろんな関わりを持っていくということは非常に大事であるということ

はわかるんですけれども、今の労働環境、あと通勤時間などの関係もありまして、非常に

厳しい。いろいろ子どものためにやらなければいけないことはわかっているんですけれど

も、なかなかそういうことはできない。では、どこの時間を削るかみたいな話になって、

だれが我慢するんだとか、親の自分の時間、自分を教育するとか自分が豊かになる時間は

どうするのかということがあるので、ワーク・ライフ・バランスということをここで言う

のがふさわしい場所なのかもわからないんですけれども、そこも踏まえて配慮していただ

きたいと思う。 
 親は十分今も頑張っていると思います。それに更にいろいろやりましょうと言うのはす

ごく難しいなと自分自身でも思っています。そういうこともあって、保護者会であるとか

PTA とか地域の役割というのは、担う人は非常に限られてきたり、決めるときに散々もめ
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たりして大変苦労している現状があります。親同士もなかなかコミュニケーションを取る

場がないんです。子育て拠点として、まさに今、保育所は大事な場だとは思うんですけれ

ども、親もばたばたと来てばたばたと帰る、朝も早い、時間がない。昔だったら、もう少

しみんな子どもたちを迎えに行ってそこで園庭で子どもが遊びながらゆっくり話をする時

間があって、そういう考えを持っているんだとか、いろんなお仕事があるとかということ

も分かり合えたのですけれども、今では都市部では特に激戦をくぐり抜けてやっと保育所

に預けられたみたいな人たちばかり。皆さんフルタイム、企業で勤めている。皆さん忙し

い。多くの人は２人、３人子どもがいるということで、本当に時間がなくて、親同士、更

にガードが固くなっているような、私の個人的な印象なんですけれども、みんなあまりお

うちのことを話さなくなっている感じもあります。親同士のコミュニケーションをうまく

専門家である保育士や地域の人たちがいろいろ関わりながら「コミュニケーションはこう

いうふうにやっていくんだよ」というように促進してほしいなと思います。 
 親同士も関わりが薄くなってきて、それは子どもにも影響している。関わりがどんどん

薄くなってきていると感じています。 
 以上です。 
○無藤座長 ありがとうございました。 
 それでは、議題を急ぎたいと思います。最後の議題なんですけれども、幼児期の教育と

小学校教育の円滑な接続という資料がございますので、これも事務局からまず説明をお願

いいたします。 
○先崎企画官 資料３－１「小学校との連携・接続について（案）」の１ページ「ア．現状」

でございます。小学校との連携・接続につきましては、御案内のように、幼児期の教育は

長年の課題であったわけでございますけれども、幼稚園教育要領、保育所保育指針ともに、

今回、平成 20 年の改訂におきまして初めて明示されたものでございます。 
 現行の幼稚園教育要領や保育所指針では、生涯にわたる人格形成の基礎を培うことや、

義務教育及びそれ以降の教育の基礎を培うことの重要性にかんがみ、小学校以降の生活や

学習の基盤の育成につながることに配慮することや、幼児と児童の交流、小学校の教師と

の意見交換や合同の研究、情報共有など、おおむね共通する事項を規定し、小学校との連

携・接続を推進しているところでございます。 
 ２ページ、教育要領と保育所指針の比較をさせていただいておりますけれども、幼稚園

教育要領では最後の特に留意する事項というところ、保育所保育指針につきましては（３）

のエの（ア）というところでございますけれども、教育要領で言いますと、小学校教育と

の円滑な接続のために連携を図るようにするというような文書の構成になっております。 
 保育所保育指針の方では、２行目の小学校の就学に向けて積極的な連携を図るように配

慮することとなります。「接続」と「就学」という言葉の違いはありますけれども、接続に

向けて連携を図るという目的、手段の関係が明示されたということ。これが初めてのこと

でございます。 
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 １ページ、また、この小学校の連携・接続につきましては、初めてということもござい

まして、昨年 11 月でございますけれども、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在

り方についてという報告書を文科省と厚労省が事務局になりまして、報告書をとりまとめ

たところでございます。座長は無藤先生、副座長は秋田先生でございました。 
 この報告書では、子どもの発達や学びの連続性を確保するため、小学校教育との関係を

連続性・一貫性でとらえる考え方。幼児期と児童期の教育活動をつながりでとらえる工夫、

幼小接続の取組を図るための方策が示されているところでございます。 
 この報告書の「幼児期の教育」という言葉でございますけれども、これは既に出ており

ますように、教育基本法の 11 条に言うところの幼児期の教育でございます。つまり、幼

稚園はもとより、保育所、認定こども園も本幼児期の教育を担う機関として位置づけられ

ておりますし、また、システムの関係で言えば、幼児の教育と小学校教育とございますか

ら、幼児期の教育のうち、幼稚園や保育所や認定こども園、今後の総合施設（仮称）を含

めた学校教育、もしくは学校教育に相当する部分と小学校教育との円滑な接続の在り方と

いうような理解になろうかと思います。 
 その具体的な内容、エッセンスを資料の３ページにお付けさせていただいています。報

告のポイント、３つの柱があるわけでございますけれども、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すが、その３つ目の○で、幼

小の教育の目標を学びの基礎力の育成という１つのつながりとしてとらえるということが

書かれております。 
 御案内のように、幼児期の教育と児童期の教育というのは、子どもの発達の段階の違い

に起因する小学校の教育課程と幼児期の教育の教育・保育過程の構成原理あるいは指導方

法には違いがあるわけでございます。ただ、その違いを認識することが非常に重要ですけ

れども、ともするとその違いが接続を阻害する要因になったりもするということでござい

ますので、学びの基礎力という形で幼小の教育の目標を少し引いた形で１つのつながりと

してとらえるということが大事なのではないかということ。 
 その次の○でございますけれども、幼児期の教育の担い手と小学校教育の担い手が互い

を理解して互いに見通し合うということが大事なのであって、一方が他方に合わせるとい

うことではないということについて、特にこの報告書では盛り込まれているところであり

ます。 
 ②といたしまして、幼児期と児童期の教育活動をつながりでとらえる工夫ということで

ございますけれども、１つ目の○の１つ目のポツで「三つの自立」という言葉が出てきま

す。幼児期の終わりから児童期にかけて、低学年でございますけれども、「三つの自立」と

いう形で幼小またがってとらえていくべきではないか。学びの自立、生活上の自立、精神

的な自立ということでございます。 
 細かい字で恐縮でございますが、４ページの図の下に※１というのがございます。この

報告書で学びの自立というのは、自分にとって興味、関心があり、価値があると考えられ
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る活動を自ら進んで行うとともに、人の話をよく聞いて、それを参考にして自分の考えを

深め、自分の思いや考えなどを適切な方法で表現する。 
 生活上の自立。生活上必要な習慣や技能を身につけて、身近な人々、社会及び自然と適

切に関わり、自らよりよい生活をつくり出していくこと。 
 精神的な自立。自分のよさや可能性に気づき、意欲や自信を持つことによって現在及び

将来における自分自身の在り方や夢や希望を持ち、前向きに生活していることといったよ

うな内容でございます。 
 ３ページ、上記に加えて児童期、つまり小学校側においては学力ということが出てまい

ります。「学力の三つの要素」。もちろん、幼児期にも学力はあるんですが、小学校以降の

学力のとらえ方というのは基礎的な知識技能、課題解決のために必要な思考力、判断力、

表現力あるいは言語力。主体的に学習に取り組む態度というもので構成されていますけれ

ども、小学校においてこの「三つの自立」というものを踏まえながら「学力の三つの要素」

を構成していく、育んでいくということが求められるということでございます。 
 ２つ目の○でございますけれども、学びの芽生えの時期。幼児期はこのようにとらえる。

自覚的な学びの時期として児童期というようなとらえ方をするということですが、この両

方、違いはあるものの、関わりという意味においては人との関わりあるいはものとの関わ

りというもので同じなのではないかというようなことが指摘されております。 
 また、言葉や表現というのは、この人との関わり、ものとの関わりのいずれにも関わる

非常に重要な概念として存在するということも指摘されております。 
 下に四角がございますが、人との関わりにおける留意点という形で幼児期の終わりでは

幼児の興味・関心や生活、協同性の育ち等との状況を踏まえて教職員が方向づけた課題を

自分のこととして受け止め、相談したり互いの考えに折り合いを付けたりしながら、クラ

スやグループみんなで達成感を持ってやり遂げる活動を計画的に進めるでありますとか、

ものとの関わりにおきましては、幼児の興味・関心や生活等の状況を踏まえて教職員が方

向づけた課題について、発達の個人差に十分配慮しつつ、これまでの生活や体験の中で感

得した方向性、言葉や文字、数量的な関係などを組み合わせて課題を解決したり、場面に

応じて適切に使ったりすることについて、クラスやグループの皆で経験できる活動を計画

的に進めることが必要。 
 幼児期の終わりと児童期という接続の段階における人とものとの留意点としてこういっ

たことが挙げられております。 
 ３つ目の○で、スタートカリキュラムの編成の留意点というようなことが指摘され、更

にその次の○でございますが、幼児期と児童期の教育双方が接続する意識を持つ期間とい

うものを「接続期」という名前でとらえてはどうかというようなことが指摘されておりま

す。 
 幼児期の年長から児童期、低学年の期間における子どもの発達や学びの連続性を踏まえ

て接続期としてとらえることが必要。ただ、接続期の時期の始期・終期については各施設
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あるいは地域などを踏まえて考えるべきであるというようなことも併せて指摘されており

ます。こういったところがこの報告書におけるポイントでございます。 
 ５ページ、連携・接続についての論点でございますが、現行の幼稚園教育要領や保育所

保育指針の規定を基に、こども指針（仮称）においても小学校との連携・接続に関する事

項を規定することとしてはどうか。規定に当たっては、先般おまとめいただきました報告

書で提言されております３つの自立「人やものとのかかわりにおける留意点」「接続期」な

どの考え方を基に小学校との連携・接続を更に進めるために必要な規定を盛り込むとして

はどうか。 
 また、現行の幼稚園教育要領や保育所保育指針に規定されている事項のほかにどのよう

な事項が考えられるかということが論点として考えられるかと思います。 
 御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。それでは、今のことをめぐって御意見をちょうだ

いしたいと思います。 
 若盛委員、どうぞ。 
○若盛委員 新たに接続ということについてこども指針（仮称）の中に組み込んでいくと

いうのはとても大事なことだと思っております。 
 これは今までも話に出てきておりましたけれども、乳児から学びというものが含まれて

おりまして、ゼロ歳から幼児期まで、更には小学校から 18 歳までという形の中で、すべ

てが学びという前提で解釈していくことが大事ではないだろうか。法的には問題ではなく

て、実際に子どもはたくさんのことを学びながら大人になっていくということでございま

す。 
 特にスタートカリキュラムの文言も新しく出てきておりますけれども、できるだけ私た

ちの中では子どもの一人ひとりの育ちを最優先した形での生活の体系を豊かにしていくと

いうことが不可欠であります。このつながりの流れの中に関わりということが出ておりま

して、学びの芽生えから自覚的な学び、このプロセスを教育要領の中と整合性を持たせて

いかなければいけないのではないかなという気がするんです。先ほど出てきておりました

ように幼稚園教育要領の中に５つの領域があります。その領域とここで言う学校との接続

とのわかりやすい組み立て方を中身の中に組み込んでいくことが現場の保育者にとっては

とても大事なことではないだろうか。 
 もう一つは、保護者にとっては教え込まれたということではなくて、自ら学びながら育

っていくということの大事な裏づけにもなっていくのではないのかなという気がするんで

す。 
 ただ、１つ危惧するところは、ややもすると幼稚園や保育所で言う年長さんが学校への

準備段階としてこれを先取りしてもらえないかという危険性も出てくるわけでございます。

でも、そうではないんだと。ゼロ歳から就学前、そして学校から大人になっていくための

学びの中に丁寧な振り分け方があった上でこの接続があるんだということをどこかにきち
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んと明記しておけたらいいのではないかなと思っております。 
○無藤座長 ありがとうございます。最後の点は本当に大事なことで、昨年出させていた

だいた報告書でも、例えば５領域が小学校の教育と直結するといった発想を否定して、そ

うではない、もっと基盤となる学ぶところの経験というものでつなげていくんだというこ

とを何度も書いたつもりなんですけれども、「接続」という言葉だけですと「いよいよ幼稚

園でもあるいは保育所でも算数をやるのか」とか誤解を受けますから、是非中身を丁寧に

わかるように、もちろん、こども指針（仮称）でも書き込みたいと願っております。 
 ほかに意見はいかがでしょうか。では、藤森委員、どうぞ。 
○藤森委員 昨年出された報告書でとても私としてはいいなと思う反面、なんとなくむな

しく感じるのは小学校の先生が本当にこういうことを承知しているのかなということをと

ても感じます。 
 私はある時期小学校の教員をしていたことがあって、今、学童もしていますので、連続

というか接続に関して一番感じていたのは、教員をやっていたときに全然なかった観点が、

発達論というのを教員は持っていなかったんです。教科論を持っていて、何年生は何を教

えるということが先頭で、どういうふうに発達をつないでいくかという観点が教員だった

ころになかったなという反省をしています。 
 今、教員と話していても、要録を渡すにしても、子どものたちの発達をどういうふうに

つないでいくかという観点が非常に教員たちが薄い気がしていて、どこかそこの話し合い

ができたらなということが１つ。 
 これは私の思いなんですけれども、連続というのを先ほど３つの記述とともにですけれ

ども、これを私は１年生から２年生にかけて、そこのつなぎとしてやってほしいような気

がして、幼児教育と学校へ行くという、違う施設に行くときに突然中身まで全部変わって

しまうのではなくて、そこはダブりながらやっていくような接続をしていかないと、すべ

てがそこから変わってしまうのではなくて、１年生ぐらいまではダブってやりながら、１

年生から２年生にだんだん持っていくようなものができたらいいんだろうなという思いな

んですけれども、そこまでは関与できないむなしさを感じておりますけれども、とても学

校の先生と一緒に詰めたらいいだろうなという思いをしています。 
○無藤座長 こども指針（仮称）は是非、小学校の先生にも御理解いただける形にしたい

と思います。岡上委員、どうぞ。 
○岡上委員 私もこの報告書の作成に関わった者ですけれども、昨年同時に小学校の交流

の中で、小学校の先生にこの報告書を示しながら、考え方を示しながら実験的、研究的に

実施したときに、今の御意見のように発達に関する新しい芽が開かれたと、小学校の先生

方はおっしゃっていました。ですから、その言葉はすごく大事なことだと思いますし、是

非伝えていただきたい内容として思うんですけれども、同時にこれが細かく丁寧に説明さ

れればされるほど、保護者が読まれた場合、御家庭の方が読まれた場合には中身にこだわ

って、学力ということだけに注意がいくような気がするんです。 
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この報告を見ていても、自分で関わっているからよく発達のところも論議されたという

ことは、よくよく承知はしているんですが、文字だけを見たときに保護者がそれほど発達

を意識して読んでくださるかと思ったときに、いま一つ不安を感じるところがあるんです。

ですから、そういった意味では是非一般の保護者の視点で、これを見たときにどのように

思われるか。先ほど言われた基本的な大事にされる、すべてが学びでつながっているんだ

という保護者の言葉の感覚というものを十分考えながら、表現を工夫していただけるとあ

りがたいなと思います。 
○無藤座長 ありがとうございます。本当に考えるべきだと思います。奥山委員代理、ど

うぞ。 
○奥山委員代理 今、御指摘いただいたところはとても大事な点だと思っております。保

護者にしてみれば、今まで自分が手を引いて連れていった子どもが、自分がいなくても１

人で歩いて学校に行くという環境の変化というのはとても大きくて、本当に学校に行って

くれるのか、毎日行ってくれるのか、とても不安なわけです。 
ただ、例えば保健所での健診で言えば３歳児健診の後、学校に入るまで役所との関わり

がない中で、就学前に学校についてこういった連続性のことについて、学ぶ機会が保護者

としてはないというのを感じております。是非就学時健診で伺うときも、ほとんど子ども

の付き添いのような形で行くんです。その連続性ということ、それから、今、学校では生

活科というのがあって、理科、社会ではなくて、もう少し生活面、連続性ということを見

ながらやると思うんですけれども、そういうことも含めて保護者への説明がとても大事に

なってきていると思います。 
 また、幼稚園、保育所は小学校に対していろいろ個人の情報を提示していくような形に

なっていると思いますけれども、実は保護者がそこには入っておりませんで、保護者につ

いても子どもの発達に不安がある場合にどういう選択肢があるのか、そういったことが伝

えられていないんです。そういう意味で就学前の５歳児辺りに、学校への連続というとこ

ろで保護者として学んでおかなければいけない、そういった機会を是非この指針とともに

つくっていただいたらいいのではないかと感じております。 
○無藤座長 非常に大事なことだと思います。小田委員、どうぞ。 
○小田委員 すみません、決して水を差すつもりはないんですけれども、私は恥ずかしい

思いがしているのは、幼稚園教育要領については３回の改訂に関わったということ、保育

指針については１回関わっているということの中で思うのは、今日の議論の中の「家庭」

という言葉と、家庭教育、小学校との接続・連携ということに関わっては、非常に古くて

新しい問題になっているわけです。 
 教育要領の中には小学校との連携というのが１回入って、次のときには全く入らなかっ

た時代があって、そして現在は書かれているようなことがあるわけです。皆さんここで非

常に御心配なさるように、書くことによって学校教育の中の、小学校との関係性の中で非

常に引っ張られるのではないかというので、実際にはそういう動きもあって、それはまず
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いという形になって、次のときは小学校のことを書かないようにしようというようなこと

があって、そして今は全く新しい形の中になって学びの連続や、先ほどの報告のようにさ

まざまな形の研究面での生かし方が出てきて、新しく接続ということ、連携となっている。 
 だけれども、一方で常にあるのはスムーズな移行という言葉と、段差の必要性というの

がまだ残っていて、子どもたちにとって意欲というのは大事な問題になるわけです。その

ことがあってどうするかということで、丁寧に書くことと同時に大綱化をどうしていくか

というのを常に悩んできた。そのことは是非踏まえてもらいたい。 
 もうちょっと知ってほしいことは、閑話休題になるかもしれませんですが、今日、藤森

先生が最初に「指導」という言葉を出されていました。これは過去の教育要領にはどのぐ

らい書かれていたと思いますかというような質問をしたいぐらい、「指導」という言葉は

62 箇所出ていた。今は３箇所しか出てこないんです。これを２箇所にするかというぐらい

の形で、「指導」という言葉をどう考えるかというときの関係性が変わってきているわけで

す。 
 実は私の関わった２回までは「家庭」は一切出てこなかったんです。３回目の教育要領

に初めて「家庭」という言葉が出てくるんです。それでも議論があったわけですね。家庭

というものについて教育要領で規定することができるのかという問題。それが今回、大き

く出てきたのは教育基本法の改正です。教育基本法の中に家庭教育と幼児教育というもの

が初めて位置づけられたんです。国の責任として位置づけられたという形なので、古くて

新しい問題なので、やはりこれを大綱化しつつ、どのような形できちんと位置づけるかと

いうのは大変難しい問題なので、慎重にしていただきたい。 
すべてを丁寧に書けば書くほど非常に誤解が生まれることがある。それが私は４回関わ

ってきた中で、すみません、年寄りなので引退しますが、年寄りとして残しておかなけれ

ばならない言葉としては、非常に丁寧に書けば書くほど相手に伝わるかということではな

くて、哲学がすごく大事だということなんです。ですから大綱化の持つことに対する重み

というのが大変重要で、小学校ということや家庭というのは今回のその施設の指針には大

事だと思っていますが、古くて新しいというのをどう考えるかという辺りは慎重に扱って

いただきたい。 
経験者としての最後のことばみたいな形になると大場さんに怒られてしまうけれども、

大場先生と私は並んでいて、ずっと出てきた。「子育て支援」というのが位置づけられるの

は今回初めてなんです。親と子がともに育つ場という言葉自体も非常に新しい言葉として

出てきているんです。非常に変節をしていて古くて新しい、家庭がどのような形の中で染

み込まされているのか。小学校との連携をどのような形で保育所保育指針に掲げるか。保

育所保育指針には今回初めて小学校が出てくるわけです。そのようなところというのは非

常に古くて新しいものなので、飛びつくものではなくて、慎重に扱うべきものだというこ

との言い方で、すみません、何か年寄りめいた言い方で。 
○無藤座長 秋田委員、どうぞ。 
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○秋田委員 報告書の説明がありました。そこで「三つの自立」というのが出されたんで

すが、私はそれは重要なことだと思っておりますけれども、これは「生きる力の基礎を培

う」という小学校や学習指導要領上の全体の目標に合わせながらつくられたものです。け

れども、保育所保育指針の最初の部分に、「保育所の保育は子どもが現在を最もよく生き、

望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」と書かれております。それはそれぞれの子ど

もの在り様を生かすという思想が根源にあります。円滑な接続とか就学に向けてというこ

とだけではなく、常にそこにおいても、その子が今ここを最もよく生きることが中に書き

込まれない限り、自立を急ぐ方向が解釈として動いてしまうのではないかと思います。 
報告書ももちろん、保育所、小学校、認定こども園が一緒になってつくったんですけれ

ども、今後乳児からの流れを考えたときに自立ということだけではなく、今ここを良く生

きるという、この保育所の目標の基本理念というか、哲学は書き込んでほしいと思います。

私は大場先生が生きておられたらそう言われるのではないかと思いますので、そこはお願

いしたいと思います。 
 それは例えば自立だけではなく、今 OECD でも例えば異質な他者と関わり合うとか、

UNESCO でもともに生きることを学ぶことが生涯の基盤として言われています。この部

分を自立とともに市民性の芽生えとして、どこかに書き込むことができないかと思う次第

です。以上です。 
○無藤座長 ありがとうございます。池田委員代理、お願いします。 
○池田委員代理 私は今日、代理で出席しているんですけれども、大変嬉しいなという気

持ちで今ここにおります。９月から３つのワーキングチームで議論される中で、一番心配

しておりましたのは幼稚園としての学校教育の部分、この部分がどういうふうになってい

くんだろう、消えてしまうのかしらという不安を常に思いながら参加しておりました。そ

れが幼児期の学校教育ということでしっかり総合施設（仮称）になっても根付いていく、

定着していくことが確認されて、本当に嬉しく思っております。 
 この指針は現場の保育教諭、保育士、幼稚園教諭が読む。私どもがしっかりそれを読み

込みますので、それを基に現場の保育を、教育を進めていきます。ですから、やはりこれ

をしっかりと現場の者が活用できるような形で書いていただけると、非常にありがたいと

思っております。 
 私たち大人は、これからの社会を生きる子どもに質の高い、しっかりとした小学校教育

につながる学校教育を施すことが責任であり、子どもにとっての最善の利益であろうと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○無藤座長 そろそろ時間ですので、竹下委員と御園委員と若盛委員、この３人でとりあ

えず。 
○竹下委員 簡単に。ここで私がもう一回指摘したいのは、養護という部分の側面をもう

少しこの接続期においても重要視してほしいなと思っています。大きな環境の変化が子ど

もにあって、以前ここで「教育」と「養護」と「保育」という言葉の概念、定義づけのこ
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とを議論したときに皆さん異口同音におっしゃっていたのは、０歳から５歳、６歳まで、

あるいは８歳、10 歳まで養護というのは必要だし、教育というのも必要だし、発達という

のは行ったり来たりしながら螺旋状のもので行きつ戻りつで、お互いいろんな関わり合い

を持って徐々に進んでいくものであるということを皆さんおっしゃっていて、私は目から

うろこというか、非常に勉強になったことを今でも覚えているんですけれども、そういう

意味でも発達の視点であるとか、御指摘もありましたが、養護というものの側面をもう少

しここで入れていただきたい。 
 というのは、放課後のプロジェクトのことについて、働く親としては定員がなくなって

詰め込みになったり、ほったらかしにされたり、非常勤の先生ばっかりだったりというこ

とも目にしていますので、その部分でも付け足しのように放課後のことが、あまり施策が

なされていないのではないかという気持ちがあるので、そこの部分も含めてもっと養護の

必要性を、ここでももう少し盛り込んでほしいなと思っています。 
 もう一つは、親の自立ということもどこかに入れたいなと私は思っています。小学校に

子どもが入って働き始める親が増えると言われていますので、親の自立というか、それを

助ける意味でも放課後の重要性みたいなことも入れたいですし、養護の側面の重要性も入

れたい。あと、親が子どもが小学校に行くということはどういうことなのかということを

学ぶ機会が全くないと、先ほど委員が指摘していましたが、それは私もすごく感じていて、

小１プロブレムというのは働く親にとっても大変問題で、結構小学校は早く終わるとか、

お弁当はどうするとか、保護者会はどうするとかいうこともあるので、そういうことにつ

いてどこかで学ぶ機会があって、親も自立していく、子どもとうまく育っていくという機

会があればいいなと思っています。 
 以上です。 
○無藤座長 ありがとうございます。御園委員、どうぞ。 
○御園委員 子どもの現在と未来をつなぐ保育の営み、養護的側面と教育的側面が一体と

なって展開されていることをお話しでき、嬉しく思います。今、子どもたちの育ちを小学

校につなげることが、保育所、幼稚園にとって重要な課題となっています。子どもたちが

小学校に安心してつながり、教育を受けられるためのシステム化あるいはネットワーク化

をどのようにしていくか。こども指針（仮称）で、その実践の裏づけを示していきたいと

思います。 
○無藤座長 ありがとうございます。最後ですが、若盛委員。 
○若盛委員 この接続についてのこともそうなんですが、ちょっと全体の話でお聞きして

よろしいですか。 
 今まで何回となく検討会でいろいろ話をさせていただいてきておりまして、昨日もそう

だったんですが、検討課題というのがいろいろ出てきておりました。今回のこともそうな

んですけれども、この後、私たちのワーキングチームでの流れというのは、どういう形に

なっていくものなのかというのが１つでございまして、事務方でのお考えもおありになら
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れるでしょうし、今日は小宮山先生もおいででございますけれども、何か検討課題という

形で多分、円満に子どものための内容がまとまっていくものだろうと思っておりますけれ

ども、どう私たちとのすり合わせと言うんでしょうか、その辺のことが考えられるものな

のかどうかということが１つございます。 
 それから、この指針づくりについて私は幼保連携型の認定こども園でございますので、

小学校の関係で言うと子ども要録であるとか指導要録であるとか、幾つものタイトルが小

学校に行くことになっておりまして、でき得るならば１本にした形のものが、一番先生方

にとってはわかりやすいのではないかという気がしております。ですので、先ほども途中

で申し上げましたけれども、こども指針（仮称）という言葉がずっとこれから続いていく

ものなのかどうかわかりません。これは仮称という形になっておりますので、その辺も機

能の一本化ということから考えたときに、ふさわしい名前がもしまとまるようでしたらば、

それを基にして就学前の要領と言うんでしょうか、そういうものとして学校に伝えていく

ことがあってもいいのではないかということを考えたものですから、その辺２つ申し訳ご

ざいませんが、ちょっと質は違うかもしれませんけれども、御意見をいただければと思い

ます。 
○無藤座長 ありがとうございました。今後のことは最後に事務局からお話をいただくと

して、その前に内閣府和田政務官から一言お願いいたします。 
○和田政務官 政務官の和田でございます。今日は皆様方、本当にありがとうございます。 
 実は私はこのテーマに関わり始めたのは今年１月からなんですが、現役の２歳児の父親

でもあり、各委員の皆様方のお話をお聞きして、そうだそうだと思いながら今日は２時間

過ごしました。 
 そこでなんですけれども、これから先このこども指針（仮称）をまとめるまで皆様方に

是非頑張っていただければと思うんですが、より大きな視点と言うんでしょうか、そうい

うところからちょっと是非お願いしたいなと思ったので、発言をお願いいたしました。 
いろんなところで出てまいりましたけれども、このこども指針（仮称）、子どもに関す

る指針でございますので、それをまとめるということは子どもにも、それを育てていく大

人全体にも、ポジティブなメッセージになるようとりまとめていただきたいと思っており

ます。 
そして、まとめるのはここにいらっしゃる御専門の皆様方、私から申し上げればすべて

大人の方々なわけです。大人の方々にまとめていただくこども指針（仮称）というものを、

もし子どもが読めるぐらいの能力が備わったときに、それを読んだらどう感じるだろうか

という視点は非常に大事ではないかと思っています。そして幾つか御議論の中にも出てき

ましたが、それぞれ子どもを今、総理の言葉で言う社会的に包摂する１つの要素だととら

えれば、それぞれの当事者の方々がこれを読んでみて、「そうだ、私も頑張らなければ」と

思えるようなメッセージ性のあるものになれればなと思います。 
つまり、大人社会全体で子どもを非常に温かく見守り、かつ、ここからが申し上げたい
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ことなんですが、自分自身の経験で大人社会全体が子どもを通して学べることがたくさん

あるということだと思います。 
今日はいろいろ御議論いただいていましたけれども、「教育」にしても「養護」にして

も法律上の言葉は非常に難しいものがございます。しかし、私がこの数年間実践して思い

ますのは、子育てというのは大変なものですが、大変なものをちゃんとやれば自分でそれ

なりに得るものがあるということでございます。先ほど子どもの成長とともに親も成長し

ていくんだというお話もございました。もっと言えば、私の友達に幼稚園の先生もいれば

保育所の先生もいます。彼ら彼女らと話をしてみましても、その先生方も子どもを相手し

ていて自分が学ぶところがあるとおっしゃっています。つまり、この教育の概念をもっと

広くとれば、子どもに何かを教える、育てるということではなくて、自分がそのことによ

って教わり、育つということだろうと思います。そういうメッセージ性を是非このこども

指針（仮称）の最初の前文なのかどこかわかりませんが、全部読んでみると脈々とそれが

伝わってくるようにしていただきたいと思っています。 
非常に卑近な具体例で申し上げますと、今、私が子は保育所の２歳児のクラスに入れて

いただいていますが、ようやく１ついろんなものを仲間の子どもたちとどうするか、先生

とどうするか、親とどうするかというのを考えるような時期に差しかかっているみたいで、

先日も迎えに行ったときにビスケットが幾つかあって、人数より１つ足りないんだけれど

も、それをどうするかということで、言葉はうまくしゃべれないんですが、こどもたち同

士でいろいろやっていました。 
中には自分が取ろうとする者もいる。中には「どうぞ」と言う者もいる。しかし、先生

がその輪の中に入ったら、今度は先生に対して子どもたちが「どうぞ」と言う。この縮図

は非常に社会にとって大事だなと思っていまして、大人はそういう純粋な子どもの姿を見

て是非教わるべきだと思った次第です。ですから総論的に大人社会が子育てを通じて自分

が教わることが多いのだから、是非前向きに取り組むべきだというトーンを是非このこど

も指針（仮称）の中で表せればなと。それが社会全体で、もっと言えば我々政治、行政が

全面的にサポートしながら、そういう意欲を持っていただけるさまざまな当事者を全面的

に支援するという構成で、何かお願いできればなと思いました。 
御専門の方々を前にして大変恐縮でございますが、現在、子どもを目の前にしている親

の立場でお話したつもりでございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 
○無藤座長 非常に励ましをいただけるお話ありがとうございました。 
 時間がちょっと過ぎておりますので、本日の会合はこれで終わりにせざるを得ないので

すけれども、先ほど少し申し上げたように、次回の日程を含めて今後どうされるかについ

て、事務局より御連絡をお願いいたします。 
○先崎企画官 次回でございますが、６月に予定をしております。 
 先ほど御指摘がありましたように、今後の進め方でございますけれども、教育要領も保
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育所保育指針も同じですが、有識者の方々から御議論いただいて、それを事務方が案をつ

くって、そしてまた関係者の方々、更にはパブリックコメントという形で策定をして告示

をしていくという行為を経ていきますので、このこども指針（仮称）についても同じよう

な形で今後進めていくことになろうと思います。 
○無藤座長 ということで、また日程は追ってお知らせいただけると思います。 

では、本日はありがとうございました。 
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