
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１回会合 
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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１回会合 

議事次第  

 

 

                  日 時：平成 22 年９月 29 日（水） 17:00～19:29 

                  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）会議の運営について  

 （２）子ども・子育て新システムの基本制度案要綱について  

 （３）こども指針（仮称）の検討について  

 （４）意見交換  

 

３．閉 会  
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○藤原参事官 それでは、定刻になりましたので、「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（第１回）」会合を開始したいと思います。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す。  

 まず本ワーキンググループは、子ども・子育て新システム検討会議作業グループの下に位置づけ

られておりますので、作業グループ主査である内閣府副大臣の指名により、座長を無藤委員とさせ

ていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。  

（「異議なし」と声あり）  

○藤原参事官 ありがとうございます。それでは、無藤委員、どうぞよろしくお願いいたします。

ここからの司会は座長よりお願いいたします。  

○無藤座長 座長の御指名をいただきましたが、無藤でございます。高い席より失礼いたしますが、

よろしくお願いいたします。  

 本日議事に入る前に、副大臣、政務官においでいただいてございます。子ども・子育て新システ

ム検討会議作業グループより、末松義規内閣府副大臣、小宮山洋子厚生労働副大臣、林久美子文部

科学大臣政務官の御三名に御出席をちょうだいしてございますので、一言ずつごあいさついただき

たいと思っております。  

 末松副大臣からお願いいたします。  

○末松副大臣 どうも皆さん、こんにちは。子ども・子育て新システム検討会議作業グループの主

査をしております、内閣府副大臣の末松義規でございます。  

 去る６月に少子化社会対策会議で決定されました、子ども・子育て新システムの基本制度案要綱

を受けまして、作業グループ３つにワーキングチームが開催することになりましたけれども、この

こども指針（仮称）ワーキングチームは、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合し、小学校学習

指導要領との整合性、移管性を確保した新たに指針について、議論を深めていただくということで

御議論をいただくと伺っております。  

 是非この幼児の教育の在り方、保育の在り方につきまして、皆様の高い専門性の見地から、よろ

しく御議論を賜りたいと思っております。私も皆様からの御提案を賜りまして、具体的な法案化に

つきまして、最善を尽くしていきたと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。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。  

 それでは、続けて、小宮山副大臣にお願いいたします。  

○小宮山副大臣 皆様、お疲れ様でございます。このたび厚生労働副大臣を拝命いたしました、小

宮山洋子でございます。これまで議員になってから 12 年になりますけれども、党の中で子ども政

策をずっとつくってまいりました。政権を担わせていただいてからも、ここにおいでの何人もの方

にもおいでいただいて、知恵を集め、政策を作ってきました。  

 今回こういう立場になりましたので、もう一つの基本制度ワーキングチームでは私が司会進行を

させていただいていますが、このこども指針（仮称）の方のワーキングチームは無藤先生にお願い

をいたしまして、現場では既に双方が重なり合ってやっているところがあるのに、縦割り行政、言
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っていいのかどうかわかりませんが、族議員とかいろいろとございまして、大人の都合で、なかな

か子どもにとっての一体化ができなかったところを、とにかくチルドレンファースト、子どもの目

線で、一番いい形で就学前の子どもの質のよい教育・保育の場をつくりたいと思っています。１月

からの通常国会に法案提出を予定していますから、大変皆様には忙しい思いをさせるかと思います

けれども、子どもたちのためにとにかくいい仕組みをつくりたいという思いで、私も精一杯、末松

副大臣を支えて、私の立場からやらせていただきたいと思いますので、皆様の英知を集めていただ

きますよう、心からお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。  

○無藤座長 ありがとうございました。  

 続けて、林文部科学大臣政務官にごあいさつをお願いいたします。  

○林政務官 皆さん、こんにちは。御紹介いただきました、このたび文部科学大臣政務官を拝命い

たしました、林久美子でございます。実は私は小学校２年生の息子がおりまして、子育て真っ最中

の世代でもあるのですけれども、そうした一親としての実感も大事にしながら、外形的に幼保一体

化ということのみならず、このこども指針（仮称）のワーキングチームの中で、それぞれの年齢に

応じて、子どもたちがしっかりとよりよい環境で育っていくためにはどういう指針がふさわしいの

かということを考えることができるすばらしいワーキングチームだと思っています。  

 この幼保一体化というものを通じて、子どもたちの育ちを支えていく。とにかく子どもたちにと

って何が最善なのかということを先生方に御指導いただきながら、一緒に考えさせていただいて、

実現をさせていただきたいなと思っております。末松副大臣、小宮山副大臣ともにしっかりとみん

なで力を合わせて頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。  

○無藤座長 ありがとうございました。  

 それでは、議事に入りますけれども、まず御紹介ということで構成委員の皆様を事務局より御紹

介をお願いいたします。  

○藤原参事官 それでは、事務局の方から構成委員の皆様を御紹介させていただきます。五十音順

に御紹介いたします。  

 東京大学大学院教授の秋田喜代美様でございます。  

 全国国公立幼稚園長会副会長の荒木尚子様でございます。  

 栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合会会長の池節子様でございます。  

 大妻女子大学学長の大場幸夫様でございます。  

 全国幼児教育研究協会副理事長の岡上直子様でございます。  

 国立特別支援教育総合研究所理事長の小田豊様でございます。  

 日本保育協会保育問題検討委員会委員の島田教明様でございますけれども、本日御欠席のため、

理事の坂﨑隆浩様が代理で御出席いただいております。  

 保育園を考える親の会の会員の竹下美穂様でございますが、本日ちょっと遅れて御出席と伺って

おります。  

 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構理事長の田中雅道様でございます。  
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 全国私立保育園連盟保育・子育て総合研究機構研究企画委員の藤森平司様でございます。  

 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事の松田妙子様でございます。  

 全国保育協議会副会長、全国保育士会会長の御園愛子様でございます。  

 白梅学園大学教授の無藤隆座長でございます。  

 大阪市立大学教授の山縣文治様でございます。  

 ＮＰＯ法人全国認定こども園協会代表理事の若盛正城様でございます。  

 全国認定こども園連絡協議会副会長の渡辺英則様でございます。  

○無藤座長 皆様、よろしくお願いいたします。ここで末松副大臣は公務のため退席ということで

ございます。  

（末松副大臣退室）  

○無藤座長 それでは、続きまして、当ワーキングチームの事務局を御紹介いたしますので、事務

局からお願いいたします。  

○藤原参事官 内閣府政策統括官共生社会政策担当、村木厚子でございます。  

 文部科学省大臣官房総括審議官の前川喜平でございます。  

 厚生労働省政策統括官社会保障担当の香取照幸でございます。  

 内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官の岡田太造でございます。  

 厚生労働省大臣官房審議官雇用均等・児童家庭少子化対策担当の石井淳子でございます。  

 今日は座長のお求めということで、前政務官の泉健太先生にもオブザーバーとして同席いただい

ております。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○無藤座長 よろしくお願いいたします。それでは、中身に入っております。  

 まず議事の前に本ワーキングチーム開催要綱というのがございますけれども、その第４項に座長

代理の指名及び議事の公開が記載されてございます。座長代理でございますけれども、これは私の

方で指名ということで、東京大学教授の秋田委員にお願いしたいと思いますけれども、よろしゅう

ございましょうか。  

（「異議なし」と声あり）  

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、秋田委員、よろしくお願いいたします。  

 続いて、議事の公開でありますけれども、本ワーキングチームにつきましては公開で行うという

ことにしてございます。また、会議後に速やかに会議資料を内閣府のホームページ上に公表し、議

事録も作成、公表したいと考えてございますが、これもよろしゅうございましょうか。  

（「異議なし」と声あり）  

○無藤座長 ありがとうございます。続きまして、事務局から本日の資料の確認及び３つのワーキ

ングチームの要綱について、説明をよろしくお願いいたします。  

○藤原参事官 それでは、資料の確認でございます。今日は非常に大部で恐縮でございますけれど

も、配付資料は資料１～10、参考資料の参考１～６まで、合計 16 種類をお手元に資料配付させて

いただいております。  
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 １～３までが検討体制、制度案の要綱、今後のスケジュールの関係でございます。  

 ４～５がこども指針にかかる検討事項と当面の検討スケジュールでございます。  

 ６～９までが関係の基本的な資料を付けさせていただいておりまして、資料 10 が本日の構成員

の皆様から事前にいただいている提出資料ということでまとめたものでございます。  

 参考資料といたしましては、子ども・子育て新システム検討会議についてという資料、体制図、

基礎的な資料のデータ編・施策編、指針に関連してということで日本保育協会青年部がまとめられ

た提言を参考としてお付けをいたしております。  

 もし不足等がございましたら、事務局の方におっしゃっていただければと思います。よろしいで

しょうか。  

 引き続きまして、資料１でございます。要綱について御説明申し上げます。  

 副大臣からのごあいさつにもございましたけれども、今回この副大臣、政務官クラスの作業グル

ープの下に３つのワーキングチームを設置するということになっております。資料１にありますよ

うに、基本制度ワーキングチーム、幼保一体化ワーキングチーム、本ワーキングチームのこども指

針（仮称）ワーキングチームの３つがございます。それぞれ作業グループの下に置くということに

なっておりますけれども、３ページ以降の別紙１～３に３つのワーキングチームのそれぞれの開催

要項をお付けしております。  

 本ワーキングチームの要綱については、資料１の７ページの別紙３を見ていただければと思いま

す。基本制度案要綱に基づきまして、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合して、一貫性のある

新たな指針を創設するということが要綱の中に記載をされておりますので、これについて本ワーキ

ングチームで御議論いただくということでございます。なお、幼保一体化ワーキングチームと本ワ

ーキングチームにおける検討状況については、必要に応じて基本制度ワーキングチームの方に御報

告をすることになっておりまして、そのような形で進めていきたいと思っております。  

 要綱については簡単でございますけれども、以上でございます。  

○無藤座長 資料１について御説明いただきました。続きまして、子ども・子育て新システムの基

本制度案要綱及び今後のスケジュールにつきまして、御説明をお願いいたします。  

○藤原参事官 それでは、資料２から説明をいたしますけれども、ただいま遅れておりましたが、

竹下委員がお見えになりましたので、御紹介させていただきます。  

 保育園を考える親の会の会員の竹下美穂様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、資料２と資料３でございますけれども、制度案要綱と今後のスケジュールという２つ

の資料がございます。時間もありませんので、簡単に説明をさせていただきます。既に御承知かと

思いますけれども、制度案要綱が６月 29 日に少子化対策会議決定ということでとりまとめを行い

ました。  

 １ページにありますように、目的、方針、新システムの具体的なポイントということで書かせて

いただいております。「子ども・子育て新システムでは、以下のような社会を実現」ということで、

すべての子どもへの良質な生育環境を保障し、子どもを大切にする社会、両立支援ができる社会、

雇用の創出や女性の就業促進で活力のある社会。こういったものを目指すんだという目的を記載し
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ております。  

 その目的の下で方針としては、子ども・子育てを社会全体で支援をするんだという視点。利用者

本位を基本として、良質なサービスを提供するんだという視点。地域主権を前提としてニーズにき

ちんと応えていくのだという方針。そして、政府の推進体制の一元化。こういった方針の下に制度

を構築していこうということが書かれております。  

 そのような形で以下のような新システムを実現するということで、政府の推進体制や財源の一元

化。社会全体の費用負担。基礎自治体の重視。幼稚園・保育所の一体化。多様な保育サービスの提

供。そして、ワーク・ライフ・バランスの実現。こういったことを実現するということが書かれて

おります。  

 ２ページ以降は、基本設計、給付設計。給付設計の中では、１階給付としての基礎給付。２階給

付としての両立支援・保育・幼児教育給付という形で制度案要綱が規定をされておりますけれども、

特に本ワーキングチームにつきましては、こども指針（仮称）をこれから議論いただくということ

でございますので、４ページの２階給付のところを少しかいつまんで御説明させていただきます。 

 子どものための多様なサービスの提供と仕事と家庭の両立支援でございますけれども、（１）産

前・産後・育児休業給付。（２）幼保一体給付（仮称）。幼保一体給付（仮称）の中ではこども園（仮

称）という新システムを位置づけるということ。それ以外に小規模な保育サービスや短時間向けの

保育サービスや早朝・夜間・休日、事業所内保育サービス、病児・病後児というような多様なサー

ビスを２階建ての給付の中に位置づけようということが記載をされているわけでございます。  

 ６ページ目でございます。給付の仕組みとしては、４つほど○が書いておりますように、多様な

就労状況に応じることのできる公的保育サービスを確実に保障する。そのために客観的な基準に基

づく保育の必要性を認定して、そのサービスを利用される地位を保証するということを基本的な考

え方に、給付の仕組みとして規定をおります。また、具体的には市町村の関与の基で公的な保育契

約制度を導入するということ。そのためには当然のことながら、給付の保障責務や利用者の支援に

ついての市町村の責務の明確を図ることが必要になるということ。  

 利用者に対しまして、利用者サービスの費用を確実に補償する仕組みとしまして、一定の利用者

負担の基にサービスができるように公定価格を基本としつつ、現物給付を行うということを記載し

ております。  

 その下でございますけれども、多様な事業者の参入による基盤整備ということで、指定制度の導

入。子ども・子育てビジョンの目標達成に向けた集中的な整備。イコールフッティングによる株式

会社やＮＰＯ等の多様な主体の参入促進といったことが規定をしているわけでございます。  

 これ以外にも２階建ての給付としまして、放課後児童給付やそれ以外の市町村のさまざまな独自

の給付も位置づけております。  

 ８ページになります。この幼保一体化の関係に関しては特出しで、８ページの後半で幼保一体化

という項目を記載しております。再掲になりますけれども、幼稚園、保育所、認定こども園の垣根

を取り払い、すなわち「保育に欠ける要件」を撤廃して、新たな指針に基き幼児教育と保育をとも

に提供するこども園（仮称）に一体化をする。そして、すべての子どもに質の高い幼児教育・保育
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を保障するとともに、家庭における子育て教育にも資するために、幼稚園教育要領と保育所の保育

所指針を統合して、一貫性を確保した新たな指針を創設する。ここのところが特にこのワーキング

チームの課題になるということでございます。  

 その下の２つの○でございますけれども、こども指針に基づき提供される幼児教育や保育につい

て資格の共通化を始めとした、こども園（仮称）としての機能の一体化を推進するということ。こ

ういったことを書いてございます。  

 また、先ほどの多様な事業者の参入という言葉がございましたけれども、こども園（仮称）につ

いては現在の幼稚園、保育所、認定こども園からの円滑な以降に配慮しつつ、学校法人、社会福祉

法人、株式会社、ＮＰＯ等、多様な事業主体の参入を可能とするということが記載をされていると

ころでございます。  

 あとは実施体制の一元化ということで、仮称でございますが、子ども家庭省（仮称）といったも

のの創設に向けた検討。  

 その他といたしましては、ステークホルダーの方々に参加をいただくＰＤＣＡで子どもに関する

施策を回していこうということで、それを支えるための子ども・子育て会議（仮称）を設置するこ

とを検討しようということが規定をされておりまして、一番最後の行でございますが、23 年通常国

会に法案を提出、25 年度の施行を目指すことが書かれているというのが制度案要綱になっておりま

す。以上が制度案要綱の概要でございました。  

 その後ろに資料３で横長の１枚紙を付けてございますが、今後の検討のスケジュールでございま

す。先ほど申し上げましたように、３つのワーキングチームを作業グループの下に置いてございま

すので、基本制度ワーキングチームのところで基本設計や幼保一体化の全体の枠組み、費用負担。

こういった基本的なところを基本制度ワーキングチームでやってまいりますので、内容的に非常に

濃いことになりますので、月２回程度開催をする予定にしております。  

 一方、幼保一体化ワーキングチームとこども指針（仮称）ワーキングチームについては、基本的

には月に１回程度開催させていただき、要所要所で中間報告を基本制度の方にお返しをするという

ことを考えております。  

 最終的には副大臣、政務官クラスの作業グループの方に検討の状況をお返しして、決定をしてい

ただくというようなスケジュールを踏みまして、来年の国会に予算非関連の法案ということで何と

かとりまとめをいただいて、提出にこぎ着けたいというのが現時点でのスケジュールでございます。 

 簡単でございますけれども、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、基本制度案要綱及びスケジュールにつきまして御説明

いただきましたけれども、その２つにおいて御質問がありましたら、挙手の上で御質問をお願いし

たいのですが、どなたからでもよろしいのですけれども、いかがですか。  

 特段、御質問は今のところはないでしょうか。また後で思い付かれたら、勿論資料を戻って聞い

ていただく時間がありますので、そこでお願いいたします。  

 それでは、御説明を続けたいと思います。続きまして、こども指針（仮称）ワーキングチームの

検討事項などにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。  
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○濵谷課長 幼児教育課長でございます。それでは、私からこども指針（仮称）に係る検討事項等

について、簡単に御説明をさせていただきます。  

 資料４でございます。先ほど御説明がございましたが、すべての子どもに質の高い幼児教育・保

育を保障する。家庭における子育てに資する。小学校学習指導要領との整合性・一貫性を確保する。

こういう前提の下に新たなこども指針（仮称）を策定するというのが今回の検討事項でございます。

検討事項の案でございますが、大きく２つで「１．総論」「２．施設での教育・保育」でございま

す。  

 まず「１．総論」につきましては、こども指針（仮称）における総則に相当するものという位置

づけでの御検討をいただければと思っております。具体的には、子ども・子育てに関する理念につ

いて御議論をいただければということでございます。これまでも児童憲章、中央教育審議会の答申、

社会保障審議会少子化対策部会第一次報告、この１月に策定されました子ども・子育てビジョンな

り、子ども・子育てに関する理念を議論した成果物がございますけれども、そういったものを基に

理念について御検討をいただければということでございます。  

 ２点目。こども指針（仮称）の構成でございます。今、総則と施設での教育・保育の二部構成と

申し上げましたけれども、そういった構成自体についても御議論をいただければということでござ

います。こども指針（仮称）の構成の下の括弧にございますけれども、子ども・子育てに関する理

念については、家庭・地域での教育・子育てにも共通するものであるということと同時に、「２．

施設での教育・保育」の内容でございますが、この内容につきましても家庭・地域での教育・子育

てに資するものという位置づけにしてはどうかということでございます。  

 ２部でございますけれども、これは具体的な施設での教育・保育の内容。現行の幼稚園教育要領

と保育所保育指針に書いてある内容を基礎として、具体的に検討をいただければということでござ

います。内容といたしましては、教育・保育の目標。現行、教育・養護等については５領域を基に

内容を規定しておりますけれども、そういった教育・養護の内容、教育・保育時間、教育方法、保

護者に対する支援などその他と。全体といたしましては、こういった構成で検討いただければとい

うことでございます。  

 資料５でございます。こども指針（仮称）ワーキングチームの当面の検討スケジュール感でござ

います。本日、こども指針（仮称）の基本的な考え方等について御自由に御議論をまずいただけれ

ばということでございます。  

 年内でございますけれども、月１程度の開催を想定しておりますが、年内は論点整理をいただけ

ればということでございまして、こども指針（仮称）の策定のための基本的な論点、子ども・子育

てに関する理念、指針の構成、教育・保育の目標等について、考え方を整理していただければとい

うことでございます。年明け以降でございますけれども、来年６月ごろまでをめどにテーマ別、例

えば領域別にこれまでの論点をテーマごとに指針における取扱いにしていただければということ

でございます。  

 それ以降でございます。※にございますけれども、来年７月以降にこれまでの御議論を基にこど

も指針（仮称）の原案を作成いたしまして、再来年３月めどの告示を目指したいということでござ
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います。なお、本ワーキングチームでの検討状況は中央教育審議会などの関係審議会にも適宜報告

をさせていただきたいと思っております。  

 続きまして、総論の参考資料について、これは第２回以降でも御議論いただく内容でございます

が、ざっとでございますけれども、御紹介をさせていただきます。  

 資料６「子ども・子育てに関する理念等について」でございます。これは関係法令、関係審議会

の報告の総論部分を抜粋したものでございます。まず家庭における教育・子育てに関する現行の法

律の規定としては、民法。当然でございますけれども、子どもの親権は父母に属するということ。

教育基本法におきまして、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。その

ために必要な生活習慣を身に付ける、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図るよう努めると

いうこと。国、地方公共団体は、その支援のための必要な施策を講じること。  

 幼児期の教育。これは先般の教育基本法の改正で新設されたものでございます。幼児期の教育は

将来にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるということが法律で規定されております。  

 ２ページ。子どもに関する基本的な法律。児童福祉法でございますけれども、その１～３条で児

童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるよう努める。生活を保障され、愛護されなければ

ならない等々の基本的な規定がございます。  

 次世代育成支援対策推進法におきましても、子育ての第一義的責任、子育ての意義についての理

解が深められ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮されなければならないといった規定がご

ざいます。  

 ３ページ。これは省略いたしますけれども、児童憲章におきましても児童についての基本的な考

え方、理念が示されております。  

 ４ページ。御案内のとおり、児童の権利条約におきまして、児童に関する諸規定、権利保障の規

定がございまして、例えば第３条１項におきまして、児童の最善の利益が主として考慮されるもの

とするといった規定がございます。  

 飛ばしまして、６ページ。ここから関係審議会の答申を２つ引いております。中央教育審議会に

おきましては、これは教育基本法、学校教育法の先般の改正の基礎となった答申でございます。人

の一生における幼児期の重要性、幼児教育の範囲として、これは今般の対象範囲が保育所・幼稚園

を通じてというところにもつながるわけですが、幼児教育とは幼児が生活するすべての場において

行われる教育を総称する。具体的には幼稚園の教育のみならず、保育所における教育、家庭教育、

地域社会における教育を含み得る、広がりを持った概念としてとらえられるという整理がなされて

おります。  

 また、家庭・地域社会・幼稚園等施設。この３つの教育をする機関がそれぞれ互いに教育機能を

発揮してバランスを保ちながら成長を支える大切な役割を果たしているという認識。幼児の教育が

全体として豊かになって、初めて幼児の健やかな成長が保障されるという基本的認識が示されてお

ります。  

 飛ばしまして、９ページ。この辺は社会保障審議会でも共通の認識が示されておりますが、子ど

もの育ちの現状。基本的な生活習慣、態度が身に付いていない。他者との関わりが苦手。  
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 社会的背景が子どもにとって厳しくなっている。  

 ３つ目が地域社会の教育力が低下していること。  

 10 ページ。総合的にいろいろな面で、家庭の教育力が低下していることなどが指摘されておりま

す。  

 その上でございますが、飛ばしまして恐縮です。14 ページでございます。今後の幼児教育の取組

の方向性といたしまして、幼稚園等施設と書いてありますが、幼稚園、保育所、認定こども園のす

べての施設が入っておりますけれども、それがこれまでの役割に加えまして、家庭や地域社会にお

ける教育力の補完をする役割。家庭や地域社会やその教育力を再生向上していく取組を支援する役

割が求められるということ。  

 ２番でございますけれども、幼児の生活の連続性、発達や学びの連続性ということで、幼稚園等

施設、家庭、地域社会の教育機能が連携することによって、その成果を円滑に小学校に引き継ぐた

めに幼児教育の充実を図る方向性が必要だということが指摘されております。  

 15 ページ。社会保障審議会の少子化部会第一次報告でございます。制度論は除きまして、理念的

な話だけかいつまんで申し上げます。「はじめに」のところで下線を引いておりますが、新たな制

度体系が目指すものとして、すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本に置く、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。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とを確認したとございます。  

 16 ページ。新たな保育サービスの提供の仕組みの検討に際しての前提で、子ども関連の部分だけ

を抜粋しました。下２つ目の○、下線を引いておりますが、良好な育成環境の保障を通じたすべて

の子どもの健やかな育ちの支援が必要であり、所得等によって利用できるサービスの質など子ども

の発達保障が左右されない仕組みが必要であること。次の◇ですが、保護者の利便性等の視点だけ

でなく、子どもの健全な発達保障の視点が重要であること。親としての成長の支援など保育サービ

スの提供者と保護者の関係は経済取引関係でとらえられない相互性があることなどが指摘されて

おります。  

 17 ページ以降は、社会環境の変化でございます。17～18 ページでございますけれども、中央教

育審議会の答申とほぼ同様の認識が示されているものと理解しております。  

 関連資料の最後で 19 ページ。子ども・子育てビジョン。１月 29 日に閣議決定されたものですが、

柱だけ御紹介いたします。「子どもが主人公（チルドレン・ファースト）」「『少子化対策』から『子

ども・子育て支援』へ」「生活と仕事と子育ての調和」。  

 20 ページ。「１．社会全体で子育てを支える」。「子どもを大切にする」「ライフサイクル全体を通

じて社会的に支える」「地域のネットワークで支える」。  

 「２．『希望』がかなえられる」。  

 21 ページ。「１．生命（いのち）と育ちを大切にする」。  

 「２．困っている声に応える」。１つ目の○の下でございますが、この中で「保育所の待機児童

を一刻も早く解消するため、既存の社会資源を最大限に有効活用することなどにより、サービスを

拡充するとともに、すべての子どもがどこに生まれても質の確保された幼児教育や保育が受けられ
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るよう、幼児教育、保育の総合的な提供（幼保一体化）を含めて、子どもや子育て家庭の視点に立

った制度改革を進めます」と記載されております。  

 資料６については以上でございます。  

 資料７「関係法令などにおける幼児教育・保育の現状について」でございます。  

 １ページ。まずこれは１つ大きな議論の対象でございますが、教育、保育の用語の定義、使い分

け。現行法における位置づけでございます。先ほど申し上げました教育基本法ですが、第 11 条で

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものと定義されておりますが、解説にご

ざいますけれども「幼児期の教育とは、本条において明確な定義がなされていないが、概ね、生後

から小学校就学前の時期の幼児を対象として、幼児が生活するすべての場において行われる教育を

総称したものと解される」。  

 したがいまして、０～２歳の教育も含めて、教育基本法の幼児期の教育に該当するということで

ございます。また、保育所において行われる教育も本条の幼児期の教育に含まれるということでご

ざいます。  

 一方、学校教育法の幼稚園、児童福祉法の保育所において教育・保育がどのような定義がなされ

ているかというところが、学校教育法からまいりますと、22 条におきまして、「幼稚園は幼児を保

育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて心身の発達を助長する」と書いております。 

 一方、23 条では、「幼稚園における教育は」と書いております。ここで教育、保育を使い分けて

おります。解説にございますけれども、教育につきましては幼稚園、学校教育機関でございますが、

幼稚園の発揮する機能全般でございますけれども、保育につきましては幼児が年少であることから、

一定の養護や世話が必要だと。幼児の具体的な生活経験に基づいた総合的な指導を行うという、小

学校以上の教育とは異なる指導方法を行うという特殊性に着目した概念として、保育が使用されて

おります。  

 一方、児童福祉法上の保育でございます。第 39 条に「保育所は保育に欠ける乳幼児の保育する

こと」を目的とする施設とございます。最低基準あるいは保育指針におきましては、下線部でござ

いますが、「実際の保育においては養護と教育が一体となって展開されることに留意が必要」と書

いておりまして、養護とは、「子どもの生命の保持、情緒の安定のための援助や関わり」。教育とは、

「子どもが健やかに成長し、活動がより豊かに展開されるための発達の援助」と定義されておりま

す。こういった定義の考え方自体は、学校教育法教育でも同様の概念かなということでございます。 

 ２ページ。今、申し上げました説明を概念図にしたものでございます。教育基本法上の教育は幼

稚園だけではなくて保育所も含めまして、広く入る概念でございます。一方で、保育所については

児童福祉機関ですので、教育と養護を一体的に提供ということで、こういう図になっております。 

 一方、幼稚園については幼稚園教育。教育基本法上の教育の中に包含されますが、注で書いてお

りますが、先ほど申し上げましたように、年少でありますので教育をするに当たっても一定の養護

が必要ですので、そういう意味では保育所は教育・養護一体的提供、同じ比重で提供する。一方、

幼稚園においても教育としてありますが、その前提には養護が含まれているという関係でございま

す。  
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 ３ページ。これまで特に 21 年４月から幼稚園教育要領、保育所保育指針が改定されております

が、類似の積み重ねを得まして、教育部分については内容がほぼそろっております。また、形式も

そろっております。幼稚園教育要領、大綱的に位置づけた告示でございますし、保育所保育指針も

21 年から告示化され、大綱化された。形式もそろっております。  

 また、基本的な考え方として、計画的な環境構成をする。遊びや生活を通した指導をする。一人

ひとりの発達の特性に応じた教育を行うこと。計画として教育課程あるいは保育課程の編成をして、

指導計画をつくって計画的に援助していくこと。教育内容としては健康、人間関係、環境、言葉、

表現といった領域を頭に置きながら、総合的に指導していく。こういった考え方は共通でございま

す。  

 ４ページからは現行の幼稚園と保育所の要領などの考え方ですが、飛ばしていただきまして、15

ページでございます。今回の指針でございますが、小学校学習指導要領との整合性、一貫性の確保

が一つの前提となっております。先般の教育基本法、学校教育法の改正におきまして、幼児期の教

育と小学校以上との体系的な教育が必要だということ。連携、一層の強化が必要だということが確

認をされております。  

 これを受けまして、具体的な 16 ページでございます。先般改定されました教育要領、保育指針

においては、幼稚園の教育あるいは保育所の保育が小学校以降の生活や学習の基盤の形成につなが

ることを配慮すること。あるいは留意事項といたしまして、交流。意見交換、合同研究の場を設け

ることなど、ほぼ同様の記述が両方に入っております。  

 17 ページ。また、小学校におきましても、国語、音楽、図画工作などにおきまして、幼稚園教育

との関連を考慮する。特に上の生活科でございますが、第１学年入学当初においては、生活科を中

心とした合科的な指導を行うということで、教科ごとに机に座って授業を行うのではなくて、幼稚

園に近いような総合的な指導を取り入れることも記載されております。  

 18 ページ。現在、文部科学省におきまして、この幼児時期の教育と小学校教育の円滑な接続の在

り方について、更に深めるための調査研究協力者会議を行っております。委員の名簿はここにござ

いますけれども、本座長の無藤先生に座長になっていただきまして、ちょうど今、議論をしている

最中でございます。  

 ４でございますが、この秋ごろ、来月をめどにとりまとめをする段階に来ておりまして、その報

告については本ワーキングチームにも御報告をさせて、検討の議題として提供させていただきたい

と考えております。  

 続きまして、資料８でございます。資料８と９は全体文とエッセンスということで、資料８が幼

稚園教育要領と保育指針の比較表の概要、エッセンス。資料９が全文を比較したものでございます。 

 資料８で御説明させていただきます。まず幾つかのパーツがございますが「（１）幼稚園教育・

保育所保育の目標」がございます。これは先ほど、人間関係、環境などの５領域と申し上げました

けれども、その５領域を中心とした目標が幼稚園では学校教育法に、保育所では保育指針の中で規

定されております。  

 「（２）教育・養護の具体的内容（５領域など）」でございます。基本的な事項と具体的な事項が
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ございます。総則、発達の特性、発達の過程とございますけれども、幼稚園教育要領、保育指針と

も総則的なところ。教育過程の編成のところ。１点違いますのは、発達の特性、発達過程でござい

ます。保育所については子どもの発達についてのおおむね何歳児でこうという発達過程が記載され

ている一方、幼稚園についてはそうした規定がないというところの違いがございます。  

 その下の教育の内容は５領域でございますが、この教育部分についてはほぼそろっております。

そういった感じでございます。  

 裏側でございます。「（３）教育時間、教育方法等」でございますが、時間数、日数が違います。

幼稚園については年間の週数は 39 週は下らない。１日の教育時間は４時間が標準となっている一

方で、保育指針においては最低基準で規定されておりますが、１日８時間を原則規定とされており

まして、この辺は議論の対象だと考えております。  

 指導科計画の作成上の留意事項。この中には幼小接続、幼小連携といったものを含む予定でござ

います。  

 「（４）家庭や地域との連携・子育て支援等」がございます。  

 一番下に預かり保育とございますけれども、この辺については保育所は当然保育が本業でござい

ますので、特段の特出しはございませんけれども、こういったところの扱いは検討するということ

であります。  

 最後に「（５）その他」でございます。幼稚園教育要領、保育所保育指針。幼稚園教育要領につ

いては、施設の役割、評価、健康安全、資質向上等については他の法令規則等で規定されている一

方、保育指針においてはこの指針の中で、そういったことも含めて書かれております。こういった

ものをどのように整理していくかも検討事項かと考えております。  

 簡単ですが、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。大部の資料でございましたけれども、こども指針（仮称）

の検討に当たって、私どもが念頭に置くべきことを整理していただきました。  

 本日でございますけれども、時間は 19 時半まででありますので、１時間半くらいをめどにして

委員の皆様に御発言をちょうだいをしたいと思います。今日は特に何かを決めるということではあ

りませんので、それぞれの委員の皆様として、新たにつくるこども指針（仮称）に期待すること。

そこで留意したいことなど、自由に御発言をいただきたいと思います。15 名ほどいるかと思います

ので、大ざっぱに言うと５分くらいということになると思いますので、大体その程度の時間を念頭

に置いて御発言をお願いしたいと思います。  

 また、レジュメが後の方にありまして、前もってちょうだいしたレジュメについては印刷されて

ございます。資料 10 ですね。お三名の委員につきましてはレジュメがありますので、御発言の際

に御参照をよろしくお願いいたします。  

 どなたからでも結構ですが、いずれにしても全委員に御発言のチャンスがありますけれども、順

番は自由ですからお手を挙げて御発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皮切り

にどなたでもどうぞ。「あいうえお」順というのも機械的ですので、手を挙げていただきたいと思

っております。  
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 せっかく資料をいただいているし、大場先生、いかがですか。  

○大場委員 座ったままで失礼いたします。ワーキンググループの下に属するワーキングチームと

いう自分の立ち位置を認識いたしましたときに、一番何をすべきかという冒頭に出てきたことが、

この策定作業を我々で具体的にどう進めるのかという辺の守備範囲を確認したかったという思い

があります。ただ、これは今この時点での発言として適切かどうか悩みますのは、昨晩、事務局の

方から資料をいただいたものと前後して、私の方は先にお出ししてしまっていますから、若干言う

までもないよということがここにあるかもしれません。  

 あえて承知でありますが、やはりゼロからスタートさせたいのではありますけれども、長い幼児

教育・保育の歴史というものを踏まえて、それぞれが持ってきた文化を大事にしながら、しかし、

全く新たな形へと進めていくということの方向に関しては、私個人としては全く異論がなく、何と

かそういうふうにならないものか。最大の理由は教育と福祉ということが一人ひとりの子ども、あ

るいは家庭に二分される形で、その重みづけがなされるような状況はなるべく早く脱却してほしい

と常々思っております。特に児童福祉施設の方の仕事をしてまいった私としましては、保育所を考

えるときに、同時に乳児院のことをどうするのか。児童養護施設の子どものことをどうするのか。

それがこども指針（仮称）のカテゴリーの中で守備範囲の中に含まれるのかどうかということを早

いうちに決めていく必要があろうか。ただ、それがこども園（仮称）のこども指針（仮称）という

ものをあいまいにさせることとは別だと思っています。その中で意味づけをちゃんとしていくこと

がこのチームの作業ではないか。その点が第１点であります。  

 したがって、概念の明確化ということは難しいかもしれませんが、このチームにおいてある程度

の合意形成が必要かと。例えば「子ども」という概念、あるいは「保育」という言葉を使うこと。

「幼児教育」、あるいは「教育」という言葉を使うこと。このことを新しいこども指針（仮称）の

中でなるべくこれまでの文化を生かして、成り立たせるようにしていけたらと。  

 それから、これは非常に漠然とした言い方ではありますが、逆に言うと個々の問題に入りますと

際限がありませんが、家庭や地域における格差という問題を何とかこのこども指針（仮称）で是正

していかなければならない。それは保育士養成、あるいは幼稚園教諭養成からも除外されるべきこ

とではないと踏んでおります。そのことが本当にこの策定の会議の中で実現できるようにするのに

はどうしたらいいかという点があります。  

 私のメモでは４番のところで、指針が担保する、あるいはされるべきことは何かということを考

えたかったということでありますが、これは前提でありますよりも、これが完成された時点で少な

くとも子どもの育ちの連続性ということ。これは幼児期だけではなく幼児期から児童期へ。そして、

家庭生活・文化の多様性ということがそこでは画一性ということに取り替えられないようにしてほ

しい、あるいはしたいということ。それから、施設機能の多様性をどういうふうにそこで保障して

いくのか。  

 偏っているかもしれませんが、これまでの子ども・子育て新システム検討会議の中で、私の印象

で保育との接点であまり見えなかったことが、地域についての踏み込みの議論が幼児教育、保育の

レベルで議論されているものが決して十分だったとは思えないと、私は意見として思っております。
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したがって、地域のネットワークの有効性ということを何とか考えて実現したいと思っています。 

 なお、この「５．指針の基軸にしたい考え方」は、ほとんど先ほど濵谷さんから御紹介いただい

た資料の中で照合できるのかなと思いますので、必要なところでまた発言させていただきたいと思

います。  

 以上です。  

○無藤座長 施設機能の多様性というのをもう少し解説していただけますか。  

○大場委員 恐らく幼稚園、保育所、認定こども園というようなことが施設の中で登場してきます

けれども、恐らくこの施設という場合には、認証保育所のようなことであるとか、あるいはそのほ

か、家庭保育のようなことを含めた裾野の問題が一つあるでしょう。それから、先ほど冒頭に申し

上げた児童福祉施設における子どもの生活という問題をどうするのかということも、今回のこども

指針の中でどのようにそこを守備範囲の中に取り込んでいくかということがあろうかと思いまし

た。とりあえずそんなことを感じております。  

○無藤座長 ありがとうございました。それぞれの委員の方について更に議論というのは次回以降

ですけれども、一言だけ申し上げれば、先ほどの解説で資料４ですが、こども指針（仮称）に関わ

る検討事項のところですね。総論と施設での教育、保育を分けるということで基本的にはどうかと

いうお話がありましたので、特に総論については、今、大場委員が御指摘のような家庭、地域、さ

まざまな施設、その他のことを念頭に置きながらということが出てくるだろう。  

 それに対して、施設の方は、これも皆様方の御意見次第ではありますが、幼稚園、保育所、認定

こども園という具体的な保育・幼児教育施設の専門的な中身のようなイメージかなと思います。あ

りがとうございました。  

 続けて、どなたからでも御自由に御発言をいただきたいと思います。どうぞ。  

○坂﨑委員代理 資料を出しました関係上で、今の大場先生の後の資料に、島田という形で日本保

育協会保育問題検討委員会の委員として出ております。今日は私は代理でございますけれども、基

本的なところの３つの提言をお話をしたいと思います。  

 私たち日本保育協会は民間の保育所団体でございます。現在の保育所保育指針は大場先生を中心

としてつくっていただいたわけですが、私たちにとりましては、非常に大事な保育所保育指針とい

う形で受け取っております。特に平成 20 年３月に告示化され、実施しているわけでございますけ

れども、幼稚園教育要領との教育部分の整合性を含めて、その意味では養護と教育が一体となった

非常にいい指針だと私たちはとらえております。その中で、こども指針（仮称）というものが保育

所保育指針が幼稚園教育要領と総括されたような形で考えられているのが私たち保育会の現状で

はないかと思っております。  

 問題はたくさんあるとは思いますが、やはり現状というものがそのような保育所保育指針を行う

中であっても、保育現場の開所時間の実情等を踏まえますと、なかなか保育の明日の準備をしっか

り行う時間的な余裕を確保するような形ができないようなことが現実的にあるわけでございます。  

ですから、そのようなこども指針（仮称）のようなものになったとしても、現状としては働きやす

い、子育てしやすい職場づくりに配慮しなければ、さらなる保育の質を満たすことは非常に困難な
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のではないだろうか。つまりはこの保障をしっかりすることで、乳幼児期の自立を支える教育や保

育の質が画一されるのではないかということを前提条件として、次の３つについて少し話を今日は

したいと思います。  

 １つは、保育の質の問題のことについては、今回すべての子どもに質に高い幼児教育・保育を保

障するんだということが書かれています。今まで、話をしたことに尽きるわけでございますが、や

はり保育の質に関しては子どもの育つ環境等の変化に対応し切れない状況があるわけですから、こ

の集団性を認めながらも乳幼児期の特性に合わせた形でのものをきちんとしていく。そういう意味

では職員の配置基準等々を含めた形で、前提条件としたものをきちんと見直しすることが急務では

ないかということが一つございます。  

 もう一つは、こども指針（仮称）が家庭や地域に資するものという文言があって、この考え方に

ついて少し述べさせていただきたいと思います。かつて学校５日制度を導入したときのうたい文句

の一つに、家庭の教育力を高めるとか、そういうことが非常に大きな懸案としてありましたけれど

も、現状としては何となく家庭の教育力が落ちたと思われている節がございます。  

 私たち保育所としては、長年この部分を実質的に支えてきたものというのは、子育て支援という

ものが保育所に設置をされて、その部分で親の教育力を高めてきたという自負がございます。その

意味ではすべての園に支援センターの機能が必要不可欠と考えたりいたしますし、それらのことを

もって社会的な保育の指針を家庭や地域に知らしめたり、生かしてもらったりするという必要性が

あるのではないかと思います。  

 しかしながらこのようなことで、こども指針（仮称）というものが家庭や地域において、それが

アドバイス的なものになるということ、目安になるということに対しましては間違いないと思われ

るのですが、それが拘束性があるものということはどういうものか。こども指針（仮称）というも

のが一人一人の子どもの家庭や地域にまで拘束力を持つようなものはいかがなものだろうかとい

う疑問を持っております。これが２点目でございます。  

 ３点目について、お話をさせていただきます。今度のこども指針（仮称）と小学校学習指導要領

の整合性と一貫性という話がありました。これは今回の資料８の 19 ページに幼児期の調査研究者

会議というものが行われていて、多分その中でいろいろな話し合いをされているということを前提

条件に話をするわけですが、やはり乳幼児期の発達性かつ、それに見合った保育があって小学校学

習指導要領に合わせていくものが統合であるという考え方だと思います。しかし決して小学校１年

生を起点にした形ではなくて、やはり保育所保育指針の持っているもの、幼稚園教育要領が持って

いるものとの整合性・一貫性を小学校学習指導要領にも求めていきたいと思います。  

 中身の話を少ししていけば、やはり小１プロブレム緩和のためのアプローチカリキュラムやスタ

ートカリキュラムが展開されていくということが今、文科省を中心として非常に行われていますし、

モデル事業として行われていると思います。それらのことについて考えますと、今、文科省で行わ

れているそれらの問題が保育所の方にもきちんと波及して、保幼小の職員研修等をきちんと行うこ

と。そのアプローチカリキュラムをどのように考えていくか。スタートカリキュラムをどのように

考えていくか。そういうことがきちんと検討をされて進んでいかなければ、物事をきちんと説明を
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されて進められていかないと、ここの部分が非常にまた段差をつくって問題を起こす。いくらこど

も指針（仮称）で名目上だけつくっても、問題解決にはならないので、少し時間をかけて踏み込ん

でやっていくべきところではないかと思っています。  

 かいつまんで、島田先生のおっしゃる気持ちの部分も含めて、私のことも含めましたが、現在、

一生懸命いい保育をやっているんだけれども、保育の質を上げるためには職員配置や職員研修をき

ちんと行うこと。また、こども指針（仮称）が地域や家庭に資するところの疑問性。小学校１年生

との一貫性をなるべくいい形で進めていけるような仕組みをつくっていただきたいということを

申し上げます。  

 以上です。  

○無藤座長 ありがとうございました。小学校とのつながりは先ほどの協力者会議の報告が 10 月

中に多分ここで報告できて、まさに御指摘のことを念頭に置いて、まとめるということになるかと

思います。  

 さて、それでは、また次の委員ということで、よろしくお願いいたします。若盛委員、どうです

か。  

○若盛委員 それでは、今の資料の続きでございます。「『こども指針』についての提言」というこ

とで、私たちなりに進めてきたことの内容について、大変雑駁でございますし、まとまっておりま

せんけれども、お話をさせていただきたいと存じます。  

 私たちは認定こども園として全国組織でございまして、現在、５４０いくつの認定こども園がご

ざいますけれども、その中で 200 弱が私どもの会員として参加をしております。私たちなりのメン

バーの中では、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方型。メンバーの中ではどちらでもなく、こ

れから移行していきたいという方々、教材メーカーであるとか一般のいろいろな方々も参画をして

おります。基本的には、これから認定こども園に向かっていく意味での幼保に向かって取り組んで

いこうという仲間たちで、今、鋭意アドバイザリーボードの先生方の御指導などをいただきながら

取り組んできております。  

 私たちなりには、今まで取り組んできたメンバーのいろいろな意見などを集めながらやってきて

おりますけれども、基本的には認定こども園に向かって、０～18 歳までを見通した上での乳幼児期

の保育をきちんと整えていこうという考え方で進めております。０から就学前までという中では、

０～２歳の乳児、３～５歳児の幼児という子どもたちの年齢別ではなくて、ともに育ち合うという

こと。その中でお互いに育ち合える関係を乳幼児期に経験していけることが一番いいのではないか。

そんな願いを持っております。  

 ですから、分けて別々にして保育をしていくということではなくて、幼稚園教育要領と保育所指

針を併せ持ったシステムを是非早いうちにつくり上げていただけたら、大変ありがたいなと思って

おります。特にいろいろ出ておりますけれども、歴史的なそれぞれの園の背景がたくさんあるかと

思っております。そういうものをもちろん大事にしながらも、やはりこれから育っていくであろう

子どものためのシステムでなければいけないと思います。  

 ただ、社会的な背景がいろいろあるわけでございますから、今までも出ておりましたけれども、
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家庭の教育力の低下、具体的に言うと○○式英才教育方式であるとか、子どもの側に立ったことで

なくて、大人のニーズに併せた計画にどうも流されそうな感じがございますので、その辺をしっか

りと子どもの目線に立った、社会参加のできる保育に向かってのこども指針（仮称）というものを

つくっていただけたら大変ありがたいなと思っております。  

 中間の方にもあるのですが、幼稚園教育要領で言うならば、心情、意欲、態度という言葉がござ

いますが、特に心の育ちというものを是非とも第一にすえてつくっていく必要があるのではないか。

混沌とした社会状況でございますので、そのあおりに影響されないような、やはり乳幼児期をしっ

かりと人格の基礎を身に付けていかれるような内容であるべきだろう。そのための総則の中にも幼

稚園教育要領、保育所保育指針そのものも含めて、心の豊かさになっていかれるような内容のもの

を明記していくべきではないかと思っております。  

 更には後半でございますけれども、非常に語弊があるかもしれませんが、宗教的情操という言葉

をあえて申し上げさせていただきましたが、これは一宗一派という問題ではなくて、心の育ちに関

して、思いやり、感謝、畏懼の念、尊厳であるとか、勿論内容の中にも含まれておりますけれども、

是非ともその辺のところも重要な内容として明記をしていかれれば、この子どもたちが社会に出て、

日本人としてプライドを持って、リーダーシップを取っていかれるような要素を乳幼児期に経験で

きるような願いを込めた指針づくりであったら、大変ありがたいと思っております。  

 大変大ざっぱでございますけれども、そのようなことを含めて、我々も鋭意、幼保一体に向かっ

ての内容の工夫に取り組んでおりますので、まとまりませんが一つの案として申し上げさせていた

だきました。  

 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、前もって資料をお出しいただいた３人の委員か

ら意見を出していただきましたので、あとは適宜ということで挙手をお願いしたいと思います。山

縣委員、どうぞ。  

○山縣委員 まだ１回目ですので質問的な要素が入っておりますけれども、３点お話をさせてくだ

さい。  

 １つは、こども指針（仮称）という概念そのものをどうとらえているかということが、私自身ま

だ不明確です。日本語的に言うと、指針には「こども」が直接つくのではなくて、「こどもの○○

指針」という使い方が一般的だと思います。例えば保育指針とか教育指針とかですね。「こども」

と「指針」の間の関係が日本語的にどうつながっているのか。ここをある程度、共通理解をしてお

く必要があるのではないか。単に子どもに向かう態度ということなのか。  

 今までの保育所保育指針とか幼稚園教育要領は、その子どもの保育とか教育の在り方論を論じて

いたと思いますので、そういうところは従来の保育指針とか教育要領のようなイメージで、社会と

か専門家とか親が子どもに何かをするということを書くのか。それとも総論辺りを中心に、子ども

とは何かみたいな子ども論そのものをかなり丁寧に書いて、具体論の関わり方論として、本日の資

料の「２」の部分を書くのか。そこの構造をある程度、共通理解をした方がいいのではないかとい

うのが１点です。今の段階では、それでどうしたらいいかはよくわかっていません。  
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 子どもについては、「育てられる子ども」という側面と「育つ」という側面がある。若干あいま

いですけれども、子どもを「対象」として見るのか、「主体」として見るのか。例えばそういうニ

ュアンスだと思いますけれども、現政府が出しておられる「チルドレンファースト」という考え方

は、主体としての子どもという意識を明確に出されたものと感じています。恐らく子どもの権利条

約等をベースにしながらだと思っていますので、そうすると今までの保育所保育指針とか幼稚園教

育要領では、やや対象論的要素が強過ぎるのではないだろうか。そこら辺がこのこども指針（仮称）

の間の関係をどうするのかなというところの疑問になっています。  

 大場委員が指摘されたことと共通しているのですが、子どもを一体どうとらえるか。一方でこど

も園（仮称）の議論がすぐそばで進んでいますし、この提案の中にも、幼稚園教育要領と保育所保

育指針云々という言葉がある。そうするとまず乳幼児期のことなのかなと思ってしまいます。そこ

をどうするのか。乳幼児期以外、学齢期、少年期まで広げたものにするならば、非常に失礼な言い

方ですけれども、このメンバーでいいのかどうかということさえ疑われてくる。乳幼児期を中心に

したメンバー構成になっていますので、そこに限定をするのだという割り切りでもいいとは思って

いますけれども、そこら辺は定義的な意味合い。そこをどこかの段階でお互いに共通の考え方に立

ちたいというのが１点目です。  

 ２点目ですけれども、これもやや疑問的な要素。まだ自分の中で解決できていない要素で、ほか

の委員の方々の意見も聞いてみたいところですが、家庭とか保護者の位置づけをこの中でどうする

のかということです。同じくベースになる保育所保育指針とか幼稚園教育要領では、家庭とか保護

者はあくまでも支援すべき対象という位置づけになっています。しかし、今回の検討課題としては、

家庭そのものの指針にもなるようにという言葉遣いが随所に入っています。  

 特に保育所保育指針では幼稚園教育要領以上に家庭のことを丁寧に書いていまして、利用者に限

らず、保育所を利用していない地域の保護者に対する支援の在り方論まで明確に位置付けている。

そういうことが入りながら、家庭の指針としていくと、保護者自身がこれを読んだときにどう読め

るのかというところが、どう整理をしましょうかという点が気になっているところです。  

 当初提案されているように、家庭にも保護者にも指針となるものだということになれば、この指

針は恐らく期待としては従来の幼稚園教育要領や保育所保育指針のように、こども園（仮称）の職

員に読んでもらうだけではなくて、子育て支援担当者、これはきっとそんなに大きな問題はないと

思いますけれども、いわゆる保護者にも読んでもらうんだというものになるとすると、かなり慎重

に議論をしなければならないと思います。望ましい家庭論とか保護者論というところまで、立ち入

ることの必要性と、危険性の双方が、頭の中に混在しています。入れたいという思いと、入れるこ

とによる混乱と両方を感じています。これが２点目です。  

 最後になりますけれども、教育と保育について、現行制度を中心にどういう説明になっているか

を当初、事務局の方からお話をいただきました。私は専門ではないのですけれども、それなりに理

解をしておるつもりですが、恐らくこれは国民次元では非常にわかりづらい。教育と保育の説明が

すっとわかりましたという人はいないのではないか。それは保育士とか幼稚園教諭の人に聞いても、

恐らく言葉遣い、意味合いの違いはわからない。現職の人たちもわからないと思います。  
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 悪いという意味ではなくて、説明をどううまくするかというところをわかりやすくする。今度は

こども園（仮称）で一本化するとするならば、そこは前よりは楽になるのではないかと個人的には

思っていますので、そういうところを自分自身も含めて、わかりやすくしていたいなと。  

 その際にもう一つ考えないといけないのは、今日の資料にもありましたけれども、学校教育法で

は数年前の法改正で、幼稚園に「幼児教育とその後の教育の基礎を培う」と書いてあります。一方、

保育所では法律には教育という言葉は一切出てこなくて、今日ありました保育指針の中で始めて教

育という言葉が出てくるんです。  

「教育」という用語の法的レベルでのな位置づけが違うということが１つありますが、今、私が

言いたいのは、それよりも「義務教育の基礎を培う」という言葉が幼稚園にしか適用されていない

ということは、保育所は一体どうなっているんだということなんですね。幼児教育と就学前の保育

教育の関係を、変えられたばかりですから、それ以上は言いませんけれども、私は今の新しい言葉

遣いに少し疑問を思っているものですから、あえてそのことを少し全体で議論できたらなと。変え

ましょうということではなくて、変わったばかりですから、入れて含めたときにどういうニュアン

スで伝えていくのかということを感じています。  

 以上、３点、お時間が長くなりましたけれども、私自身の課題としてお話をさせていただきまし

た。  

○無藤座長 ありがとうございました。今の３点はいずれも非常に重要な問題で、次回以降に取り

上げていけると思います。ただ、今、簡単に言えば、先ほど申し上げたように、こども指針（仮称）

が総論としての教育・保育という大枠をいこうというのは、山縣委員が御指摘のようなこともある

程度念頭に置いているかと思いますが、総論というところである程度広めに「子どもとは」とか、

「保育・教育とは」という議論、そこは非常に当てはめていく。施設での教育・保育は、幼稚園、

保育所などについてのかなり専門性の高い保育・教育を実現するための指針である。そういう大ざ

っぱな分け方の下でやっていくだろうと思います。ただ、いろいろと難しいところはありますので、

議論をしたいと思います。  

 私の理解では、学校教育法の幼稚園の規定は、基本的に保育所に適用されるものであると理解さ

れてしますし、文科省、厚生労働省の今までの説明はそういうことでやってきたと思います。ただ、

明確な法的根拠があるかというと、少し微妙なところもあります。国会答弁その他では、そう理解

されてきたと言っていいと思っております。つまり保育所における教育というものが義務教育及び

それ以降の教育の基礎を培うということについては、十分確認されています。ただ、法的な明確は

今後求められているかなと思っています。  

 よけいな注釈を入れましたけれども、更に皆様方から。秋田委員、お願いします。  

○秋田委員 私の方でも３点です。まず、「こども園（仮称）指針」なのか、「こども指針（仮称）」

なのかというあいまいさであります。私自身が一つ懸念しているのは、子どものとらえ方というと

ころで、例えば今日の幼保一体化のところでも、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合し、小学

校学習指導要領との整合性、一貫性を確保するというのは、極めて重要なことでございますが、現

行の学習指導要領との整合性というところが最重要なのではありません。、０～18 歳までの中には、
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中教審の答申でも生涯学習の基盤ということが言われ、社会保障審議会の方の第一次答申の中でも、

将来の未来への投資ということがのべられています。学習だけではなく、幸せで豊かな市民として

生きられるための子どもの根幹が何かということが総論できちんと書かれることが、私は理念的に

重要であると考えます。、こども指針に関わる検討事項でも小学校教育との整合性、一貫性は実務

的には極めて重要ですし、文科省でも詰めてはおりますが、そこにあまり縛られるよりも、こども

指針（仮称）はこども指針（仮称）として、これからの乳幼児期の子どもをどうあってほしいのか

ということをきちんと述べるものにしていきたいというのがまず第１点目でございます。  

 ２点目としては、当然のことながら、こども指針（仮称）は法的な規範性、規定性をかなり強く

持つものになります。できるだけ平等にすべての子どもにというところから、すべての園、すべて

の自治体に当てはまる指針をつくっていくわけです。けれども、大事なことは保育の中では幼稚園

教育要領も保育所保育指針も一人一人の子どもであったり、それぞれの園であったり、今もそれぞ

れの地域の独自性を重視するというところで、要するに平等性と卓越性という、それぞれのよさを

引き出すという部分と、すべての子どもやすべての園に相等しくという点での折り合いを子どもの

レベル、各園のレベル、自治体でどういうふうにしていくかというところが議論されることになる

のだろうと私自身は理解しています。  

 最初に大場先生も言われましたが、保育所、幼稚園それぞれに古い伝統的歴史があります。その

中ですので、できるだけある意味で深く対話をすると同時に、自由度が保障されることが必要です。

統合して平等にするために、それぞれの制度が大事にしてきたものを縛るものにせず、大綱化して、

本当に根幹部分だけにしていくことが重要になるのではないかと思っているのが２点目です。  

 ３点目としては、先ほど山縣委員も言われましたが、こども指針（仮称）の性格が問題になりま

す。前の場合もそうですけれども、要領と解説書があります。要するに総論的なところと実務的に

教育内容的なところの区別です。保育所保育指針の方であれば研修等も書かれておりますし、少し

広い範囲をカバーしているところがあります。それをどういうふうに構成するのかという根幹のと

ころを少し御議論いただく必要があります。  

養護と教育がこうなっていますという御説明はわかるんです。でも、恐らく幼稚園の人が意味し

ている養護と保育所の方が歴史的に大事にしてきた養護は、言葉は養護ですけれども同じではな

く、、幼稚園教育が大事にしてきた教育の意味合いと保育所の方が歴史的にイメージする教育のイ

メージも必ずしも同じではないので、もう一度これを新たな起点として、少しじっくりと議論をす

る。そこに時間を割いていただいて、逆に細かなところの用語の付け合わせは、ある程度は作業的

なところがあるので、少し事務的に整理をしていただいて、こういう大きい場で議論をしていくの

は、ポイントのところにしぼり、会合自体が議論に時間を割けるようにしていただけるとありがた

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。議論の進め方としては、このワーキングチームのこれが一

応全体会議ですけれども、本当にこども指針（仮称）の文言の細かいところですね。人間関係の領

域の文章をどうするとか、それは更に小さいチームで細かくやりながら、ここに上げていくという
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ふうに当然ながらなると思いますので、ここではできる限り、理念、方針を明確にしていただけれ

ばと思います。  

 秋田委員の御意見はまったくそのとおりだと思いますが、私なりに注釈を入れれば、特に幼稚園、

保育所は 100 年以上の長い伝統の中で、極めて多様な歴史があります。幼稚園、保育所それぞれの

違いはもちろんありますが、同時に各幼稚園の中で、あるいは保育所の中でも多様な保育を展開し

てきたわけです。  

 もちろん、多様性の下で劣悪なものを認めるということは許せないわけですから、当然ながらあ

る規定の下で法令的、義務的なものであろうと思いますけれども、個別的な部分で言えば、さまざ

まなよさを生かしていける。そういうものにすべきだと思いますし、現行の幼稚園教育要領も保育

所保育指針もそういう趣旨でたくみに、つまり大綱性と規定性を折り合わせながらつくられてきた

と思います。そういう意味で、それを尊重しながらできればと思っています。とは言え、いろいろ

と難しい面は今、御指摘のとおりだと思いますので、更に御意見をちょうだいしたいと思っており

ます。  

 では、小田委員、よろしくお願いします。  

○小田委員 小宮山副大臣が最初におっしゃっておられましたけれども、この問題は急に起きたこ

とではなくて、かなり詰めながら、ここの時代が来ているということはおっしゃったとおりです。

私は実は平成６年に文部省にいた時代がありまして、そのときに経験をしているのですが、保育所

と幼稚園が他者との関係性ででき上がっているものではないという形であったのですけれども、御

存じのように昭和 24 年に学校教育法と児童福祉法ができたときには保育要領といって一つのもの

だったんです。今のような保育指針と教育要領と分かれていなくて、児童福祉法と教育法ができた

ときには保育要領というのが一つあって、これは家庭の方々も読むような書物のような形で、非常

に丁寧に書かれていたものができていたのが歴史の最初です。  

 それはいわゆる明治時代からずっとあったものが初めて学校教育法の中に幼児期のものを入れ

ていく。片方では児童福祉の理念の中に保育所を入れていくという形のときに、倉橋惣三さんがそ

のときに言っているのは、今のところは分かれているが、いずれ 100 年後くらいには一つになって

いかなければいけないだろうけれども、今は非常に家庭も戦後ですから、どうやって子どもを育て

たらいいかとか、さまざまな形で乱れているだろうから、指針のような形で出そうというのが保育

要領だったんです。いずれ一つになるであろうと言いながら、ずっとそれぞれが経済発展の中で、

保育所ができ、幼稚園が充実していくという形の中で、いずれも充実しながら、どちらに行かした

らいいのだろうとかわりにくかったので、昭和 49 年に局長通達を出しているんです。  

 その当時は文部省と厚生省があって、文部省と厚生省が局長通達でお互いに手を取り合ってやり

なさいというときに、保育指針と幼稚園教育要領と分かれているけれども、幼稚園教育要領に保育

所のいわゆる教育の部分は準じなさいという形で、準じますよというのができるわけです。でも、

その準じるという言い方が非常にうまくいかなかったのか、その後、いろいろ充実しながら今日ま

で来たという形になってきていて、今のように両方ともお互いが公示行為になってきている。  

 そういう点で今回は第３回目になるわけですが、いわゆる子どもの側に立ってみて、１つになっ
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て考えてみるとどうだろうという３回目だろうと思っていますが、その意味で言えば非常にダブル

スタンダードになるような形にならなくて、こども指針（仮称）という名前自体が私にはよくわか

りませんが、これが一つのお互いが向き合ってみて、子どもの側に立とうという点の一つになって

いく方向という点で、こども指針（仮称）という名前は仮称ですからいいと思いますが、これがで

き上がっていくことに私は大変賛成している。  

 ただ、今まで積み上げてきた歴史だけは踏まえてほしい。つまり簡単にまったく新しいものをつ

くり上げて、こういうものだという形で行くのは、子どもの側に大変失礼だし、保護者の側や幼稚

園や保育所の文化を組み立ててきた人たちに対して、そんなに真新しいものをつくっていこうとい

うのではなくて、やはり歴史を踏まえた形の中で文部省も厚生省も、今は文部科学省、厚生労働省

になっていますが、お互いが平成９年からはずっと年に一度、幼保懇という形で懇談会を開いてき

た経緯があります。  

 ですから、省庁の枠を超えて、お互いにこの問題を話し合いましょうという形で積み上げてきた

ものがあって、その中にあって、でき上がってきたものが御存じのように共同化、いわゆる共用化

といって、建物を共用化していくという指針をつくってみたり、認定こども園ができていたり、い

ろいろな形がある。その中で流れているものというのは大事にしながらいきたい。  

 ただ、言わないと帰れないので言っているのは、ダブルスタンダードだったものが今回はダブル

スタンダードでなくなるという点で、非常に私は期待をしたいと思っております。それと同時に家

庭の問題を一気に書けるかと山縣先生がおっしゃったのはそのとおりで、保育指針にも教育要領に

もまったく「家庭」という文字がなかったものを、特に教育要領の場合は 20 年前までは一切、平

成元年のときまでは「家庭」という言葉は一切出さないで書いていたものが、ここ平成 10 年の改

定の中には、「家庭」という文字を幾つか増やして入れている。だから、一気にではなくて、徐々

に徐々に現状の中を文化としてどう生かしていくのか。家庭そのものを壊さないで生かしていくの

か。そういう形で積み上げてきているので、私は一気に何か新しい真っ白な形でこども指針（仮称）

ができるという言い方は反対です。  

 ただ、ダブルスタンダードではなくて、本当に子どもの側に立てるよさが生きてくれば、大場先

生がおっしゃったようなものは、地域というのも入ってくるのではないかなという期待感を持って

いるということです。  

 １つだけ今の立場から言うと、今度はこの問題の中に入れられるかどうかわかりませんけれども、

発達障害の問題がかなり大きな子どもたちの生き方にある。そのことをどのような形で書き込める

かというと非常に難しいなという点。ただ、除外という形で書き込めるのか、それをどのように書

き込むのかはかなりの責任を感じていますので、特に発症の時期が３歳児くらいが発症だというよ

うな言われ方がかなり定着しかけているときに、この中でどういう役割ができるのかなという点を

心配しています。  

 以上です。  

○無藤座長 歴史的経緯の御説明をありがとうございました。十分踏まえていきたいと思います。 

 では、藤森委員。  
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○藤森委員 最初なので印象とか感想になってしまうかもしれないですけれども、まず私たちは現

場にいて、例えば今回の指針の改訂はとてもいいと思っています。その改定は大きな変化があって、

例えば子どもの権利条約を批准した後、きちんとそれを踏まえた最善の利益とか、そういうことが

入っています。それをわかりやすく解説をつくり、ＤＶＤをつくっているんですけれども、現場か

ら見るとどうしても具体的に行動にそれが反映されにくいんです。それがどうしてなのかよくわか

らないのですが、非常に丁寧に書いてあります。どうも現場が旧指針のころと新指針になってとど

のくらい変わったのか。  

 子ども権利条約が変わったというのは、どういうふうに保育が変わっているかといったらあまり

実感がなくて、ちまたに行くと、変わらなくていいのにという話になったときに、こんなに大きく

変わっているのにというときに、今回つくられたことがもう少し現場の行動に移せるような、例え

ば私たちは非営利の団体ですので、目的がきちんと見えないと動きにくいんです。  

 抽象的な子どもを大切にと言ったって、それはもちろん大切ですし、将来の基礎というか、もち

ろんそうだろうなとは思うんですけれども、それがどういうふうなことかが非常にわかりにくいの

は、多分何人かの委員が言った言葉の定義がきちんと明確ではないということも一つあるし、読み

込んでいくと、ここの部分とこちらの部分が何か言っていることが違うということが随分現場で行

おうとすると、あるんです。それを感じるとどうも私たちがまずどのような子どもたちをどんな環

境の中から今度は育てていかなければいけないかをきちんと踏まえて、それをきちんとするために、

どんな制度でどんなシステムかを全体の位置づけも反対なような気がして、何で一番最後なのだろ

うと。  

 私は一番最初に、子どもをどういうふうにすべきかがあって、それを守るためにどんな制度が必

要で、どんなシステムがというような気がするのですけれども、日程調整もあるのか、最後の方に

あるのはどうもしっくりいかない。  

 その大事なことがこんなに短い期間でできてしまうのかというのが印象としてあります。そうい

うことを考えたときに、本当にそれぞれの委員の言っていることはわかるのですけれども、子ども

の権利条約が例に資料が出された中で、例えば子どもの教育といったら 12 条とかを絶対に入れて

ほしいと思います。意見の表明権とかですね。そういうことが資料に入らないんです。何か現場と

して行っていく上でスルーしてしまうような感じのところが随分あるのです。  

 例えば領域にしても、領域は教科でもないし教える内容でもないと言っていながら、説明の中に

は、これを頭に入れながら教育をするとか言われると、領域を頭にしてと。子どもは領域で活動し

ているのではないのにと思ったりするときに、何か子どものことが指針に盛り込まれた精神が現場

の方にはきちんと降りてこない。最善の利益という言葉にしても、今をよりよく生きるとか、今回

の２章と３章で年齢にはねらいと内容を持たないで、発達でおおむねの家庭であるとか、保育の内

容にはねらいと内容を持つとか、整理されて、きちんと指針ができている割には、いざ現場になる

と昔のような保育のつくり方をしてしまうので、希望としては権利条約を踏まえて、きちんと指針

ができて教育要領ができているものを踏まえて、それがもう少し具体的に現場が行動できるような

ものが本当はできるといいんだろうなという気がすごくします。  
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 以上です。  

○無藤座長 現場とのつながりはまったく御指摘のとおりだと思いました。ありがとうございます。 

 それでは、次の方、お願いいたします。竹下委員。  

○竹下委員 意見を１つだけ言いたいと思います。私はこういう場は本当に初めてなので、あまり

意見を整理して来なかったのですけれども、皆さんの意見を聞きながら自分の考えを少しずつまと

めていきたいと思っています。  

 私は現場というか、現在進行形で８歳と５歳と０歳を育てているということで、小学校、学童保

育、保育所、認可外保育所ということで、あとは保育ママさんであるとか、実際は預けていないお

母さんとか、いろいろな方に毎日話を聞いたり、毎日自分自身がそこでいろいろ考えたり迷ったり

しているというところがあるので、皆さん方が子どもというものをどういうふうにとらえようかと

か、施設のそれぞれの伝統を大事にして、文化の多様性であるとか、施設の多様性ということをお

っしゃっているのは最もだと思いますけれども、利用者としてはそれは全部つながっています。家

庭をどういうふうに取り込んでいくかということも、山縣先生がおっしゃっていることも非常によ

くわかるのですけれども、私にとっては家も施設も同じというような考えもあります。  

 １つ言いたかったことは、これはこども指針（仮称）ではあるのですけれども、大人の問題では

ないかと最近は思っています。保育の質という意見が先ほどありましたけれども、大人の質をいか

に高めていくかということを念頭に置きながら、こども指針（仮称）というのをつくっていきたい

なと私自身は思っています。私は最初の方はいなかったので、小宮山先生がどのようにおっしゃっ

たかわからないですけれども、結局、子どもというのは社会の鏡で大人の鏡だと思います。大人が

壊れてきているので子どもも壊れてきていると私は考えています。最近、保育所のお母さんたちと

話をする機会があったり、イベントを一緒にやるんですけれども、みんな疲れています。積極的に

やりたいんだけれども、できない現状があって、そういうところはやはり大人の質をどうやって高

めていくか。大人をどうやって支援していくかということが、結局は子どもを支援していくことに

つながるのだと思っています。  

 そういう意味で、この新しいこども指針（仮称）は、大人が壊れていって子どもが壊れていくと

いうのは、世代がうまく受け継がれていっていないのではないかとすごく感じていまして、そうい

うつながりとか、つながっていて育ち合っていくという、そのつながりをうまくこのこども指針（仮

称）に、すごく漠然とした言い方ですけれども、理念としては入れていきたいと非常に思っていま

す。  

 それは保育士の方にとっても同じことをすごく感じていて、保育士でもすばらしい保育士さんが

いるのに、それが次の世代に伝わっていないなと感じることもあります。そういう意味でも、これ

は現場で働いている人がテキストとして、あるいは理念として読むものだと考えると、その保育士

の伝統であるとかノウハウがうまく伝わっていないということも念頭に置いて、うまくそういう文

化を受け継いでいく。親から子どもへ世代や社会をバトンタッチしていくというつながりをうまく

つくっていく。それから、大人の質を高めていくというようなことをこども指針（仮称）では考え

ていければいいなと思っています。  
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 細かい論点に関しては、今までの委員の方がおっしゃったことは大変重要な点だと私も同意して

います。  

 以上です。  

○無藤座長 ありがとうございます。大人、保護者、あるいは保育者、教師の質の問題。また、そ

れをどう支えるか。更に世代間でどう伝えていくか。非常に重要な問題を新たな角度で教えていた

だきました。ありがとうございました。  

 ほかの委員の方、どうぞ。荒木委員。  

○荒木委員 教育・保育は国の未来への投資であるという意味で、やはり幼児期の教育は大切なの

で大事にしていきたいということが国公立幼稚園の立場として持っているところです。質の高い幼

児期の教育・保育の確実な維持、向上をこの柱の中でしっかりと守っていってほしいなと思います。 

 その点では皆さんがおっしゃっていたように、今までのそれぞれの歴史の中にあるよさというも

のを大事にしながら、柱に持っていってほしいと思っています。そして、自由度というお話もあり

ましたけれども、本当にこれに縛られて、今まで持っていた文化のよさが損なわれていくようなこ

とがないようにという理念で行ってほしいと思っています。  

 子ども・子育てと中ポツが入っていますね。そこでは子どもの側に立ってということと、保護者

の立場に立ってという両方のよさを認めていくということがあると思いますので、子どもの側に立

ってというところでは、今までの大事にしていく教育、教育基本法の考え方の中に保育所の考えも

児童福祉のこともすべて教育と入っていましたので、その教育の柱ということをこの時期にしっか

りと就学前教育、将来に向かってでも基礎となるものをつくるという柱を入れてほしいと思います。 

 保護者の立場というところでは、やはり家庭教育のこれからの向上という意味でも、さまざまな

支援が必要だと思います。幼稚園の立場で言って申し訳ないですが、幼稚園は地域のセンター的役

割というようなことで、さまざまなことをしていると思います。保育所ももちろんそうですし、こ

ども園（仮称）もそうだと思います。いろいろな意味で不安になって、子育てに不安を持っている

保護者に対して、サービスという言葉がシステムのところでは出ていますけれども、サービスばか

りでなく親としての喜びとか子育ての喜び、子どもとともに育ちながら親になっていく意識という

ようなことも人間づくりの中では大切なのだということが込められていくといいと思います。  

 そういう意味では、就労している保護者だけでなく、就労していない保護者の生きがいというよ

うなことも併せて、そこを落とさないようにもしていただきたい。そこでの保護者の存在がまた地

域のコミュニティーづくりにも広がっていくのではないかと思っております。  

○無藤座長 ありがとうございました。では、池委員。  

○池委員 それでは、私は感想からですけれども、幼保一体になるということで、一本化になると

いうことは、とても待ちに待っていたことではないかと思います。保護者にとりまして、これが幼

児教育、これが厚生労働省の保育と２つに分かれていて、どちらをさまよっていいかわからないよ

うな状態の中から脱却できる道が開かれたということは、すばらしいことかなと思っておりますし、

今後を期待しております。  

 幼保一体化ということで、今、幼稚園と保育所を一緒にしてということで進めておりますけれど
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も、その一本にする前に、先ほど小宮山副大臣がおっしゃいましたように、子どもにとって何が大

事か。生まれたときから子どもにとって、どういうサービスが必要で、どういう育ちが必要で、ど

ういう教育が必要で、大人になっていって一生涯を終えたときには、本当によかったと思えるよう

な指針を出せるような日本の教育であってほしいなと願っております。前提に子どもはどうあった

らいいかは総論として出てきてほしいなと願っております。  

 現場の声といたしまして、私は教育委員をいたしておりますけれども、幼稚園、保育所、そのほ

かの園がありますけれども、それぞれがいろいろな方針に基づいて、それによって教育をなされて

おりますが、学校に入学してきた段階ではそれぞれ違うわけですね。字を覚えている子もいれば、

いない子もいる。幼稚園でしっかり教育された子もいる。塾に行った子どももいる。そういう中で、

学校で一番困るのは、そのばらばらな子どもたちを一つにまとめて教育していくところからスター

トしなくてはならないということがございますので、やはり今回このような指針を幼児教育という

ことをまとめるときに、きちんとしたものをつくり上げてほしいなと思っております。  

 学校教育になりますと、生きる力を育てるということが大きな目標になってきております。生き

る力は小学校に入ってから、生きる力を蓄えていくことではなくて、生まれたときから積み重ねの

中で生きる力が必要になっていき、「小学校では」、更に「中学校では」という教育課程になってい

くと思いますので、その辺の教育課程も踏まえて、今回の指針を出していただけたら、ありがたい

なと思っております。  

  私は、家庭教育支援・子育て支援のボランティア活動をさせていただいておりますが、今回、

家庭教育にも触れられるということですので、どこまで国の方で指針として示すべきかしっかり議

論して頂けますと有り難いと思います。  

 以上です。  

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、岡上委員。  

○岡上委員 全国幼児教育研究協会の副理事長をしております、岡上と申します。私どもは幼稚園

教諭と保育士と大学の教員等とが幼児期の教育の充実のために研究している団体でございます。そ

ういった立場から少しお話をしたいと思います。  

まず今日のお話の中では、やはり一番こども指針（仮称）がどんな性格で、どんな範囲のことを

述べるのかという共通理解が先ほど来、お話が出ていますけれども、そのことをまず決めないと、

今日の論議の中でいろいろなものが出てきていて、なかなか収れんしにくいなというのが今お話を

伺っていての第一の印象でございます。そのことについて、まず一番にしていきたいなと。今後そ

れほど多い日程ではありませんけれども、是非そのことを深めていきたいということがございます。 

 私どもは幼稚園と保育所との担当をしている方々の研究会ということであるので、先ほどの委員

さんの御意見の中で、幼稚園と保育所の文化の違いを大事にしてほしいというお話がございました。

でも、ここで本当に一つのものとして、保育の質を担保するような指針となるためには、この総論

の中にどちらも大事だと思うような、大事な幼児期の教育の保育の特質。そういったことがしっか

りと書かれることが、その文化の違いというような、お互いがセクトで考えるのでなくて、本当に

「子どもの発達はなるほどそうだ」、「そのことについてはこういったことが大事だ」ということが
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総論の中にしっかりと書き込まれることが、お互いが共通認識を持てるようにするのではないかと

いうことを思っております。  

 もう一つは、先ほどの御意見の中で、大綱的なことで不明確で現場が迷いやすいというお話がご

ざいました。しかし、私も長い間現場におりまして、何回か教育要領の改定されたものを実現して

いく経験をしてまいりましたけれども、そのときに現場も努力しなければいけない。つまり、先ほ

ど座長もおっしゃいましたけれども、大綱的でそれぞれの施設、学校がその置かれた状況に合った

教育・保育が実現できるためには、大綱的な表現にどうしてもなるのではないかというお話がござ

いました。  

 そのことはすごく大事なことで、私ども現場の側がそこに示された経緯と示された中身を学ぶこ

ともまた大事なことだと思います。そう思いますと、先ほど秋田委員がおっしゃられました解説の

お話が出てまいりましたけれども、大綱的に示されることのほかに、私の場合には幼稚園教育要領

ですが、解説を読みますと、すごくよくわかることがたくさんあるんです。そういった意味で、規

範性、縛りのある指針の中で表現できないと言っていいのでしょうか。なかなか制限される文言と、

その制限を外れて理解を助けるために書かれること。そういうことを考えておくことも一つの方法

かなと思いました。  

○無藤座長 解説書の話はまだ承っていないので、どうなるのかは皆さん方の御議論を受けてだと

思いますけれども、従来の慣行で言えば、幼稚園教育要領と保育園保育指針のそれぞれに解説書と

いう形で、解説書というのはそれぞれの要領・指針の趣旨を変える意味ではなくて、より詳しく説

明するとか、例を挙げるという意味ですが、あるいはそういうのも必要かもしれませんね。ありが

とうございます。  

 それでは、田中委員。  

○田中委員 もう皆様方が話されたとおりのことで論点は尽きているのではないかと思います。で

きたらこの会議で子どもが育つというのをわくわくしながら議論したいなと。今の何とも言えない

閉塞感。これは現政権に責任があるというわけではないですが、打破するのはやはりこの会議から、

日本の子どもはどう育つのだろうかということは、ある意味では 50 年先の日本ということも見越

しながら、根本の議論をすれば生きていくというのはどういうことなんだろうということの根幹が

発信できるようなものからスタートできて、その結果としてシステムがどうあるべきで、これは藤

森先生も言われましたが、本来はここの中で意見が一致されて、子どもが育つ方向というかベクト

ルが定まってから、どういうふうに持っていくかというのかということを是非慎重にしていただき

たい。  

 わくわくする議論がしたいなというのと、是非ゴールまでたどり着いてほしい。そこに行かない

で中途半端に終わると最悪の結果になり得るということは現場が混乱するだけになるし、これはあ

えて申しますと、政権が変わるたびにこの指針が変わるようでは困るわけですし、政権が変わるた

びにシステムが変わるようでは困るわけです。我々の組織が常々訴えていることは、世界の流れと

して幼児期からの一貫した教育を下に戦略を練っている。その中で日本の子どもたちはどういった

視点で育つのかということが現在でも一番欠けている。これは幼児期に対する投資の低さというこ
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とにも出てきているわけですし、あらゆる部分に、それはＯＥＣＤからの報告とかも出てきている

わけで、その辺も含めた議論ができて、これからのことを話していきたいと思っています。  

 現場としての思いは、まずは言葉の定義はある程度していかないと、従来、文部科学省と厚生労

働省の２省に分かれておりましたので、それぞれが使っている言葉は、これは教育要領と保育指針

の両方に関わらせていただいて思ったのですが、微妙にずれている。同じ言葉を使いながら、現場

の伝統的な解釈もあるとは思いますけれども、ここで混乱が生じているという部分を感じます。  

 もう一点はゴールまで行ってほしいという最大の思いは、私も文科賞の仕事をするまでは何を議

論していたんだろうと遠目で見ていたのですが、中に入ってみるときちんと議論をしているんだと。

ここで参考資料で挙げられている文章も完璧ですね。でも、なぜ動かないんだろう。なぜ実行され

ないんだろうという部分です。ですから、細かい文言も確かにあるでしょうけれども、それが実際

に現場に下りたときにきちんと動いていって、家庭も本当に支えられて、施設も支えられて、そこ

で働く人たちも一つの方向に向かっていけるようにということを是非議論していきたいと思いま

す。漠とした話で申し訳ございません。  

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、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。私は子育て支援拠点を全国でネ

ットワークし、地域で子育てしている人たちをバックアップするような立場から、今日は参加させ

ていただきました。  

 私自身は６年、４年、１年の子どもが３人おりまして、９年間、去年まで認可外の保育所に支え

られながら子育てをしてきました。今日はこの大きなプロジェクトの一日を一緒に過ごせて、とて

も光栄に思っています。  

 幾つか思っていることがあるのですが、まずは現場はどこかということを私たちも一緒に考えて

いきたいと思っています。幼稚園や保育所といった施設だけではなく、生活の場としての家庭であ

ったり、子どもが遊ぶという場で地域も現場の中に入るのではないかということを指針の中に是非

見えるようにしていただきたいなということを感じます。  

 今回、単なる施設の指針ということではなく、「家庭に資する」という言葉が入ったということ

で、先ほど山縣先生もおっしゃっていましたけれども、対象としての親ということではなく、大人

として子どもたちにどう関わっていくかというところで、親の立場、親を支える立場から、どうや

ってこの指針を受け止めていくかということは一緒に考えなくてはいけないし、そこがどう入って

いくのかなということがとても気になっているところです。  

 また、子どもが０～18 歳までで、どのように位置づけられるのかなということ。それから、質が

高いという言葉はどういったものなのか。地域で子育てをしている、特に０～２歳の子育ての中で

は８割が在宅で子育てをしているという状況の中で、質が高いというところを家庭でどう受け止め

ていくのか。自分たちの子育ては質が高いのだろうか、保育所や幼稚園に入らないとそれは受けら

れないのではないかという不安が私たちの中にはあります。  

 また、保育指針も教育要領もとてもすばらしく、本当に読めば読むほどすばらしいなと思うので

すけれども、実際の地域で子育てをしている立場から言うと、私たちはそれを受け取れていないよ
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うな、このままでいいとは思えない状況も本当にたくさんあります。  

 その指針や要領によって親は裁かれていくような、裁くというと語弊があるかもしれないですけ

れども、何か理想があって、そこに導かれないといけないというような立場にも感じることもあり

ます。支援の対象としてだけではなく、子どもの育ちを共に考えるパートナーとして専門家の方た

ちにも勿論、実践者の方たちにも寄り添っていただきながら、親自身もこの指針にどう向き合うか

というところがとても重要かなと思います。  

 子どもが育つ場、現場という意味でもあったのですけれども、子どもが育つ場としては、まちづ

くりにもこども指針（仮称）が視点として入っていくような、ワーク・ライフ・バランスを後押し

するようなものにもなってほしいと切に願います。発達を見通した子どもの育ちを保育者の方々か

ら教えていただきましたし、幼児の集団の見守り方であったり、子どもが育つ環境づくりというこ

とを幼稚園の先生方から私たち地域でとてもたくさん教わっています。勿論、それは親としての喜

びということもそうですけれども、ここでこども指針（仮称）ということができたことで、もう一

度、子どもを見守る大人ということをすごく、私たち自身がどうなってしまうのだろうとか、全然

実行してくれていないとかいうことだけではなくて、一緒に考えられるような広報というか、知ら

せていくということも同時にすごく必要だなと感じます。  

 最後に、私自身も本当にこども指針（仮称）によって、大げさですけれども、国がどうなってい

くかということがすごく変わっていく分岐点なのではないかと感じています。システムも勿論そう

ですけれども、そのベースになるようなこども指針（仮称）が、さっき田中さんがわくわくとおっ

しゃっていましたけれども、私たちも一緒にわくわくしながら考えていけたらなと思って、今後ま

た参加させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。  

○無藤座長 ありがとうございます。では、御園委員。  

○御園委員 幼稚園・保育所は歴史・伝統の中で文化・制度の違いはありますが、子どもの今を大

切にして、子どもの健やかな育ちを第一に考えるということは同じであるように思います。すべて

の子どもに質の高い保育と家庭支援をどう行っていくのか、幼稚園と保育所の保育現場が十分な話

し合いをして、理解し合うということが必要ではないかと思います。  

 乳幼児期の教育の充実は大切なことですが、保育所には、社会的養護が必要な子どもも入所して

います。児童福祉の視点というものを必ず入れていただかないと、その子どもたちのことを守るこ

とはできません。  

 もう一つは、委員のみなさんのご発言にもありましたが、子ども・子育てに関する理念等につい

て、きちんと掲げなければならないと思います。  

 また、資料８で幼稚園教育要領と保育所保育指針の比較が示されていますが、「該当なし」とい

うところがあります。こういうところを、これから詰めていかなければならないと思います。預か

り保育のところで、保育所保育指針は「該当なし」となっていますが、保育所保育指針では延長保

育ということで示されています。また、資質向上のところでは、幼稚園の方が「該当なし」になっ

ています。保育所保育指針では努力義務ですが、幼稚園は義務なので「該当なし」という書き方に

なっているのでしょうか。そうしたところも整合性が取れるように指針を作成していかなければな
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らないと思います。  

 今、私たちは、現行の保育所保育指針により保育をしています。しかしながら、今の人員配置等

では保育指針をなかなか実践できません。保育指針を実践できる体制としていただきたいと思いま

す。  

○無藤座長 重要な点をありがとうございます。最後の点は厳密にはこども指針（仮称）のワーキ

ングチームの枠組みの外ですけれども、ここで発言していただいたことは当然ながら、今はいらっ

しゃいませんが、小宮山副大臣や政務官を通して上に行きますので、遠慮なく御指摘をいただきた

いと思います。  

○渡辺委員 時間がなくなるかと思っていたのですけれども、発言する時間があったよかったです。

認定こども園の連絡協議会の方を代表しているのですが、私は平成 17 年から幼保一体化施設のゆ

うゆうのもり幼保園を開園させ、幼稚園から保育所も一緒になった認定こども園の現場の立場から

お話をしたいと思っています。  

 最初にはチルドレンファーストという話があって、子どもの立場に立つということが大事だと言

われたのですけれども、こういう議論をしたときに、多様なニーズというと、０歳とか出産から始

まると利用者に親に入ってきて、それがだんだん５～６歳になってくると、子どもになってくると

いう中途半端さをすごく感じます。  

 多分現場の幼稚園とか保育所の保育者も保護者のニーズを無視はできないから、けんかはさせな

いでください、けがをさせないでくださいと言われたら、それを守らなければいけない。けれども、

それで子どもが育つのかといったら育たない。幼児期に何かをさせればいいかといわれると、例え

ば小一プロブレムがぽんと出されたら、「いすに座っていればいい」となってしまうと、本当にそ

れでいいのかと思ってしまう。保育者が何かをさせればいいという話ではなくて、子どもたちはま

ずは自分というものを出さなければいけない。自分をきちんと出すと、ある意味では親も面倒くさ

いかもしれないし、保育者も大変かもしれないけれども、そこにちゃんと付き合ってあげながら、

だんだんと人との整合性みたいなもの、人と関わっていくことを認めてあげなければいけない。あ

る意味では生きる力とか、将来につながっていくような力を現場が本当に実践できているのかが問

われています。いろいろな現場がありますけれども、今、幼稚園とか保育所に通っている子どもた

ちは本当に幸せなのかといったときに、ひょっとしたら、やたらと管理されてしまったり、教育と

いう名の下に一生懸命勉強を教えられてしまったりとか、現場の混乱というのはいろいろあるよう

な気がします。  

 幼稚園と保育所の保護者が一緒になったときに、簡単には一緒になれません。どう考えても保護

者同士のネットワーク作りとか、お互いの子どものこととかを、親同士が知り合っていくというの

はすごく難しいと思っています。今年の３月に園児が卒業していった時に、どうしても親たちに、

私たちは保育所、私たちは幼稚園という意識があって、最後のところで子どもたちを見てください、

保育所とか幼稚園は関係なくて、子どもたちはみんな一緒に笑顔で卒業していきますよと伝えまし

た。   

親たちの方ももうちょっと一緒になりませんかといったら、親たちが少し冷静になってくれて、
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私たちも考え直しますと言ってくれました。そのくらい確かに制度的に金銭面とかいろいろなこと

が違っていたりするんです。  

子どもたちが育っていくというのは、精一杯自分を出したり、またつまずいたときには、そこに

保育者が付き合って子どもの気持ちを受け止めるというような関わりをするような保育が実現で

きるかどうかです。そのことが実現できるかどうかと言われたら、今までに委員の方が言われたよ

うに、今の保育所のように子どもとかかわっている時間がそのまま保育者の就労時間だとしたら、

それはできないです。ちょっと多様な経験をさせたいと思って行事とかを大事にしようと思っても、

保育者集団が話し合う時間がなかったらできません。  

幼稚園の方も、小学校に向けてという話だけではなくて、子どもたちが育つというのはどういう

ことかということを考えていったときに、多分歴史的という言い方をすれば、保護者を巻き込んで、

親同士が子どもをお互いに預かってあげるよとか、お母さんの具合が悪かったらうちで面倒を見る

よとか、地域の中で、子ども同士を預かり合うみたいな輪が大事にされなければなりません。この

ようなネットワークは、どちらかといったら幼稚園的な親たちがつくってきた歴史だろうと思いま

す。  

 それをどう大事にするか。要するにその中に就労している保護者も巻き込みながら、小学校に行

ったら就労の有無とか関係なく、みんな１年生になっていくわけですから、そこで地域の子どもた

ちとして子どもたちを育てるネットワークをどうつくっていくか。そこには障害の人もいるかもし

れませんし、外国の人もいるかもしれません。そういう多様な人たちがいながらとか、もっと言っ

てしまえば、３～５歳の親たちが０～２歳の親にとか、お兄ちゃんやお姉ちゃんが小学校に行って

いる親たちが新入園のお母さんたちにとか、「そんなに頑張らなくても大丈夫よ」、「そんなに心配

しなくてもいいのよ」みたいな、縦のネットワークもできてくれば、そこでの子育ては結構豊かに

なっていきます。その可能性も含めて、こども指針（仮称）というのは地域の中で就労の有無に関

係なく、本当に子どものことを考えようということをきちんと言えるか言えないか、そのことに問

われているような気がしています。そのことができないならば、現場は教育という言葉で何かを教

えなければいけないとか、養護という言葉で子どもの世話をしなければいけないみたいに分かれて

しまうような気がします。本来は、どちらかと言ったら両方が本当に必要で、そのことがきちんと

できていくことが子どもの心の育ちにもつながるし、知的な育ちにもつながるし、身体的な育ちに

もつながっていくはずです。このことが、保護者にも伝わっていかないと、現場の保育者は本来の

保育ができなくなってきたり、過度に競争原理が働いて、園児獲得になればなるほど親に迎合する

ような保育になっていく心配もあったりします。こども指針（仮称）が本当に子どものために何を

訴えていくかということが問われているのかなというのが実感です。  

○無藤座長 非常に難しい実践的な部分を御指摘いただいて、ありがとうございました。７時半ま

でなのですが早く終わってしまいそうなのですが、これだけの方が一堂に会するように日程調整す

るのは事務方はすごく大変なようなので、もったいないですから、あと 15 分くらいの時間ですけ

れども、もう少し追加ということで御発言があれば。  

 では、藤森委員、お願いします。  
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○藤森委員 戻ってしまって申し訳ないのですけれども、このこども指針（仮称）という名前が仮

称となっていますが、決まっているのかどうかわからないですけれども、私は別に世界の方がいい

とか、世界をどうということはないのですけれども、やはり世界にも通じる話として議論をすると

したら、世界は乳幼児期（early childhood）で早い時期の子どもだと思います。普通、子どもの権

利条約と言うと、どうしても 18 歳までを思ってしまうんですけれども、今その中の第一ステージ

としての乳幼児期が大事だろうということが世界的に議論をされているので、私は乳幼児期にきち

んと特化した方がいいような気がします。  

 その乳幼児期の定義というものが、国際的に統一されたものはないということがありますが、国

連欧州評議会閣僚委員会等の中で言っているのは、世界ではおおむね０～８歳までのことを言うと

いう言い方をしています。それはなぜかというと、乳幼児教育法という初等教育法とは違う一つの

教育の在り方が８歳まではあるのではないかと。それをきちんととらえるべきではないかというこ

とが提案されています。  

 どうも子ども指針（仮称）というと議論の中で 18 歳までかなと思ってしまうときに、その中の

第一ステージとして、大事な時期として乳幼児期をとらえましょう。その中でどんな育ちを保障し

ていきましょうという基本がちゃんと押さえられた方が、私は何となく議論がいいような気がしま

す。大体こういう会議で「仮称」とあるともう決まっているのかなという気もするのであれですけ

れども、そこに戻ってしまうのですが、人生の基礎という意味の本当の意味の乳幼児期。「乳」を

入れる。  

 教育という定義がそれぞれあるのでしょうけれども、子どもの環境を通して発達を助長すること

を一つの幼児教育だとしたときには、０歳からそういうことはあり得るだろうと。０歳から教育と

いうことはあり得るだろうと思っていますので、教育という言葉自体はいろいろあるのですけれど

も、私はそういう意味ではきちんと生まれながらにして、子どもは教育される権利があるというこ

とが世界的にもうたわれているように、生まれながら教育される権利があり、それは人生の第一ス

テージとしてのアーリーチャイルドフッドを大事にしようということがまずきちんと最初にうた

われるといいなと思っています。  

○無藤座長 ありがとうございます。名称はここで決めるものでもないかもしれませんが、少なく

とも何人かの委員がおっしゃったように、18 歳あるいはそれ以上を見通してということと、同時に

乳幼児期の大切さを訴える。これは我々委員の共通の思いだと思いますので、それを何とか生かす

方向で議論をしたい思います。  

 では、秋田委員。  

○秋田委員 これから検討していただきたい、私自身もまだわかっていないところです。こども指

針（仮称）に関わる検討事項のこども指針（仮称）の構成の中で、先ほどからいろいろな委員の中

で、家庭・地域での教育・子育てにも資するものとするという文言がどういう意味合いを持ってい

るのかということによって、どういう書き方をするのかということが違ってくると私は思っていま

す。  

 これは明らかに法的なものですので、最初に山縣委員が言ったように、どこまでがどういう拘束
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力を持つのかということを、やはり解説書、予算もあるでしょうし、予定もされていないのかわか

りませんが、勝手にそれと分けて考えるならば、指針というものと説明だったり役に立つというこ

との性格を、まず最初にだれに一義的にあてるものであるのかというところが少し明確にならない

と、総論の部分はそういう意味では全体に及んでほしいものだと思いますけれども、２番目以降の

部分をどう考えていくのかは今後、最初に御議論いただかないと、次のところに進めないなという

のが印象です。  

○無藤座長 今の点は次回に是非、皆様の御意見をちょうだいしたいところですけれども、山縣委

員の御指摘のように、家庭教育の中身を具体的に踏み込むことはできないと思いますが、もう少し

広い意味では我々も何か発言をしたいということなので、次回よろしくお願いいたします。  

 若盛委員、どうぞ。  

○若盛委員 私は先ほど、認定こども園協会の代表としてお話をさせていただきましたけれども、

私は幼保連携型ですが、こどもの森という園を運営しております。今日も実は新しく興味のある保

護者たちが集まってきたものですから、お話をいたしました。お母さん方にお話をしているのは、

保育所とか幼稚園ではなくて、子どもたちを大切に。意義のある時間を生かしていくための育ちと

して、私たちは関わってきております。  

 「人間としての」という言い方をあえて申し上げました。物ではなくて、人間というのは、心が

あり、必要とされるものを乳幼児期に経験していくための、そして大人になって、「いい人ですね」

と言われるような子育てをしていきましょう。それは保育者だけではなくて、家庭でまず丁寧な生

活ができるように、どうぞ応援をしていただきたい。アタッチメントというか、乳幼児期の愛着が

たっぷりあることそのものが自信につながり、意欲につながっていくんですよというお話を申し上

げました。  

 私どもでは独自に指針と要領を生かした我が園なりの保育計画というものをつくって、取り組ん

できております。保育士も幼稚園教諭もなく、どの保育者もみんなで子どもたちを育てていこうと

いう前提で話が合いながら、主任とか副園長という言葉がありますが、担任ではなくて担当という

言葉を使っているんです。ですから、子どもを取り巻く大人がしっかりと子どもの自立に向かって

取り組んでいく施設ではなくて、家庭の延長としての園を考えていこうという取り組み方をしてき

ています。  

 温かくとか丁寧にとかセンスあるとか非常に抽象的でありますけれども、そういう理念を持って

子どもを育てていくというのがとても大事なことではないかと。当たり前のことですけれども、そ

の辺を実際にやってきているということを是非皆さん方にも御理解をいただければと思って、あえ

て申し上げました。  

 以上でございます。  

○無藤座長 ありがとうございます。田中委員、どうぞ。  

○田中委員 「教育」という言葉を使うときに、「子に対する教育」という部分と「集団での教育」

という部分と、当然その幼児期には集団を通して、子を育てていくという概念はあるわけですが、

より丁寧になったときには一対一に近い関係での子の教育という言葉がスタートしていくと思い
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ます。  

 その辺りももう少し整理していかないと、教育という言葉でくくってしまうと、より低年齢から

施設での教育という位置づけのみが議論をされるという方向は本来の方向ではないであろうと。当

然、幼稚園にしろ保育所にしろ、ある意味では集団を前提とした教育論を幼稚園教育要領にしろ、

保育所保育指針にも展開してきたのがベースですし、そことの兼ね合いが必ずいるだろう。  

 もう一点は、幼児期は生涯の基盤を培うんだということをもう一度社会にアピールできるものを

ここの指針の中で是非訴えてほしい。単に小学校との接続ではなくて、本当にその子の人生の方向

性、ベクトルを培う部分で非常に重要な部分だということを出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す。教育というものが種類に分かれるのか、何種類かわかりませ

んが、子の教育なり家庭教育と共通な部分と、より集団的な部分なり、目的、意図的な部分とニュ

アンスは大分違いますので、それもまた議論したいと思います。  

 山縣委員、どうぞ。  

○山縣委員 私はこのワーキングチームの３つに参加しておりまして、前回、基本制度ワーキング

チームで泉元政務官が一体化と一元化についての作業チームにおける使い分けというのを説明い

ただいたのですけれども、もう一方、隣で幼保一体化ワーキングチームで、これは１回目がまだ開

かれておりませんので中身はよくわかりませんけれども、一体化ワーキングチームがある。  

 今日いろいろな委員の先生方が保育所と幼稚園のことに結構こだわったお話をしておられてい

たような気がします。幼保が育んできたものは大切にする必要があると思いますけれども、あまり

幼稚園と保育所の枠組みにこだわり過ぎると、幼保一体化議論のところで類型をつくってしまうよ

うな気がします。そういうことを意図しておられるのであれば、それはそれでいいのですけれども、

もしそこが幼保一体化の中で、こども園（仮称）が完全一体化、すべての子どもが生活形態に応じ

て、いろいろな利用の仕方をするのだというものであるとするならば、あまり幼稚園、保育所のこ

とをそのまま残すという発想だと矛盾をしてくるのではないかという気がして、聞いていました。

一言感想です。  

○無藤座長 非常に難しいところだと思います。幼稚園、保育所の今の在り方を二元体制のままで、

こども指針（仮称）という屋根を被せるわけではないので、やはり一体的なんだと思いますが、現

実に幼稚園や保育所の保育・教育が長い時間をかけてなされてきて、それを一朝一夕で否定したり

ということはあり得ないわけですから、その兼ね合いというのも是非御議論いただきたいと思いま

す。  

 あと１～２人は御発言が可能ですけれども、いかがでしょうか。泉さん、お願いします。  

○泉衆議院議員 オブザーバーの身でありながら、大変失礼いたします。今日、私もこの会議に参

加させていただいて、大変感動的なお話も含めて、さまざまな御意見をいただいたと思っておりま

す。この議論を繰り返していけば、きっといい指針ができてくるのではないかということを考えさ

せられました。  

 松田さんの方からもお話がありましたけれども、私も指針と要領を読ませていただいて、本当に

感動しました。しかし、これが残念ながら、この社会に伝わっていない。あるいは親たちにも伝わ
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っていないという状況の中で、施設保育に過重な負担がどんどん襲いかかってきているという状況

については、何とかしなくてはいけないのではないか。そこには家庭の役割、施設の役割、地域の

役割。それぞれその役割というものの拘束性は違うかもしれませんが、何らかそれぞれが新しい指

針の下で行動する必要があるのではないかと思いまして、これまで議論を進めてまいりました。  

 その中で想定としては、確かにいろいろと御意見、御議論があったように、これまでの議論の中

では、子どもをどこまで見るかと言えば、基本は 18 歳までで子どもというものは見て来ておりま

すし、逆に言えば、更に今、児童養護施設などでは 18 歳よりも更に上の 21 歳くらいまでをどう視

野に入れるか。引きこもり、フリーターに至っては 30 代中盤くらいまでを視野に入れながらとい

う話もあるわけですが、今回の指針については基本的には就学前ということを想定にしながら、こ

こまで文書化をしてきたということではないかと思っております。しかしながら、その中で小学校

との接続ということだけではなく、18 歳トータルで見たときの視点は必ず必要であろうということ

も今日感じたところであります。  

 小田先生からお話のあった、保育要領は昭和 22～23 年辺りは大変ほのぼのとした、いろいろな

言葉が書いてあって、ズボンの上げ下げは自分でやらせた方がいいとか、大変当時のいろいろな環

境で、子どもは朝６時くらいに起こした方がいいとか、いろいろなことが書いてありました。しか

し、それを文部科学省がつくられているところも大変興味深いところでして、そういったさまざま

な歴史があることを踏まえながら、新たな今の時代に合ったものをどうつくっていくのかというと

ころは大変楽しみでもあり、また大事なことだなと思っております。  

 私からあまり混乱させるようなことを言ってはいけないですし、幅広になってもいけないんです

が、新たな指針ということについて言えば、藤森先生がおっしゃられたように、実際には先ほどの

繰り返しになりますが、乳幼児指針的なものをイメージしていたということでありますし、指針の

活用方法がいかにあるべきなのか。要は具現化の将来的な姿というか、つくってもそれがどう利用

されるのかということについては、何かしら考えていく必要があろうかなと。これは決して恐らく

新たな園の中だけで使われるものではないし、家庭にも使ってくださいということだけで済むもの

ではないはずで、いかにして、それを浸透させていくのかということについては、更に今後の話に

なってくると思いますが、大事なことではないかと思いました。大変勉強させていただきましたし、

これからもまたよろしくお願いいたします。  

 あと１点だけ。これも新システムをつくっていく中でのこれまでの経過ですが、このワーキング

チームに限らず、事務局側にある種お願いをする、あるいは要求をするという立場ではなく、すべ

ての関わっている方々によって中身が決められていくというスタンスで、これまでこの新システム

を進めてまいりました。ですから、「（仮称）」も決して決まっているのではなくて、本当の意味で

皆さんに御議論をいただくということがこの新システムの議論の進め方であるということもこれ

までの経過としてはお伝えをしておきたいと思います。  

○無藤座長 ありがとうございました。最後に坂﨑委員代理から御発言をいただいて終わります。 

○坂﨑委員代理 現場の一人としてお話をして終わりたいのですけれども、今回のこども指針（仮

称）は新たな指針だと受け取っているわけですが、現場としては例えば 20 年３月に保育所保育指
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針が告示化されているわけです。21 年４月から実質的に行われているわけです。ですから、考えて

みればたった１年しかやっていない状況なわけです。  

 ですから、本来書かれている内容を吟味して行うことを評価する時点にないわけだと私は思って

いるわけです。それは幼稚園教育要領もしかりではないかと思っているわけです。そのことを考え

ますれば、このこども指針（仮称）というものをつくり上げていく中で、現状の保育所保育指針と

幼稚園教育要領を相当きちんと読み込んで、それらの現在 20 年３月の段階でなぜこれがこういう

ふうに書かれたのか。そして、それはどういうことを意味しているのかということと、先ほど田中

先生がおっしゃった、もしかすると 50 年後の子どもたちに対して、もっといいものをつくり上げ

ていきたいんだというものをやっていかないと、現状につくられている保育所保育指針や幼稚園教

育要領が否定されていくようなところではまったく意味がないのだと思うんです。そのことを皆様

方は御理解しているのだと思いますけれども、そのことが前提条件にあるのではないかと最後に一

言言って終わりたいと思います。  

○無藤座長 そのとおりだと思います。特に委員の皆様方の多くは教育要領あるいは保育指針の改

定の折の委員、あるいはそこでの準備に携わった方々でありますので、その基本的な考え方を取り

入れながら、しかし、同時に２つの幼稚園、保育所の両立、更に統合というところに行くわけです

ので、その基礎をつくりたいと思います。  

 それでは、時間が差し迫ってまいりましたので、ここまでにさせていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。  

 それでは、次回でありますけれども、こども指針（仮称）の策定のための基本的な論点ですけれ

ども、特に子ども・子育てに関する理念の部分ですね。それについて、また御議論をいただきたい

と思います。  

 それでは、本日の会合はこれで終了であります。どうもありがとうございました。  
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