
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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４回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

こども指針（仮称）ワーキングチーム 第４回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成 23 年 2 月 16 日（水）9：32～11：55 

               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）教育時間・保育時間について 

   （２）子どもの発達（発達の特性、発達過程）について 

  ３. 閉 会 
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○無藤座長 それでは、定刻を若干過ぎてしまいましたけれども、「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４回会合を開始させていただきます。

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。 

 末松副大臣にはおいでいただいてありがたいのでありますけれども、ほかの大臣、政務官の皆様

方はちょうど今、国会で大変だそうで、いろいろ出入りがあるということを伺っておりますので、

その点は御了承ください。 

 それでは、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。 

○矢作企画官 本日の委員の御出席につきまして、御報告申し上げます。 

 本日は、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、ＮＰＯ法人全国認定こども

園協会代表理事の若盛正城様の２名の委員が御所用により御欠席となっております。また、若盛委

員の代理といたしまして全国認定こども園協会より副代表理事の王寺直子様に御出席をいただいて

おります。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。 

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

○矢作企画官 資料の確認でございますけれども、資料１から３までの５点と参考資料が３つござ

います。 

 本体資料の方ですが、資料１は「教育時間・保育時間について」、資料２－１は「子どもの発達に

ついて」、資料２－２が「幼稚園教育要領解説」、資料２－３が「保育所保育指針解説書」、資料３が

「各委員提出資料」となってございます。 

 また、参考資料ですが、参考１といたしまして前回、「第３回こども指針（仮称）ワーキングチー

ムにおける各委員からの主な意見」、参考２－１と２－２が「幼保一体化について」と「参考資料」

ということで、１月 24 日の幼保一体化ワーキングチームの資料となってございます。 

 資料で特に今ないというようなことがありましたら、御確認いただければと思います。よろしい

でしょうか。 

 それでは、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、早速議事に入りたいと思います。まず、教育時間・保育時間というところであります

けれども、お手元の議題の２つのうちの最初の部分について議論を進めたいと思います。これがこ

ども指針（仮称）の策定の最も基本となるところでございますので、今日御意見をちょうだいいた

します。 

 まず事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 それでは、お手元の資料１の「教育時間・保育時間について（案）」でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、１ページでございます。まず教育時間・保育時間の現状でござい

ますけれども、幼稚園の１日の教育課程に係る教育時間につきましては幼稚園教育要領におきまし

て４時間を標準とするとされております。 

 この４時間の考え方でございますけれども、２ページの参考２でございます。これは幼稚園教育
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要領の解説でございますが、教育課程に係る１日の教育時間については、幼児の幼稚園における教

育時間の妥当性及び家庭や地域における生活の重要性を考慮して４時間が標準となっているという

ことでございます。すなわち、教育時間としてどの程度が妥当かという観点、それから幼児につい

ては家庭や地域で生活することも重要だということで、施設で過ごす時間があまり長くてはいかが

か。こういった２つの観点から、４時間が標準となっているということでございます。 

 １ページに戻っていただきまして、これは標準的な教育課程における教育時間でございますけれ

ども、このほか地域の実態、それから保護者からの要請・要望によりまして、この標準４時間の教

育課程の終了後に希望者を対象に行う教育活動、いわゆる「預かり保育」がこの後に行われている

ということでございます。 

 ちなみに、その下に参考１とございますけれども、４時間についてはあくまでも標準ということ

でございまして、厳格に４時間ということではございません。現状の公私立の全国の幼稚園におけ

る教育時間の実態でございますけれども、22 年度の実態調査の速報値でございますが、平均約 5.5

時間でございます。 

 ただ、このうち昼食時間が平均約１時間ございますので、園によりまして昼食時間も含めて教育

時間と考える園、昼食時間を除いて考える園とございますけれども、5.5 時間で、うち昼食時間が

約１時間というのが現状ということでございます。 

 それから、年間の教育週数でございます。この教育週数におきましては、学校教育法の施行規則、

それから幼稚園教育要領におきまして 39 週を下ってはならない。最低 39 週ということでございま

す。 

 この考え方でございますけれども、２ページの参考３でございます。これは以前でございますけ

れども、この 39 週の前は幼稚園の毎学年の教育日数は 220 日を下ってはならないという日数で教育

課程を編成してきたわけでございますが、その後、教育週数によって示すということになってござ

います。 

 これを週数に変えました理由といたしましては、各幼稚園がそれぞれの地域などの実情、社会情

勢に弾力的に対応できるようにということがあったということでございます。 

 また、幼稚園だけではなく、小学校の学習指導要領におきまして、それまでは 240 日以上と年間

の教育日数として示されておりましたけれども、昭和 52 年の改訂におきまして年間の授業を 35 週

以上にわたって行うようにとされております。こういった小学校あるいは中学校との関連、整合性

を考慮したという考え方でございます。 

 ただ、実態といたしましては下の方にアンダーラインを引いておりますが、同じ教育日数を確保

するには週数で示す場合には39週で大体今までの220日が確保されているということでございまし

て、従前の 220 日という考え方を週数に換算したということでございます。 

 また、その下にございますが、教育課程を編成、実施をするに当たっては週を単位とすることが

適切であるということから、教育週数で表記するというような解説も出ているところでございます。 

 ３ページでございます。学期や休業日、休みをいつにするかという扱いでございまして、幼稚園

の学期、それから休業日、夏休み、冬休みなどでございますが、公立施設の場合には土日・祝日の
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ほか、幼稚園を設置する市町村またはその都道府県の教育委員会が定めるということになっており

ます。私立につきましては学校の学則において定めるということでございまして、その下にある幼

稚園の管理規則や休業日についての規定を参考までに掲げております。 

 これの関係法令といたしましては４ページでございますが、学校教育法施行令、施行規則、教育

要領におきまして、それぞれ今、申し上げたような市町村教育委員会、あるいは私立については学

則で定めるというようなことが規定をされているわけでございます。 

 以上が、幼稚園関係でございます。 

 ５ページでございますが、現行の保育所の「保育時間について」の現状でございます。 

 まず、保育所の「１日の保育時間」でございます。保育所の保育時間につきましては、児童福祉

施設の最低基準におきまして１日につき８時間を原則とするということでございまして、原則でご

ざいますので幅があるわけでございますが、その地方における乳児または幼児の保護者の労働時間、

その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長が定めるというふうに最低基準で規定しております。 

 一方、開所時間につきましては明確な規定がございませんけれども、例えば延長保育の事業実施

要綱では 11 時間の開所時間の前後に行う延長保育を補助対象とするとなっておりまして、保育所の

開所時間は 11 時間が標準ということが前提になっておりますし、また夜間保育所の設置認可に関す

る通知では、夜間保育所の開所時間はおおむね 11 時間とされております。 

 続きまして、「年間の保育日数」につきましては日数あるいは週数でございます。これは直接規定

したものはございませんけれども、保育所運営費の国庫交付金の通知におきまして運営費や保育料

の算定根拠として１か月 25 日を前提としているということでございます。すなわち、日曜、祝日、

年末・年始の日数を除いたものを考慮という考え方でございます。この考え方に立ちますと、１か

月25日掛ける12か月ということで、おおむね300日程度を想定しているということでございます。 

 ６ページ、７ページはその関連の通知、法令等でございます。 

 現状の保育の利用時間、保育時間の実態でございますけれども、それが８ページでございます。

見ていただきますと、母親、父親、常勤で違いますが、例えば母親が常勤の場合には７時間未満が

1.2％、７～８が 12.6、８～９が 21.7、以下見ていただいたとおりでございまして、最近一番多い

ところが９～10 の 27.5、次が 10～11 の 25.6 ということで、７から 11 くらいまでに固まっており、

11 時間までの利用が 88.6、９割くらいがそこまでというような状況でございます。 

 ９ページでございます。こういった現状あるいはその実態を考慮した場合、「教育時間・保育時間

の基準上の取扱い」を今後どうするかということでございます。全国的な基準としての１日の教育

時間につきましては、各幼稚園での先ほど見ていただいた教育時間の実態や昼食時間の位置付けな

ども考慮しつつ、現行の幼稚園の教育時間の考え方を踏まえて検討すべきではないかといたしてお

ります。 

 また、全国的な基準としての１日の保育時間につきましては、各保育所の利用時間の実態なども

考慮しつつ、現行の保育所の保育時間の考え方を踏まえて検討すべきではないかといたしておりま

す。 

 続きまして、その日数あるいは週数でございます。全国的な基準としての年間の教育週数、また
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は教育日数につきましては、土日・祝日、長期休業日、夏休み、冬休み等を除いた日数を確保する

という現行の考え方を踏まえて検討すべきではないか。また、年間の保育日数につきましては、日

曜・祝日、年末・年始の日数を除いた日数を確保するという現行の考え方を踏まえて検討すべきで

はないかといたしております。 

 すなわち、この日数等につきましては、幼稚園の教育については夏休み、冬休み、これは家庭や

地域で過ごす時間も重要であるという考え方の下にそういうものも考慮すべきではないかというこ

とですし、保育につきましては働く時間におきましてこの保育を確保する必要がありますので、夏

休み、冬休み等も含め、保育するという考え方の下に日数を考えるべきではないかという趣旨でご

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。ただいまの御説明を踏まえて皆様方からの御意見をちょう

だいしたいということでありますけれども、ちょっとその前に私から簡単な注釈的なことを１つ加

えておきます。 

 このこども指針（仮称）の会議で以前から、「教育」あるいは「保育」などの用語については論じ

てきたわけですけれども、特に今日のこの教育時間・保育時間というものは、最終的に教育時間と

いうのは学校教育法上の幼稚園の位置付けによって１日４時間が標準となっておりますので、そう

いう意味合いで使っているということです。ですから、例えば保育所で預かっている時間は長いけ

れども、広い意味での教育は４時間しかやっていないとか、やっているとかということを意味して

いるわけではなくて、いわば学校教育法上の規定上の「みなし」といいますか、そうなっています。 

 これが後々は何が大事になってくるかというと、こども園（仮称）になった場合にその学校教育

法上の規定がかかる部分というものが１日の割合にしてどのくらいかということです。また、学校

教育法上、例えば「教育の時間が朝９時から始めなければならない」とかということはないのであ

りますので、それについてもそれぞれの園の中で適宜ということになりますから、それもいわば「み

なし」としてとらえているのではないかと思っております。 

 そういう用語については十分合意ができたわけではありませんが、これまで何度も説明したこと

に沿っているということは御理解いただきたいと思います。 

 では、その上で皆様方から御意見をちょうだいしたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、まず藤森委員どうぞ。 

○藤森委員 おはようございます。今、私の保育園は夜の８時半までやって夕飯も食べています。

それから、学童もちょっと延長で７時までしています。８時半まで延ばしていることで、「では親が

ゆったりとお迎えに来ているのか、仕事ときちんと両立しているのか」と見ると、親も子どもも非

常に余裕がなくて疲れている気がするんです。 

 だから、長くなると余裕を持てるのかということがあって、学童の保護者に「７時を８時半とか、

保育園と同じようにすることはどうか」ということを聞いてみたんです。つまり、「保育時間という

のはどうなのか」と聞いてみたら、これは社会の合意もあるんでしょうけれども、「子どもを９時と

かに寝かせるには７時が限界です。これ以上遅くされると、会社はそこまでやっているからそこま

で仕事をしておけと言われて、かえって余裕がなくて寝るのも遅くなる。だから、７時で止めてお
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いてくれ」という意見もあるんです。 

 そういう中で、これは社会全体の取組の中で、子どもにとってどういう保育時間がいいかと少し

考えることや、注釈を入れる必要があると私は思うんです。例えば、今の大人の週の労働時間が 40

時間と決められていたら、スウェーデンとかは子どもは週 30 時間以内にするとか、そういう延べの

保育時間数ということでは１週間でこれくらいを限度にすることが望ましいような、全体の生活を

見直すような提案もないと、ただ働く時間が増えていってどんどん遅くなるから何か全部というふ

うなことではなくて、そういう全体の取組の中から保育時間、その中には週の延べ時間ということ

も入ると、親たちも子どもたちも余裕が出るという気が現場ではしています。 

 実際は遅くまでやっているんですけれども、どうもやったからと言って余裕が出ているかという

ことをちょっと疑問に思ったものですから、そういう限界でしょうか。週にどのくらいかというこ

とで、１日の時間だけが書いてあるんですけれども、延べの１週間の時間、子どもの時間と考えて、

どこかで表せたらいいなという気がしました。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。今の御指摘のことは、多分１つはこども指針（仮称）上の

理念といいますか、子どもに対する、あるいは保育に対する考え方ということと、それから具体的

に何らかの制約を課すのか、あるいは地域、家庭の実情の下でもうちょっと個別に考えるのかとい

う辺りはまた議論をしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、秋田委員、大場委員と、どうぞ。 

○秋田委員 今の藤森委員の御意見には、大変賛同させていただきたいと思っております。品川区

でも夜 10 時までの２園が、御存じのように今度は時間を短縮する方向で閉園時間が８時になったり、

親の生活を見直すよう求めたりというような動きもあり、やはり実際の子どもの実態を見て生活時

間を考えていくという発想を指針の中に書き込むことは大事だろうと思っております。 

 それで、これは意見ではなく確認事項なのですけれども、今までの標準の時間を、例えば「教育

時間が４時間であり、保育時間が８時間である」ということを告示である指針という実践者が扱う

内容の中に書き込むのか、あるいは省令のような、これも過去のものを見てもレベルとしては違う

ところに書き込まれている部分もあるので、これはどういう提案なのか、議論提案として、指針の

中にこういう客観的な数字の時間を入れるということの提案であるのか、あるいは全体としてどう

いう教育時間や保育時間を考えたらよいのかという内容の議論であるのかは事務局の方に伺いたい

のが１点です。 

 それからもう一点も確認事項で、この保育時間の考え方ですけれども、全般に保育所がこども園

（仮称）になったときに開所する時間の問題と同時に、今回保育を必要と認められるかどうかとい

う問題があります。例えばパートで短い時間のお母さんがいたり、それから週４日のお母さんがい

た場合にも、基本は子どもの生活としてはやはり子どもの生活リズムとして８時間なりのリズムで

週５日を認めるということであり、子どもの生活を親の実態によって、「だからあなたは何時間です」

というのではなく、認めていくということを前提の上での提案なのかをまずお聞きしたい。 

 この２点はまず議論をする上で確認をさせていただきたいと思います。 

○無藤座長 では、今の点について大事な２点なのでお願いいたします。 
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○濵谷課長 １点目でございますが、これは前回のこども指針（仮称）の構成をどうするかという

資料の中で、一応事務局の原案としては指針の中に教育・保育時間を定義するという前提で資料を

お出しいたしております。したがいまして、今回の提案も事務局の提案としては、指針の中にこう

いう標準的な時間も書いてはどうかという提案でございますけれども、それ自体についてこれは省

令で規定すべきだとかという御議論があれば、当然それも御議論の対象でございます。 

 それから、２点目でございますけれども、今回の御提案は子どもが過ごす時間としてどのような

ものが適切か。先ほど藤森先生が言われたような、「子どもにとってあまり長過ぎるのはどうか」と

いうことも含めて、そういった観点からの御議論、標準的な在り方ということでございます。 

 ただ、制度論としての先ほどパートさんの扱い、それを例えば給付上どうするかということにつ

いては、これは基本制度の制度論とも関わりますので、ここだけで完結するわけではございません

けれども、この指針上の扱いといたしましてはそういうことも含めてこうあるべきではないかとい

う御議論をいただければと思います。 

○無藤座長 ということで、特に２番目の方は別なワーキングチームの方でもう少し議論をしなけ

ればならないわけですが、そちらのワーキングチームの少なくともこれまでの議論の基本的な方向

というのは、保護者の保育ニーズというものが客観的に明らかな範囲においては、それを基本的に

は満たすということですけれども、同時に子どものことを考えたときに、もう少しそこにその幅を

持たせることとか、あるいは仮に１日６時間預けるということに通常なっていても、残業があった

り、いろいろな事情があるということも配慮すべきだという議論もあったと思います。今、秋田委

員が御指摘のように、週５日完全に働いているわけではないにしても、子どもの方は行ったり行か

なかったりでは困るだろうという議論ですね。 

 それから、保育ニーズについても、例えば短時間とか長時間とか幾つかに類型化して、それによ

っての単価とか補助金も考えなければいけないでしょうけれども、あまり１時間単位の小刻みなこ

とをしても困る。それから、現場側でもそれに応じて例えば４時間ならば４時間分の保育者の手当

てとか、そういうふうにやられても現実問題としては雇用できませんので、そういうことも考える

とか、いろいろ総合的に基本制度等の方でこれはまだ議論中ということになると思いますが、やっ

ているところだろうと思っております。 

 では、どうぞ大場委員。 

○大場委員 今ご説明いただいた「教育時間・保育時間（案）」という資料の内容について、特に８

ページに関して、今までのお２人の委員のご発言も絡ませて発言いたします。この「論点」として、

子どもの 24 時間をこのこども指針（仮称）の中でどう把えているのかという点を、きちんと言語化

する必要があるのではないでしょうか。 

 こども園を目指す検討の一環として、施設の中における時間の問題ということが１つ焦点化され

るところではあります。しかし、そもそもこども指針（仮称）をこのチームで検討するというテー

マの中に、地域の家庭の子どもの支援も視野に入れています。そうすると、この指針の論点として

は、大きな前提として、子どもの 24 時間ということをきちんと視野に入れた議論が望まれます。家

庭における子どもの生活時間ということに対する指針の使命も考えますと、そこはやはりきちんと
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整理した形でとらえて表現していくことがまず必要なのではないかと思います。それを合意した上

で、この個々の教育時間、保育時間と、幼稚園における園生活の時間の問題、保育所における園生

活の時間の問題として取り上げてきた中身も、その中で議論されていくというような組み立てを一

回きちんと整理しておく必要があるのではないか。 

 なお、このことに関しては、例えば「子どもの１日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮す

るとともに、保護者の就労状況等の生活スタイルを反映した子どもの利用時間及び登園日数の相違

を踏まえ云々」という記述が、実は認定こども園に関する国の指針としてお出しになられた平成 18

年のものの中には既に明確に出ております。そういったことをこれらの検討資料に関連するものと

して視野に入れておきながら、この時間の扱い方というものは指針の中で慎重に扱っていくべきで

はないか。 

○無藤座長 ありがとうございました。今のことは、いろいろとまだ議論の余地があると思います。 

 それでは小田委員、そして田中委員どうぞ。 

○小田委員 ２ページのところに私の名前が出ていてどきっとしているのですが、今、大場委員が

おっしゃったことに対して私もそう思っていますし、実は教育時間の４時間ということに関わって

議論をしたことがありまして、文科省の考え方の中に「なぜ４時間なんだ」というときにどういう

意味なんだということですね。そのときに、やはり教育時間という意味で切っているということで

はなくて、子どもの側に立ったときに子どもの側としてどのような生活を保障していくのか。その

リズムや、そういう形の観点の中から考えていこう。つまり、この時間数を区切って書くことの意

味は何かといったときに、「これよりも延ばされても困る」ということがあって、子どもの側にとっ

て生活として標準時間という言葉は使っているけれども、この標準時間というのはある意味では子

どもにとってもぎりぎりの線であるということで、次に問題になっている発達との関係もあるし、

そういう関係の中から４時間というのは何の意味を指しているかというと、親の側の意味も含めて

いるけれども、親の教育という意味を込めて、子どもにとっては本当にこの時間というのはとても

大変な時間なんだ。これがぎりぎりだというような意味もあって書こう。つまり、ある意味で「標

準時間」と書いておいたのはなぜかというと、これが長く延びてしまったり、自由に考えられたり

してしまって、大人の側の言い分で自分たちの生活の中で「もっと預かれ」とか言うのは、実際上、

仕事のことやいろいろなことを考えたときに気持ちはよくわかるけれども、やはり親の側ではなく

て子どもの側に立ったときにどう考えるかということがとても大事ではないかという意味では、私

は理念的なことで、この時間というのはどういう意味を持っているのかという辺りをきちんと位置

付けた上で考えた方がいい。 

 その点で、時間をここに明確に書くかどうかということは別としても、学校教育法や児童福祉法

には書かれているので、そのことは大事にしなければならないのかもしれない。そのことをどうい

うふうに受け取るのかというときに立つ姿勢がどこにあるのかということを書くのがこのこども指

針（仮称）じゃないかと思うので、ある意味で私は大場先生のおっしゃっている意味がよくわかり

ます。 

 その辺を大事にしないといけないと思っていますし、オーストラリアなどは州によってはあなた
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の子どもが本当に週５日行かなければ育たないと思っているんだったら５日でも構わないけれども、

２日で自分の子どもが十分に育つというリズムを持つのならばそれでも構わないというくらいの非

常に大ざっぱな考え方を持っているわけです。 

 そういうことがいいか悪いかは別として、子どもの側をしっかり親としても考えようということ

がきちんと位置付けられるというのが、私は子ども指針（仮称）の持つ哲学ではないかという気が

しているので、あまりここで４時間がいい、５時間がいい、８時間がいいという話はするべきでは

ないのではないかという気はしています。私の意見です。 

○無藤座長 それでは、田中委員お願いします。 

○田中委員 現場の感覚として、４時間というのがぴったりだなという気はするんです。といいま

すのは、１つの活動を子どもたちがカリキュラムをやっていって集団で行う時間として、大体１日

の中で２つくらいを大きな山として設定しながら活動を行っている。その集中力が持続できたりと

いうことの限界に近い数字であろうと思います。 

 幼児の場合にはその生活を通して学ぶわけですから、その生活時間がどこなのか、その中の教育

的要素はどこが強いのかという議論は出てくるかもしれませんが、集団として、いわゆるコアのカ

リキュラムとして子どもがいるという意味では、この時間を書くか書かないかは別として、限界は

現実にあるということは認識するべきだと思います。 

 逆に言いますと、今、保育時間が保育所の場合には 11 時間開所で子どもが８時間利用です。それ

がどういう実態になるのかというのが我々はわからないのですが、例えば 11 時間開所の場合に 11

時に来て８時間利用で７時までも８時間ですよというのが現実にどこまであるのか。もしそういう

ようなこともこども園（仮称）の中でいいんだという形にした場合、幼児期のコアとして、これは

一斉じゃないんですけれども、一人ひとりの子どもの活動を集団として保障するときに、やはり一

定の時間、子どもたち全員が集団として参加しなければならない、いなければならない時間という

のは確実にあるわけです。それをコアにした上で、周囲の生活時間がどういう保障をするのかとい

うのが当然その施設としての在り方だと思います。 

 私は藤森先生の、施設として施設の中にいる時間の限界というものが当然あるべきで、それを超

える場合にはあくまでもこれは就労の問題ですから、できるだけ家庭的な雰囲気の別の仕組みなど

が考えられていくべきであって、安易に施設に長時間いるということについては、私はそこの部分

についてはこのこども指針（仮称）の中に書き込んで、教育などの細かい部分についての表記は別

の部分でいいんじゃないかと考えます。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

○御園委員 教育時間は「幼稚園の４時間が限界」ということや、施設で子どもが過ごす時間とし

て「あまり長いのはいかがなものか」というようなご発言が委員の方からございました。現在、保

育所は利用時間が原則８時間とされながらも、実際は明確な利用時間の規定がなく、11 時間の開所

時間一杯に保育を利用する子ども、さらにそれを越えて延長保育を利用する子どももいます。4 時

間で帰る子ども、長時間保育所で過ごす子ども、どちらも同じ子どもなのです。 

 よって、保育所ではその子どもの 24 時間の生活を見据えて、今は教育的に、今は養護的になどと
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分けずに、養護と教育と一体的に保育として提供しています。 

 こども指針（仮称）ワーキングチームでは、子どもとはいかなる存在なのか、子どもにどう育っ

て欲しいのか、どのような子ども時代を大人が保障すべきなのかということについて、共通理解を

もつことが、とても大切なことではないかと思います。 

保育所では４時間や６時間という時間にかかわらず１日の中で、さらに日数にかかわらず養護と教

育を一体化した保育を行っています。その教育が先ほどの委員に方が発言された教育の概念と違う

と言われるかも知れませんが、そういった視点にたってこれまで保育してきたことを、ご理解いた

だきたいと思います。 

○無藤座長 非常に重要なポイントだと思います。ありがとうございます。 

 それでは、山縣委員どうぞ。 

○山縣委員 ありがとうございます。遅れて申し訳ありませんでした。意見は２点です。 

 １点は、秋田委員、大場委員、小田委員と同じなのですけれども、指針はあくまでも大綱だとい

う理解に戻すべきではないかと思います。そうすると、具体的な細かい事業等を拘束する内容は、

この教育・保育時間以外も含めてこの指針の中に書くのは性格上、好ましくないのではないかと考

えます。 

 子どもの生活あるいは生活時間の意味合いについての記載は、ある程度私はあってもいいと思っ

ていますけれども、その際には先ほど秋田委員が言われましたように家庭での生活内容の充実など、

子どもの 24 時間の生活あるいは１週間の生活ですね。日曜日も含めた生活、更には日々環境との交

互作用の中で、可逆的に、可塑的に揺れながら成長する存在という視点での記述があってもいいの

ではないかと思います。 

 ただ、これは先ほど小田委員がたしかおっしゃいましたが、今日の２つ目の論点になるのかなと

いう感じがしています。 

 ２点目ですけれども、これを中に書くべきではないという前提で時間のことについて少しコメン

トさせていただきますと、こども園（仮称）の開所時間、あるいは開所時間帯ですね。時間ととら

えるか、時間帯ととらえるかなのですが、就労を理由とされる利用過程では、これは卵が先かニワ

トリが先かという関係ではないかと思います。 

 藤森委員の意見には理念としては賛同いたしますが、これを保護者が実感できる就労環境、社会

になっていなければ保護者には不安が残るのではないかと思います。要は、こども園（仮称）が閉

まっているのに職場の方がそれに対応できていないという不安があって、これは反対の声が大きく

なりそうな気がいたします。 

 それからもう一点、決して多数派ではないのですが、夜間保育所の利用者のように利用時間が一

般とは少しずれていることが常態化している家庭の方々にとっては更に大きな不安を与えているの

ではないかと思っていますので、こども園（仮称）の開所時間あるいは開所時間帯の検討の際には、

理念先行型のみでない方がいいのではないかという感じがしております。以上です。 

○無藤座長 現実にそういう部分もありますね。それでは、渡辺委員どうぞ。 

○渡辺委員 今のお話を聞きながら、24 時間を視野にというのは前提として私は賛成です。保育所
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保育指針でも最もふさわしい生活という言い方をしているんですけれども、ただ、１つはやはりう

ちの保育園でも午後７時半に終わっているんですが、それを８時にしたらどうなるのと言ったら、

多分そういう仕事の仕方をしている保護者の方は、８時ぎりぎりに入ってきて９時には子どもを寝

かせられないでという形で、本当に生活がぼろぼろになっている親子がいるというのが実際です。

そうだとすると、働き方を考えていただかないと、多分、「子どもも親もぼろぼろですよ」という子

たちが出てくるということがあります。 

 そのことをどういうふうにするかということも考えながら、ただ、もう一方で保育時間が長くな

った中で、例えば文科省は「早寝早起き朝御飯」という運動を小学校以上で一生懸命やっている。

それから、接続期という話もしているときに、「園に９時に来られなくていいのか」とか、「10 時と

か 11 時に子どもを連れてきていいのか」というような方たちがいます。「どこで子どもを育てるこ

とが大事なんだ」ということは、会社に言うこともしれません。また「子どもの生活リズムをつく

ることが大事」という話になったときに、子どもが生活をしていくとか、子どもが育っていくこと

がどういうことなんだということを考えないと、小学生になったときにそのひずみの影響を受ける

のは多分子どもだろうし、ある意味では小学校の現場の先生たちかなと思います。そう考えると、

やはりある程度子どもの生活リズムが整っている中で集団生活が営まれて、その中で「ではどうや

って地域とか家庭とか、そういうところで親が子育てに参加してくるようなことができるのか」と

いうことを考えておかないと、「こども指針（仮称）をつくったけれども、子どもの生活はばらばら

になりました」という話になっていくと思っています。 

 例えば、これは私が以前見に行った話なので今はどうなっているかわかりませんけれども、秋田

などで「認定こども園」がつくられると、本当に田舎の方の田んぼの中につくられていて、設備的

にはすごくすてきなんですが、ただ、そこの保育者が言ったのはどんどん地域性がなくなっていく。

町の中に子どもがいなくなっていって、老人もいなくなっていく。 

 そこで、子どもとか老人とか地域の人たちが一緒になってという形で子どもたちを育てようとい

う輪が施設の中に限られていくということが本当に子どもにとって望ましいのかと思う。またその

ような望ましさをどこで保障していくかとなると、例えば幼稚園的なお母さんたちがつながりをつ

くっていくということもそうでしょうし、保育所の人たちもそこに入っていけるということも大事

だとすると、例えば就労の有無に関係なく保護者が輪をつなげていけるかということにどうしても

向き合わなきゃいけないような気がするんです。 

 ちょっと長くなりますけれども、小学校の説明会があったときに保育所の親は園に子どもを預け

て行きたいと言うし、幼稚園の親は子どもを引き取って行ったりしているんです。施設の中に長く

いる子ほど、それから接続期とかいろいろな話をしていたら、小学校に子どもを連れて行ってほし

いし、親が休みだったらその時に「小学校というのはこんなところだよ」と話してほしい。カリキ

ュラムの問題をこちら側だけで議論しているのではなくて、親もそこに巻き込んでという話になっ

たときに、どういうこども園（仮称）ならば子どもの生活をつくっていけるかというのは大事だろ

うと思っています。そのときに、やはりすべての子どもが親の就労とか就労でないにかかわらず、

ミニマムのところをどういうふうに考えるかということは押さえていく必要がどうしても出てくる
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と思います。 

 その先のところで秋田先生が言われたように、例えばお金が出る、出ないという問題にどうして

もなってしまうのですけれども、地域に子どもの居場所がないのならば幼稚園の預かり保育で「就

労していない人たちの子どももそこにいていいよ」とか、そこまでお金を出してくれるならばいい

んですけれども、「幼稚園的な子は自費で預けなさい。保育所の親たちは会社が休みでもそこはただ

で預かれますよ」というようなことになると、そこでも難しさが出てきたりする。 

 そうすると、やはりその中で最低限どこまですべての子どもたちに対してどういう教育というか、

保育というか、それを保障するか。それから、その先のところで多分いろいろな預かる場所があっ

たり、地域や家庭に帰ったりとか、いろいろな子たちがいろいろな生活をする場をどう保障してい

くか。そこはどこかで少し分けて考えながら、でもやはりトータルとしては、地域の中でとか、そ

れから家庭と家庭がつながりながらとか、保護者がつながりながら、そこで子どもたちが育ってい

くんだということを念頭に考えていかないと、なかなかこういう話は進んでいかないのではないか

と思います。 

○無藤座長 基本線を出していただきました。それでは、竹下委員、松田委員とどうぞ。 

○竹下委員 基本的に２つ、皆さんの意見を聞きながら思ったことを述べたいと思います。 

 １つは、山縣委員がおっしゃったみたいに、私も大綱という理解でここでは時間に関して、教育

時間についても保育時間についても慎重に書いていく必要があるかというふうに皆さんの意見を聞

きながら思いました。 

 具体的には秋田委員がおっしゃっていましたけれども、親の就労の状態によって保育を必要とみ

なされるか、みなされないかみたいなところが非常に微妙になってくるので、それは今、基本制度

ワーキングチームでも検討していることですし、ここで現状どおりに４時間が標準で、１日につき

保育は８時間が原則とか、11 時間の開所時間というのを数字として書いてしまうのは難しいかなと

いうところもあるように思いました。 

 具体的に思うのは、保育園の知り合いのお母さんたちと話していて感じているのですけれども、

育休中の保育の場合、自分が育休なんだけれども、１年間に限っては上の子どもを預けてもいいと

いうふうに定めている自治体が多いのですが、例えばパートの場合は産後の休暇だけとか、産後の

休暇と育休と合わせて６か月以内だったらいいとか、そういうところも幾つかはあって、育休のお

母さんたちは非常に困っているところもあります。 

 もう一つは時間で、さっきの週５日とか８時間というところで育休のお母さんが結構難しい位置

にいるなということが１つと、それからもう一つは私は今、実は掛け持ち保育をしているんですけ

れども、上の子はＡの認可の保育園に行っていて、下の子はＢの認可外、無認可に行っているとい

う場合、２つの保育園に私がお迎えに行って送りに行ってとすると、５時ぴったりに仕事が終わっ

ても両方お迎えに行って帰ってきたら７時になっていて、いつの間にか７時になっているというと

ころがあるので、保育時間は理念としては藤森委員がさっきまさにおっしゃったとおりだと思うん

ですけれども、難しい現実がある。 

 あとは、今、工場などでも 24 時間稼働体制の工場が結構たくさんあって、場所によってはやはり
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夫婦でシフトでやって非常に綱渡りというところも多いのではないかと、これは勝手な想像なんで

すけれども思うので、なかなか時間を書くのは難しいという印象を実感としては持っています。以

上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。そうしたら、松田委員どうぞ。 

○松田委員 本日は、遅れてすみませんでした。今日は意見のペーパーを出させていただいて、１

ページに少し意見を書きました。 

 先ほどの議論の中にも出てきていることなのですが、まずは本当に地域と家庭の実態はきちんと

認識した上で話し合わないと、山縣先生もさっき理念的になるのがとおっしゃっていましたけれど

も、では実際はどうするのかというところにやはり落としていかないといけないのかなと。そうい

う意味では、少し大きな形でこども指針（仮称）には書かれるのがいいのではないか。 

 これは、もしかしたら第２部の部分での議論なのかもしれないんですけれども、時間に関しても

第１部の全体のところにかかっていくことの方がよくて、実際はというところになるのかなという

ことと、私もペーパーに書いたんですが、時間というのは子どもが育つ環境として 24 時間の中で考

えていただきたいということと、その時間の中しか保育というのはないという感じではなくて、ど

ちらかと言うとこの貴重な専門性の集まったこども園（仮称）という部分に関して、できればその

地域であったり時間外のところにどうその専門性を落としていくか。 

 さっき渡辺先生もおっしゃっていましたけれども、親をつないだりとか、親たちが自分たちでで

きるようになっていくというところにどう保育とか教育というところを伝えていくのかというとこ

ろも、実はすごい課題なのではないかと思います。長い、短いというよりは、そこの中でしか行わ

れてきていなかったことも大いにあって、今の親たちの現状はそのツケではないかと感じます。 

 親の方からそういうニーズが出るかというと、なかなか潜在的であって、親の方から「自ら家庭

で育てたい」とか、「地域の中でつながりながら育てたい」ということはなかなか出てこない。ただ、

必要だ、子どもにとって必要なんだというところが指針の中に書かれないと、親の都合とか、都合

と言ってもわがままということではなく、そういうふうに育てられてしまったという現実もあると

いうところで今、現実で子どもたちをどう育てていくかを一緒に考えられるような地域だったりと

いうことにしていくことが必要かと思います。 

 そうするためにも、指針があまり家庭に対してどうあるべきかということだけというか、家庭に

対してだけ何か指導的であるというような中身であってはほしくないと感じます。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、島田委員お願いします。 

○島田委員 島田教明でございます。実は、ずっとお話を聞いていて、幼稚園は確かに４時間で、

半日で子どもたちは帰っているという状況が戦後は続いていましたし、保育所も 20、30 年前くらい

は５時くらいにはほとんど子どもが帰っていたような現状があったのではないかと思っています。 

 社会の変化に伴って、急速に幼稚園も保育所もその対応を迫られたという状況があるんです。そ

れは皆さん方は本当に御存じだろうと思うのですが、その中で幼稚園、保育所側がどうであったか

というと、相当な混乱、パニックになりました。幼稚園は半日だけでは到底親が対応できないので、

１時、２時、３時、そして預かりというような形になってくる。その中で従来どおりの教育要領、
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保育所もそうですが、いつの間にか６時、７時になったときに従来のどおりの考え方、保育指針で

は対応できなかった。 

 その中で一番何が私どもある意味、子どもたちの安定と職員の安定といいますか、導いたかとい

うと、先ほどおっしゃっていましたけれども、生活ということをどこまで意識して子どもたちの生

活を幼稚園なり保育所なりで見ていくかというところに観点を変えて、がらっと子どもたちのスタ

イルが変わってきたと思います。あくまでも教え込むというようなスタイルをずっとやっていまし

たから、その中では相当な破綻をきたした事実があるわけでございまして、田中先生が見事に言わ

れましたが、本当に生活の中で遊ぶ。その中に教育的要素があるわけですから、広範囲な中で教育

的要素をしっかり入れていけばいいわけです。しかし、そのベースには生活があるということを指

針の中で取り分け大事にしていただければありがたいと思っています。 

 合わせてもう一点、これはまったく違うので申し訳ないのですが、山口県は現状が今いろいろ厳

しい状況がありまして、例の延長保育のところです。６ページの「４ 対象事業」で、「本事業の対

象となる事業は、次に掲げる「延長保育推進事業」及び」云々のところですが、４つの市に会計検

査院が入りまして、この件について今、指摘を受けている状況です。これは、数年前からどうもい

ろいろな県に会計検査院が入っておられるようですが、要はある程度規模の大きい園は延長保育推

進事業基本分に関しては何とかクリアできるわけです。当然クリアして、なおかつ持ち出しをして

やっているような状況です。 

 しかしながら、人数の少ない園になると、そこがなかなかうまくクリアしていけない。厚生労働

省の方はこれを一番御存じのところだろうと思うのですが、ましてその後、１時間の加算分の延長

保育になって、そこだけ補助金と単価が合っているかというようなことを言われてしまうと、本当

に厳しい。「１時間だけ見てくださいよ」と言っても働く方はいないわけですから、そういうところ

を会計検査院が「５年間さかのぼって資料を出しなさい」と、「この年末の本当に忙しいときによく

そういうことを言われるな、最後の仕上げのときによくそういうことを言われるな」と。 

 当然、資料は出しました。出しましたが、一生懸命何とか社会に対応してやってきて、厚生労働

省の方も「その辺に対応しなさいよ」ということで補助をいただいて、そしてぽんと会計検査院が

入ってこられて、その時間の単価に合っているかどうか。その小さな部分だけを突っ込まれると、

本当に現場はパニックになってしまう。 

 だから、この幼保一体化の話は逆にそういうところが広がると反対意見が広がるんです。みそも

くそも一緒じゃないですが、「国がやっていることは何なんだ」ということになろうかと思います。

それは、当然不正はきちんと指摘をしていただきたいと思いますけれども、その辺りのありようと

いうのはいかがなものか。ここではちょっと話がずれるとは思いますが、その２点をお話させてい

ただきました。 

○無藤座長 貴重な情報をありがとうございました。今のことは、多分担当の方もいらっしゃるよ

うですから、十分お聞きいただいたと思います。 

 それでは、岡上委員、秋田委員とお願いします。 

○岡上委員 私は、今までの話の流れの中で、全体的に大綱的に示していくということには賛成で
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す。子どもの生活を考えて、時間についても短縮してきたというような社会の動き、そんなことも

反映するということはいいと思います。 

 それと同時に、先ほど御園委員でしたか、「保育園でも教育しているんだから４時間が限界だと言

われるとちょっと抵抗がある」というようなお話だったかと思うんです。時間は示さずに、そうい

ったことの大切さと言うんでしょうか、そのことについては丁寧に説明する必要があるのかなとい

う気がいたしました。 

 そして、教育時間につきましてどこに書くかはまた論議になるのかもしれませんけれども、中身

としては先ほど田中委員が言われたように、私も４時間で示すことがいいのではないかと思ってい

ます。先ほど示されました資料の中には、全国の平均が 5.5 という数字がございました。昼食の時

間というようなお話もありましたけれども、昼食の中でも子どもにはもちろん私どもは教育活動を

しているわけですが、子どもがリラックスしている時間だからその時間ぐらいは、それは大丈夫で

はないかというお話の中身だったかと思っております。 

 そして、実際に私どもが教育課程を編成するときに、４時間というときの考え方がすごく幅があ

るんですね。今、「幼稚園は半日で終わる」というお話がありましたけれども、うちの幼稚園で言え

ば２時 15 分が降園の時刻ですので、５時間以上の時間がある日と、それから水曜日に２時間半ぐら

いの日がありますので、トータルで毎日何時間何分というような計算を積算しまして、平均すれば

4.6 か 4.7 というような考え方をして教育課程を管理し、しっかりと４時間、今の子どもたちの発

達と、それから地域の状況を考えて、この程度が最も望ましいのではないかという計算をして私ど

もは出しているわけです。 

 そういうふうに考えて４時間と報告したり、あるいは私の幼稚園では４歳児は４時間、それから

５時間という細かい計算をしていくと 4.4 幾つと 4.7 に近い、4.6 幾つになるので四捨五入して５

歳は５時間、４歳は４時間という報告をしております。ですから、それがこの配布資料の 5.5 の中

に乗って、平均すれば 5.5 時間になっているわけですけれども、そういう考え方をするところもあ

れば、４時間を超えていたら４時間と考えて教育課程を書いているところもあるようですし、端数

を切り捨てているところもあるかもしれませんし、切り上げているところもあるかもしれません。 

 いろいろな形がありますので、そういう意味では標準を４時間と示された中で、実態としてはこ

ういう実態があるわけです。そう考えますと、平均 5.5 時間なんだから５にしてもいいじゃないか

という考え方もあるかもしれません。しかし、それは標準を５時間と示されれば、また同じような

事態が実践者の側でいろいろな解釈がございますので、そういった意味で考えますと、私は今４時

間と規定されているところでそれぞれの地域が適切な判断をしていく。こういう示され方で、幅を

持った解釈ができることがよいのではないかと基本的には思っております。 

 ただ、これが子ども給付金との関連で、４時間と示されたときと５時間と示されたときとで違う

ということがありますと、また違う問題が出てくるのかなという辺りの心配をしております。以上

です。 

○武藤座長 では、荒木委員、それから王寺委員代理どうぞ。 

○荒木委員 この会の１回目のときに、皆さんが「子どもの視点に立って」というお話でスタート
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したかなということを思い出しております。それが一番基本にあってほしいと思います。 

それから、「標準４時間」という言葉が本当に適切だなということを現場では感じています。教育

時間というところでいくと、やはり集団の中で行われる教育といったときに、小田先生も言ってい

らっしゃいましたけれども、幼稚園で１日単位というのは登園から降園までですが、その中で動が

あったり静があったりありますけれども、活動の流れの中でやはり子どもは「今日１日を頑張るぞ」

という、ある意味の緊張感を持って教育という形で幼稚園に通ってきています。それをプログラム

して教師も進んでいるわけですので、「４時間を標準」というところは小学校へこれから上がってい

くつながりという意味合いでも、今、接続をすごく大事にしているところで、集団教育の中に適応

できて社会性を持つ子どもを育てるということは幼児期にとても大切だということだと思います。

３歳以上の教育時間のところでは今までの教育要領に書かれている言葉というのはとても大切にし

ていってほしいと思います。 

 岡上先生も言っていらっしゃいましたが、私の幼稚園なども教育課程の届出は 4.6 時間になりま

すけれども、切り捨てて標準４時間の４時間という形で出しています。どんどん時間が伸びていく

と皆ぼろぼろになっていくというお話がさまざまなところでありましたが、やはり子どもも親も疲

れないで、余裕があって「子育ては楽しい」と、将来に夢を持って皆で楽しくいこうという流れが

やはり基本線のところに理念として出されていくべきかと思います。 

○無藤座長 ありがとうございます。では、王寺委員代理、それから田中委員どうぞ。 

○王寺委員代理 全国認定こども園協会として資料を出させていただいております。 

 まず、冒頭で座長からくぎを刺されたわけですけれども、私たちは保育時間に統一するという意

味合いは、先ほどからいろいろな御意見をお伺いしていると、幼児教育は遊びを通して行う。そし

て、生活そのものが学びである。または、ゼロ歳から学んでいるという観点に立って考えたときに、

私たちは「ここからここまでが学んでいる時間」というような観点ではなく、こども園（仮称）で

過ごす時間すべてが子どもにとってはいろいろな刺激や、またいろいろなものと対話していく。子

どもたちと対話し、または保育者たちと対話していく。その中でいろいろなものを学んでいるとい

う観点から、私たちは４時間とか 11 時間とか、そういう時間にこだわりなく、この保育時間という

か、こども園（仮称）で過ごす時間というような形を考えてみました。 

 先ほど大場先生が、子どもの 24 時間として考える、そして指針でこれを取り扱うかどうかは明確

ではないんですけれども、もし取り扱うとするならばこども園（仮称）で過ごすすべての時間が教

育、または保育の時間であること。そして、地域で育つ時間もまた必要であるということで、私も

大場先生と同じような意見で、この２つの観点からそういう子どもの時間を保育者、または保護者

のたくさんのニーズの選択肢の中から幅を持たせた、そういうような意味合いで記載されたらどう

かという意見を出したいと思います。 

○無藤座長 ありがとうございます。では、秋田委員、次いで田中委員お願いします。 

○秋田委員 今のお話を伺いながら、１つは私は山縣委員が言われたように、すべての子どもが自

分の選択ではなく、多様な形の親の就労に応じた保育を準備することが大事だろうと思っています。 

 ただ、そのときに私たちが大事にしたいのは、子どもの経験としてどういう活動の時間を保障さ
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れることが集団の中で必要かというときに、環境の中に教育の意図を埋め込むことによってある種、

一緒にいる園の子どもたちが遊ぶ時間であったり、共に食事をする時間であったり、少し休む時間

であったりというような、子どもに保障したい経験や活動のための時間というもののリズムについ

て書き込むことが、先ほどからお話のある家庭の時間、地域の時間、そして園が保障すべき時間と

いうものを客観的ではなく、子どもの経験の質というところからどういう時間を保障するのかとい

うような記述ができないかと思います。 

 具体的に、客観的に標準４時間、原則８時間というところは施行、省令の方である種、それは制

度や給付体系と関わってくるところは書く。けれども、理念としてはそういう活動を単位にしたと

きに日だけではなく、それが週につながり、先ほどから出ている日数の問題も、夏休み等の問題も、

それがただ休みというのではなく地域とつながるとか、季節を楽しむ時間とかから書けないかと考

えます。幼稚園教育要領の教育課程の編成の中には「心身の発達の程度や季節などに適切に配慮す

ること」というのがあるので、そうした意味での子どもの発達や育ちに応じた保育時間の考え方で

あったり、子どもにとって保障すべきというところから時間や日数という問題が記述されることが

必要ではないかというのが１点目です。 

 ２点目としては、ここに書くべきかどうかはわからないのですが、親御さん向けにもということ

になりますと、例えば保育時間というのは子どもに直接保育者が関わっている時間だというふうに

認識されていると思いますが、私にとってはそのための準備をしたり、要するに研修というか、翌

日の準備をしたり、保育者側から見たときにそういうこともやはり保育時間の重要な働きの１つだ

ということをここに書くべきか、ほかの後半に書くべきかはわからないのですけれども、そういう

理解をしていただくことができるよう記載できればと思います。幼稚園の先生は４時間で仕事が終

わりとか、保育所の先生もずっと子どもを見ている時間が８時間というような発想でない、保育者

側から見たときにも教育課程の実現、保育課程の実現のために必要な時間が含まれているというこ

とが伝わるようにどこかにメッセージとして入れられないかと思います。以上です。 

○無藤座長 では、田中委員どうぞ。 

○田中委員 間もなく退座させていただきますので、失礼いたします。 

 日数にしても時間にしても集団として活動するのに、例えば５分遅れただけでその１日を乗り切

れない子どもはやはりいるんです。ということは、こちらが教育の場面として考えているカリキュ

ラムの中で活動していくときに、少なくともすべての子どもが参加できる。それは精神的にも肉体

的にもそうですけれども、その状態があって初めて教育効果があるんだということをやはりどこか

で考えてもらわないと、時間というのがその時間さえいればいい。それで関わっていくことによっ

て教育されるというものでは決してないわけで、すべての子どもという限り、それは５分でも遅れ

る子どもをつくらないような仕組み、またはコアの少なくとも教育時間、それは幼児期からの学び

を日本の国としてどうやって組み立てていくのかということで、すべての子どもに保障するための

仕組みも要る。それは単に時間だけではないと思いますし、そこもできたら考えられるものを議論

していただきたいと思います。 

 すみませんが、中座いたします、失礼いたします。 
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○無藤座長 ありがとうございました。ひと通り議論いただいたと思います。今日、何か決めると

いうところにはなりませんけれども、今後のこども指針（仮称）の枠組みや中身について相当充実

した意見をちょうだいできたと思いますので、反映させながら次にいきたいと思います。 

それでは、もう一つ議事がございます。２というところで、「子どもの発達（発達の特性、発達過

程）について」ということであります。まず資料がございますので、事務局から御説明をお願いい

たします。 

○濵谷課長 それでは資料２－１「子どもの発達（発達の特性、発達過程）について（案）」でござ

います。 

 １枚おめくりいただきまして、２ページでございます。まずは「子どもの発達の特性」について

で、現行の現状でございます。乳幼児期の発達の姿を理解しながら、子ども一人一人の発達の特性

に応じた幼児教育・保育が行われることが重要である。これは「幼稚園教育要領」、「保育所保育指

針」の共通でございます。 

 こうした考え方の下で、「幼稚園教育要領」におきましては発達の特性について、総則においてま

ず規定しますとともに、個々の指導との関連で考慮すべき事項として、発達の特性を関連ある箇所

で個々に示しているということでございます。また、解説におきましては、発達の特性についてま

とめて記述しております。 

まず、「幼稚園教育要領」について見ていただきますと、次の３ページでございます。「幼稚園教

育要領」におきましては、総則におきまして、「幼児期における教育が生涯にわたる人格形成の基礎

を培うこと。幼児期の特性を踏まえて環境を通して行うものであるということを基本とする」とし

た上で、次に示す事項を重視して教育を行わなければならないとして３点挙げております。 

 １点目が、幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより、発達に必要な体験を得

ていくものであることを考慮すること。 

 ２点目は、幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学

習であること。 

 ３点目は、幼児の発達は心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられ

ていくものであること。また、幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一

人の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うようにするということ。 

 総則におきまして、まずこういった基本的な考え方を示しております。 

 その上で、その下の「第２ 教育課程の編成」におきましては２パラグラフの「これらを踏まえ」

のところでございますけれども、「各幼稚園においては創意工夫を生かし、幼児の心身の発達と幼稚

園及び地域の実態に即した適切な教育課程を編成するものとする」といたしておりまして、その下

でございますけれども、「教育課程に係る教育期間や、幼児の生活経験や発達の過程などを考慮して、

具体的なねらいと内容を組織しなければならない」としております。 

 ４ページでその他でございますけれども、あとは分野ごとにそれぞれ発達の特性に応じたねらい

及び内容を示しております。 

また、教育課程の下にあります具体的な指導計画におきましても、第３章でございますけれども、
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「指導計画の作成上の留意事項」といたしまして、「幼児の生活は、入園当初の一人一人の遊びや教

師との触れ合いを通して幼稚園生活に親しみ、安定していく時期から、やがて友達同士で目的をも

って幼稚園生活を展開し、深めていく時期などに至るまでの過程を様々に経ながら広げられていく

ものであることを考慮し、活動がそれぞれの時期にふさわしく展開するようにすること」といたし

ております。これが、現行の「幼稚園教育要領」の考え方、記述でございます。 

 続きまして、２ページに戻っていただきまして、「保育所保育指針」におきましては、各保育所に

おきまして子どもの発達の特性を理解し、発達及び生活の連続性に配慮して保育が行われるよう「乳

幼児期の発達の特性」等を規定し、更に「保育所保育指針解説書」におきましてもこの記述内容を

解説いたしております。 

「保育所保育指針」の現行の記述については５ページからでございます。第１章の保育所の総則

におきまして、保育所の役割といたしまして、「保育所は保育に関する専門性を有する職員が、家庭

との緊密な連携の下に子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して養護及び教

育を一体的に行うことを特性としている」といたした上で、「保育の方法」について、例えば「子ど

もの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること」と明記されております。 

加えまして、「保育所保育指針」におきましては「第２章 子どもの発達」という章を設けまして

発達についてまとめて記述がされております。「すなわち」とありますが、「子どもの発達は、子ど

もがそれまでの体験を基にして、環境に働きかけ、環境との相互作用を通して、豊かな心情、意欲

及び態度を身に付け、新たな能力を獲得していく過程である。」とした上で、その下のパラグラフで

すが、「保育士等は、次に示す子どもの発達の特性や発達過程を理解し、発達及び生活の連続性に配

慮して保育しなければならない。」といたしまして、「乳幼児期の発達の特性」について具体的に記

述がなされております。 

 また、６ページでございますけれども、「保育の計画」の中で「保育課程」、「指導計画」のそれぞ

れの考え方といたしまして、「保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育

所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない」といたしておりますし、「指導計画」

におきましても、保育課程に基づき、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画、それから

短期的な指導計画を作成すること。その中で、「子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえる

こと」、「保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮

し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定すること」などと記述がされております。 

 このように、発達の特性に関する「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」のとらえ方については、

具体的な記述の相違はございますけれども、おおむね同様の考え方に立っているものととらえられ

るかと思います。 

 続きまして、７ページです。こういったことを踏まえまして、「子どもの発達の特性に関する基準

上の取扱い（論点）」でございます。「各施設の教職員が、乳幼児期の子どもの発達の特性を理解し

た上で、一人一人の発達に即した幼児教育・保育を行うことができるようにするためには、子ども

の発達の特性について、「こども指針（仮称）」において、どのような事項を記載することが考えら

れるか。」ということで、「各施設における幼児教育・保育が、子どもの発達の特性を踏まえて適切
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に行われるようにするためには、国は幼児教育・保育の基本的事項として発達の特性を示し、それ

に基づいて、各施設が子どもの実情等に即した取組を工夫することができるようにすることが必要

である。」ということでございます。 

 このため、この指針に記載する子どもの発達の特性の記述については可能な限り精選するととも

に、こども指針（仮称）の趣旨の理解を深めるため、指針の解説書を作成し、発達の特性に関する

具体的事項をわかりやすく解説することとしてはどうかという論点でございます。 

 続きまして、関連いたしますが、「子どもの発達過程」でございます。 

 まず、現状でございますけれども、乳幼児期の子どもの発達過程につきましては一人一人の個人

差は当然あるわけでございますが、子どもがたどる発達の道筋やその順序性にはおおむね共通する

ものがある。これも「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」共通の理解だと思います。 

 こうした考え方の下で「幼稚園教育要領」では、各幼稚園において子ども一人一人の発達の状況

をとらえて指導することを前提といたしています。しかしながら、子どもの一般的な発達過程につ

いては教育要領では示しておりません。 

 ただ、※１でございますが、解説におきましては、幼児期の大まかな発達過程を記述いたしてお

ります。これが 10 ページでございます。 

 ９ページは、一般的な幼児期の特性について記述しております。解説におきましてはアンダーラ

インでございますが、「幼児期においては、自我が芽生え、自己を表出することが中心の生活から、

次第に他者の存在を意識し、他者をおもいやったり、自己を抑制したりする気持ちが生まれ、同年

代での集団生活を円滑に営むことができるようになる時期に移行していく。」ということでございま

すが、個々に違うわけでございますけれども、「入園から修了に至るまでの長期的な視野をもつこと」

といたしまして、解説におきましてはその下、ア）からオ）までございますが、「一人一人の遊びや

教師との触れ合いを通して幼稚園生活に親しみ、安定していく時期」から、次第にオ）でございま

すが、「友達同士で目的をもって幼稚園生活を展開し、深めていく時期」まで、一例を挙げればこう

いった順序立てで発達過程があるのではないかということが記述されております。 

 続きまして、８ページに戻っていただきます。一方で、「保育所保育指針」におきましては、各保

育所におきまして子どもの一般的な発達過程を理解し、見通しをもって保育を行えるようという考

え方の下に、年齢に応じた発達の段階、例えばおおむね１歳３か月から２歳未満などを設定いたし

まして、その段階に応じた子どもの発達過程を具体的に示しております。 

 ※２で書いてありますが、ただし、これは同年齢の子どもが必ずしも同じように発達するという

ことを指すものではなく、一人一人の子どもの発達過程に応じて見通しをもって保育を行うという

前提でございます。 

 この記述が 11 ページ、12 ページでございます。「保育所保育指針」の先ほどの「第２章 子ども

の発達」の中で発達過程に関する項目がございます。「子どもの発達過程は、おおむね次に示す８つ

の区分としてとらえられる。ただし、この区分は、同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではなく、

一人一人の子どもの発達過程としてとらえるべきものである。」という前提でございます。その上で、

「おおむね６か月未満」から「おおむね６歳」まで、それぞれの発達過程が示されているというこ
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とでございます。 

 なお、「保育所保育指針」におきましては平成 21 年改定でこういう形になっておりますけれども、

その前にはもう少し厳格な形での過程が示されていたという経緯がございます。 

 以上が現状でございますが、13 ページは「子どもの発達過程に関する基準上の取扱い（論点）」

でございます。各施設の教員、職員が乳幼児期の子どもの発達過程を理解した上で、一人一人の発

達に即した幼児教育・保育を行うことができるようにするためには、発達過程についてどのように

するかということでございますが、各施設における幼児教育・保育が子どもの発達の特性を踏まえ

て適切に行われるようにするためには、先ほどのところと同様の考え方でございますが、国は幼児

教育・保育の基本的事項として一般的な発達過程を示し、それに基づいて各施設が子どもの実情等

に即した取組を工夫することができるようにすることが必要であるということでございます。具体

的には、こども指針（仮称）に記載する子どもの発達過程の記述につきましては、発達の区分の大

くくり化を含め可能な限り精選するとともに、この指針の趣旨の理解を深めるため、指針の解説書

を作成いたしまして、子どもの発達過程に関する具体的事項をわかりやすく具体的に解説すること

としてはどうかということでございます。以上でございます。 

○無藤座長 ありがとうございます。今の点についてはまた御議論いただくんですけれども、今の

事務局説明と同じことを注釈的にもう一度申し上げると、最後の事務局案というか、論点の基本的

な方向というのは非常に簡単に言うと、こども指針（仮称）という大綱的な部分については月齢、

年齢の記載というものはできる限り控えて、と言っても大きな発達の流れと言いますか、そういう

ものは入れていこう。 

 その上で、しかし月齢、年齢の記述というものが保育現場では非常に必要性が高いと思われるの

で、それについては解説書を作成してその中で入れていこうという、二段階ということを今、考え

ております。 

 そうは言っても、幼稚園は今までおおむねそういう感じですので、それで大体大丈夫というか、

つまり３歳児は大丈夫かもしれませんが、乳児保育まで含めて、いくら解説書にあるとは言っても

指針レベルでどうなのかというのもちょっと気がかりなところが１つはあります。 

 そういうわけで、基本的な大きなところはこれまでの保育指針、幼稚園教育要領がそれぞれ２年

前に改定されたところでかなり共通性を持ってつくられておりますので、そこはさほどこども指針

（仮称）の上で動かす必要はないと思いますが、特に保育指針の第２章部分の扱いということにな

るんですが、特に現場をお持ちの先生方は多いですから、その辺りですね。 

 また、ここには保育指針の作成に関わった先生方がいらっしゃいますので、その辺でいろいろお

考えになったことも是非お聞かせいただければと思います。 

 では、お願いいたします。まず藤森委員、そして大場委員、どうぞ。 

○藤森委員 現場でちょっと感じることをお話しします。これは論点のもっと前提になってしまう

かもしれないんですけれども、１つは指針に書き込むべきかどうかということも考えるのは、まず

今の社会の状況とか、社会の現状とか、今、子どもが置かれている環境がどうであるかという記載

でしょうか。社会の状況というのが、ほかの海外のものなどを見るとそこから書かれていることが
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あるんです。 

 そうすると、私は保育園なので今回の指針を読むと、改定の理由にはちょっと書かれているんで

すね。「親の養育力低下」とか、「少子化」とか、結構それがきちんと書かれると、「では何が必要な

のか」ということが意外とわかりやすい部分があるんです。なぜ今はこうなのか。 

 その中で現場として今、非常に危惧しているのが、若者の多くが引きこもりとかを含めて人と関

わる力が欠けてきているという状況を少子化とあいまってすごく感じます。この間の読解力とか学

力調査もそうなんですけれども、子どもたちは情報収集する力はあるにもかかわらず、それを説明

する能力に非常に欠けてきている。 

 人と関わる力が欠けてくる中で、時間の中でも集団教育ということが何回も言われているんです

けれども、この集団教育はもちろん、皆さんは集団に対してトップダウンで一斉画一でやることで

はないということは合意しているんですけれども、例えば聞く力、話す力が重視されたのも、先生

の話を聞くのではなくてお互い同士、子ども同士が関わる力の中で友達の意見を聞いたり話したり

という中で、これは指針の中に改めて入れるのかどうかはわからないですが、世界を見たときには

シチズンシップのような社会の一員意識、社会の中で子どもがどういうふうに育つべきかというこ

とをもう少し書き込んだ方がいいような気がするんです。 

いわゆる民主主義教育とか、社会の一員である意識とか、市民意識、市民権と言うとちょっと違

うふうにとらえてしまいがちなのでシチズンシップと慎重になるんですけれども、そういうことの

育ち方ということがあった中の集団教育でないと誤解をされるだろうと思います。 

そういうふうに見ると、うちの園はゼロから見るときに、「集団教育にかかる力が果たして３歳か

らなのか」とか、「４時間だけで行われるべきか」といったとき、集団教育を「子ども同士が関わる」

とか「触れ合う」ということからとらえ過ぎていて、もっと「ほかの子を見る」とか、「それを模倣

する」とか、「共感をしていく」という集団の機能というのが非常に最近、私としては課題なんです

ね。 

というのは、妻は働いていませんでしたので、私の子どもは上の子は２年保育で幼稚園、そして

お昼で帰ってきて家にいた。２人目は、今度は上が行ってしまったので３年保育で１年早めたとい

うことで、家の中に子ども同士がいない。４時間で帰ってきてお母さんと子どもだけでいたとき、

妻は何か子どもの集団のあるところに出そうという意識が非常に強かったんです。だから、お母さ

んがいいと言っても、お母さんがやはり子ども集団の中に連れて行かないと、ということが毎日起

きていたんですね。 

ですから当然、子ども集団にいるような習い事みたいなところ、何かを教わる習い事ではないん

ですけれども、子育て支援のようなところとか、公園に行ってかろうじているかどうかですが、公

園はデビューする勇気が要ったので、そういう意味で小さいうちから集団の中に少しずついて、初

めて３歳から共同という学びが始まるという発達の連続性を踏まえないと、ぶつ切りで何歳からと

か時間というのがどうもその辺がもっと大まかです。 

具体的に、例えば幼稚園の教育要領で子ども同士が関わるということは確かに書かれているんで

すけれども、私としては１「自発的な遊び」と、２「主体的生活」と、３「一人ひとりの特性」と、



 22 

４番目には「子ども同士が関わる力をつけていく」というぐらいはっきりと打ち出した方がいいよ

うな気がしますし、もう少し社会の中の一員として育つという意味を加えた方がいいような気がし

ます。 

○無藤座長 ありがとうございました。非常に重要な論点だと思います。それでは大場委員、どう

ぞ。 

○大場委員 今日これから議論する発達の特性、あるいは発達の過程、このいずれにも関わってく

ることとして、恐らくこども指針（仮称）の中で是非挙げておくことがあるのではないかというこ

とを感じて発言する次第です。 

 それは何かと言うと、「まるごとの子ども」を理解する上で発達の特性や発達過程ということを子

どもに関わる人たちは考えているに違いないのですが、実はその「まるごとの子ども」という言葉

だけが意外に自明性があるというか、わかり切っていることということで、発達という切り口から

見た途端にトータルな子どもの姿が区分や段階の扱いのなかで切り刻まれていくというようなこと

をしばしば感じることがあります。 

もう一つ、それに関連して発言しますと、例えば「幼子」という言葉を使うときと、「幼い人」と

いう言葉を使ったときに、我々が受け止める言葉から得られるイメージというのは随分違う。実は

ちょっと我田引水になりますが、保育現場の巡回相談という形で細々と今も続けている中で、ぎょ

っとさせられるのは、やはり発達のいろいろな関わり、自分の障害と闘って懸命に外の世界に興味

を持ち始めている子どもたちと、それを支える親や、それから保育者とつき合っていますと、「幼子」

という言葉よりも「幼いなりに人として生きる存在」という言葉の重みを感じます。 

これは小田先生にむしろ御説明いただくことが的確で、私は読者の一人だったのですが、全米乳幼

児教育協会刊「乳幼児の発達にふさわしい教育実践」という著書の中で、発達の個々の領域が他互

いに影響を受けたり、あるいはまた影響を及ぼすような形で、互いに密接に関連していることを指

摘しています、諸領域が個々に育つことを連続性というふうに捉えるのではなく、諸領域がお互い

に関わり合って育っていくという事実は、特に発達初期の子どもたちと関わる親や保育者にとって

は重要なポイントであるという指摘も忘れてはならないことです。例えば「社会性」という言い方

で言えば、そういうものが伸びてきたときには意外に生活習慣のような身につくものが崩れていっ

たり、周囲のおとなや他の子どもとのかかわりが広がり、また深まるにつれて言葉の育ちを助長し

たり妨げたりすることがあるのです。実際に子どもの姿と重ねながらそこを現実に理解していくた

めに、このこども指針（仮称）の早いところで発達の諸領域というものがいかに連関を持って育つ

のか。もっと言えば、「まるごとの子ども」というのを我々が本当にとらえているかどうかというと

ころをひとつ押さえた上で、この特性や過程というところを更にひも解いていくというふうな構図

になれないかなということを感じています。あまり議論が進んでからだと言いにくくなりますので、

早いうちに指摘させていただきたいと思いました。 

○無藤座長 ありがとうございました。今の点もこども指針（仮称）の基本になると思いますが、

ほかにいかがでしょうか。それでは、島田委員どうぞ。 

○島田委員 今、内容に入ってからと大場先生は言われたのですが、本当に私自身が今、悩んでい
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るところがありまして皆様方にお聞きしたいようなことがあります。 

 まさにまた山口県の一地方の現状なのですが、宇部にときわ公園という公園があります。御存じ

の方はいらっしゃると思うんですけれども、「白鳥 400 羽処分」とテロップで流れるわけです。「処

分」というのはいい言葉ではなくて、大体悪いことをしたときに使われる言葉ですが、テロップで

は平気で「400 羽処分」。 

 そしてその後、ある幼稚園にマスコミの方が行かれて、先生が子どもたちに説明している様子を

流しました。うまく説明できているかどうか、私自身はよくわかりませんでした。普段、子どもた

ちは遠足に行き、散歩に行き、慣れ親しんでいる。この幼稚園教育要領にしても保育指針にしても、

自然との関わりを見事に書いています。書いているんですが、鳥インフルエンザ云々、ほかの口蹄

疫とか、いろいろあるわけですが、取り分けその公園の白鳥 400 羽と言ったときに、私どもの教育

要領なり保育指針はそこに対応できているかどうか。 

 私は自分の園の子どもたちに、そこが説明できるかどうかがわからない。その辺りをきちんと解

決すると言いますか、「この部分ではちゃんとそこを補填しているんだよ」というところが入ってい

ればいいなと。むしろあるのかもしれませんので、そこは教えていただきたいところですけれども、

ないとすればそこを補填していくことはまさにベースの中ですごく大事なことではないか。 

 生と死が当たり前のようにつながっている世界ということを、今の子どもたちというのはわから

なくなっているような気がいたします。だから、高等専門学校で先日もいろいろな事件があったよ

うですし、学校で刺した、刺された、登下校中の子どもたち云々、そういうことが続発する。 

 先ほど引きこもりの話をされましたけれども、そのようないろいろな傷害等の事件、殺人に至る

までの事件、それはやはりこの乳幼児期の私たちの考え方、スタイルというのはすごく大きいもの

があるのではないかと思うんです。 

 かつては、大家族の中で生と死が当たり前のようにありました。赤ちゃんを生むときもそうです

し、お亡くなりになるときも皆が寄り添っていた。そういうところが欠落しているときに、もう一

度この辺りの記述がきちんと入っていくようになっていけば、私はむしろ幼保一体化というのはこ

のこども指針（仮称）によってリードされるのではないか。そんなにすてきな本当に社会のことま

で踏まえて、現状を踏まえてできたものならばそちらにいこうと、かえってリードしていく方向に

なるのではないかと思って、今日はわからないことがございましたので皆様方にちょっとこれはお

聞きしたいということと私の思いをお話させていただきました。 

○無藤座長 重大な問題提起なので受け止めながら、また命の問題、多分こども指針（仮称）の中

で強い形で盛り込めると思います。ありがとうございました。それでは、小田委員お願いします。 

○小田委員 あまり発言をしたくなかったのですが、大場先生に名前を挙げていただきましたので、

少しだけ述べたいと思います。 

 先生に言っていただいたのが合っているのかどうか、ちょっとよくわかりませんが、私は子ども

現象学というところでやっていて、子どもの発達というのは行ったり来たりするという意味を込め

て、そして同時に非常に高い、５歳までとか何歳までというのではなくて、８歳ぐらいまでの幅の

広い発達を見通しながら、子どもが行ったり来たりしながら育っていくというときに、その発達と



 24 

いうのがどういう意味を持つのかという辺りのところで、例えば今、先生がおっしゃったように、

「手を洗ってお食事をしましょう」とか、「外で遊んだら手を洗うことだよ」と教えることはできる

し、やれるんですけれども、もっと遊びが面白くなったり、もっと楽しさが増えると、手を洗うこ

とよりまずやりたいことが増えてくるというのが子どもが持っている現象的なものなんですね。 

 それが、１つの発達の過程の中に存在する。行ったり来たりというのはそういう意味です。そう

いうような形で、本当に子どもが育つとはどういう意味なのかと、あまり早くから言いたくはなか

ったのですが、さっきの保育時間・教育時間のことと重ねながら、やはりこども指針（仮称）の中

で非常に柱にならなければいけないのは、子どもが育つとはどういうことなのか。「子どもが育つと

は」という概念をきちんと、あまりきちきちとした形ではなくて、大ざっぱに「子どもが育つとい

うことは行ったり来たりするということで、できたりできなかったりということが発達なんだ。で

きることが発達ではない。プラスの発達もあればマイナスの発達もある」という状況のようなもの

を書き込んでいくことが、子どもを理解することにつながる。 

 ここで子どもの発達過程に対する問題をどう書くかというのは、子どもというのがどういう形で

育っているのかということを理解していただく。それは保育所だけではなく家庭もそうなんだろう

と思いますが、そのときにきちんとした形で「ここになったらこうできるよ」ということではなく

て、できることもあれば、そのできたことを一度捨て去らないと、それがだめになったら、身につ

けたと思われるような事柄が次のステップにいったときには非常に面白さ、楽しさで、子どもの楽

しさや遊びでそれが一たん崩れるわけですね。その中からまた身につき始める。 

 そういうようなものが子ども現象学と言いまして、現象的にある、それが発達の特性だと思うの

ですが、発達の特性と言うと、「こんなものが育つんだ、こんな形のものができ上がるんだ」という

ふうにとらえてしまうと、結局頭の中では悪いことではないのですが、そこをあまりにも細かく書

き過ぎるととらわれてしまう。 

 そういう点では、子どもが育つとはどういうことなんだろうかというようなことを解説書に書く

方がいいのか。ここに大ざっぱに大きく見通して、子どもがずっと大きく育っていくという見通し

があって、幼稚園、保育所の５歳とか６歳という辺りのところを見通すのではなくて、もっと先を

見通したことがどういう意味を持っているのかという辺りのところがないと、何かとらわれてしま

うのではないかという気がしています。 

 その辺りで、子どもの発達過程というのはとても大事だけれども、「一般的な」とか「基本的な」

という言い方をたくさん入れれば入れるほど、子どもががんじがらめになるという点にちょっと気

をつけながらつくっていくことが大事ではないかという気がします。 

 大場先生のあれにうまく言っているかどうかわかりませんが、多分、大場先生が言っていらっし

ゃるのは、アメリカのＮＡＥＹＣがやっている一人ひとりの発達、乳幼児期の発達過程というのが

ゼロ歳から小学校３年生以降ぐらいまでのプロセスを持っていて、それを見通しながらというのを

翻訳したものを多分、先生が取り上げてくださったのかもしれないという意味で、先生がたまたま

私の名前を挙げられたので、何か言わないと帰れないような気がしただけで、皆さん私の発言は忘

れてくださって結構です。長くて、すみません。 
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○無藤座長 ありがとうございました。御園委員、どうぞ。 

○御園委員 資料の２ページに「乳幼児期の発達の姿」と記載されているように、乳児期からの発

達を位置付けていただいたことは大変うれしく思います。０歳から就学までの子どもたちの発達の

連続性と子ども一人ひとりの発達の状況を踏まえた保育が実施できるような視点から、こども指針

（仮称）を検討することが重要であると思います。保育所では、例えば２歳児の保育の場面でも 1

歳児や 3 歳児の発達を視野にいれています。子どもは進んだり、戻ったりしながら育っていくとい

うことが、読む人に分かるような内容でこども指針（仮称）を策定していくことが必要です。 

 それから、「発達」を法的拘束力があるもので定義するようなことは問題があると思います。この

ことは、保育所保育指針の検討においても課題となりましたが、こども指針（仮称）においても十

分に検討することが重要であると思います。 

 また、資料の７ページと 13 ページに「各施設の教職員」と書いてあります。先ほどは「教員」、

「職員」という説明がありました。私たち保育士も子どもの発達に関わる担い手であり、保育士を

「職員」とひとくくりにされることは大変遺憾です。資格の共通化を行うと新システムの基本制度

案要綱にも示されており、現時点で「教職員」という用語を使うことは配慮に欠けていると思いま

す。資料に記載する用語は慎重に取り扱っていただきたいと思います。 

○無藤座長 今の最後の方は、今のところは「教職員」という言い方が、法律が変わっていなけれ

ばあれですけれども、こども園（仮称）という段階になれば当然ながら「教職員」という合わせた

くくりではないもので、それを職員と呼ぶのか、保育者と呼ぶのか、また別の言い方かもわかりま

せんが、それはまた工夫できるかと思います。それでは、王寺委員代理どうぞ。 

○王寺委員代理 私たちは子どもの発達についていろいろ述べさせていただいておりますので、こ

こでは申し上げませんけれども、まず最初にこども指針（仮称）の内容を議論するときに、広く社

会一般に下ろすというようなことを言われていたかと思います。だれにでもわかりやすく、そして

ナチュラルスタンダードではなくてナショナルスタンダード、国がそういう基準、または明確に全

国共通のものであることを具体的に示してもらいたいということをお願いしたいと思います。 

 それから、私は認定こども園になる前は幼稚園の教師をしておりました。認定こども園になって

ゼロ歳を見て、３歳から私はずっと子どもたちを見ていたんですが、ゼロ歳の育ちがあって３歳が

あるということを実感してわかりました。例えば、ゼロ歳は何もわからないのではなくすべてわか

っている。ただ、言語という表現能力がないために、私たちは理解できない部分がたくさんあった

んだ。もしかすると、ゼロ、１、２歳に関わる保育者は子どもたちに共感する能力があり、子ども

たちの洞察力、そしてイマジネーションの世界を共有する能力のある、とても質の高い保育者が必

要ではないかというふうに実際に私は感じました。 

 それで、先ほど小田委員もおっしゃっていましたが、このこども指針（仮称）にひとくくりにす

るのではなくて、そういう子どものすばらしさ、ゼロ、１、２歳はいろいろなことを学んでいるん

だということも記載してほしいなということを願っております。 

それから補足でございますが、ここで論じられるかどうかはわかりませんけれども、小学校との

連続性のときに各園で要録というものを提出しております。発達過程のことを考えるときに、この
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要録は今３つ、いろいろな形で同じような内容なのですが、提出されていますので、これも一本化

にすべきではないかと、ここでちょっと補足をさせていただきたいと思います。以上です。 

○無藤座長 要録の議論はこども指針（仮称）のここの部分でやるのかどうか、ちょっと私はわか

りませんけれども、いずれどこかで当然ながら統一する必要がありますね。今、幼稚園も保育所も

要録はありまして、ほぼ形式的には似ていますけれども、その法的位置づけとしては極めて性格の

異なる文章なので何らかの整備が要るだろうとは思います。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。では、秋田委員どうぞ。 

○秋田委員 先ほど大場委員、小田委員が言われた、一人のかけがいのない実存としての子どもと

いうものの姿をどうとらえていくのか。それを書くことが非常に重要だろうと思っているんですけ

れども、実際に私は保育所保育指針の前回の改定で、あの長かった前の版の文章を縮めるたたき台

をつくる役割というのを、実際にここに出ている一番のベースは大場先生、御園委員がやってくだ

さっているんですけれども、私もそれを担うところを担当させていただきました。 

 前回の指針を縮小しながら残さなければならないと思った内容は、すべての年齢で身体や情緒、

それから知的と言語と自我の関わり、これは羅列になってしまっている部分はあるんですけれども、

いずれの分野にも目配りすること、相互連関をやはり年齢区分の中で何とか落とさないように発達

の基礎となる必須項目を入れるにはどうしたらいいかということは考えたんですが、年齢区分で小

刻みにしたために落ちた部分もあるかとは思っています。むしろそれらの部分の相互連関というん

でしょうか、例えば「発達の連続性」と一言で言われている部分がどういうものであるのかを、子

どものさまざまな側面が相互にやはり一人の人格としてどう関わっていくのかをきちんと書くこと

が必要だと思います。なぜならそれに対応した環境や保育を行っていくわけなので、その部分の押

さえは私は大綱化しても、幼稚園教育要領ではそこは「心身の発達」ぐらいで書いているのですが、

保育所保育指針の方はもう少しどういう側面を観点として見たらいいかというところまでは押さえ

ているので書けないかと思います。乳児の部分はやはりそれが必要だと思って書いたので、その部

分は大綱化の中でも詳しく書くのではないのですが、多少書くことが大事だろうというのが１点で

す。 

 もう一点は、先ほど藤森委員が言ってくださったシチズンシップということが、私はものすごく

実は今後の 21 世紀の育てたい人材ということを考えてどういうことを書き込むかというときに、大

事だと思います。市民性は 2010 年の内閣府が出している子ども・若者ビジョン、要するに小中高大

の方向では書かれている市民性という問題は、市民性というのは一人ひとりが社会に参加し、共に

生きるための関係をつくり出していくというような視点です。シチズンシップの教育にも大きく言

えば民主的シチズンシップというような参加実践を強調し相互承認しながら参加することを促す教

育をするのか、あるいはリベラリズムの人たちの言う社会的シチズンシップのように自立と権利、、

分配を主張するのかという立場はあるのですが、私は参加し共に生きていく、そういう存在として

子どもが公に関わるという市民性を、やはり今後の市民に育っていく子どものための必要な資質と

して書き込んでいくことを発達の中で加えられることが、乳幼児期から生涯までをつなぐために重

要なことかと思います。以上です。 



 27 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、松田委員お願いいたします。 

○松田委員 ありがとうございます。今日は、ペーパーを出させていただきました。 

 今、秋田先生がおっしゃったことは、とても私も賛同させていただきたいと思います。参加する

とか、参画するということを子どもたちにきちんと伝えていくためにも、私はこの発達の部分がき

ちんと親たちにも伝わっていかなければいけないと思います。 

 現状は、正直言いますとそれが難しいというか、発達をきちんと理解して子どもたちを迎えてい

るということが必ずしもできていないという状況です。それは、家庭の教育力の低下というふうに

現状とか現象として言われているかもしれないんですけれども、そうなってしまったことはどこに

あったのかということはもう一度繰り返し確認をしたいと思います。 

 その上で、その状況を支えているという専門家であったりプロの方々が、きちんと発達をもう一

度確認してほしい。それは、「プロなのでもうできているでしょう」と親の方は思っています。そこ

がきちんとできているのかということが１点です。 

 それと、それは保育時間の中でできているだけではだめで、それがどうやって伝わるか。親たち

も保育時間と言われている時間以外に、家庭や地域の中でそれが実践できるためにそのプロの皆さ

んが何をするのか。発達に関してどうやってそこを保障していくのかということを、指針の中に確

認で入れていただきたいと思います。 

 それで、シチズンシップというところにも絡むのですが、子どもたちがそうやって参加したり、

自分たちが意見を言ったり、意見を聞かれたりという経験を積むためにも、育てている当事者の側、

親の人たちの参画ということも一つの大きなキーワードになっていくと思います。子育て支援拠点

というところを私たちはやっておりますけれども、ここが全国に広がって実践している部分はいろ

いろな不安とかに寄り添うということもありますけれども、大きく言うと発達の部分がその中で伝

えられているという役割を担っています。 

 これから入る、もしくはそれ以外の時間、園以外の時間を支えている地域の側で発達をどう伝え

ていくかというところで担ってきた子育て支援拠点の大きなキーワードは当事者性であったという

ところでガイドラインをつくったりとか、いろいろなことをしてきましたけれども、そこで行われ

ていたことは当事者の参画であったというところがとてもこの 10 年の中で大きいと思いますので、

指針の中にそのシチズンシップに絡めてでも、発達の伝え方に絡めてでも、やはり当事者性を生か

した活動、地域の活動も含めてＮＰＯであったり、サークルであったり、そうした人たちの活動を

巻き込むということを是非視野に入れて議論していただけたらと思います。ありがとうございます。 

○無藤座長 ありがとうございます。では、山縣委員どうぞ。 

○山縣委員 ありがとうございます。私は発達については門外漢なので、その中身については専門

家の先生方の今までの御意見を伺いながら判断をしたいと思いますけれども、ここでは皆様方の各

種意見に基づいて合意されるであろう発達の特性に基づく保育・教育の実践場面、あるいは保育者

間での共有についての意見を２点言わせていただきたいと思います。 

 １点目は、１月 24 日の幼保一体化ワーキングチームで新たな統一案が示され、その検討が今、行

われているわけですけれども、これは三元化案というふうに世間も評価しており、私もそう思って
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います。そうしますと、こども指針（仮称）を３つの施設種別に同時に適用する必然性が非常にわ

かりづらくなってしまうのではないかと思います。 

 教育を含めた、あるいは教育は保育の作用の一部としての発達も当然一本化してもすり合わされ

るだろうとは思いますが、やはり現場の３つの実践場面があるということでは視点としては分断さ

れる可能性があります。一人ひとりの発達の連続性は当然ですけれども、加えて施設間でも発達の

視点、共有ですね。本来、私は施設が統一化すべきだと思っていますけれども、そういう部分を積

極的に図らなければならないと思います。 

また、ちょっと逆の意見になるんですけれども、市民感覚というレベルですね。今日のシチズン

シップという難しい話ではなくて、一般の市民としてわかりやすいのは、こども園（仮称）には当

然こども指針（仮称）が適用されるというのはわかると思うのですが、幼稚園には恐らく幼稚園教

育要領、保育所には保育所保育指針、現在の提案で言いますとその中の３歳未満分のみが残る方が

わかりやすいという構造になってしまうと思います。 

３つの施設があるのに、なぜ中身が１つなのか。「中身１つだったら施設も１つでしょう」という

のが私の感覚なんですけれども、一本化して適用するとなると、今度は実践者側から言うと、こど

も園（仮称）はすべての指針の範囲になりますが、幼稚園として残る部分についてはこのこども指

針（仮称）の中のどこが自分たちの該当箇所なのか。保育所については、どこが自分たちの該当箇

所なのかということを自分で探すか、あるいは指針そのものが示していくという、何か得体の知れ

ない状況が起こりそうな気がします。そこら辺をどう解消するかということが、１つ私が意見とし

て言いたいところです。 

 ２点目ですけれども、今日もそうなのですが、最近、小田先生と非常に意見が近づいておりまし

て、しかもその意見にうなずかざるを得ない。「なるほどな」と思う部分が非常に多くなって、やや

困っております。あえて今日は少数派意見、あるいは孤立意見になるだろうというのは覚悟の上で

２点目の意見を言わせていただきたいと思います。 

 これは先ほどの共有化という話のところですけれども、無藤座長も小田委員も解説書という話を

されたのですが、私はこれについては少し慎重な意見を持っています。保育所保育指針が大綱化さ

れた点は、先ほども言いましたように非常に高く評価していますけれども、残念ながらというふう

にあえて言いたいのですが、解説書が同時に発行されました。私は保育内容の専門ではないんです

けれども、保護者支援に関してはさまざまな研修会に呼ばれる機会がありました。 

 そこで起こっていたのは何かというと、保育士さんたち、あるいは保育士以外でもそうですが、

保育指針を読まずに保育所保育指針解説書の方を読んでしまっていて、ひたすら解説書で職場でも

研修していますという声が圧倒的でした。具体的なことがたくさん書いてあります。その解説書と

いうのはどういうものかと言うと、従来の保育指針よりもはるかに細かいことがいっぱい書いてあ

る。厚さで言うと２倍になったという言い方をしていたんですけれども、そういう状況でその細か

い方をむしろ勉強してしまって、「さあ、これが大綱化と言えるのか」と時々皮肉を言った記憶があ

ります。 

 私は解説書自体を否定するつもりはないんですけれども、せめて指針発表後少し時間をかけて本
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当の実践例、この優れた実践例を集めてつくった方がいいのではないか。それが全国バージョンで

ある必要は必ずしもなくて、こども指針（仮称）雪国バージョンとか、こども指針（仮称）過疎地

バージョンとか、都市バージョンとか、あるいはこども指針（仮称）千代田区バージョンとか、そ

れぞれのエリア、あるいはその思想信条であまり積極的には言いませんけれども、例えばキリスト

教こども指針（仮称）とか、こども指針（仮称）にあまり宗教性は出したくないんですが、認めら

れる範囲内の自由度を出して、それぞれに自分たちの理念がより展開でき、大綱の範囲内でできる

ような解説書をつくるのは、むしろ大学の教員の側中心ではなくて、現場の人たちのものをまとめ

ていくのが我々の作業ではないかという考え方を持っています。 

 発達から若干ずれましたけれども、解説書の話が出たので２点目も少し追加をさせていただきま

した。また孤立することを覚悟しておりますので、御自由に御批判ください。ありがとうございま

した。 

○無藤座長 解説書を出すということはここで正式決定したわけではない気がしますけれども、一

応そういう方向でというのが今日の案ですね。その解説書の中身は特に議論しておりませんので、

もちろん別の機会に議論できればと思います。 

 現状の幼稚園教育要領、保育指針の解説書がありますので、何となくああいうものという程度の

イメージですが、それがいいか悪いかとか、どこまで踏み込むかとか、実践事例を入れるのがいい

のかどうかとか、あるいは地域性はどうするのかとか、また議論したいと思います。 

 それから、最初の方の論点ですけれども、これも制度のことが決まらないと何とも決めようもな

いわけでありますが、最近の議論ですと三元化と言うんでしょうか、大部分がこども園（仮称）に

なるけれども、一部乳児保育所といわば純粋系の幼稚園が残りそうであるという案が提示されてお

りますが、仮にそういう場合にこのこども指針（仮称）と保育指針と幼稚園教育要領を並行して残

すという形なのか。あるいはこども指針（仮称）だけにしてそれを基本にしながら、特に乳幼児保

育所については当てはまらない部分が多分あり得るので注釈を入れるというやり方もあるかもしれ

ませんし、その辺はまた次というか、どこかの機会に制度の方が固まった段階で議論できるかと思

います。 

 では、藤森委員、それから順番にいきます。 

○藤森委員 発達についてもう一回考えるんですけれども、１つが特性の原則の最初に、子どもは

自ら育つ存在である、自分からの学習者であるというようなことを結構世界はまず押さえています。

それを押さえた上での話ですけれども、私の園で「成長展」と言って来月、保護者に子どもの発達

を見せようということの行事というんでしょうか、作品展ではなくて子どもがどういうふうに発達

してきたかを見せようということをするんです。 

 その中で、職員が発達過程の中での迷うことというのは何かというと、子どもが「放っておいた」

と言うと変ですけれども、「子ども自らがこういうふうに発達してくるんだ」ということを見せるだ

けではなくて、「そこに先生がどういうふうに関わったからこうなった」ということで、施設におい

て、「だからこそ発達がこういうふうになったんだ」ということをどう表すか。そこに専門性がどう

いうふうに関わってきているかということが１つ。 
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 それから、「子どもがどんな環境の下にいたから発達がこうなってきた」という、そこの間ですね。

ですから、うちは例えば３枚、４月と８月と 12 月に描かせた絵を並べて保護者に自分の子どものも

のを当てさせるんですけれども、先生がこの間に何をしたか。それから、この間に子どもがどんな

環境の中にいたかと言うことをどう表そうかという話があるんです。だからこそ、施設での意味が

ある。 

 それで、その環境の中で子どもの発達の影響で一番職員が実感するのは先ほど言っている、ほか

の子どもに対する模倣とか、子どもの集団の中にいる意味というのが、どうもこの発達過程に書か

れているのとずれることがあるんですね。「子どもがほかの子どもと関わっていると、こういう発達

ではなくてもう少し早くしてしまうのに」とか、「子ども自身の発達はこうなんだけれども、ほかの

子を見ていてまねをするとこういうことを始めるのに」とか、そういうことがすごく見えるんです。 

 ですから、それこそが私は施設の中での意味だと思うんです。子ども同士の関わりの中で模倣し

たり、共感したり、関わって人の意見、例えばクラスに１人制作の上手な子がいれば、そのクラス

は割と制作が発達してくるとか、すごくそういうことに左右されるんですね。 

 ですから、おおむねの年齢も一つの発達過程として書かれることはいいんですけれども、そこに

どう保育者が関わり、子どもがどんな環境の中にいるか。そして、どんな子ども集団の中での体験

が多いかによって随分変わってくるときに、現場はそこをどう親に表現するかということを「成長

展示」で考えるんです。そのときに、ここの指針の発達過程とずれるときに、ここをどう理解する

かというので職員でよく話すことがあるんですけれども、その辺の施設における発達と家庭におけ

る発達と、何かその辺も違ってくるような気がするんです。 

○無藤座長 実践的な御意見だと思います。では、渡辺委員どうぞ。 

○渡辺委員 発達過程を大綱化するということに関して私は大事だと思っています。秋田先生がそ

れを保育所保育指針でやられていたというのを初めて知ったんですけれども、細かくしてしまうと

いうことの怖さというのもやはりあって、例えばですが、昨日雪が降って小学校の子に聞いたら、

「学校はびしょびしょになってしまうから全部禁止だった」と、すごくつまらなそうに帰ってきま

した。うちの園はもちろん、他の園でも雪で遊んだ園が多かったとは思うんですけれども、そんな

時でも「汚れちゃうから」とか言って、やはり「やりたくない」とか、「やらない」とかという子た

ちもいるんです。できるけれどもやらないとか、ある意味引きこもりとか、いろいろな人たちもそ

うなんでしょうけれども、能力的にはできても「やりたくない」という子たちがたくさん出てくる

というのは、どこかで親が「汚いからだめよ」とか、「汚れてはだめよ」とか、いろいろなことを言

われている中で、子どもからも「やりたくない」というのが出てきたりする。「できるか、できない

か」ということを大事にしていけば、多分ＰＤＣＡという評価になって、それは工場の品質管理の

ようになっていく話です。「できるか、できないか」というところで子どもを見てしまうと、藤森委

員が言われたみたいに、「もっとできてしまうのに」とか、「僕はできなかった」とか、いろいろ出

てきてしまいます。あまり「できる、できない」で見るよりは、さまざまな子どもがいて、その子

たちがどうやって育っていくか。そこを発達過程と言っているんですけれども、でももっとプロセ

スは細かかったり、もっと言ってしまうと大人に愛されていたりとか、保育者に寄り添ってもらえ
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たらできたとか、そのことが結構大事なところだろうと思うんです。 

 私は保育時間の話を前にしたのであれですけれども、今ある家庭で、お父さんが結構仕事に自由

が利くので迎えに来ると、子どもの方が結構嫌がったりする。お父さんと家に帰ってから何をして

いいかわからない。お父さんもどう関わっていいかわからない。お母さんがいるとすごくいろいろ

なことができるとか、安定するとかとなると、それだけでも「できるか、できないか」は子どもを

親が見るか、見ないかという話よりは、「本当に子どもが自分を受け入れてくれるか」とか、お父さ

んが「どうやったらこの子と関係がつくれるか」ということの方が大事になってくる。多分家族の

問題もそうかもしれませんし、将来的な引きこもりとか、いろいろな話も出てくるときに、やはり

親子関係というのは大事です。やはり子どもには自分が愛されるとか、自分に寄り添ってくれる人

がいるとか、それは保護者であろうと、保育者であろうと、やはり専門性としてすごく大事だいう

ことがきちんと示されているということがこども指針（仮称）の中にうたわれないといけないと思

います。結果だけで、「できるか、できないか」ということが一人歩きするということは怖いなと思

っております。 

それからもう一つ、どうしても保育というものに環境の問題が関わってくる。「雪で遊んでいいよ」

と言ったときに園庭があったからできたということあって、公園に行けばいいという話ではやはり

ないんです。寒かったら部屋に入って着替えようとか、手を乾かそうとかという話ができるがどう

かということになる。それから自然と触れ合えるとか、生き物を飼えるか、飼えないか。さっきの

白鳥の話もそうですけれども、生き物が飼えないような状態の園の中で、生き物の生死のことを伝

えようと言ってもやはり難しかったりする。 

自然も含めて環境がどうあるかとか、それからもっと言ってしまうと、施設だけの問題ではなく

て、小学生とつき合って憧れがあったりとか、それからお店屋さんごっことか、お医者さんごっこ

とか、いろいろな話になったときに、地域の中のものをどうやって取り込んでくるか。子ども達が

やりたくなるとか、社会に出て行って、自分の中に取り込んでくるみたいな仕掛けをどういうふう

に保育の中に取り込んでいくか。そこに子どもが参加していくということが保育なんだということ

を言わないと、発達過程とか、そういうところを言おうとしても、そこを抜いて、それが「できる

か、できないか」というような形で評価がされていくということに関してはものすごい危惧がある。

乳幼児期に子どもに寄り添う中で子どもたちが本当に育っていくというのはどうなのかということ

を考えなければいけない。 

あともう一点だけ、すみません。乳児から幼児までというのをずっと見てくると、２歳とか１歳

の子もすぐに育っていくのですけれども、今度は最後の５歳の集団性は本当に 35 人なのか、20 人

なのか、10 人でもいいのかということもやはり考えておかない。いろいろな人たちがいる中で、お

互いに刺激をし合いながら育っていくという出会いがない限り、多分それは小学校以上の教育には

つながっていかないと思う。そうだとすると、そこも大事かなという気がしています。 

○無藤座長 ありがとうございました。それでは、岡上委員どうぞ。 

○岡上委員 座長の方から、解説書をつくるかどうか、ここで決める問題ではないというお話あり

ましたけれども、大綱化をした場合には必ず解説書が欲しいと思うわけです。私自身は発達の過程、



 32 

特性を大綱的に示すということに賛成ですので、そういった意味で是非解説が必要だと思っていま

す。 

 というのは、大綱化すればするほど、そこで精選された文言に隠された意味と言いますか、そこ

で表現されたことが、私はここの会議に出席させていただいているからきっとほかの方よりわかる

と思うわけです。でも、参加されていない方は、どうして最終的に大綱化されたその「文言」が出

てきたのか、そういったことがわかりません。普通の方々は表された文言だけで理解するわけです

ね。そういう意味から考えますと、やはり解説は必要だと思います。 

 そして、山縣委員が「孤立しても」とおっしゃいましたので、そういう意味で重ねて申し上げる

と、解説を私どもはマニュアルとはとらえていないんですね。その文言、例えば教育要領で言えば、

ねらい、内容に示された言葉にどんな意味があるのかということを解説の中で更に読み込んでいく。

そして、その意味を解釈して、では幼稚園の実際の教育活動の中ではどんなふうにとらえていこう

か。例えば今、話題になりました白鳥の問題であっても、環境の中の内容に「生命の尊さに気づき」

という言葉が入っているわけですけれども、ではそれは一体どういうことなのかというのを解説で

とらえたときに、更に「動物の生死に関わること」とか、「生き物の飼育の問題」とか、「そういっ

た中で生命の営みとか不思議さを体験することが重要なんだ」とか、そういうことが詳しく書いて

あるわけです。 

 解説を読み込んで、では幼稚園でそういう場面に出会ったときに子どもたちにどのようなことを

気づかせていけばいいのかということを解釈していくわけです。そういったことが必要だと考える

と、今の私の例示は内容に関するものでしたけれども、発達に関しても示された大綱的な文言だけ

でなく、更に詳細に必要程度ですが、出たものを解釈して、発達は一人ひとりの個別的な問題であ

り、それを個別で対応して解釈していくよりどころとして必要なものであり、進んだり戻ったり、

あるいは逆転したりしながら子どもの発達というのはいくのだという原則を理解した上で、解釈で

きるように示していく必要があるのではないかと思います。 

○無藤座長 ありがとうございました。では、竹下委員、荒木委員の順でどうぞ。 

○竹下委員 私は今まであまり保育所保育指針であるとか、幼稚園教育要領も見たことがなくて、

あまりちゃんと読んだこともないんですけれども、更に解説書となると、「そういうものがあったの

か」というレベルだったので、皆さんの話を興味深く聞いて、発達についてもこんなに考えてくだ

さっているというか、私は親としては保育所は預かってもらっているだけでよかったというか、そ

の間は子どものことを忘れていられるみたいなところがあったので、今までの皆さんの御意見とか

議論とかを興味深く聞いているだけですごく勉強になりました。 

 親としての実感というか、不安みたいなところを１つと、もう一つは皆さんの意見に触発されて

というか、もうちょっと盛り込んでもらいたいというところと２つ言いたいと思います。 

 １つ目の親としての不安としては、解説書の中で大体の見通しとしてこういうものということが

非常に細かく書かれていて、意味がわかって読むとすごくよく解説されているし、行ったり戻った

りというような螺旋状の発達というようなこともわかるんですけれども、それを実際に評価してい

く中でどうしても「できる、できない」というところ、あるいはいわゆる教育産業みたいなところ
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の人たちがダイレクトメールで親たちに送ってくる家庭教育のいろいろなキットみたいなものを読

んでいくと、「幼稚園に入る前に生活習慣としてこういうことができますか」みたいなチェックをし

て、今度は小学校に上がると「こういうことができていますか、チェック、チェック」みたいなと

ころで、「発達を親がチェックしないといけません。それに従って何が足りないか、子どもにとって

よりよく小学校生活、あるいは幼稚園生活をスタートさせるためには、こういうことを親は頑張っ

てやりましょう」というチェック項目みたいなものが書いてあって、結構解説書に書かれているこ

とと実は似ていたりしてと思っていたのですけれども、親としては「できる、できない」と評価し

てしまうところを、「そうではないんですよ」と安心させるためにはどうしたらいいかというのはす

ごく難しい問題だと見ていて思いました。 

 それから、もう一つは藤森委員がおっしゃっていたシチズンシップというもの、その発達を大綱

化していく、その指針を大綱化していく中で、「将来こういう大人になってほしい、こういう社会を

担っていく人たちになってほしい」、「将来的にそのままずっと発達を続けていけばこういう大人に

なれる」という言い方は変ですが、「なってほしい」というような今の大人の希望みたいなことを入

れたいということで、シチズンシップというのに私も大変賛成しています。 

 それから、今、子どもたちは自己肯定観が低いと言われているので、セルフエスティームを持て

るような、発達をうまく私たちが大人の援助で、それも藤森先生はおっしゃっていましたけれども、

大人が関わっていくことで自分を肯定できるセルフエスティームをしっかり持つ子どもになり、い

ずれ若者になって大人になっていく。 

 それともう一つはエンパワーメントということで、自分をエンパワーしていく力を持っている。

そういう潜在的な力、自ら育つ力を持つ、伸びしろがある子どもというか、そういう大人になって

ほしいということも発達の中にうまく入れられるといいなと思います。以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。それでは、荒木委員、お願いします。 

○荒木委員 論点に出ている②のアとイの形が望ましいかと思います。やはり大綱化していって、

そして発達の道筋というものもしっかりと持っていなければいけないということを常に思っており

ます。指針というのは、やはりプロの立場としたら一番大きなよりどころになると思うので、そこ

はしっかりと記述していくべきかと思います。 

 保育指針のところで２章に「子どもの発達」と、わざわざ章立てをしているというところが、逆

に言えば幼稚園の立場からいくと、「うん」とうなずいてこれを読むととてもわかりやすいという部

分もあります。３歳以上ということを何かと私が強調しているように思われるかもしれませんけれ

ども、もちろん幼稚園に入ってくる３歳の子どもたちはゼロ歳から３歳までの間にいろいろな発達

の段階を追ってきた、そこがある子たちがくるという形で受け止めているわけだから、当然、「年齢

に応じてこういう順序性もありますよ」、「こういう発達段階を踏まえた上で育ってきますよ」とい

うところは押さえておくべきだと思います。 

 ただし、行ったり来たりとか、螺旋状とかということは当然のことなので、そういうことを含め

ると、具体性は別なところでというところの広がりも必要なのかと思います。 

それから、社会の一員としての成長を願うための指針ということになると、やはり人と関わる力
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が弱いかなというような意味合いも含めて、人というのはまさに生命のこともありますし、生きて

いるものとか、それからいろいろな季節感や何かでもすべて、雪のこともありましたけれども、本

当に状況に応じて変わらなければならない部分もあります。そういうときには、やはり豊かな環境

が子どもに保障されて環境を通して育つ。そこで感性とか創造力とか、そういうものをどれだけ育

てられるかというようなことが、広い意味で大きくとらえる中で実態に合わせて考えていくという

ことになると思うので、大綱化ということが望ましいと思います。 

○無藤座長 ありがとうございます。それでは秋田委員、最後でお願いします。 

○秋田委員 １点だけですけれども、今日議論していることは子どもの発達過程に関する基準とい

うスタンダードであるということです。法的に大きな誤解があって、解説書ができたときに解説書

を読んでこのようにすべきものと考えることです。例えば学習指導要領ではなくて教科書を読んで

「これを教えるんだ」と思うというところと同じ部分が山縣先生が御指摘になった部分で、大綱化

したとしてもこれは基準なのでスタンダードなのだというところです。何を最低限押さえるべきか

という議論こそが大事で、解説書をつくったとしても、それはきちんとその位置づけを今まで十分

に理解されていなかった部分もないわけではないと思うので、最低限守るべきは基準であり指針で

あることをきちんと説明すべきです。 

 なぜ大綱化するかというときに、より地域や園の専門家としての独自の判断を我々は尊重して、

その基準から実態に合ったものがつくれると思うから大綱化しているのだというところを説明すべ

きです。具体的事項というときに実践例という話があったんですけれども、優れた実践というもの

を、この指針や解説書を書く人が選ぶべきという発想は伝達になるんですが、そうではなく自立的

な専門家にゆだねるためには、本当の最低限のガイドラインだけで、あとはやはり園が自立的に判

断して実践していくという意味でつくられていくことが重要ではないか。学校教育でも世界各国で

起こっているのは、優れた授業のビデオをつくったり、優れた授業の紹介をすることで、伝達しコ

ピーの学校や園をつくっていくのではなく、やはりそれぞれの自立的なために大綱化するのだとい

うメッセージが必要かと思います。以上です。 

○無藤座長 基本ラインをありがとうございました。 

 まだ、いろいろおありとは思いますが、議論の続きはまた次回にゆだねたいと思います。今日も

十分、今後のための貴重な御意見が出たかと思います。ありがとうございました。 

本日の議論を整理した上で、こども指針（仮称）の策定のための論点について協議をまた進めてい

く所存でございます。 

 次回の日程はまだ決まっておりませんので、追って事務局より御連絡を差し上げたいと思います。 

 それでは、おおむね時間でございますので、本日の会合はここで終わりとさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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