
 

 

 

 

 

 

 

                 

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３回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

子ども指針（仮称）ワーキングチーム第３回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成22年 12月 13日（月）9：32～12：01 

               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）教育・保育の定義について 

 （２）こども指針（仮称）の構成等について 

３. 閉 会 
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○無藤座長 それでは、定刻でございますので、「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３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。 

 本日の委員の御出欠について、事務局から御報告をお願いいたします。 

○藤原参事官 本日、御欠席の委員の方はおられませんで、全員に御出席いただいておりますので

御報告させていただきます。以上でございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、早速議事に入ります。 

 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。配付資料は資料１、２、３と３種類ございます。 

 資料１は、「教育・保育の定義について 補足資料（案）」です。 

 資料２は、「こども指針（仮称）の構成等について（案）」です。 

 資料３でございますけれども、各委員から御提出をいただいている資料をまとめたものを付けて

おります。 

 なお、大場委員と島田委員の提出資料につきましては、別紙にて配布をさせていただいておりま

す。 

 また、参考配付の資料といたしまして、資料１から５までございます。 

 「教育・保育の定義について」が参考の１。 

 「昭和 22年度保育要領－幼児教育－の手引き」が参考の２。 

 「平成 22年版家庭教育手帳（乳幼児編）」が参考の３でございます。 

 それから、参考の４、５といたしまして、１回目、２回目のこども指針（仮称）ワーキングチー

ムにおける各委員からいただきました主な意見をまとめたものをお付けしております。 

 漏れがないか、御確認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

○無藤座長 資料はよろしいですね。 

 それでは、早速議事に入ります。本日は第３回目の会合ということですけれども、議事は２つご

ざいます。「教育・保育の定義について」ということと、２番で「こども指針（仮称）の構成等につ

いて」でありますけれども、この２つにつきまして順番に御議論いただきたいと思います。そして、

こども指針（仮称）の策定に向けての検討を進めていくということであります。 

 まず初めですけれども、前回に引き続きまして１として「教育・保育の定義について」の議論を

したいと思います。本日は、前回の使用に加えまして考え方を整理するために補足資料を作成して

ございます。議論に先立ち、事務局から資料の御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 それでは、資料１の「教育・保育の定義について 補足資料（案）」について御説明申

し上げます。 

 １枚おめくりいただきたいと存じます。前回の議論で教育・保育の定義について御議論いただい

たわけですけれども、発達観が見えないなど、幾つかの御指摘をいただいております。今回の資料

は、法制上の用語の話と現場におけるいわゆる保育の在り方の話が議論の中で混在しておりますの

で、その点につきまして法制上の扱いと現場におけるいわゆる保育の在り方について分けて考えて
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いこうということで整理をした資料でございます。 

 まず、１番目の「法制上の扱い」でございます。今回のこども園（仮称）でございますけれども、

幼保一体化ワーキングにおいて資料を出しておりますか、こども園（仮称）につきましては学校と

しての位置付け、それから児童福祉施設としての位置付け、この双方を合わせ持つ施設でございま

して、学校教育と児童福祉を一体的に提供するという性格のものでございます。したがいまして、

こども園（仮称）につきましてはこれまでの学校としての幼稚園の役割、児童福祉施設としての保

育所が果たしてきた役割、これを踏まえた役割を果たす必要があるということでございます。 

 具体的に申しますと、幼稚園につきましてはこれまで幼稚園が果たしてきた満３歳以上のすべて

の子どもに対して、学校教育としての「教育」を提供する役割を果たしてきているわけでございま

す。保育所につきまして、保育を必要とする子どもに対しまして児童福祉として「保育」を提供す

る役割を果たしております。 

 このように、こども園（仮称）につきましては学校、児童福祉施設としての２つの位置付けがあ

りますことから、法制上の扱いにつきましては学校教育としての役割と児童福祉としての役割、対

象範囲なども含めてでございますけれども、それぞれ明確に規定する必要があるものではないかと

いうことでございます。 

 「教育」につきましては、繰り返しになりますが、満３歳以上のすべての子どもに対して保障す

る学校教育としての定義、「保育」につきましては法律上、働き方あるいはさまざまな家庭の状況に

応じまして保育を必要とする子どもに対して保障する児童福祉としての役割でございます。 

 ２ページ目でございますけれども、「法制上の取扱い案（イメージ図）」でございます。満３歳以

上児につきましては、まず標準的な教育時間の教育をすべての子どもに対して保障する必要がある

ということでございますし、またこの教育の保障に加えまして保護者の就労時間等に応じて保育を

必要とする子どもに対しまして保育を保障する必要がございます。また、満３未満児につきまして

は保護者の就労時間等に応じまして保育を保障する必要があるということでございます。 

 下にイメージ図がございますけれども、満３歳以上の子どもについては保育を必要とする、しな

いにかかわらず、すべての子どもに対して学校教育としての教育を保障する。それから、加えまし

て保育を必要とする子どもに対しまして児童福祉としての保育を保障する。満３歳未満については、

児童福祉としての保育を保障するということでございます。これは、前回の案と考え方としては同

様でございます。 

 続きまして、３ページでございます。以上、申し上げましたのは、対象範囲をどうするか、ある

いは法制上の位置付けをどうするかという意味での教育・保育、学校、教育、児童福祉の整理の話

でございますけれども、現場におけるいわゆる保育の在り方につきましてはこども指針（仮称）に

おいて規定するわけでございます。 

 この指針ですが、まず幼稚園におきましては具体的には「教育」、前回は集団教育と書いてござい

ましたけれども、一斉的な上からの指導というような誤解を与えるおそれもあることからもう少し

具体的に書きましたが、この「教育」と申しますのは教師の適切な環境構成の下で幼児同士の集団

的な関わりなど、家庭ではできない多様な体験を通して主体性や社会性を育むことなどを指してお



 3

ります。子ども同士の集団としての関わりを集団教育と前回言っていたわけですけれども、それを

もう少し具体的に書いております。幼稚園におきましては、このような教育を行っております。 

 また、幼児期につきましてはその発達の特性を踏まえる必要があることから、幼稚園の教育にお

きましても一定の「養護」が必要でございます。幼児は非常に小さいわけでございますので、年少

であるということでその発達の特性から情緒の安定などが前提になりませんと教育が行えないとい

うことで、そういう意味での一定の「養護」が教育を行う際には必要でございます。 

 一方、保育所におきましては子どもの状況あるいは発達過程を踏まえまして「養護」（生命の保持、

情緒の安定）と「教育」（発達の援助）を一体的に行っております。これは法制上の扱いでございま

すが、保育所で行われる「教育」につきましては、保育を必要とする子どもに対しまして子どもの

生活全般を保障する中で提供される家庭に代わる教育でございますけれども、満３歳児の子どもに

対しましては幼稚園教育要領との整合性を図った保育所保育指針に基づきまして「教育」を行うと

いう運用がなされております。 

 前回も申し上げましたけれども、家庭に代わる教育といいますのは機能として家庭の状況に応じ

て提供する教育ということでございまして、保育所における保育におきましては家庭との緊密な連

携において行われるものでございますけれども、入所している多数の子どもとの間の愛着関係、信

頼関係を構築することが求められる。あるいは、複数の保育士で多数の子どもを保育するために保

育士同士の緊密な連携が求められていることなどなど、家庭には求められない専門性が当然必要に

なるわけでございます。 

 このように、幼稚園及び保育所におきましては広い意味では共通の教育を行っております。また、

「養護」を必要とする、あるいは一体的に「養護」も提供しているということから、こども指針（仮

称）におきましては「教育」及び「養護」というワーディングを使用してはどうかということでご

ざいます。 

 広い意味では共通の「教育」と申し上げましたけれども、学校教育か否かというところは異なり

ますが、教育基本法第１条に規定する幼児期の教育には、保育所における教育なども含むさまざま

な教育活動を含む広がりを持った概念でございまして、そういう意味では広い意味では共通の教育

を行っているということでございます。 

 「指針上の取扱い案」ですが、４ページにイメージ図で示しております。幼児期は生涯にわたる

人格形成にとって極めて重要な時期でございまして、就学前の子どもの発達過程におきましては「養

護」と「教育」、いわゆる「保育」でございますけれども、いずれも受けられるようにすることが必

要でございます。 

 この養護と教育につきましては画然と分けられるものではございませんけれども、子どもの年齢

や発達によってそれぞれの比重は異なってくるということでございます。 

 下の図は一般的なイメージでございますけれども、子どもの生活の中での大人の関わりというこ

とでございますが、小さいうちは養護、生命の保持・情緒の安定の比重が比較的高く、教育、発達

の援助の比重が比較的低いわけでございますけれども、年齢、子どもの発達によってそれぞれ教育

の要素が高まってくる。逆に、満３歳児の子どもについては小学校教育につながる学校教育が必要
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になってくるということでございまして、これが幼児期の教育、それが小学校教育との接続、連携

を通じて教育としての一貫性をもってつながっていくというイメージでございます。 

 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、今の説明を踏まえて皆様方から御意見を伺いた

いと思います。前もってペーパーも出していただきましたが、とりあえず手を挙げた順番で藤森委

員からどうぞ。 

○藤森委員 藤森です。今、説明を聞いた部分でちょっと感じたことですけれども、説明の言葉を

文書に表したり、図に表すのはなかなか難しいなという印象を受けました。 

 というのは、１つが図でぱっとイメージがわくときに、私たちは保育所保育指針の改正のときに

さんざん研修を受けて、「養護」という言葉が家庭的養護ではなくて園で行われる生命の保持と情緒

の安定であるということを強く強調されて、新しくそういうふうに「養護」という言葉が規定され

たということであれば、この図で例えば年齢によって比重が違ってくるというのは普通の意味では

理解できるんですけれども、どうしてもこうなるとケアという家庭的養護的なイメージがあって、

情緒の安定だったら、では６歳になったら少なくていいのか。だんだん少なくなっていいのかとい

うのがどうも納得いかないのです。 

 世話をするというケアならばこういう感じでわかるんですけれども、情緒の安定とか生命の保持

というのは絶えずどこにおいても重視されていかなければいけないとしたら、こういうふうに少な

くなっていくというイメージはどうなのだろう。結局、包括化して一体化して行われるとしたらこ

ういう線というのは何かおかしいなという気がまずしました。説明の中では確かにそういうふうな

説明もあったのですけれども、図に表すとこういう感じかという印象でした。 

 それから、教育についてもこの図によって「小学校教育につながる学校教育」とはっきりこうい

うふうに書かれてしまうと、「（発達の援助）」と括弧でありながら、小学校教育につながるというふ

うにこれを書いていいのかということです。 

 というのは、私は基本的に世界的に文字とか数とか、それから科学とか、そういうことを重視さ

れていくべきだとは思うんですけれども、当然それは体験、遊び、経験の中から子どもが学んでい

くことであって、しかもそれは小学校教育のための文字、数ではなくて、人生の基礎というもっと

大前提にあるために文字、数、科学をどういうふうに位置付けたらいいかとか、どういうふうに就

学前でそういうことを体験の中から子どもが意欲とか関心を持つようなことをすべきか、というこ

との議論にしないと、こうなると例えば小学校の準備をするために文字をやるようなイメージでと

らえてしまいがちではないか。 

 そういう意味で、この図の表し方というのがとても説明を表しているように見えないということ

と、この図の中に「保育」という言葉が出てこないということは、これ全体を保育と指していいの

かということだと思うんです。養護と教育が一体的になった保育だと今、言葉で言われているとい

うことは、世界でも結構エデュケーションとケアというのはどこを指してどうするのかというのは

かなり議論されているし、それから「学校」という言葉も非常に威光を持ってすばらしいものかの

ように使われる国々もあるんですけれども、そういう議論はもうやめて乳幼児期にどんな力をつけ
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てあげたらいいかというようなことを表せる図がないかなというふうな印象を受けました。以上で

す。 

○無藤座長 ありがとうございます。「保育する」という用語はもう少し議論していただければと思

いますが、最初の２つの点はおっしゃるとおりだと思います。この図は、本当はもっと立体的で養

護が土台みたいにあって、上に教育が伸びていくように描けるといいと思うんですが、こちらの事

務方の技術の問題かもしれませんが、ちょっと立体的にうまく表現されていないのですが、イメー

ジとしてはそういうことです。 

 それから、小学校教育につながる学校教育というのも御指摘のとおりで、現在の学校教育法など

で言えば義務教育及びその後の教育でしたか、要するに広くつながるわけですので、もう少し正確

に書けると思います。ありがとうございます。 

 では、島田委員どうぞ。 

○島田委員 日本保育協会の島田です。本日資料を出しておりまして、ちょうどそこと重なるとこ

ろがございますから説明をさせていただきます。 

 今の説明を聞いて、教育について前回は一律一斉というようなイメージを受けたので今回はこう

いうふうに書きました、誤解を受けたと言われたのですが、恐らく大半の園はまだ一律一斉的な教

育・保育をしているのではないでしょうか。 

 もう一つ言えば、１クラス 35 人という幼稚園にしても、そのような状態で幼児教育をするという

ことはやはり一律一斉的にならざるを得ないという、その上でお話をさせていただきたいと思いま

す。 

 資料では保育とは環境を通して行う教育だと、私自身はこういうふうに考えていきたいと思って

います。教育は一律一斉的学習の意味で、やはり長年とらえられてきたと思うんです。子どもが育

つ時代背景、環境とうまくそれが適用できなかったこともあり、学校教育においてはいじめ、不登

校、学級崩壊などの諸問題が起きたのではないか。結果的に、自立を促す教育スタイルを持てなか

ったのである。保育所、幼稚園においてもこども指針（仮称）を考える上でその現実は直視する必

要があると考える。 

 要は、教育、教育と言われるですが、小学校の教育でいろいろな問題点が起きたことを、その「教

育」という言葉そのものはどういう意味でここのこども指針（仮称）の中に使われているのだろう

か。いろいろな状況、変化、対応に苦慮しているところがある、その教育という問題をここで一回

洗いざらい話した方がいいのではないか。簡単に教育をすっとここに持ってくるというのは非常に

危険ではないかというイメージが私の中にはあります。 

 だから、「教育」という言葉の持つ意味を、学校教育の仕方、考え方を今、再確認するときではな

いか。保幼小連携、接続を考えるときに、それは絶対必要不可欠なものだと思います。 

 かつて保育所保育指針に環境の大事さが取り入れられたとき、実際に保育の夢といいますか、希

望が私は広がったな、ここまで保育指針は変わってくるんだなとすごく期待を持ちました。その結

果として、環境とか設備ですね。準備を整え、生活、暮らしに準じていくことで、子どもたちの育

ちは変化してきました。子どもたちの保育の中でチョイス、選択できる環境を与えて、用意して、
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その中で自己決定、自己責任というトレーニングみたいなことを繰り返し、繰り返しやっていくと、

子どもたちの中でいわゆる自立へ促す教育といいますか、子どもたちの生きていくスタイル、主体

性が芽生えてきたように思います。 

 そして、その自立した個と個が影響し合う世界で遊びや学びを主体的に満喫する保育スタイルに

つながりました。環境を整え、一人ひとりを抱き上げられるような個を大事にする保育スタイルに

なることで、グループで学び合う姿、生活をしていく姿に保育所全体が生き生きと変容を見せてい

った。更に、子どもたちの変化が保育者、そして保護者にも影響し、育てることへの意識にも変化

が見えてきた。 

 やはり、子どもたちが変わったら保護者は変わる。私はそこに自信を持っておりますし、そうな

っていかないと実際に保護者を変えよう、変えようと思っても、現場が変わらないことには説得力

がない。そのための保育指針であってほしいと考えております。 

 このような実際の保育所で学んだことの１つは、赤ちゃんはすばらしいという再認識でありまし

た。改めて勉強し直すと、赤ちゃんというのは皆さん御存じのとおり、表現とか言葉とか、本当に

言葉はまだ言えないのですが、ほとんど私どもが話す内容とか意味合いとか心持ちというのは理解

しているんじゃないでしょうか。 

 その赤ちゃんがすばらしいという再認識に立ったとき、ゼロ歳、１歳、２歳、３歳、４歳、５歳

と、いわゆる「教育」という言葉を使えば「教育」という言葉になるでしょうし、大きく見れば「保

育」という言葉になるのでしょうが、それはやはりつながっていっているものだと思います。むし

ろゼロ、１、２歳できちんと土壌を耕すことで、子どもたちは生活の中にある学びを覚え、結果、

それが文字とか数の理解力、深まり、広がりに私は広がっていくんだと思っておりますから、そこ

の最後に書いていますが、赤ちゃんのときから養護と教育は渾然一体となっているわけですから、

年齢で保育、教育を分けることはないようにしていただきたい。本当にゼロ歳からずっと積み上げ

ていったものが小学校に行き、中学校に行く。その中でしっかりいろいろな夢が広がって保育がで

きてきたということを、最初にお話を受けて述べさせていただきました。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。環境を通して行う教育というのはまさに保育指針でも幼稚園

教育要領でも強調してきたところだと思いますが、大部分というのか、多くのところで一律一斉的

に受け取られているかもしれませんので、その点は大いにこども指針（仮称）でも反省しながらし

っかり書きたいと思います。ありがとうございます。 

 保育教育の年齢の問題は、先ほどの法制上の扱いに対して指針では実質的にやろうという話にま

とめてはいるんですけれども。 

 それでは、荒木さんから順番にいきましょう。 

○荒木委員 「教育」と言ったときに一律一斉的な学習の意味で強くとらえられてしまうというの

は、そこもある意味で誤解かなというふうに思います。文字とか数字というようなことばかりが強

調されがちなんですけれども、国公立幼稚園などでも幼稚園でやっていることでは環境を通して行

う教育として、それこそ思考力とか、いろいろ体験しながら、探索しながら考えていく、工夫をし

ていくというようなこと、発想力を活かしてしていくというようなことをすべて教育というふうに
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とらえていますので、その辺は今、島田先生のおっしゃっていることと同じかというふうに強く思

います。子どもは変化していって、保護者もその影響を受けて育てることへの意識を高めていくと

いうようなことは、幼稚園教育でも同じようにしているところなので、「教育」という言葉は誤解の

ないようにということが大事かなと思います。 

 小学校以降のところにつながることは、そこから先は義務教育ですから、本当に長い目での生涯

教育の中の土台が幼児教育であって、そこが小学校教育から先へつながっていくという意味でいけ

ば、先ほどの図の少し誤解のところは無藤先生がおっしゃったように変えていけばわかるかなとい

うような感じを受けました。 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、大場委員どうぞ。大場委員はメモがございます

ね。 

○大場委員 まず、少し大きなところの話なのですが、メモはむしろ構成のところに関わりますも

のですから、先ほど資料で御説明いただいた「教育・保育の定義について 補足資料」ということ

に関して一言だけ意見を述べさせていただきたいと思います。 

 この新システム検討会議という一つの大きな新しい方向を生み出そうとする検討グループ自体に

対して、社会からの関心という構図の中で考えたとき、実はここで取り上げられてくる言葉の使い

方に対して慎重でありたいと考えます。１つには、先ほど御説明がありましたように法制上の用語

に関して、２つにはいわゆる語義的な意味での言葉に関して、そして、このチームの共同作業で相

当力を入れなければならないのは、こども指針（仮称）の中でこれまで専門とした幼児教育、保育

の専門の方々、あるいは実践上に関わりを持ってこられた方々の知見としての術語に関して、とい

うようにこれら３つのレベルでの使い分けをきちんとしていく作業が非常に必要であると感じてい

ます。 

 そうでないと、「保育」という言葉の意味付けあるいは「教育」という言葉の意味付け自体が法制

上の解釈だけでも足りないし、一般的ないわゆる社会通念の中にある言葉を無視することもできな

いし、まして、保育･幼児教育の実践現場で保育者が使用する術語としての意味や意義が希薄になっ

たり、喪われるようにことが起きないように、この検討会議がそのことへの配慮を忘れてはならな

いと思います。 

 こども指針（仮称）の策定作業では、ある意味での規範性を持たせることへの検討がこの後も続

くはずです。本来、これはその法制度の枠組みの中で法律としての位置付けという形ではなく、あ

る意味での幼保一体へ向けた理念といいますか、あるいはそういうことに関わる大事な方向付けを

この中で盛り込もうという共同作業なわけですから、その点でこの言葉の使い方、例えば「幼児の

教育」や「保育」という表現が、暗黙の何か格付けの操作になってしまうような結果となることの

ないような形への配慮が、こども指針（仮称）の策定という仕事には不可欠であります。 

 例えば前回、私は「保育サービス」という言葉と、それから「実践上の保育」という言葉を使い

分ける必要というようなことを申し上げました。その際にもちょっと触れましたが、実は今回の資

料の中で「保育を必要としない子ども」という言葉が出てまいりますけれども、この「保育を必要

としない子ども」というところが例えば学校教育に関わってくるというふうなイメージを少なくと
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も２ページの段階では持たされてしまいますが、しかし、それを４ページで養護と教育という形へ

とつないでいこうとするときに、まだかなりその距離があるようです。 

 その意味で、これから検討していくときに法制上の言葉、それからいわゆる国語辞典的な語義と、

それからここで使われる専門的な用語として述語という言葉で、例えば「教育」あるいは「保育」

という２つの言葉をここで代表させていますけれども、そのこと自体の意味付けをきちんと伝えて

いくということをこども指針（仮称）の中で明確にしていく必要があるのではないか。ですから、

混在ということを整理することではなく、混在しているのが現実なので、そのことをきちんと家庭

の保護者も理解できるような形へというような持って行き方を、我々はしなければいけないのでは

ないか。私はそう思っています。用語の一々をここでチェックすることを申し上げるのではなく、

もっと大きなところでこの新システムの一つを担うグループの中で、どういう議論をしていくべき

かということで、感じたことを申し上げた次第です。 

○無藤座長 ありがとうございます。まさにおっしゃっていただいた方向で今日の資料もつくり始

めたところでありますので、これからもよろしくお願いいたします。特に、法制上の整理はもちろ

ん踏まえなければこども指針（仮称）はつくれませんけれども、その上で特にこども園（仮称）の

指針となる部分について、やはりこれまでの幼稚園、保育所の実践を踏まえて、そこで鍛えられて

きた用語の意味を受け継がなければいけないと思いますので、その点もよろしくお願いいたします。 

 岡上委員から手が挙がりましたので、どうぞ。 

○岡上委員 私は荒木委員と同じようなことになったかなという気はいたしましたが、島田委員が

大半は一律一斉の保育をしているのが現状だとおっしゃられて、私たちはほとんど島田委員が理想

とされている、中段に出ているような幼児教育の在り方をこのように考えて一生懸命実践している

し、また私もいろいろな仕事をする関係で東京都の幼稚園あるいは全国のいろいろな幼稚園を見て

きて、とても一律一斉が大半だというような印象がないものですから、環境を通して行う教育がこ

の 20 年の中で浸透してきたということはあるんじゃないかということだけはお話をしたいと思い

ました。 

 そしてもう一つ、教育が一律一斉学習の意味で長年とらえられてきたとありますけれども、小学

校以降の教育になりますとそういう形が多いです。今は小学校でもかなり工夫をして一律一斉だけ

でなく生活科の中で、あるいは総合的な学習の時間の中でも含まれてふくらんできていますけれど

も、そこで使っている「教育」と、それから一律一斉の保育をしているという意味で「教育」と言

われるものとの違いというんでしょうか。そこら辺も区別して使っていく必要があるのかなと思い

ました。 

 結論的には今、大場委員が言われました、混在している実態を受け止めて意味付けを伝えていく

ということは本当に大切なことかと思いました。私も結局、こども指針（仮称）が一般の方にも参

考になるということを考えると、ここで言っている「教育」と「保育」の使い分けも、専門家には

皆さんがここで定義されているように目的と、それから法的な内容を教育の場合に目的を意識した

場合、私どもも教育活動の中での方法を意識した場合には「保育」という言葉を使います。 

 そういうふうに専門家が使い分けていることが一般の方に通じるかというと、通じないんじゃな
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いかという思いがありまして、私は実は広辞苑を調べて「保育」という言葉を見てみますと、保護、

育成することという形で書かれているんです。そうすると、一般の方に私どもが教育の質を含んだ

教育の方法のことに意識を強めた場合に使っている「保育」という言葉が伝わるかどうかというと、

ちょっとこれは疑念に思いました。 

 ですから、そういった意味でも今、歴史的に使われてきている「養護」と「教育」、それから「保

育」という言葉が混在していることを整理統合するよりは、一つひとつの意味を丁寧に説明してい

くことを必ず付け加えることが必要なのではないかと思いました。 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、山縣委員どうぞ。 

○山縣委員 結論も含めて３点、お話をしたいと思います。 

 まず１点目は法律上の問題ですけれども、今日は丁寧な資料をつくっていただいてありがとうご

ざいました。今日の資料にもありますように、学校教育法では 22条と 23 条の定義を見ますと、「保

育」は目的・目標概念として使われ、「教育」はその目的を実現するための方法機能概念として書か

れているということだと思います。細かい現場でどう使われているかは別にして、法律だけ見たら

そういうふうになっているということだと思います。 

 しかし、先ほどの荒木委員の話にもありましたように、実践現場では方法機能概念としても「保

育」という言葉が幼稚園現場でも使われているというのは、私は事実だと思います。働いている人

たちについても「保育者」という言葉がよく使われるようですし、保育学会でも保育士と幼稚園教

諭の両方を意味する場合、調査などを見たらほとんど「保育者」と使われているということですか

ら、幼稚園現場でも「保育」というものが方法、概念として使われているのではないかという理解

をしております。 

 それから、児童福祉法の方を見ますと、保育は目的・目標概念で、方法機能概念でもある。両方

なってしまっているというところに、恐らく混乱があるのではないかと思っています。ですから、

保育現場では法律上いろいろな意味で「保育」を使ってしまっている。幼稚園では法律上は少なく

とも分けられている。そこの整理を今回はした方がいいのではないかと思っています。 

 ２点目ですけれども、今のことを前提に今日の資料を読み込んでいきますと、１ページ目のとこ

ろではすべての子どもに学校教育としての教育が必要であるというふうに私は考えていますので、

１ページ目の２つ目の○ですが、児童福祉施設としての役割と学校教育としての役割を法制上、明

確に規定する必要があると書いてあります。私は細かいところはよくわかりませんけれども、仮に

こうなったとしたときにこども園（仮称）においては３歳以上についてすべて学校教育としての教

育が行われているという規定をしなければ、また今と同じことになってしまうと思います。 

 それから、２ページ目について言いますと、幼稚園においても次のページにありますように養護

が必要だという認識を示しておられます。私も全くそのとおりだと感じています。そうすると、保

育を必要としないというときに、ここの中身が養護性というふうにどうも理解されているようです

から、そういう意味では保育を必要としない子はひょっとしたらいないのではないか。必要の程度

の問題であって、必要とする、しないという関係ではなくてどの程度必要かということではないか

と思います。家庭でも「家庭保育」という言葉もありますから保護者も保育をしているわけです。
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そこまではこだわりませんけれども、社会的保育の必要性というふうなレベルでこの枠は考えるべ

きではないかと思います。 

 それを前提に考えたときに、そうすると３歳未満についても次の４ページの図との関係で言うと

保育だけではなくて教育も出てくるということになります。３歳未満においても教育という要素が

あるんだということですが、この図は途中経過の整理として私は必要であると思いますけれども、

最終的にこのような分け方が適切かどうかということについては若干疑問があります。 

 次の３ページになりますけれども、一番下の○で、結果としてこども指針（仮称）では「教育」

及び「養護」を使用することとしてはどうか。ここは、正確に私は理解し切れていないのですが、

言いたいことはもしこれを「教育」と「養護」というふうに単純に言うならば、これは現行の保育

所・保育指針が書いている「保育」ということになってしまうということが言いたいんです。だか

ら、トータルは「保育」でいいのではないかと思います。 

 どうしてもそれにこだわりがあるならば、明治期の人たちがすごい言葉をつくられたように全く

別の言葉を新しくつくられたらどうか。私はちょっと能力がありませんけれども、叡智が集まって

おられますので、秋田委員が時々エデュケアという言葉を使っておられますが、それを日本語に直

したらどうなるんだと、そういうことの方がいいのではないか。どうしても古い概念で執着がある

ならば、一気に新しい言葉でもいいのではないかと思うくらいです。 

 しかし、この３ページからは「保育」という言葉が結果としては出てくるのかなと思います。そ

うすると、先ほど藤森委員も冒頭におっしゃいましたけれども、４ページの図がトータルで保育を

指しているのではないだろうかと思います。 

 ただ、４ページの図で藤森委員が言われた幼保がだんだん狭くなっているという部分については、

私は図としては仕方がないのではないかと思っているのですが、要は子どもの年齢は、横軸はこれ

で問題ないのですが、縦軸が同じ幅になっているから恐らく問題があるのではないかと思っていま

す。子どもの生活というのはどんどん広がっていくんだというふうに解釈をすれば、養護は必ずし

もそんなに縮小せずともこの絵は描けるのではないかと思います。 

 さらに、家庭教育が３歳未満にしか機能していないので、これもちょっとまずいのではないか。

家庭教育は年齢を越えてすべてのところに一定必要ではないかと思っています。それで、４ページ

の図は、私はある程度了解ができると思っています。以上です。 

○無藤座長 大事な指摘を幾つもありがとうございました。全部にコメントはできませんけれども、

もう一度確認ですが、１ページ、２ページのところは何度か申し上げているように法制上の整理で

すが、法制上の整理においては「教育」というものは学校教育法上の教育を指している。同時に、

「保育」の方は児童福祉法上の保育を指す。ちょっとややこしいですが、そういうことになります。

だから、その範囲においては３歳未満の場合に保育所に行かない子は「保育を必要としない」とい

う言い方にならざるを得ないということがあります。ただ、実質的には「保育」というものはまた

独自の意味を持つ。学校教育法上の22 条でもそうなっているわけです。ちょっとややこしいですが、

そういうことが１つです。 

 それからもう一つは、１ページ目の「教育」というところで、３歳以上について学校教育として
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というものが学校教育法上の規定だということですけれども、そこで非常に重要なポイントが１つ

あります。それは、御指摘いただきましたけれども、学校教育法上の満３歳以上というときには、

基本的にはすべての子どもについて保障するんだということです。すべての子どもと言っても別に

義務教育ではありませんから、保護者への義務ではないです。家庭で養育したい方はその自由があ

るわけですけれども、基本的には国としてあるいは市町村としては満３歳以上のすべての子どもに

対して保障するものではないというふうに学校教育法を受けて規定してございます。 

 それから、３、４は実質的にということで分けてお考えいただくということでありますけれども、

「養護」と「教育」というのは大ざっぱに言えば保育指針に今、養護と教育と分けて書いてありま

すけれども、大体ああいう感じのものをイメージしています。それで、保育指針の教育の部分とい

うのはいわゆる５領域に対応した部分ですので、実質的には幼稚園教育要領と重なっているもので

あります。 

 それで、「教育」と「養護」を合わせたところでそれを「保育」と呼んでいいかどうかということ

はもう少し議論いただきたいと思っています。４ページの最初の丸のところでは、「養護」と「教育」

で括弧をして「（いわゆる「保育」)」とやや控え目に書いてあるのは、そう定義していいかどうか、

保育指針を読んでもちょっと微妙な感じがあるんです。だから、先ほど申し上げた学校教育法 22条

の「保育」という言葉の意味もいささか不安定なところがあるので難しい感じがあります。 

 それと同時に、４ページの図のところで６歳までの乳幼児期でありますけれども、そこから小学

校のときに乳幼児期全体が「保育」で小学校から「教育」というふうにあまり言葉を分け過ぎても

いけないという感じもあるのですが、しかし、いい案があるわけではないのであります。そんなと

ころで。 

 それでは、順番にいきたいと思います。池委員、御園委員とどうぞ。 

○池委員 今、養護のことが出ておりますけれども、一般的に「養護」ということで辞書を調べま

すと、特別な保護の下に育てることということになっております。イメージとしてはやはり養護学

校、それから高齢者になっていくと養護老人ホームという本当に特別に扱われていくというのが一

般的なイメージではないかと思います。 

  

ここで「養護」を持ってくるに当たりまして、一般の方が読んでもわかるように、もちろん私たち

は子どもを育てていくのには養護が必要であり、養護をしてこなかったということはないのですが、

養護をしながら無意識のうちに育てていると思います。その中で、ここで「養護」を打ち出す場合

には「養護」の定義がなされてしかるべきじゃないか。そうでないと、「養護」と一般的な聞き方を

するとやはり子どもから高齢者と幅広く考えますので、ここで言う「養護」の定義が打ち出されて

いくとわかりやすいのではないかと思います。 

○無藤座長 ありがとうございます。一応暫定的には図にあるように、「養護」は「(生命の保持・

情緒の安定)」とありますが、これは保育指針そのままなんです。ただ、もっと改めてこども指針（仮

称）で積極的にこれをどう打ち出すかは考える必要があろうと思います。 

 それでは、御園委員お願いします。 
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○御園委員 私は日々子どもたちを保育している現場の視点から意見を申しあげます。 

 保育所は子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過

ごす場です。そのために、保育所は子どもの今を最もよく生きる、これが「養護」であり、望まし

い未来をつくり出す力の基礎を培う、これが「教育」と位置づけ保育を行っています。 

具体的には、「養護」は生命の保持及び情緒の安定を図ることであり、そのために保育士が援助や

関わりをし、「教育」は健康・人間関係・環境・言葉・表現という 5領域について、子どもが健やか

に成長し、その活動が豊かにより展開されるための発達の援助を一体的に提供しているのが保育な

のです。 

 ですから、「養護」が土台となりその上に「教育」があるということです。資料４ページの指針上

の取り扱い案の図においても、今申しあげた考え方を考慮していただきたいと思います。 

 保育所では、子どもたちが健康で安全で安定感を持って過ごすことができ、生理的欲求が十分に

満たせるように環境を整えています。特に今、問題になっている食についても重要な課題として取

り組んでいます。また、子どもの主体的な活動や子ども同士の関わりを大切にしており、乳幼児期

にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して環境による総合的な保育を行っています。 

 具体的には提出した資料に一例を示しました。３歳未満児には教育がないかのような意見もあり

ましたが、おおむね２歳児の事例を提供させていただきました。これは、若い保育者や、若い保護

者向けの育児講座等で話しをしている内容です。２歳児は人との関わりの中で一人だち（自立）と、

自分を律する（自律）という発達に合わせた援助を行っています。 

 事例では、２歳児の上着の着脱を通し、環境の設定や関わりと援助など一人ひとりの状況や発達

過程を見通した養護的な関わりを土台に、子どもの感覚機能の分化や運動機能、他者とのコミュニ

ケーションなど教育的な意図を持った関わりで、子どもの心と身体の発達と成長を促しています。 

 「着脱のポイント」では、何か教え込むのではなく、興味や関心を育み、「配慮事項」においては

そのときの子どもの状況、甘えや感情のゆれ、自我の芽生えなど「自分で」生きる力を育んでいる

という視点で行っています。このことは保護者や若い保育士にも伝えるなかで、子どもの発達過程

を理解することにつながっています。 このように、養護と教育を分けて行うのではなく、一体的

に保育を行っているのです。 

 このことからも、こども園（仮称）における標準的な教育時間の教育が一律に時間で区切られる

ものではなく、こども園（仮称）で過ごす子どもの時間帯や発達の個人差を配慮した中で柔軟に提

供されるものであると思っております。 

 また、こども指針（仮称）において「教育」及び「養護」という用語整理がなされようとしてい

ますが、現状に合わせて「保育」という言葉を使用していただきたいと思っております。 

○無藤座長 貴重な方向付けをありがとうございました。それでは、竹下委員、小田委員の順でど

うぞ。 

○竹下委員 皆さんの意見を聞いていて、私の中でわからなくなってきてしまったのでちょっと質

問をしたいと思います。 

 資料の２ページ目の「法制上の取扱い案」というところで、「保育を必要としない子ども」と「保
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育を必要とする子ども」ということで、法律上どういうふうに子どもが分けられるかによって入る

施設が違うとか、与えられるサービスが違ってくるということなのでしょうか。 

○無藤座長 今までは、学校教育法上は幼稚園で児童福祉法上は保育所ですから分けられていたの

です。ですから、２ページの言い方で言えば、「保育を必要としない子ども」というところは幼稚園

の話で、「保育を必要とする子ども」は保育所の話になっていたわけですけれども、こども園（仮称）

においてはそれを合わせようということですから、保育を必要としないとか、するとかと言っても、

３歳未満は家庭にいる場合とこども園（仮称）に来ている場合と違いますけれども、基本的には一

緒にやるということです。 

 ただ、以前は親の法というんですか、根拠法として学校教育法を根拠とする部分がブルーの部分

で、児童福祉法を根拠とする部分がオレンジで、そこを変えると混乱するということなんです。だ

から、そこは守ろう。しかし、実際のこども園（仮称）における保育活動がある日、例えば12 時で

切れるとか、そういう話ではなくて、それは全部一緒だというつもりなんですけれども。 

○竹下委員 その辺が現場ですごく混乱しているのは、やはりこういうところが法律的にはすごく

違う法律にのっとって来ている人が同じ場所で同じように扱われているということなんです。 

○無藤座長 こども園（仮称）の場合にはそうですね。今まで保育所にいたお子さんも、今まで幼

稚園にいたお子さんも、こども園（仮称）においては学校教育法上の規定を両方とも受けるように

なるし、それから今まで幼稚園にいて、しかし預かり保育を受けている場合の預かりは児童福祉法

上の規定を受けるようになりますので、要するに両方の法律の根拠の下でこども園（仮称）にいる

ということです。 

○竹下委員 結局、これは、法制上は線が引かれて四角で枠に囲まれて色が変わっているけれども、

実際はそういうふうにはなっていない。 

○無藤座長 一緒にするという意味ですね。 

○竹下委員 そこがすごく違和感があって、法制上はきれいに分かれているんだけれども、実際に

現場では全然きれいに分かれていない。 

○無藤座長 きれいに分かれるというんでしょうか。そうじゃなくて、こども園（仮称）において

は積極的に１つにしようという意味なんです。きれいに分けているのは今までであって、そうじゃ

なくて全く一緒に重ねていこうというつもりです。 

○竹下委員 そこはすごく私としてはうまく表現できないんですけれども、非常に違和感があると

いうか、法律がおかしいのではないかというような感じで、すみません。今のは、つぶやきみたい

になっちゃっているんですけれども。 

○無藤座長 こども園（仮称）をつくるというのは、ある意味でこれまでの法律がおかしいと言え

ばおかしいと思うんです。 

○竹下委員 すみません。何でこうなっているのかという素朴な疑問で。 

○無藤座長 要するに、似たようなことをやっているのに片方は学校教育法で、こちらは児童福祉

法で、８割くらい同じようなことをやっていると思うのですが、そういうことを整理するのがこど

も園（仮称）なんです。 
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○竹下委員 素人発言で申し訳ありません。 

 それで、私は「初めての保育園」という企画を自分の地元の杉並でもやっているし、「保育園を考

える親の会」でも毎年やっているんですけれども、「初めての保育園」というのは育休中の人、ある

いは保育所を探している人が保育所に入ったらどうなのか、どういう生活が待っているのか、ある

いは自分たちがこれから保育所を探そうとしているときにどういうふうなところに注意して保育所

を探していけばいいのかというようなことについて、先輩が教えていくようなことをピアカウンセ

リングじゃないですけれども、やっているイベントとして毎年いろいろな時期を見てやっているん

ですけれども、育休の人たちの不安というのはものすごく大きいなと最近ものすごく感じるんです。 

 今回、新システムが出てきたこともあって、最近特にそうなんですけれども、私たちはどうなる

んだろう。子どもはどうなるんだろうという不安をものすごく抱えていて、子どもができただけで

生活が一変しているのに、更にそこに保育所という新しい関係が増えてくるというところで、先輩

たちの助言をものすごく欲している情報がたくさんあるんだけれども、その中で難民みたいになっ

ている状態と、あとは入れないということがまずは大きな不安としてあって、結局育休を取れない。 

 フルでもちろん２年とか３年とかある企業もたくさん出てきているんですけれども、それでもや

はり８か月でやめた方がいいと、私もそういう口なんですけれども、９か月で育休を切り上げると

３か月受託施設に預けることができる。そうすると、３か月以上預けていると保育所申請のときに

プラス１点になるから、その１点を稼ぐために自分の育休は切り刻んでみたいなことをすごく計算

しているんです。特に杉並区とか一部の大都市などでは、非常に激戦と言われている１歳枠という

のがありまして、そのために育休を切り上げるという人が複数、私の周りでもいます。 

 せっかく育児休暇という企業からもらっている権利であり、自分が子どもと向かい合ってそれこ

そ生命の保持・情緒の安定ということで、家庭の中で十分に自分が親として育っていくという機会

があって、子どもを 24時間、期間限定ではあっても大事に見られるという時間なのに、常に不安に

押しつぶされそうになりながら、私はやはり１年取っていたらこの子は次に入れなくて待機児童で

いわゆる保育を必要としない子どもになってしまうのかしらというようなことを考えながら暮らし

ているということがあって、それをすごく私は「初めての保育園」を企画運営してお手伝いしてい

く中で最近特に感じています。 

 小１プロブレムということで、幼稚園、保育所から学校教育というところの連携、接続というの

はものすごく大事だというのはここにも書かれていますし、私も今３年生の子どもを育てている中

で小１プロブムレムを通過した者としては非常に感じているところですが、更にここにはうまく書

けないんですけれども、ゼロ歳から１歳、１歳を境目にして育休復帰プロブレムじゃないですけれ

ども、そういうところでかなりそこの接続、連携というのが大事になってくるんじゃないかと思っ

ています。 

 それで、さっきばかな質問と思われるかもしれないんですけれども、こども園（仮称）というの

は枠が分かれているんでしょうか、くっ付いているんでしょうかというようなことを聞いてしまっ

たんですけれども、そこは、本当は保育を必要としているのにあなたは保育を必要としていない子

どもになっていますというように数字の上ではカウントされてしまう。それで、自分は復帰したい
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んだけれども復帰できない。育休を延ばす、あるいは退職してしまうという人たちのことをもう少

し考えて何とかできないかなと思います。 

 すみません。最後は漠然とした結末になってしまいましたが、そこが疑問に思った点でした。 

○無藤座長 ありがとうございます。今の点は別なワーキングチームでまさにこども園（仮称）の

大きな目的の一つとして待機児童なり、潜在保育ニーズに関わる部分だろうと思いますので、そち

らにも反映されると思います。ありがとうございます。 

 それでは、小田委員お願いします。 

○小田委員 今、竹下委員がおっしゃっていることは一番大きな問題で、それを疑問に思ってしま

うということについて何とか解決したいと言って皆でやっていることは認めているので、決して私

はおっしゃっていることについては疑問はないんですが、どの人が言っていらっしゃる問題も一理

あって胃が痛いんです。 

 ただ、法制上、今の竹下委員の質問に対して説明できるかどうか、私はこれがきちんと説明でき

ていないから結局は分けられているというふうに思われるのかもしれませんが、児童福祉法という

ものが子どもにとってその家庭教育を担って今、世の中に生きていこうというときにどう考えても

法律上必要なんです。そして、その児童福祉法そのものについて児童福祉法そのものの体系の中に

入ってこないこともあり得るし、児童福祉法を受けなければならないし、児童福祉法そのものがき

ちんと行使されなければならない方というのがあるわけですね。 

それに対して、学校教育というものはすべての人が受けることができる法律なので、この学校教

育法というのと児童福祉法というのは絶対的に必要なものなんです。絶対的に今、私たちが子ども

をどう育て、私たちが家庭をどう健やかにやっていくか。個人個人それぞれが持っている家庭観な

り教育観なりを活かしていくための一番の基本的なところとして児童福祉法が存在しなければなら

ないし、学校教育が存在しなければならないですね。 

これの一体化のとき、これを１つにしてしまうという考え方をしてしまうとお互いが不幸になっ

てしまう可能性がある。両方があるから子どもが幸せになっていくし、各家庭もそれぞれが思って

いるとおりになっていくという意味で、そのことをきちんと位置づけてきちんと動いていれば、竹

下さんが心配されるようなことはないということははっきりしているんですね。それがうまくいっ

ていないということは、やはり児童福祉法や学校教育法という問題ももう少し考えてみようという

ことだと思うんです。 

それで、私は大場先生がおっしゃることに賛成ですが、法制上はやはり「養護」と「教育」とい

うのはそういう意味で必要な言葉だというふうに考えているし、この「養護」と「教育」という言

葉を法制上から外してしまうと、こども園（仮称）の中から外してしまうと大変なことになる。 

だけど、実際にこの指針の中でどう取り扱っていくかというと、「保育」というのは非常に重要な

テクニカルタームなんですね。やはり子ども一人ひとり、それで多くの場合に「保育」という言葉

は保育実践上では保育を通して教育をするというような言い方に今、変わりつつあるんですね。 

実際上には、子どもたちの生活や子どもたちの実践的にいろいろな活動をしているものに対して、

保育としてその保育をしっかり見守ることによって教育が成立するというふうに考えている。だか
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ら、やはり「保育」というのは重要なテクニカルタームなので外せないんです。指針をつくるとす

れば、指針上ではやはり「保育」ということは「保育」として位置づけられなければならないと思

います。 

ただし、法制上は「養護」と「教育」というのが残っていることをきちんと位置づけて説明すべ

きだと思うんです。きちんと説明をした上で、この指針上における「保育」が持っている意味です

ね、それが一斉とか、一斉ではないとか、といろいろな形ではなくて、すべて私たちが目指してい

る乳幼児期から学校教育を通して１人でも遊べるし皆とでも遊べる子ども、１人でも学べるし皆と

でも学べる子どもで、１人でしか遊べない子や、皆としか遊べない子をつくるわけがない。 

そういう形から考えていったときに、環境として行う教育というのは施設的な環境だけを意味し

ているわけではなくて、内的な意味も含めて環境とするわけです。その意味で、１人でも遊べるし、

皆とでも遊べる子どもをどうしてつくっていくか。１人でも学べるし、皆とでも学べるという形で

すね。そのことを通して考えていくとすれば、何回も主張していますが、後から秋田先生がどうい

うふうに反論なさるか心配で胃が痛いんですが、私と秋田先生は学問上はけんかをしていますので、

皆さんよく聞いていてくださいね。 

でも、世界の趨勢で今、考えているときに、ゼロ歳からほぼ８歳の児童期までを見通すという形

になっているということは事実なんですね。では、ゼロ歳児が教育できるかどうかという意味より

も、もちろん幅的には養護的なものが必要であるし、そして教育的な機能も必要です。 

でも、どう考えてもゼロ歳から８歳ぐらいまで見通すべきで、こういうふうに区切れるものでは

ない。新しい言葉として「接続期」という言葉が出てくるように、これは日本だけの言葉なんだけ

れども、非常に独特な言い方の中で何とかつなげようという形で、それは保育をより豊かにしてい

く、そのことが教育へつながってくるという形になっているので、少し法制上は残されていく。学

校教育法や児童福祉法というのはきちんと残されていきながら、法制上の言葉は残していって、指

針上で保育が持つ大きな重みをどうきちんと位置づけるか。 

ある意味で、私は大場先生が言っていらっしゃる意味に近いかどうか、ちょっと大場先生に聞か

ないとわかりませんが、私はその心情の中に使う何かを統一した言葉にしてしまったときには何か

見えなくなると、何回も言っているように、法律が生きている限り、何かを統一して両方の法律に

入っているんですよというようなうやむやなことをしてしまうと、今のような形で保育を必要とす

るとか、必要としないとか、わけのわからない言葉の中で子どもが迷惑を被っているわけです。 

そこのところが、竹下さんがおっしゃるように必要とする、必要としないではなくて、「保育」と

いうのはとても大事な言葉なんです。 

その言葉をより活かして、実践上にも活かしていく言葉としてきちんと位置づけがないために、

「教育」、「養護」、「保育」というのが羅列した形になったり、縦になったり、横になったりしてい

る。長くなってすみません。もう言いませんが、無藤先生のおっしゃるようにやはりこの図は根本

的に書き直してほしいと思います。この図には、もちろん家庭教育もずっと必要だし、学校教育も

必要だし、養護的な機能も絶対に必要だと思うんです。その書き方は非常に難しいけれども、この

「指針上の取扱い」に書かれていることを私は支持するものですが、「養護」と「教育」ということ
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をいずれもきちんと発達過程の中で位置づけられる法律上の用語として最後まで位置づけたい。そ

して、保育を指針上どう位置づけるかということの話し合いをこのこども指針（仮称）の中ではや

ってほしいと私は思っています。 

言っていることがよくわかっていないかもしれませんが、胃が痛いだけなので。 

○無藤座長 ありがとうございました。秋田委員、そして田中委員とお願いします。 

○秋田委員 私自身は、前回の資料から今回の補助資料をつくられるまでに至る行政の方々の御苦

労に本当に心から感謝したいと思っています。多様な意見がある中で、どうやってそれをイメージ

にしていくかという極めて難しいところのたたき台のイメージ図を御苦心くださっておつくりいた

だいていることには本当に敬意を表するものです。 

 私は、小田さんが言われたのと、法制上の取扱いに関しましては意見が一致しておりまして、私

は３歳以上についてはすべての子どもがやはり教育を受けるということを社会に認識してもらうた

めには、資料に書いてございますが、この教育の部分をきちんと福祉上と学校教育法上の分けるべ

きであろうと思っております。 

 ただし、今日の「法制上の取扱い案」のイメージ図のところで大場先生が語られましたけれども、

今度「保育に欠ける」の欠ける条項が変わった場合に、保育を必要としない子どもとする子どもで

はなくて、子どもが「必要としている」のか「していない」のかと言えば、「必要としている」ので

す。保育が必要であると認められた子どもと認められていない子どもが社会的制度においてはいる

という事実は書いてもいいんですけれども、ですからここのワーディングを少し丁寧にしていただ

くとわかりやすいのではないだろうか。「保育を必要と認められた子ども」と、それを認めるのはま

た問題はありますけれども、現実上はそういう形の表記の方が、より感覚に合うのではないかと思

っております。 

 「指針上の取扱い」に関しましては、私は「教育」及び「養護」というのは重要な用語であると

いうことは重々承知しており、それを使うということも必要であろうと思っております。ただし、

この資料にも書きましたけれども、イメージ図の方で「教育」及び「養護」を使用すると同時に、

その中に「（いわゆる保育）」という、「いわゆる」というのが大変問題なわけでございます。 

 それはよく考えますと、例えばＨ2Ｏというのを、Ｈ2とＯである。化学上はＨ2とＯ以外には水は

ないのです。それを「いわゆる水という」と言われても我々は水を対象に考えるのであって、Ｈ2と

Ｏに分けて議論をするということは、実態の現場から 40万人の保育者がそこで働いているというこ

とを考えたら、「いわゆる」という言葉で述べるべきものではなく、やはり「保育」という語も指針

の中ではきちんと使うべきです。それは私自身が勝手に申しているのではなく、学校教育法第 22条

にも、それから児童福祉法第 39条においても「保育し」という言葉が法制上規定されています。 

また、こういうときなので一生懸命調べました。大体、日本で最初に幼稚園の保育の法令が明治

32 年に設定されたところから、幼稚園においては「幼稚園の保育」という言葉が最初から使われて

おり、また、保育要領もなぜか今回、前文が配られずに家庭の部分だけが配られているのですが、

前書きをきちんと読んでいただきましたら、幼稚園並びにその他の施設すべてに当てはまるものと

して「保育要領」と、「保育」という言葉が使われているわけです。 



 18

私は山縣先生が言われたように、エデュケアに代わる日本語があればいいのですが、ないという

ことと、それから大場先生が言われたように、私たちは法制上、それから語義上だけではなくて、

言葉に社会文化的に歴史を持って行為をしてきました。ですので、保育というのを振る舞いとして

の行為、実践としては「保育」という言葉を使うべきであろうと私は考えています。 

ただし、「養護」と「教育」という言葉もきちんと使用する、そこは小田委員と意見は一致すると

思いますが、私は「いわゆる」という言葉を取っていただきたい。それで、「養護」と「教育」が一

体的に展開している行為、振る舞いを「保育し」という言葉できちんと定義づけていただきたいと

思っております、それがこのイメージ図で言えば黄色い部分は「保育」と書かれなければならない

し、ゼロから３歳のところで先ほど山縣委員も言ってくださいましたが、この中に家庭教育が入る

のではなく、保育所に行っている子どもも幼稚園に行っている子どもにおいても家庭教育は最も大

事な一義的なものなので、家庭教育を一番土台に書いていただく、これは三次元でないとうまく書

けないかもしれません。「養護」を下に書いていただき、その上に「教育」については発達の援助と

して書いていただき、これは小学校教育につながるのではなく、「小学校以降の生涯学習の基盤とな

る学校教育」の始まりなので、生涯学習の基盤ときちんとお書きいただくような形の図はできない

ものだろうかというふうに具体的に、少しでも行政官のお役に立てればと思って考えました。以上

です。 

○無藤座長 具体的なサゼスチョンまでありがとうございました。田中委員、お願いします。 

○田中委員 ありがとうございます。基本的には今日出された案に賛成でございまして、３つのシ

ステム会議の中で一番議論らしい議論をさせていただいているかなと思います。本来は、ここが整

理された上で制度がどうあるのかということをしていかないための混乱があると思います。 

 従来、「保育」という言葉は省庁によってある意味定義が違うまま、トラディショナルな言葉であ

ったんだけれども、それを何年か経過していくうちに法制上の言葉と、それぞれの省庁が位置づけ

ていったための混乱ということだと思いますので、今回そのことが真剣に議論されていくのは非常

に大事なことだと思うんです。 

 そして、制度としての言葉の定義は、当然学校教育は何歳からかということが議論されなければ

ならないわけです。だけど、子どもが生まれたときから育っていくわけですから、それぞれの子ど

もの視点に立てば何歳で区切るというのはどういうことなのかという、これは別の議論になるわけ

ですね。一人ひとりの子どもの育ちという部分の側面と、国家が責任を負う学校教育であるとか、

または家庭に代わる機能はどう保障するのかという議論が住み分けられない限り、本当は次のステ

ップにもいけないので非常にここを大事なものだと考えています。 

 そして、幼児園教育要領とかに携わった者としては、例えば幼児教育も小学校教育も、実は質が

違うんだけれども接続をどう図るのかということを前提にしていたと思いますので、例えば家庭教

育とその集団として行う幼稚園教育、幼児教育とか、こういうものも一定の線引きは法的にもある

けれどもどう接続を図っていくのか。こういう視点がつながっていくというのは非常に重要な考え

だろうと思います。 

 もう一点、あるマスコミの方と話をしたときに、最近ドリルを使う幼児教育の人が増えてきた。
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だから、日本の学力が落ちるとは思っていなかったと。こういうことをマスコミの方が言われたこ

とに私は驚いたんですが、幼児教育というものが何なのかというと、例えば現場の中と言いますか、

ここにおられるような方でもまだ一律一斉が幼児教育だと、その「教育」という言葉の定義自体を

思っていらっしゃる方がおられる。ここは、やはり我々も現場の者として本当に発信し切れていな

かったのかなと。 

 生涯教育の基盤を培う幼児教育とは何なのかということは内向きには議論してきたつもりですけ

れども、多分そのことが多くの国民の皆さんには理解し切れていなかった。そのことについては、

やはりこれから本当の努力を払っていくべきだろうと思います。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。では松田委員、続いて渡辺委員どうぞ。 

○松田委員 松田です。今日は資料を出させていただいたのですが、まず親にとってというところ

を書いたんですが、今の議論の中で竹下さんもおっしゃっていましたけれども、「保育」と言うとイ

コール保育所、「教育」と言うと早期教育と、一般的なところでは深くこういう議論を知らないと受

け止められてきたということが事実だと思います。そこのギャップでとても地域の方は振り回され

ていて、幼保一体ということはどうなるのかというところで、こども指針（仮称）が何になるのか

というのが本当に見えていないなというのがあって、この議論も少し前に進めながら外にも発信し

てほしいなということが１つです。 

 同じように、児童福祉法の中で「保育」と言われているとき、イコール保育所というふうにとら

えがちで、もっと厳しい家庭とか、そういったところにきちんと児童福祉があるということをここ

で確認することに逆になるのかなというふうに、きちんとそこがサポートされるということと、基

本制度案要綱の中で「すべての子ども」という言葉と、それから「保育に欠ける要件の撤廃」とい

う言葉が出ていました。それが、先ほど言った言葉をちょっと変えただけだと思うんですけれども、

保育を必要とする、しないという言葉に置き換えられただけのような気がして、「保育に欠ける要件

の撤廃」という言葉の意味がこの指針の中でどういうふうに扱われるのかなというところで、すご

く期待と不安があります。 

 もう一つ、資料１の補足資料の４ページで、先ほど家庭教育の部分はすべての底辺にあるものだ

というふうに皆さんおっしゃっておりました。私もとても賛成で、これはイコール「子育て支援」

という言葉ともとらえていいのではないかと私は思います。私は地域の方で、親として先輩ママと

して子育て支援をやってきているのですが、保育所に行く、幼稚園に行くというところですごく悩

みを持って、ずっとそこをサポートしています。どっちに行ったらいいかとか、それから働き方で

あったり、子どもの様子であったりということで、親がどういうふうに子どもを見ながら子どもの

いる暮らしを立てていくかということで子育て支援というところでずっと支えてきているんですが、

働いている、働いていないとか、子どもの年齢に限らずとても必要なものとしてやってきています

ので、子育て支援と家庭教育というところがすべての底辺にあるということは大賛成です。 

 また、子どもの視点からすると、当たり前のようで皆さん専門家の方は語られないことかもしれ

ないんですけれども、「遊び」という言葉が全然出てきていません。遊びを通して教育とか、そうい

う形で実践はされているようですけれども、子どもにとっては目的でも手段でもなく遊びは遊びで、
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こども指針（仮称）においては子どもにとっての遊びというものですね。「教育」と「保育」の定義

以外に、新しく「遊び」という言葉がきちんと位置づけられるのがいいのではないかと、今日の議

論を聞いて感じました。ありがとうございます。 

○無藤座長 大事な視点で、その方向を考えたいと思います。では、渡辺委員お願いします。 

○渡辺委員 松田委員の話が私は結構大きくて、親の方から見たら保育は保育所で、教育は例えば

早期教育みたいな形というのは、現場は結構あるような気がしています。 

 横浜ではすべてが私立幼稚園なんですけれども、公立があったら割と保育所保育指針というか、

幼稚園教育要領とかはきちんと対応しようという形にはなるのですが、多分こども園（仮称）が競

争原理を取り入れるとか、例えば企業も含めていろいろなところの施設がこども園（仮称）になっ

ていいとかというような形になるとすれば、どう考えてもそこに競争原理が入ってきたときに、子

どもにとって本当に大事なことを守ろうとするのか。それとも、親が望んでいるとか、親にとって

一見いいと思われるような、英語であろうと何であろうと構いませんけれども、一見わかりやすい、

こうやって子どもが育ちましたという形が、少なくともそれが本当に子どもにとっていいかどうか

というのは議論されなければいけないし、こども指針（仮称）でも書かれなければいけないんです

けれども、でも、子どもを獲得するという意味では、多分認可とか無認可とかは関係なく競争原理

が働いてくるというところで、私は今までも保育所とか幼稚園も少なくとも混乱をずっと招いてき

たという感覚を持っております。 

 秋田先生とか小田先生が言われたように、「保育」という言葉に関しては思い入れがありますし、

小学校教育とは違うんだという意味で、小学校教育とは違うんだという言い方がいいかどうかはわ

かりませんけれども、少なくとも子どもに対して丁寧に関わるということが幼児教育などの生命線

だと思います。 

 そのために、「保育」という言葉を大事にはしてきたんですけれども、例えば託児という形が全部

保育だとか、園庭がない３歳、４歳、５歳の保育所も例えば保育という場であり、教育の場なんだ

と言ったとき、では環境を通しての教育というのはどこで図られるんだという話を考えていくと、

やはりどこかで言葉の整理をもうちょっと丁寧にしておかないと、子どもの置かれている状況とい

うのはよくならないだろう。かえって悪くなるだろうという思いを持っています。 

 ですから、「保育」という言葉を使うことは私も本当は思いとしてはあるんですけれども、ただし、

何でもかんでも「保育」という言葉に入るのかと言ったら、それは難しいです。認定こども園をや

ったときに、例えば３歳、４歳、５歳のところで幼稚園的なところを「教師」と言って、ほかのと

ころを「保育者」と言うかと言えばそうでもなくて、皆「保育者」という言葉で、「保育」という言

葉で表すんです。 

 表すんだけれども、では保育を先ほど言った必要とするか、必要としないかと言っても、必要と

しようと、必要としまいと、９時から２時ぐらいまでの幼稚園的な時間は、例えば 30 人ならば 30

人、皆で一緒になって生活しようよということを言わなければいけない。 

 そうやって考えて、どこかで子どもの生活をきちんと保障するというときに、どんな環境が必要

なんだ、どんな制度が必要なんだということも言わなければいけないし、それ以外のところ、家庭
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で過ごしたり、地域で過ごしたり、施設で過ごす子たちにとって何が必要なんだということもきち

んと言わなければいけない。その辺のところをどういうふうに使い分けていくか。 

 それは、どんな子どもの育ちを大事にしようとしているのかということに関して、一般の人たち

というか、本当に保護者や子どもを育てる人たちにも必要だと思いますし、それから養護という面

も保育所とか幼稚園とかという話だけではなくて、本当は子どもをケアするという中でケアする側、

親側が育っていくことの大事さみたいなものですね。多分、保育者も育っていくし、親も育ってい

くし、大人が子どもと関わる中できちんと子育てに向き合うことが大事なんだということで、どう

いう形で「養護」という言葉を語るかということも大事かなと思ったりすると、私は少なくとも３

歳、４歳、５歳の中できちんとした子どもの生活をどこかでミニマムとして保障するということは、

認定こども園みたいなことは大事だと思ってはいますし、その一方で養護と教育という形の保育と

いう中で、どんなことが本当に大事なのかというのを改めてきちんとここで整理をして示していく

ことが大事ではないかと思っています。 

○無藤座長 ありがとうございます。まさにこども指針（仮称）の中身の具体的な方向を今のよう

な形でやりたいと思います。それでは、若盛委員お願いします。 

○若盛委員 認定こども園の若盛でございます。いろいろお話を聞かせていただいておりまして、

小田先生、秋田先生が全体的なまとめをおっしゃっていただいたのかなという気がしております。 

 私たちは、前提としては幼稚園、保育所の枠はもう超えた保育という向かい方をしていくことで

はないかと思っております。実際に一体としての保育をしてきているわけですから、今更それは別々

ですよということにはならないわけですし、一体だからむしろ効果があるし、子どもが育っている

という前提になっていると思うんです。 

 ですから、言葉の論議ということよりも、やはり現場の中では本当に皆さんおっしゃっていらっ

しゃるように、子どもにとっての区分けというものはないわけですし、もちろん私たちも持ってい

ない前提で保育をしてきているわけです。一体というのは、養護も教育も含めて私も保育という考

え方をしながら保育をしてきているつもりでおります。 

 だから、先生たちも職場は違います。現行法で言えば、社会福祉法人に勤めている保育士と、学

校法人に勤めている幼稚園教諭が混在をしています。でも、保護者にも先生たちにも子どもにも、

うちの先生たち、皆の先生という毅然とした前提の下で話をしてきているわけですから、保護者も

全く混乱をしない関わり方をしてきているんですね。 

 これが、実際に園によっては入口が違っていたりするところもたくさんあるわけです。ですけれ

ども、親にとっては、ここの園は一緒なんだという姿を伝えていくことによって、安心して選ぶの

は親の側ですから、短時間なのか、長時間なのかというのは当然あっていいと思っています。でも、

受け入れる私たちは一緒ですよというスタイルをきちんとしていくことが大事なのだろうと思うん

です。 

 だから、法制上のことについて申し上げれば、皆さんおっしゃっていらっしゃるようにきちんと

した意味づけは絶対必要だと思います。そうでないと、現場は困ります。教育計画、保育計画をう

ちの園もそうだし、幼保連携園はそれぞれ一体にしたものをつくっていると思うんです。そのとき
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に、現実には保育所保育指針と幼稚園教育要領をすり合わせながらつくらざるを得ないのが現状で

す。 

 でも、早いうちにそれは、一本にしていってほしいというのが正直なところです。ですので、そ

ういう意味で山縣先生もおっしゃられるようにいい言葉を出していただいて、それを１つのものと

して取り組んでいっていただけることが大変ありがたいと思っております。 

 それから、皆さんから出たように、すべての子どもですから、保育を必要とする、しないの問題

ではなくて、きちんと人格の基礎としての保育年齢の子どもたちを育てていこうという大前提がや

はり必要なので、その言葉はもう少し柔らかくしてというか、もちろんなくてもいいのではないか

なというふうな思いを持っております。以上でございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。大分、時間が過ぎてきましたので、次の議題に入らせてく

ださい。 

次は、２ですけれども、「こども指針（仮称）の構成等について」であります。こちらについては、

実は前回の会議のときに資料はありましたけれども、時間切れで皆様方に御議論いただいてござい

ません。そういうことですので、まず改めてですが、資料の説明を事務局にお願いしたいと思いま

す。 

○濵谷課長 それでは、お手元の資料２、「こども指針（仮称）の構成等について（案）」でござい

ます。 

 １枚おめくりいただきます。目次でございますけれども、この資料では「こども指針（仮称）の

対象範囲」をどうするか。それから、「こども指針（仮称）の法的規範性と構成」をどうするか。 

 構成については、実は原案では２部構成にする前提でございますけれども、２部の施設の教育・

保育に関し記載すべき事項は何かと、この３点についての資料でございます。 

 まず、２ページは「こども指針（仮称）の対象範囲」でございます。まず、現行の「幼稚園教育

要領及び保育所保育指針の対象範囲」でございますけれども、これらにつきましては幼稚園、保育

所及び認定こども園に関する幼児教育と保育の内容に関する基準として定められております。 

 なお、保育所保育指針につきましては、保育の内容に関連する運営に関する基準、評価の話とか、

保健、ヘルスの話とか、そんなものも含まれております。このため、幼稚園教育要領及び保育所保

育指針は主として幼稚園、保育所及び認定こども園の教職員が読むことを前提に作成されておりま

す。 

３ページでございます。対象範囲としての論点でございます。近年、家庭の教育力・子育て力の

低下が指摘されておりまして、制度案要綱におきましては、こども指針（仮称）について「質の高

い幼児教育・保育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」ことが求められて

おります。下に抜粋しております。 

また、こども園（仮称）につきましては、制度案要綱では、現行の幼稚園、保育所、認定こども

園の垣根を取り払い、幼児教育と保育をともに提供する施設として一体化されるものとしておりま

すので、小学校就学前の乳幼児を対象にするということが想定されております。 

４ページでございますけれども、以上を前提にいたしましての対象範囲の対応案でございます。
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こども指針（仮称）におきましては、家庭における子育て・教育にも資するということでございま

すので、その資する観点から、子ども・子育てに関する理念を示すものとする必要があるのではな

いかということ。 

もう一点といたしましては、施設における現実の教育・保育の基準でございますので、質の高い

幼児教育・保育を保障する観点から、施設における教育・保育の基準、こういった２つの内容を対

象範囲としてはどうかというのが第１点でございます。 

それから、子どもの対象範囲、対象年齢でございます。第１回目の本ワーキングチームにおいて

も御議論になりましたけれども、このこども指針（仮称）における「子ども」につきましては、基

本的には施設における教育・保育の対象となる小学校就学前の乳幼児を対象として策定することと

してはどうかということでございます。 

括弧書きで「ただし」ということでございますが、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎、

生涯学習の基礎を培う重要なものであることを踏まえまして、小学校以降の子どもの成長・育成を

見通したものとして、そこも視野に入れながら策定することとしてはどうかということでございま

す。以上、１点目の対象範囲でございます。 

次が、２点目の法的規範性と構成についてでございます。 

幼稚園教育要領は、学校教育法及び施行規則に基づきまして、保育所保育指針につきましては児

童福祉法及び児童福祉施設最低基準に基づくという、いずれも法的根拠を持つものでございまして、

すべての幼稚園、保育所及び認定こども園が遵守すべき基準としての法的規範性を有しております。 

一方で、家庭における教育・子育てにつきましては法制上、教育・子育ての第一義的責任は保護

者にございますので、法的規範性を有するものはございません。 

７ページでございます。「こども指針（仮称）の法的規範性と構成（論点と対応案）」でございま

す。こども指針（仮称）は、法的規範性との関係を踏まえましてどのような構成とすべきか。つま

り、家庭における教育・子育てについて、施設における教育・保育と同様に、国が法的規範性を有

する指針として策定することは適切かどうかということでございますけれども、基本的には家庭に

おける教育・子育てについて法的規範性を有するものとして策定することはいかがか。 

このような観点から、対応案といたしましては、こども指針（仮称）につきましては直接の法的

根拠は、施設における教育・保育の内容を規定するものといたしまして、家庭に対しての法的規範

性を有するものとはしないという前提の下に、ただ、内容といたしましては、第一部といたしまし

て施設・家庭・地域等での教育・子育ての参考となるように、子ども・子育てに関する理念等を示

す部分の第一部と、施設における教育・保育に関する具体的な基準を示す第二部という二部構成と

してはどうかということでございます。 

８ページにイメージがございますけれども、第一部を「総則」といたしまして、これまで各種審

議会や各種法令等に基づきまして参考資料を出しておりますが、子ども・子育てに関する理念を第

一部で規定する。これは、家庭を含むすべての子育て関係者を対象といたしまして、法的規範性を

直接有しないものとして規定してはどうか。 

一方、第二部につきましては、現行の幼稚園教育要領は保育所・保育指針に相当する部分でござ



 24

いますけれども、施設での具体的な教育・保育の内容に関する基準を定めたらどうかということで

ございます。 

例えば、教育・保育の具体的内容、教育については５領域がございますけれども、そういったこ

と。それから教育・保育時間、標準的な教育・保育時間は何時間か、教育・保育方法等についての

指導上の留意事項はどのような点か。それから、先ほどもございましたけれども、家庭における教

育・子育てに関し、施設として家庭や地域との連携、子育て支援等をどのように施設が行っていく

か。こういったことが考えられるのではないかということでございます。 

こういった点については、直接の法的規範性を有するものとして策定をし、指針に従わない場合

に各種行政の命令等の対象になるという前提としてはどうかということでございます。 

それから、９ページでございます。こども指針（仮称）の第一部につきましては、現段階まとま

っておりませんけれども、これまで子ども・子育てに関する理念について御議論いただきましたが、

そういったものを参考として記載することとし、第二部の具体的な施設の教育・保育の部分でござ

います。 

 現行の幼稚園教育要領と保育所保育指針でございますけれども、幼稚園につきましては教育の目

的・目標、それから保健・安全、評価などの運営に関する事項、こういったことにつきましては、

学校教育法や施行規則などに規定されておりまして、幼稚園教育要領におきましては、教育内容に

関する事項にいわば特化して記載されております。 

 一方で、保育所につきましては児童福祉法などに、法律におきましては保育所に関する具体的な

保育目標などの具体的規定は置かれておりませんで、こういった目標の規定や運営に関する事項と

保育の内容に関する事項などがすべて保育所保育指針に規定されております。 

 10 ページに比較表がございますけれども、幼稚園におきましては健康診断などのヘルスの関係、

それから教育の目標、学校評価、それから施行規則において教育週数、学校評価など、それから教

育要領におきましては、教育に関する具体的な内容というふうに分けて規定されておりますけれど

も、保育所におきましては法律におきましてこういったことが規定されず、または保育時間につい

ては省令で規定されておりますけれども、その他の事項については目標や５領域、保育内容、それ

から評価、保健・安全などを含めて、すべて保育所保育指針で規定されております。 

 11 ページでございます。こういった現状にあるわけでございますけれども、「こども指針（仮称）

（第二部）に記載すべき事項」でございますが、教育・保育の内容に関する事項と施設の各種運営

に関する事項のうち、こども指針（仮称）で規定すべき事項はどこまでかということでございます。 

 「対応案」でございますけれども、こども指針（仮称）につきましては、基本的には教育・保育

の内容に関する指針としての正確を明確にするために、主として教育・保育の具体的内容、教育・

保育時間、家庭や地域との連携・子育て支援等、基本的には教育・保育内容に特化した形で記載す

ることとしてはどうかということでございます。 

 ただしでございますけれども、施設の運営に関する事項、評価、保健・安全、資質向上等につき

ましては、施設としてのこども園（仮称）の在り方次第によりまして法律上の位置づけも変わって

こようかと思いますので、そういったことも検討結果を踏まえまして改めて検討してはどうかとい
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うことでございます。 

 参考までに、参考２と参考３をお手元にお配りしております。先ほど秋田委員から御指摘がござ

いましたが、参考２でございますけれども、昭和 22 年度に試みの案としてつくられました「保育要

領－幼児教育の手びき－」でございます。これは何のために配ったかと申しますと、この保育要領

の手引きでは家庭における１日ということで、今日は全文を配らずに恐縮でございましたけれども、

施設での保育のほかに家庭の１日ということで、家庭生活における参考になる事項も具体的に記述

があるということでございます。 

 ただ、この保育要領自体は試みの案ということで、法制上の位置づけというものはございません

で、あくまで参考資料という位置づけでございます。 

それから、最後でございますけれども、参考３でございます。現在、家庭における子育て・家庭

教育に参考になるものといたしましては、文部科学省の男女共同参画学習課におきまして家庭教育

手帳というものを作成し、配布、ホームページで公開をいたしております。今日は詳細を説明いた

しませんけれども、家庭とはどういうものか、子どもの生活リズムとか、しつけとか、安全・健康、

遊び、思いやり、個性と夢といったような、家庭において子育てする場合の参考資料という位置づ

けで作成しているものでございます。以上でございます。 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、皆様方の御意見をちょうだいしたいと思います

が、少し時間が押してきましたので、全員が発言できるように簡潔によろしくお願いいたします。

どなたからでもどうぞ。では、大場委員からどうぞ。 

○大場委員 飛び込みのような形で発言の資料を今日お配りさせていただきましたので、それだけ

を更に簡潔に話させていただきます。 

 まず、１点目は少し余計なことを申し上げる感じがしないでもないのですが、幼保一体化の方向

づけということで、こども指針（仮称）は全くそのらち外にあるということはあり得ないわけです

から、この一体化の問題にこども指針（仮称）の位置づけとしてはむしろ羅針盤になるような形で、

少し中長期的な形での一体化という方向へ意味づけ、あるいは役立てられるような意図を持って、

このこども指針（仮称）の策定ということをすべきではないかと思いました。これだけを自己完結

的な形ではなく、ほかで動いている制度の問題、あるいは施設の統合といったようなことの拙速を

避けてほしいという意図と同時に、現場ではそれぐらいの時間をかけて統合していくということを

実践者の中でも取り組めるような時間がほしいということが１つです。 

 それから２点目ですが、構成の中で養護と教育という話は前半でも随分させていただいてきてい

るわけですが、１つ視点としてほしいのは、この担い手は誰かということです。そのことに関して、

これを保育者という言い方で一気にここに持ってくる前に、歯に衣を着せたような「保育の担い手」

という言い方をしましたが、これは必ずしも狭い意味での教師、保育士を意味するものではなく、

保育の営みに関わる仕事をする人たちを広く意識した形で、その人の手に委ねられているというと

ころが希薄にならないようにしたいという意図であります。 

 そのことをちょっと書きましたので、読み上げることは省かせていただきます。 

 それから３点目ですが、これが今、御説明いただいたものの中の規範性を持たないという範疇に



 26

入るということではなく、多分というか、間違いなくこれは施設ということのカテゴリーで対応で

きるのかなという意味では、余計なことを申し上げた感じがなくもないです。諸々の子育て支援も、

むしろ規範性を有する取組という形を取るべきではないか、思っています。 

 その最大の理由は下の２行ほどに書きましたが、これによってこども園（仮称）同様に①保育の

質、②担い手への相当の処遇、③保護者の適切な費用負担、という３点はどれも欠かすことのでき

ない大事なことがらです。これはアメリカで全く同じようなことが”トリレンマ”という形で乳幼

児教育の中でも保育の中でも大きな問題になっているということではありますので、恐らく新シス

テムの検討の中でも、この３点というのは難しいことではあろうと思いますが、しかし、こども指

針（仮称）だからこそこういう形で幼稚園、保育所、認定こども園というところだけではなく、そ

こに書きましたさまざまな取組の中における担い手も、ある意味では規範性を持つことによって保

育の質と、それから相当の処遇と、保護者の適切な費用負担というふうなことが配慮されるべきで

はないかということです。 

 ４点目ですが、内閣府では、「チルドレンファースト」という今回大きなスローガンを掲げており

ます。確かに、「子どもを第一に」という主旨から考えますと、何よりも保育の質によってそれが問

われるわけです。その意味で、ここに言葉にしてみた次第です。子どもの乳幼児期の重要性を担保

する保育をこども指針（仮称）の基本に据えるということがチルドレンファーストの具現化ではな

いかということを、私は意見として申し上げておきたいということであります。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思うんですが、１つだけ、３番目の子

育て支援という御指摘の部分の小規模保育所等々ですけれども、これは先だっての別なワーキング

チームの議論で多様な保育サービスという形で扱われておりますので、用語で言うと「子育て支援」

というよりは「保育サービスの一環」となると思います。 

 ただし、それらについての規定をこども指針（仮称）でどう扱うかということの議論は必要なこ

とだと思っております。 

○大場委員 やや広げた形で、これなどによってという意味で更にいろいろな形の取組があります

ものですから、そういうことを視野に入れたとき、規範性という問題の中で取り込むのか、それと

も施設外の扱いにしてしまうのか、そこは非常に大事なのではないかと思っています。こども指針

（仮称）の中でどう考えるかという議論を、是非重ねていきたいと思います。 

○無藤座長 おっしゃるとおりだと思います。では、島田委員、秋田委員どうぞ。 

○島田委員 先ほど資料を提出しておりましたが、その裏側に「こども指針（仮称）についての要

望書」ということも提出させていただきましたので、合わせて説明をさせていただきます。 

 先ほどから、「保育」という言葉について大変御理解をいただいていると、本当に心強い思いで話

を聞いておりましたし、今、大場先生から処遇ということをいみじくも出していただきました。や

はりそこが本当に大事な問題でございます。その上に立って、少し読ませていただきます。 

 要望書ですけれども、こども指針（仮称）の名称について、指針自体が法的規範性を有するもの

だとすれば、この名称では子ども自身の育ちに法的規範性がかかるようになるので、子どもの保育

をする施設への指針であるならば、こども園（仮称）において子どもを保育する者を対象にするべ
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きであり、こども園（仮称）保育指針とするのが適当と思われる。 

 次はもう御理解いただいているところでございますが、ゼロ歳から就学前の乳幼児を対象とすべ

きであるということです。 

その次ですが、こども園（仮称）においては「養護」と「教育」の両者を含む「保育」という用

語に統一すべきである。 

そしてその次ですが、乳幼児の保健について取り分け配慮されることを望む。昨年の新型インフ

ルエンザは、保育所も幼稚園もすごく苦労したわけです。通達でぴしっときて、通達どおりやれる

ほど人数も人材もいない。その中で、休園になる、ならないとか、そんなことばかりやっていまし

た。そういうことはやはりどこか頭に入れて、この中ではまだ検討されていなかった事項だと思い

ますので配慮していただけるとありがたいと思うところでございます。 

そして、その次です。幼稚園もそうですけれども、障害を持っておられるお子さんが今は保育所

に相当数入ってこられています。私自身、情緒障害児の短期治療施設の指導員でございましたから、

取り分けそのような子どもさんも入ってこられますし、逆に保育のスタイルを変えていくこと、さ

っきの環境という言葉ではないんですけれども、そういうふうに変えていくと、そういう子どもた

ちも非常に自然にその中に入っていけるんです。 

一律一斉型の保育では、そこが本当に難しかった。だから皆、苦労してきたんですから、今こど

も指針（仮称）をつくるに当たってそのような広い範囲できちんとしたものができれば、本当に世

界に誇る「こども園保育指針」になるのではないかという期待感は抱いております。 

結果として、保育所保育指針と幼稚園教育要領に加えて「こども園保育指針」ができることが望

ましい。私は、「こども園保育指針」がよかったら皆これにいくだろうと思いますので、そのような

ものができればいいなと思ってこれを提出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、秋田委員どうぞ。 

○秋田委員 私もお２人と同じで、中長期的にこども指針（仮称）が長く使われるものになるとい

うことに賛成いたしております。紙面を出させていただいております。 

 たまたま先週ＯＥＣＤの幼児教育ネットワークの会議に出て参りまして、テーマが世界はカリキ

ュラムをどうガイドラインをつくったり、基準をどのようにしているかということでございました

ので、そこで議論したときに感じたことを盛り込ませていただきました。 

 １つは、今回第二部に記載すべきことと書かれているんですけれども、これをどれぐらい詳しく

するかということと、今まで幼稚園教育要領並びに保育所保育指針は解説をつくってございます。

ですので、指針と解説書のどちらをどれぐらい詳しくするかということが普及啓発のためには法定

な規制を持つ指針と、それから、今後、こども指針（仮称）実施普及啓発の在り方として解説書等

をどうつくるのかという問題。そして、その指針の実現状況を評価するためには、質評価の在り方

をもう少し関連づけて議論をこのワーキングチームではやっていただきつつ指針を考えないと、指

針だけがあってということはできないのではないかというのが１点目でございます。 

 それから、２点目は「対象範囲に関して」です。私は、こちらの論題で出されていることに基本

は賛同いたしておりますが、１つはまず質保障の観点から学習指導要領はミニマムスタンダードと
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いうことが言われていますけれども、これもナショナルスタンダードということは、各園が最低限

実現しなければならないものであるという了解の下につくられることが必要です。そのためには二

部構成で、第一部が法的拘束性は持たせずミッションを書き、第二部では法的拘束性を持つ内容や

方法についてきちんと規定するということが望ましいのではないかと考えます。 

 そのときに、解説書と指針の関係についてまず御議論をいただきつつ、指針の内容を固めていく

ということが必要なのではないか。すみません。予算取り等はわかりませんが、理念だけで申し上

げればそういうことでございます。 

そして、「基準の記述法」としては、ＯＥＣＤの各国を見ますとどういう経験を保障するかという

経験基準と、最終的にどういうふうに育っているかという達成基準か、それから、年齢別に保育所

保育指針は、前はより詳細に書かれてございましたが、そういう年齢別基準なのか、かなり大幅に

最後の修了時の経験で書くかという軸がございます。私個人は幼稚園教育要領、保育所保育指針を

改訂したばかりなので、できるだけそれから混乱が起こらないように活かしてほしいというのが基

本的なスタンスでございます。 

それから、「施設の運営事項記述」につきましては、こちらの方に出ているように少し分けて施設

運営事項と質の評価を関連づけて省令なりでつくるということの方が望ましいのではないかと思っ

ております。 

早口で恐縮ですが、次のページにいかせていただきますと、やはり各国共に第一部というところ

で近年は文化的価値と哲学を示すミッションステートメントを書くことが進められており、北欧諸

国、それから各国では改訂をする度にそこを見直しております。最近だと台湾等でもそうですけれ

ども、韓国もミッションステートメントを入れています。ですので、児童憲章や児童の権利条約に

記されているような子どものとらえ方、最善の利益というようなところをきちんと私どものここの

ワーキングなりで書いていくことが大事ではないかと思います。私自身は、日本固有の価値として

「生活を生活で生活へ」という子どもの暮らしというものを大事にしてきている理念をきちんと書

き込むということが第一部において重要ではないかと考えます。 

そして、２点目としては、これは法制上の用語はどうするかという問題はさておき、「乳児期から

の教育、良質経験の重要性」ということで、近年脳科学等の発達で言えば４歳ごろまでがすべての

領域の臨界期的なところがあると言われております。むしろ幼児期より乳児期にこそ良質の経験を

たくさん保障することが大事だと、御園委員が先ほど２歳児でという具体を示してくださいました

が、そうしたところの経験を少し書くべきではないかと思っております。 

そして、「子どもの最善の利益と民主的市民としての子どもの理念」ということで、ここは読み上

げませんが、世界各国どこでも入っているのが以下の７つというふうな整理をＯＥＣＤ事務局がし

ておりましたので、一応挙げておきました。私自身は読んで、やはり日本の保育所保育指針や幼稚

園教育要領に入っていると思いますが、もう一度確認すべきことではないかと思います。 

それから、家庭と保護者の責務というところについては、今後どこに書くかという議論が必要だ

ろうと思います。私個人が書いていただきたいのは、国並びに地方公共団体の責務というものがき

ちんと施設を設定する等については、ここに書かれるのかはわかりませんが、やはりその責任は保
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育所の施設やこども園（仮称）の施設にあるだけではなくて、地方公共団体にもあるということを

きちんと書けないのかということです。 

最後に、21 世紀ということを考えればこれから求められるキーコンピテンシーのようなものから

もう一度見直してみて、ＯＥＣＤが出しているもの、それからユネスコが出しているもの等がござ

いますが、中長期的というと、大場先生の言葉にあるように、これからの 21世紀に使えるためには

どういう能力を育てるということを書くのか。今まで日本は「生きる力」という、わかったような、

わからないような言葉で、重要な言葉で表していますが、もう一歩書けないのかというふうには思

っているところです。 

少し長くなって申し訳ありません。以上です。 

○無藤座長 どれも非常に重要なことだと思います。多分、こども園（仮称）法という法律になる

んでしょうけれども、そちらで条文になるものと、こども指針（仮称）の方に盛り込むことと両方

あると思います。 

 では、小田委員お願いします。 

○小田委員 秋田先生に乗っかるわけではありませんが、今ＯＥＣＤのことをおっしゃいましたけ

れども、実はＯＥＣＤに関わっては小学校以上については学力のことで、大変たくさんの方がよく

御存じで、ＰＩＳＡ（Programme for International Student Assessment ）の結果がどうだこうだ

と言っていますけれども、ＯＥＣＤは実は乳幼児から老人まで含めた非常に幅広いことをやってい

るわけですが、日本の場合に乳幼児期のところに関してはオブザーバーとしてしか参加していない

んです。 

 しかし、昨年、是非日本の持っている質の高さも紹介してほしいという形で、「幼児教育 in Japan」

というＯＥＣＤの大会みたいなセミナーを開かせてもらいました。実は秋田先生はＯＥＣＤから帰

られたばかりなんです。１日遅れられて、こんなこと言っては怒られますが、雪が降ったようで帰

ってこられなくて私も心配したんですけれども、今日は来なければいいのにと思ったり……。それ

は、うそです。好きですけれども、学説上では対立しているものですから。それは冗談です。 

 ＯＥＣＤには今のところいわゆる研究者として参加していただいていて、なかなか国として参加

していないわけです。今、幼保一体化の形で質を向上していこうじゃないかと言っているときに、

皆さんにも是非ＯＥＣＤに関わって国も挙げて参加してほしいというような応援をしてほしい。 

 あまりこういうところで、私は予算確保とか何とかの確保とかをやるべきではないと思っていま

すが、非常に重要なことなので、私は是非林さんに言おうと思ったら林さんは帰ってしまったので、

小宮山先生が残っていらっしゃいますのでよろしくお願いしたいと思います。予算がないと言われ

て皆、個人的に行かざるを得ないというのは研究者にとっては大変痛いものがあります。世界の情

勢を知るというのは、とても大事なことだと思っています。すみません、要らないことを先に申し

ました。 

 それで、私が今から言おうとしていることは何かと言うと、私は前々回に保育要領のことを言っ

てしまったばかりに錯覚を起こすようにこれが出てきているのではないかという責任になってはい

けないので一言、言っておきます。保育要領ができた当時はどうだったかと言うと、家庭を含む形
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で書かれていたということを私は申し上げたんです。それ以後、実は保育要領から含めたら、前回、

今回までに５回改訂されているのですが、実は５回改訂してどういうことを筋道にしたか。私はそ

のうちの３回に関わらせていただいたんですが、大綱化ということを非常に目的にしているわけで

す。 

 つまり、何かと言うと、家庭や多くの子どもたちを縛ることではなくて、大きな枠組みの中で考

えてみようということなので大綱化を図ってきたんです。この保育要領というのが今は２ページし

かないのですが、ものすごく厚いものなんですね。丁寧に書かれていて、すごく縛る形で書かれて

いるわけです。当時としては昭和 22 年ですから戦後間もなくで保育所、幼稚園どころではなく、家

庭教育も混乱した時期にこれをやっていこうということで保育要領というのは出されたものなんで

す。今は、生涯教育だとか生涯家庭とか、そういう方向へ出ていっている。 

 それで、幼稚園教育要領や保育所保育指針が持っているものはできるだけ大綱化していく。保育

指針も、最近は大綱化の方向へ向かっているわけです。できるだけ親子さんたちの豊かさを活かし

ていこう。子どもたちの豊かさを活かしていこうという大綱化があって、大綱化の方向へ持ってい

くこども指針（仮称）に対する考え方は、私は大場先生と全く同じなのですが、中長期的に考える

べきだとは思っているけれども、その中の精神をもし急がれるんだったら大綱化を是非守ってほし

い。 

 そこへ何でもかんでも突っ込んでいくという形で家庭教育を縛るとすれば、教育基本法にも抵触

する。教育基本法は、まず子どもの教育の第一義的な責任は保護者にあるという形に変えている。

これに抵触するために、多分こういう形の提案がなされているんじゃないかと思っていて、この提

案には賛成をしたいということが１点です。 

 ですから、この教育要領が悪いと言っているわけではなくて、ここは持っている精神を活かしな

がら大綱化してきた。それを活かしてほしい。それを受けて教育基本法が書いていることを活かし

たのが今日の説明資料ということではないかというのが１点です。 

 ２点目は非常に言いにくいんですが、最後に書かれていたものですが、今、インクルージョンと

いうことが非常に大きな問題になっていまして、私は発達障害を含めた形の特別支援の関係性を持

っています。そのときに、やはり少し薄いんですね。専門性が要るし、保育者や教育者自身もまだ

まだ研修も足りていないし、きちんとした位置づけもなかなか難しいということです。しかし、そ

のことはどこかできちんと位置づけておかないとインクルージョンの問題が必ずやってくるという

ことですね。 

 私はＡＰＥＣを一昨日までやっていまして 14か国の方々と話していますが、ほとんどがインクル

ージョンの形をやっていきたいということで、多くの集まりの中で実際に就労の問題を話し合おう

としたんですけれども、結局はインクルージョンの問題になって３日間過ごしたということからし

て、日本も避けて通れないということから考えて、やはり乳幼児期からの保育指針と幼児教育の教

育要領との間に少し温度差がありました。発達障害のことも含め、その辺のところも含めて温度差

がない形になるチャンスだというふうには思っていますので、活かしてほしいと思います。 

 また長話になってしまって申し訳ありません。 
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○無藤座長 ありがとうございました。では、山縣委員、御園委員どうぞ。 

○山縣委員 他のワーキングチームでは私は常に少数派意見なんですけれども、ここで初めて多数

派に時々近いときがあるんだということでうれしく思っております。取り分け小田先生と一緒の意

見になるというのが非常に心地よいというのが今、座っていて思っていることでございます。冗談

はさておきまして、３点お話をさせてください。 

 １点目は、理念をすべての子どもを対象にするということについては賛同するものです。２回ほ

ど前のときに意見を言ったと思うんですが、その理念の書きぶりを子ども視点の書き方、支援者視

点の書き方、親視点の書き方、それから前回言いませんでしたけれども、第二の育ちの場である地

域視点での書き方もあるのではないかと思っております。 

 ただ、これを分けて書くのか。できるだけ簡略な方が私はいいと思っていますので、もし一体的

に書けるならばそういう努力を是非、私自身も頑張りますけれども、事務局的にもやっていただき

たい。できなければ、そこは分けて書かないと混在して、親がいろいろなものに拘束される可能性

があるのではないかと思っています。 

 それから２点目ですけれども、法的規範性の整理についても同じく私は賛同するものです。ただ

し、全体に賛同するわけではなくて、先ほど大場委員の意見とか、後で松田委員の資料を見てもあ

るんですけれども、私もここは迷っておりまして、まずこども園（仮称）が対象になることは間違

いないだろうと思います。しかし、その次ですが、こども施設（仮称）すべてを対象にするのかど

うか、ここは、自分でもちょっと微妙であります。本当はそこまでかけた方がいいのではないかと

個人的には思っていますけれども、かけた場合に何事が起こるかは想像できていません。 

 その外に、更に大場先生は一時預かり等、基礎給付対象事業についてもと言っておられましたけ

れども、加えて私は拠点事業ですね。親と子が一緒に育ち育て合う場という、ここについては入れ

たとしてもやはり準ずる程度であって、法的規範性の外に置いておかないといけないのではないだ

ろうか。こども施設（仮称）が幼保一体の給付を受けるという意味合いで、ぎりぎり対象になるか

どうかではないかという気がしています。ただ、そこはどうだというのは、私は今の段階では申し

訳ありませんが、未整理です。 

 それから、３点目は非常に大きな話になるんですけれども、今のようなことを考えますと今、私

たちが考え、議論をしているのは、ひょっとしたらこども指針（仮称）ではなくて「子ども・子育

て指針」ではないかというふうな理解をしています。ただし、この言葉そのものを使うと冗長にな

りそうなので、使ってもいいですし、使わない場合には子ども・子育ての両方の指針であるという

ことを本文中、前文辺りでしっかり書き込んでいただきたいというのは、はっきりした意見でござ

います。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、御園委員お願いします。 

○御園委員 小田委員と意見が一致するのですが、こども指針（仮称）をどのような性格のものと

してつくるかによりますが、大綱化をして示すということが必要であると思います。あるいは具体

的に取り組む方法まで示すのであれば、こども指針（仮称）を使用する者にとってわかりやすいも

のにしていただくことが必要です。その上で、理念に基づいたこども指針（仮称）の目的や対象を
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明確にしていただきたいと思います。 

 また、アレルギーや生活習慣病の低年齢化など、子どもの食や生活の乱れなどが課題となってい

る中、長い歴史の中で築かれてきた日本の食の文化を大切にする「食育」をこども指針（仮称）の

中にしっかりと位置づけ、特に３歳未満児は給食を自分の保育所で調理することが重要であるとい

うことをおさえていただくことが必要であると思います。 

加えて、こども指針（仮称）を実践する職員の専門性や資質向上に関する項目は必要です。こど

も指針（仮称）の名称については、「養護」と「教育」を提供する施設としての「こども園（仮称）

指針」とするか、「こども園（仮称）」で提供する内容を示すものとして、例えば「養護・教育要領」

と言った名称もふさわしいのではないかという思いがあります。 

さらに、「こども園（仮称）」に従事する専門職の名称をどうするのか。これは、こども指針（仮

称）を考えるときに非常に重要であり、専門職が行う業務内容を表した名称をきちんと検討してい

ただきたいと思います。 

○無藤座長 具体的な論点を幾つかありがとうございました。それでは、岡上委員、池委員、そし

て藤森委員どうぞ。では、岡上委員からどうぞ。 

○岡上委員 今、この会全体の中で本日提案されたことが概ね皆さん賛同ということで流れている

ことはすごく私としても賛同するところです。今の家庭での教育を大切にしながらも、その部分を

出しながら、施設での教育の規範性も示していくということについては大きく賛成するところです。 

そして、その場合に、ここの中でいろいろと今、皆さんが提案されていることには私は概ね賛成

なんですけれども、是非、施設等に関しましてもいろいろな教員、保育する担当者の資質の向上等

についても今、御意見が出たところですが、低いところに合わせるのではなく、よりよい方向に合

わせた大綱化になるようなものをお願いしたいと思います。 

○無藤座長 では、池委員お願いします。 

○池委員 先ほどこの保育要領をお示しいただきまして、内容を読み、改めて先ほど小田委員がお

っしゃってくださいました、家庭の混乱期にこういうことが示され、まさに今の時代でも合うので

はないかという家庭の１日を読ませていただきました。今、一生懸命子どもたちのライフスタイル

がよくなるように、子どもたちの生活がよくなるようにという運動をしておりますけれども、これ

らの内容は今でも活きるんだなということを感じました。「ドキドキ子育て」の資料は今でも使わせ

ていただいて、お母さんたちにこれを配って活用させていただいております。 

 そういう地味な努力の中にあっても、なかなかうまくいかないことがたくさんございますけれど

も、今、家庭教育力の低下、低下と言われていますが、それは私が子育てを始めたころからずっと

言われているような気がいたします。でも、いつの時代でも多分そういうふうに低下している、低

下していると言いながら向上を目指しているのではないかと思っております。 

 本当に今、家庭教育力が低下している中で、家庭だけが問題ではなくて社会構造の問題、そして

またこの不況の問題、ライフスタイルの問題、いろいろな問題が重なって事件が起きてきたりして

おります。虐待なども起きていて、それを聞くと心が痛みますけれども、こういう指針などで示さ

れる子育てに関する理念の中に家庭教育の大切さをうたっていただけたらと思います。 
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 家庭教育に必要なのは、将来にわたって生きていく上で必要な生活習慣、ライフスキルを身につ

けるということですので、そういうようなことも含めたわかりやすい内容にしていただきたいと思

っております。 

 また、地域での子育て支援なども出ておりますので、是非、その辺もわかりやすい具体的な内容

を示していただけると、とても助けになるのではないかと思っています。 

最後に今、文部科学省の方と厚生労働省の方で子育て支援を両方でして、両方を皆さんが受けて

おります。これが一体化になったときにそれが縮小されることのないように、予算をしっかり獲得

して更によりよい支援がなされていくような体制をつくっていただきたいと思います。以上です。 

○無藤座長 最後の点は両副大臣がいらっしゃいますから。 

 では、藤森委員、そして松田委員どうぞ。 

○藤森委員 全体の議論は概ね賛成で、具体的に私も第一部、第二部の構成がいいと思うんですけ

れども、第一部、第二部はどこが対象かというのは非常に私も悩むところで、基本的には家庭とか

どことかではなくて、子どもはどんな環境の下で育てられ、どんな子育て、どんな子どもの育ちが

必要なのかということは概ね全体で抑えるべきだと思うんです。 

 それで、それが第一部だとしたら権利条約の３条にあるような子どもに関するあらゆる施設を含

めていいと思うんですけれども、第二部の中で今度法的拘束力を持つところをどこまで範囲を広げ

るかといったときに、例えば今の教育方法というか、保育方法が子ども同士のグループプロジェク

トとか、インクルージョンの次にくるコヒージョンという子ども同士の関係をどうつなぎ合わせて

いくといったときには、それを持っている施設となると当然限定されてくるような気がするんです。 

 そうすると、その書き方を進めて幅広くしてしまうと、その子ども集団を持っていないところは

どうなるか。例えば家庭保育室とか、そういうところはどういうふうなことかと言うと、それは第

二部に書き込めるかなというので、どこまでがどれかという話だと思います。 

それから、小田先生の言うインクルージョンというのはこれからとても大事だということなんで

すけれども、これは今、世界では障害者だけではなくて、私は日本のこれからの課題である不登校

とか、引きこもりとか、今、低年齢化もしてきている中で、その子たちにどういうふうに取り組ん

で、どういうふうに育ちを保障していくかという観点も含めて、全体に対して子どもがどんな環境

の下で育てられるべきかということも第一部できちんととらえることが必要だと思います。 

それから、ばらばら言って申し訳ないんですけれども、その二部構成の第二部の中の法的拘束力

を持ったある規定としたときに、言葉としてこれが「指針」でいいのかどうかということがあると

思うんです。指し示す方向付けではなくて、秋田委員が会議に出たように、世界がきちんとしたカ

リキュラムとして持っているようなものを日本としても私はつくってほしいなと思っているときに、

これは単なる方向付けではなくて、幼稚園の場合は「教育要領」という言い方をして、子どもは「指

針」というのは、今まで告示化されていなかった時代は「指針」だったんですけれども、何となく

そういうふうになったときに「指針」という言葉でいいのかということ自体もどうかという印象を

受けています。 

○無藤座長 ありがとうございます。最後のことは、「指針」も「要領」も法令的に違っているわけ
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では多分ないとは思いますが、その辺は事務局とも御相談しながら考えたいと思います。それでは、

松田委員お願いいたします。 

○松田委員 松田です。まず、先ほどから出ている多様な保育サービスの部分がどこにかかるのか

ということは、私も前回からちょっと心配をしているところです。地域の実情に合わせて柔軟にで

きるようにというのが今回の新システムのいいところだと私は思っていて、そこがバランスだなと

いうふうには思っているんですが、逆に今は「認可外」とか「無認可」とかという言葉にはとても

親も子どもも傷つく。その場で育っている者にとってはとても傷つく言葉であったように、「指針外」

みたいな言葉が出てくるのではないかというところが私はとても心配で、すべての子どもというと

ころにこのこども指針（仮称）があるようにしていただきたい。とても難しいので、なかなか具体

的には言えないのですが、ということが１つです。 

 それから、先ほど山縣先生もおっしゃっていただいたのですが、地域子育て支援拠点というもの

が、家庭教育だったり子育て支援というところでベースにあるべきだということと、現実として今

そこで受け止めているということがあります。保育所や幼稚園以外のところで育っている子どもと

いうところが今、実情としては、例えばゼロから３までだと８割が地域にいるわけですね。 

 そこをずっと支えてきたところで、ガイドラインというものを昨年から取り組んでつくっていま

す。それは地域の実践者にもわかりやすくしていて、そこが専門職かどうかということよりは、地

域の実情でそれが生まれてきている。幼稚園と保育所がなかなか拾い切れていない事実のところを、

地域がガイドラインをつくりながら実践してきている。それがなぜ必要とされてきたという経緯を

一度、確認していただいて、是非整合性を図っていただきたいと思っています。 

○無藤座長 それでは、田中委員どうぞ。 

○田中委員 インクルージョンの問題もですが、基本的には乳児・幼児教育に携わる現場としては

一人ひとりが特別な支援を要する子どもであって、特別な支援を要する子どもが特別にいるわけで

はない。すべての子どもが一人ひとりの特性を持っているのをどう引き出すのかという立場で幼児

教育をしているということを再確認することが一番重要かなと。 

 ですから、施設がそういう特別な状況にあるということを理由にして選別するとかということは

あり得ないことだろうと思います。一人ひとりの視点を持っていない施設の方がいかに貧弱な教育

をしているのかということが、本当は皆さんの中で理解が広まるということが非常に重要なポイン

トだと思っています。 

 もう一点は家庭の在り方ということで、これは非常に難しいかとは思うんです。ここの指針のこ

とかどうかはわからないんですが、例えば意図的な未納の人というのは結構いるんですね。支払わ

なければならない義務であるものに対して、例えば保育所の勉強会に行ったときに、行政からの督

促状がきたのに園から手渡すと園長の目の前でゴミ箱に捨てて、これはいいのよと言い切る家庭が

現実には存在しているんです。そこは、教育をしている現場にとって個人の主張は出てくるけれど

も、子どもが全体の中でどう育つのか、集団の中でどう育つのかということについても、なかなか

意見の一致を見づらい部分がある。 

 こういう視点を入れるべきなのかどうなのかというのは、本当は迷うんですが、どこかで示さな
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い限り、好き勝手にするということ自体が個人の権利だとはならない歯止めと言いますか、こうい

うようなものもどこかはわからないですが、必要な分だろうというようには感じます。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、竹下委員、若盛委員どうぞ。 

○竹下委員 私も、皆さんの御意見に同意します。特に、例えば秋田委員がおっしゃっていた国と

地方の責任というところをしっかり強調してほしいということです。先ほど私も保育に欠けるとか、

先ほど松田委員も言っていましたけれども、認められなかったとか認められたとかということで、

では認めるのは誰なのか。認める側が、保育を保障する側とか、質を保障する側の基準とか、その

中身に関して、きちんと責任に関して明記してほしいと思っています。 

あと２つあるんですけれども、１つは子どもの最善の利益、これは何人もの委員の方がおっしゃ

っていますが、ベストインタレストということを書いてほしい。それは第一部の方に関わることだ

と思うんですけれども、そこをもう一度強調したいということと、もう一つは先ほど田中委員がお

っしゃっていたことで、非常に難しい問題として私も発言を聞きながらはたと思い当たったのは、

ＰＴＡの役員とか、子ども会に参加するとかしないとか、ＰＴＡも任意の参加、加入なんですけれ

ども、それに対して任意だけれども、99.999％は加入していますというようなところで、どういう

ふうに各家庭で役割を担っていくか、在り方を維持していくか、あるいはよりよい形で次につない

でいくか。そこは本当に難しいなと考えていて、どこまで家庭に介入するのか、あるいはそういう

ことを干渉していくかというところが非常に難しい問題だなと思っています。 

そこは、すみません。私は難しいというだけで、具体的にではどうしたらいいかということが言

えない状態なんですけれども、あまりにも家庭に介入してくることに対する危機感みたいなものも

私自身は今、子育てをしている中で感じているところなので、そこをむしろ言いたいかなと思って

います。 

ちょっと長くなってしまうんですけれども、ある区で子育て支援券というのを配っていたことが

あって、それはおむつには使えなくてタクシーにも使えないんだけれども、子どもと一緒にコンサ

ートに参加するのにはそのチケットを使えるみたいなところがあって、家庭にもっとこうしなさい、

ああしなさいということを遠回しに言っているんですね。もっと外に出て皆と関わってコミュニテ

ィをつくってみたいなことで、私はもう疲れているのに、何よ、このチケットみたいな感じで、す

ごくお母さんたち頑張っているのに更に頑張りましょう、皆さんもっとネットワークをみたいに言

われると、何か疲れてしまう。私は斜めに見ているのかもしれないんですけれども、そこは非常に

意図的にすごく感じるところがあって、あまり干渉というふうに取られるのもどうかなというとこ

ろをあえてここでは申し上げたいと思います。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、若盛委員どうぞ。 

○若盛委員 今回の内容の中で、章立てということについては従来の教育要領や保育所指針をやは

り踏襲する形が一番間違いないのかなというのは、先ほど秋田委員もおっしゃっていらっしゃいま

したけれども、ごく最近、要領と指針を改訂したばかりでございますから、その内容の中をいたず

らに組み替えていってしまうということでの現場での混乱というものもかなり出てくるような気が

するんですね。ですから、そのシステムとしてはやはり大事にしていくことではないかと思ったり
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しております。 

そして、章の中でも施設とか、教育・保育については、私はその規範性というものはとても大事

なことだと思っておりますから、ある一定の方向づけというものも決めていくというか、保ってい

くという意味では、その範囲の中に含んでおくことではないかな。例えば、子ども理解に関してと

か、ねらいや内容に関してとか、小学校の連携とか、いろいろと幼保一体化の中にも出てきました

けれども、小規模保育であるとか、そういうふうなことなども含めて、ある一定の規範性というも

のを持っていくことでなければ質の担保にはならないのではないかという気はしております。 

それから、地域とか家庭に関してはガイドラインというようなとらえ方もあっていいのではない

かと言う気がするんです。これは、今も出ましたけれども、家庭の中での理解であるとか、地域と

の関わりであるとかというものまで規範という形にしてしまいますと、今の例のように何かしつこ

く、させられてしまうみたいなことにもなりかねないのではないか。幼小連携でよく出るんですけ

れども、小学校側から見て就学前に「身につけさせたい」内容という言い回しがよく出てくるんで

すね。「身につけさせたい」というのはちょっと違うのではないか。身につけていってほしいとか、

望ましいというとらえ方がとても大事なような気がするんですね。ですから、そういうことからい

くとガイドラインという内容の中でのとらえ方ということがあっていいのではないかと思います。 

それから、従来の中で言う要領と指針の中にもあるんですが、第１章の前に創設みたいなことが

あるわけですね。私は個人的なことも含めて感じているのは、誰のための指針なのかといったとき

に、これは一人ひとりの子どもでもあるんですけれども、先ほど秋田先生もおっしゃっていらっし

ゃいましたが、日本には児童憲章というすばらしいものがある。更に言えば、日本国憲法に準じて

という形になるわけですので、勝手に指針や要領をつくっているわけではなくて、やはり日本の中

で望ましい社会人を育てていきたいという願いがあるはずです。その根底に、私は命の尊さとか、

人間の尊厳というようなものまで組み込めるものなのかどうか、乳幼児期も含めて、人としての尊

さというための保育であり、子育て、教育なのではないかなという気がするんですね。 

もう一つは、母性と言うんでしょうか。子育てに対しての女性の役割というとちょっと偏らない

わけではないんですけれども、男性、女性も含めてですが、やはり子どもを生み育てるということ

での喜びがあるような気がするんです。その母性の役割の大切さみたいなものも、どこかに人とし

て育てていく、豊かな人間性を育てていくための役割として母性というものの大きさもあるんだと

いうことなども可能ならば組み込んでいけたらいいのかなと。これは一つの考え方かもしれません

し、あまり近視眼的ではないんですけれども、大きな意味で人間の豊かさというものを求めての要

領であり、指針ではないのかなと。 

それから、更には何回も出ましたけれども、専門職の保障というものもやはりとても大事なこと

になっていくかと思っております。それから、環境による教育ということも出ておりますから、そ

の辺のところは規範性の中に環境の大切さということはあってもいいのかなというような考え方も

持っております。以上でございます。 

○無藤座長 では、荒木委員お願いします。 

○荒木委員 大方、皆様と同じような意見です。二部構成ということには賛成です。そして、第二
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部の方のところは秋田先生も言っていらっしゃいましたけれども、改訂したばかりですので、要領

と保育指針の改訂したところを最大限に活かすということがいいと思います。 

 それから、その中では質の高い幼児教育を保障するという意味で、保育に携わる人たちの研修、

それから施設等の基準なども低きにいかないようにということを押さえる必要があるかと思います。 

それから、一部の方では、本当に大きな理念としてどういう人間を育てたいか、国としてどうい

う人間を育成していくべきか、いきたいかという考えがはっきり出るといいかと思います。家庭と

してもそうだと思うんですが、国民としてどれだけ社会貢献できる人間が必要かということを意識

した理念を出されたらいいかと思います。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、渡辺委員どうぞ。 

○渡辺委員 短く言います。１つは皆さんの言うことに賛成で、大綱化をするということに関して

は私も賛成なんですけれども、ただ、やはりその質をどう評価するかという話をきちんとしておか

ないと、秋田先生が言われているみたいに、例えば乳児も含めて良質経験が必要だと言っても、何

が良質経験なのかという議論もされないままだと、結局預かっているだけという話になってしまう

かと思います。 

 それから２番目ですが、ナショナルスタンダードと考えたときに、こども園（仮称）というもの

が本当に短い時間も長時間も全部入れていこうとするならば、24時間の子どもを見据えて本当にど

んなところで、例えば養護的な部分を多くするのかとか、夜間とか休日はどうなのかとか、それか

ら１年を見据えてということもあるかもしれません。子どもの状況に応じてということもあるかも

しれません。障害の子どもを含めてということも考えたときに、養護と教育というバランスなのか

どうかはわかりませんけれども、解説書の中なり何なりにきちんと地域とか家庭も含めた中で子ど

もの保育をどういうふうに考えていくかということを議論した方がいいのかなと、それが今を大事

にするということにつながっていくかと思います。 

 それから、保護者のことを言えば、やはり保護者が園を支えてくれるという関係にならなければ、

園はどうしても保守的にならざるを得ないとか、親のニーズを受けるだけになっていくということ

がすごく気になっていて、多分折り合いをつけるとか協同する経験とかというのは幼稚園教育要領

にありますけれども、けんかをするとか、言い合いをするとか、そういうことがありながら人と人

が育っていくことをどう支えていくかということがこども指針（仮称）にないと、やはりそれを排

除するとか、させないことが子どもの育ちだみたいな形になってしまうことに関しては危険性を感

じております。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。 

 まだおありかとは思いますが、時間となったかと思いますので、本日の議論はここまでにさせて

いただきます。 

 本日は貴重な御意見いただきました。概ね２つの案、ともに大枠としては御了解いただいたかと

は思いますが、更に具体的な議論を今後進めるさまざまなサゼスチョンをいただいたと思います。

本日の議論を改めて整理いたしまして、こども指針（仮称）の策定のための論点についての協議を

進めていきたいと存じます。 
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 次回の日程は、追って事務局より御連絡申し上げます。 

 それでは、よろしいでしょうか。時間もまいりましたので、本日の会合はこれで終了といたしま

す。本日はどうもありがとうございました。 


