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平成 29年度第 2回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

 

１ 日時 

平成 29 年 6 月 19 日（月） 14 時 30 分から 17 時 00 分まで 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎 6－A 会議室（大津市松本一丁目 2 番 1 号） 

３ テーマ名 

幼児期の育ちにふさわしい環境について～自然や暮らしのなかで育つ幼児教育「森のようち

えん」の取り組みから～ 

４ 参加団体 

(1) NPO・関連団体等関係者 

仰木・里山ようちえん えくぼ 

森のまんまるようちえん 

くぬぎの森のようちえん 

つながる子育てたかしまおさんぽ会 

ながはま森のようちえん 

日本労働者協同組合連合会センター事業団関西事業本部（ワーカーズコープ） 

高島市 子ども未来部 子育て支援課 

(2) テーマの提案者 

せた森のようちえん 

(3) 県関係部局 

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課 

滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課 

滋賀県 健康医療福祉部 子ども･青少年局 

滋賀県 教育委員会事務局 幼少中教育課 

滋賀県 教育委員会事務局 生涯学習課 

(4) 事務局 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1) テーマ提案者（せた森のようちえん）からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 

○森のようちえんがまだ地元滋賀になく、新規に立ち上げ 6 年になる。その後できた、森の

ようちえんのメンバーとネットワークを作った。教育現場では、平成 8 年あたりから、生

きる力が大切だと言われるようになった。社会の変化は加速的に進み、将来の予測が難し

い社会において生きる力がますます重要になると指摘されている。 

主体的に取り組み、自ら問いを立てて対話をしながら問題解決に向かっていくという学
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び方が大切。いわゆるアクティブラーニング。幼児期はこれが全てといっても過言ではな

い。また、そうした学び方が学齢期においても大切だといわれている。 

これからはなお一層、知識だけを覚えるのではなく、いかに知識を活用して考えを表現

していくかが問われる。幼児教育という立場でも、さらなる質の向上が必要。幼児期の教

育は社会的に理解が進んでいない。 

幼稚園の教育要領の改訂のイメージでは、幼稚園は、小学校の内容を先取りするという

ものではなく、環境を通して、それも自発的に遊ぶ中で、小学校以降の学びの土台になる

体験をたくさん積んでいくのが幼児期だという認識は変わりない。教師の仕事は、子ども

が自ら動けるように環境を整え、一人ひとりをよく見て、何が必要であるかを見極め、手

立てを講じていくこと。こうした教育をしていくのは、高度な専門性が必要。 

生活体験の不足、外遊びの減少、自然と触れあう機会の減少といった課題もある。火を

見たことがない子、水道の前で手を差し出しているだけの子、魚が切り身で泳いでいるよ

うな絵を描く子に出会ったことがあるが、そのような子に出会うと直感的に「これはまず

い」と思う。 

人間はやはり頭で理解するよりも、やってみて覚えたことの方が身になるし、幼児期は

とくに五感を通じて体験をする時期。したがって、経験が「0」か「1」かの差は大きい。

体験が豊富な子どもほど自己肯定感も高くなっているというデータもある。 

「森のようちえん」は、簡単に言うと、デンマークで一人のお母さんが始めたとされて

いる。ドイツで国が認可する幼稚園として広まったことで世界中に広がっている。 

（日本では）、園舎をもたない場合が多く、認可園にはならない。そのような認可園との

区別もあって森のようちえんの「ようちえん」はひらがな表記となっている。 

森のようちえんの 2 つの特徴である、「主体性を大切にすること」も、「自然の中で過ご

すこと」も、認可園でも大切にされることだが、スケールに差があると思う。とことんこ

れができることが最大の魅力である。 

具体的には、その日何をするのか、どこに行くのかなどをみんなで意見を出し合って決

める。そして、歩いて行くうちに出会うものから、自然と心が動いて体が動きだすことを

大事にしている。魅力的な粘土や木に出会い、心が自然に動き出す。そうやって、やりた

いことをする。しかし、それが相手とのコミュニケーションの中で思い通りにならなかっ

たりして、葛藤し喧嘩もしてぶつかりあうという経験を大事にしている。そういう時間を

保証してあげるのが大人の役割と思う。とにかく解決していくのは子ども自身。 

もう一つの特徴は、自然のなかで活動すること。これが思ったよりも凄いことで、命に

たくさん出会う。例えば、トンボが羽化するところをじっと 2 時間くらい見ていられる。

キツツキが子育てしているところを偶然見ることもできる。 

こっちが生き物の世界にお邪魔しているという感覚。これは自然の中でこそ。スズメバ

チやマムシなど怖いものがいるが、それは生態を知ることで、必要以上に怖がらないで対

処するようになっている。また冬の池にはまった子は次の日、着替えを自分で考えて３セ

ット用意したりする。 

日本の森のようちえんは田畑での活動を取り入れることが多い。子どもが手でできるこ
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とを求めて行くと必然的に一昔前の機械を使い、触れる事になる。生活の知恵が詰まり、

豊かさも一緒に学んでいる。 

滋賀県の森のネットワークの概要について、平日クラスは 3 歳から 5 歳の子どもたちが

週 3 日から 4 日過ごしている。6 団体で共通なのは親子クラスで、とてもニーズが高い。

高島市や余呉では認可園の活動を今年度から始めている。 

私たちの活動の課題は、運営基盤の脆弱さ。単なる任意団体であり、それぞれ個別に運

営している。教育事業は受益者負担だけで運営できるものではない。ハイリスクですし責

任のあるこういった活動が不安定な運営であることは良くないと思う。 

また、活動自体に社会の理解がないため信頼が得にくく、母親に強い希望があっても父

親とか祖父母に理解してもらいにくいことがある。また、こういった活動を認可園でしよ

うとしたところで、一度にたくさんの人数を一人であずかる現場であり、なかなか難しい

と思う。また、認可園の先生方の仕事の煩雑さは凄く、新しいものを取り入れるというこ

とは厳しいと思う。突き詰めると日本は教育投資が低いという話にもなると思う。 

提案に向けては、現在の枠組みのなかで、協働できることにはどのような事があるかと

いうことと、もう少し中長期的に一緒に考えていけることとがあるのではないかと思って

いる。 

先進県の取り組みとして、日本で初めて資金面の制度を作ったのは鳥取県。長野県は、

「信州やまほいく」という形で取り組んでいる。もともと野外保育連盟があり、認可園も

含めた形で制度を作っている。資金面の補助は今年から始まるとのこと。 

長野県での印象的なお話は、認可園の先生も森のようちえん側も、大切にしたいことを

突き詰めていったら、当たり前だが、子どもの幸せを願っているのは同じであり、そうい

う話合いの場を行政が作ったと聞いている。そこで、互いの理解が進んで、制度作りの道

筋ができたと聞いている。 

また、「日本創成のための将来世代応援知事同盟」からは、森のようちえんは多様な保育

と地域の活性化につながるものであることから、支援制度の構築が提言されている。 

地方議会とか国会での質問などでも取り上げられる回数も増えてきた。また、森林行政

においても教育機関との連携も拡充されていくと聞いている。 

私たち「滋賀森のようちえんネットワーク」としても、シンポジウムを開いてみたり、

研修会をしたり安全講習を開催しているが、こういうところに県の後押しがあったらうれ

しい。滋賀県の未来を担う子どもたちが、これからの社会を生き抜く力を育んでいけるた

めに、「滋賀らしい教育」として、必要な枠組みをともに考えていければうれしい。 

 

(2) 対話・協議の内容 

○現状と課題があってそれを、最終的に解決していくために協働という視点のなかでどうい

うものや形態を目指せば、課題が解決されるのだろうと議論するのがこの場での目的。そ

う考えると、色々な先進的な取り組みを紹介いただき、その中で、援用可能な新たな取り

組みも紹介いただいた。可能かどうかは別として、「こういう枠組みが、滋賀県にもあると

良い」との考えはありだと思う。その辺を少しお話頂きたい。課題と目指すべき目標に対
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して、どういう点がクリアしなければならない問題なのかということについてお話頂きた

い。 

○「びわ湖の森のようちえん」で集まっているが、自由に想像力を働かせて話し合っている

という段階。こういう場に出席して、見識を広げ、可能性を広げてみたいと思っている。

個人的には長野県の取り組みが教育現場のどんぴしゃのところと思う。 

○そういう意識のもとで、制度をつくって行こうとした場合に、何が問題になるのかご意見

を頂きたい。意見ですから正解も不正解もない。 

○まだまだ認知が足りないと思う。今日はこれだけの人がお集まりいただけた。より多くの

人に知ってもらえるテーブルを一緒につくりたい。具体的には啓発フォーラムみたいなも

のまで、次のステップとしてできたらいいなという希望をもっている。 

○自然のなかで育つということが、子どもたちを凄く輝かせるんだということを実感してい

る。体験学習とか滋賀県は環境県とか言われている。しかし、いろいろ自然のなかに連れ

出す企画はあっても、そこで育てることが、やはり少ないと思う。公立の園や保育所の先

生方の思いはあっても、ルールにしばられてなかなか外へ連れ出せないと聞きている。子

どもが低年齢なほど、もっと自由な発想のなかで自由に自然と関われる場を増やしたい。

そのために、長野県みたいな制度ができればいいと思っている。そこへ行くまでに、もっ

と緩く、今現在ある公立の幼稚園や保育園と交流しながら、道を開いていきたい。 

○幼児期に一番大事にしたいと思ったのは、その子の根っこを育てるということ。根っこと

は自己肯定感だと思う。どの幼児教育でも、小学校でも中学校でも、教育に関わる方たち

はみんな、子どもに幸せになって欲しいと思っている基本的なところは変わりがないと思

う。だから、森のようちえんだけが良いからこれを薦めようというのではなく、もう少し

基本に立ち返ったところから、本当に一番大事なところの話について、これからお話が膨

らんでいくのを楽しみにしている。皆さんとこの場でお会いできて、ご縁のできた、皆さ

んとのつながりの場だと思う。 

○つながりというところが大事だということか。 

○そのとおり。保護者や、現場に関わっている人間だけでは伝えきれない部分がたくさんあ

る。今回行政の方たちと一緒にできるというのは、一気に大きく伝わるチャンスだと思う。 

○ワーカーズコープは、子育て支援をかなりしていて、滋賀県でも草津、甲賀、栗東、高島

で学童保育、児童クラブなどをしている。しかし、どれもコンクリートの中の支援という

か子育てになっていて、子どもがどんな環境で育っているかというのは、非常に危惧する

ところ。私たちは、方針として、共に生きるということと自然感を掲げている。子どもへ

の支援でいうと、子どもに大地を取り戻すということをしていきたいと思っている。 

森のようちえんで言っているところの、森との一体感とか自然との一体感、夢中になっ

て里山とかで過ごせるというのが、琵琶湖、里山で囲まれた滋賀だからこそできることで

はないかと思う。 

鳥取県で森のようちえんをしたいと取り組んでいるところがある。鳥取県は先ほどもお

話にあった通り、もう認証制度があるが、いざしようとすると、園舎が必要であるなどの

制度上の縛りがあり、すぐにはできない状況。その意味で、（認証制度という）支援はあり
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がたいが、縛りがきつくなるのは困ると感じる。認可外でも補助がもらえるような内容が

よいと思う。 

○取り組みの素晴らしさを、制度や予算を作る方に、どう発信していくかが課題だと思う。

ニーズについても、こちらがいくら良いと伝えても、サービスを受ける方とチャンネルが

あっていなかったら、その良さが伝わらない。 

○森のようちえん、幼児教育について、滋賀県内で目指して行くべき姿について、やはり鳥

取県や長野県のような制度の設定が、ゴールになると思う。そのためには認知が足りない

と感じている。認知が足りないのは、森のようちえんに限った話ではなく、滋賀県内は環

境教育が充実していて、うみのこ、やまのこや冒険遊び場もたくさんあるが、やはり、あ

まり知られていない。滋賀県内のどこで誰がどんな活動をしているのか、それを私たち自

身が、はっきり把握できていない。森のようちえんが活動している場所を伝えることから

全体的な認知を進めていくといいと思う。 

○子育ては、家庭が基本だと思うが、森のようちえんが補ってくれることがたくさんあると

思う。一般の幼稚園、保育園のほかに、森のようちえんという選択肢があるということの

認知度を上げる活動をできると良いと思う。 

○認定こども園で働いている若い先生たちを見ていて、もったいないと思うことがある。子

どもが好きで、子どもと一緒に成長していきたいとか、子どもに携わりたいという思いを

持って現場にくる。しかし、習ったことと現実とは違っていて、若い先生たちは子どもと

の関わり方が身についてない。そこを教えてもらえる環境ではなかったという点が残念。

その若い先生たちに、私たちの活動に来てもらって、育ちというのはこういうことだとい

う事を分かってもらいたい。私たちが園に行って、育ちとはこういうことだと伝えて行き

たい。 

○森のようちえんは大事だと思う。それを分かってもらうために、認知と周知が必要。そし

てその認知と周知をしてもらったことで、行政とつながり、こういう場ができた。こうい

う場で出会った方たちとつながることで、発信力、つまり森のようちえんがあることを発

信する力になると思っている。こういう場は大事で、つながることができればよいと思う。

地道に地域の方と出会って、その人とつながっていくということはできるが、たくさんの

人に周知するのは難しい。周知ということでは、行政を含めていろいろな方とこういう場

所でつながっていけたらいいと思う。 

○森のようちえんに休日クラスだけ行っていた方で、今年は行くかどうか迷っているという

方がいる。それは遠いからであり、交通手段も課題と思う。 

森のようちえんでは、例えば子ども同士がいくら喧嘩しても、それが子ども同士が距離

を取っていく学びだから、大人は口をださず、子どもを信じて見守るという体制。しかし、

公立の幼稚園、保育園では、基本的に子ども同士が喧嘩したら親がとめるとか、木は危な

いから登ってはいけないとかそういう決まりがあるらしい。森のようちえんを知っている

分、公立の幼稚園、保育園の子どもものびのびとさせてあげたいと思う。公立の先生に森

のようちえんのことをもっと知って欲しい。森のようちえんで公立の先生に勉強して欲し

いというおかあさんもいる。 
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長野県では、森のようちえんに限らず、いろんな団体を県が認可しているというお話が

あった。周知の面でも、県が認可していると、保護者もここに通わせてもいいと思える。

そういう広報とか周知における県のバックアップは大きいと思う。森のようちえんの存在

等を知らない方が多いし、次にそういう任意団体に預けて安心かという懸念がある。県が

紹介し、通わせていいという事を、任意団体や認可園に限らずそういう取り組みを実施す

る園にお墨付きを与えるような支援があればいいと思う。 

○一般の保育園等でも、最近は少子化が進んでいるので、色々な特色がある保育園が増えて

いる。それによって先生の勉強量が増えている。子どものためにと思って一生懸命頑張っ

ておられる先生方はとても多いが、その前に安心安全であることを大事にされているので、

子どもをダイナミックに遊ばせてあげられないという課題があると聞いた。 

そのなかで、森のようちえんは大きい公園で遊んでいるだけにみえて、総合教育ができ

る場なのだと思う。また、子どもに主体性がうまれ、それぞれが自ら解決できるようにな

るのだと、子どもを通わせていて思う。なまた、民間の幼稚園やその保育園の先生に知っ

てもらい、森のようちえんにしかできないというのではなく、どこの幼稚園に行ってもそ

ういういい活動ができることが、一人一人の子どもたちにとってはいいと思う。 

○私はもともと自然観察指導員をしていたので、自然のことを教えるという立場で子どもた

ちに関わっていた。ところが、森のようちえんに出会って、幼児期というのはおもいっき

り遊ばせることが必要だということを勉強した。公立の園にも保護者として、ボランティ

アとして関わって、すこし自然の中で遊ぶ活動というものをしたら、大変よかった。そこ

で、高島市に「こんな活動しませんか。」と要望したところ、非常に興味を持っていただき、

今年度、予算をつけていただいた。公立の園だけですが、市と協力しながら円滑に進んで

いる。これは保育士の意識改革にもつながっている。真剣に森のようちえんを運営されて

いる方々のお話を聞くと、公立園に通っている全ての子たちにこのような体験をさせたい

とおっしゃっている。行政の方にはそういう声を拾っていただいて、行政と民間の役割を

作っていけたらと思う。 

○お話を聞いていて、認知と周知であるとか、幼稚園のあり方というお話が多かったので、

違う視点から、お話しさせていただく。私は、滋賀県出身ではなく、滋賀に引っ越してき

た。滋賀はいいところだと最近思う。真ん中に琵琶湖があり、身近に自然があって、森が

あり山がある。それをいいと思って活動している人と、全然気にしてない人とに分かれて

いる。知っている人はいいとして、知らない人にどうやって知ってもらうかを考えたとき

に、環境県という事をもっと活用すれは良いと思う。子どもの頃から、滋賀はこういう所

だという体感を得ていけば、自分が育ってきた所はこんなに素晴らしい場所だと感じて、

それが自信につながっていくのだと思う。そういう部分で行政の支援があればとても心強

い。 

○森のようちえんに子どもがお世話になってから、子どもたちがいきいきと走り回って、あ

りのままの自然でそのままの姿でいるのを見て、子育て観が変わった。私のような知る機

会がなかったお母さん方にもっと知ってほしい。地域の子育て支援センターに不満がある

わけではない。建物のなかで出されたおもちゃで遊ぶことに不満があるわけではない。そ
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ういう世界しか知らないということ。森のようちえんに出会う機会がなく、本当に口コミ

だけの世界だと思う。行政が入ってくれれば、森のようちえんに出会う機会が増えると思

う。 

○森のようちえんは子どもが小さい時に知って、気になっていた。やはり、幼児期の子育て

は大変なことが多い一方で、親の愛情を十分感じて、心の根っこを育てる大事な時期。生

きる力をつけるのに今しかないという時期だと周囲からも聞くし自分もそう感じていた。

それまで認可の保育園に行っていたが、認可外の森のようちえんに行くことは、家族や両

親など周囲を説得するのが大変だった。実際行かせてみるとそれほど悩む必要がなかった

と思う。自然のなかで四季を感じ命に触れることで、子どもの心がゆったり、のびのびと

達成感を味わっているのを日々感じる。しかし、認可園ではなく、森のようちえんがどん

なところで、どこにあるのかという事になると全然知らない人が多い。認可じゃなく支援

がないので、敷居が高い状況になっていると思う。支援があれば気軽に訪れる人も増える

と思う。認可になるといろいろな制限があるというのでは、運営の本来の目的と合致しな

い部分がでてくると思う。幼稚園とか保育園の先生も森のようちえんのことを知って欲し

いので、先生が相互交流できるような研修制度であったり、行政がからむ支援制度が必要

だと思う。 

○自然が非日常で遠ざかっているので、私たちは山が怖いと感じる。自然のなかで遊ぶのも

大切であるが、危ないことや危ないものをどうやって、みんなで取り除いて行くかという

事を考える応援団が良いと思う。 

○次は制度についてお話を伺いますので皆さん考えておいてください。 

 

【5 分休憩】 

 

○先ほど皆さんからお聞きした意見を集約すると、まず、周知もしくは認知であり、そして、

そこからいろいろとつながっていく。ネットワーク化ということ。また、公教育との連携

というところも必要ではないかという話があった。それを、実現するためには長野県型の

ような、支援制度から始めるのがよいのではないかという意見があった。支援制度を作る

と言うことは、ある意味一定の基準を作るということになるので、縛りができるという懸

念があると思う。逆にいうと、一つの認証を、お墨付きを与えるということは、森のよう

ちえんの公共性を高めていくことになろうかと思う。今後の可能性を探るということで、

それぞれの立場からどのような点をクリアしていくのが大事なのかというについて、ご意

見を頂きたい。 

○現在、県では環境レイカーズと契約し、一緒に年間 5 つの保育所、幼稚園を対象に、そこ

の園の先生とその周りの先生、毎回 5 名から 10 名ぐらいでの学習会をしている。例えば、

環境レイカーズとの取組の他にも認証制度を設けて、自然保育を教えることができる方の

リストを作ることにより、自然保育が発展していくことができればいいと考えた。 

○クリアすべき課題として行政の側として一番感じるのは、必要性は理解できるが、意外に

活用しにくいこと。市町が取り組む事業となっており、連携する先も市町になってくる。
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だから、県が良いと言っても、そう単純ではない。 

自然のなかでの保育には学びがあるということはよいが、それを本当に担保できるのか

という点は難しい所だと思う。預けた人はそこでいい経験をされているので、「大変良い」

と言われるが、それの伝え方が一番難しいと思う。例えば認可保育所でも配置基準などが

決まっている。それだけではもちろんだめで、研修もしっかりと実施するなど、色々なこ

とが必要となる。ではそこを、先ほどお話しのあった自由度の部分と折り合いをつけて、

どの程度担保できるのか。それから、たとえば YMCA もいい活動をしているが、ではそれ

の年少版はどうなのか、補助するのかという点もある。 

周知の方法として、シンポジウムもあると思う。 

4 歳以上になると、90％以上が保育所か幼稚園のどちらかに通う。4 割くらいが保育所

で 6 割くらいが幼稚園。保育所か幼稚園の先生たちが、野外に連れ出すなかでいろいろな

学びをするという方法が既存の制度を活用するという点ではよいと思う。 

周知の部分でいうと、本当に良いということは、皆さんから伝わってくるが、市町に伝

えていく際に、担当部局が森林部局のところもあれば、子育て企画もあれば、人口減少対

策の企画部門の場合もある。そこにどのように伝えていくのかが一番大変。行政としての

地域への責任もある。実体験の大切さについて、保護者への PR の部分と市町への PR の

部分と、実体験を大切に思っている人たちのネットワークをどうバインディングしていく

かが大事だと思う。 

○うみのこ、やまのこ、たんぼのこ、さらにはホールのこ、中学生で職場体験の 5 つの体験

をセットで幼小中教育課で管轄している。公教育のなかで「たんぼのこ」を実施して体験

していく。「やまのこ」は森林政策課と協力しながら、自然体験をとりいれていく。「ホー

ルのこ」はびわ湖ホールで本物の演奏を聴くという体験をする。 

「認知」について、その認知のいく先になにが期待できるのかということ。所属されて

いるお子さんが増えることが目的なのか、こういった取り組みをする事業が増えていくこ

とが目的としてあるのか。またつながりというのは、そういった活動をしている方同士が

つながっていくことが目的なのか、子どもたちが地域とつながっていくことなのか、色々

なたくさんの意味があると思う。 

○生涯学習課では自然体験学習の指導者の研修を行っている。この前は、安全管理について

の講演があった。やはり、家の人は、「安全管理は大丈夫だろうか。」と心配される。森の

ようちえんの良さは今お聞きして、よく伝わってきたが、やはり、安全面のことも大事で

あり、自然体験活動は必ず危険と隣り合わせだと思う。それに気をつけながら子どもが活

動するのも勉強の一つだと思う。 

○幼稚園にもいろいろあって、やはり市町ごとに自然豊かな地域もあるし、幼稚園の横に小

さな森があり、そこにお出かけ保育をしているとか、あるいはすぐそばが小学校で交流し

ているとか、園によって特色ある保育をされている。いろんな保育のあり方があり、授業

において、小学校と幼稚園とのつながりの部分にスポットをあてて取り組んでいるものも

ある。園の先生方を対象に研修会も開催している。もしなにか関われるとして、そういう

場に森のようちえんの先生が来てもらうといったことが考えらえる。 
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○森林政策課は、やまのこ授業という小学校 4 年生向けの森林体験学習に関わらせていただ

いている。受け入れている施設の方が、「子どもがマダニにかまれた」といって、保護者か

らおしかりを受けるというような事もある。ここに来てくださっている方は、それも含め

て森であるという考えをお持ちなのかもしれないが、逆に私たちは「怒られてどうしまし

ょう。」と受け入れ施設の方から言われているのが、悩ましいところ。これを踏まえ、「認

証」ということになってくると、解決しなければいけないことがたくさんある。 

たちまち何かできることを考えると、森のようちえんの活動を拡大していくときに「フ

ィールドがない、もっとフィールドが欲しい。」ということであれば、お手伝いできると思

う。例えば鎮守の森みたいなところもあるでしょうし、県で持っている森林公園みたいな

ところ、市町が管理をしている里山に近いところ、それから自治会などで整備されている

ところもあるので、そういうところにお繋ぎすることが、ある程度できる部分だと思う。

また、「森づくりネット・しが（http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/moridukurinet/）」

というホームページを森林政策課は持っている。そこに 70 数団体が登録をしていただいて

いる。お近くのところでこんな団体がこんな近くにあるというところから、つながりをも

っていただけると思う。そして、そこを活動フィールドにしていただき、広がりを持って

頂くこともできる。これなら、一番取り組み易いし、「滋賀森のようちえんネットワーク」

さんも「森づくりネット・しが」に参加していただくことでしたら、それこそ、すぐにで

もできると思う。 

長い目で普及ということを考えると、県で持っている施設を、活動に使っていただける

と思う。試行錯誤的に、皆さんでやってみようという事であれば、私どもの持っている施

設や市町の施設で取り組まれることは、それほど難しい事ではないと思う。 

○高島市は、自然豊かであるが、ただそれを子どもたち、保護者、保育者が生かせているか

といったら必ずしもそうではないと思う。保育に関しても、気持ち起こしの保育を大事に

した保育を公立、私立、幼稚園、保育園、認定こども園一緒にやっていこうという取り組

みをしている。その中で、今年度から、里山遊びの事業を高島市の事業として始めた。始

めたばかりで、なにも結果はわからない状況であるが、いくつかの園が実施している。ス

タッフに丸投げという形ではなく、園も保育者も一緒に里山のスタッフと事前打ち合わせ

をしてから活動し、振り返りの時間も一緒に話し合いながら進めている。その中で、自然

に身をゆだねて、心を揺さぶられる子どもたちの様子を、担任の保育者が目の当たりにし、

保育者自身も新たな気づきをしているところが、活動記録簿ではよく現れている。それは、

子どもを見る目とか視点とか新たな保育者の気づきであり、それが保育の質の向上につな

がっていくのかと思っている。すぐに効果が現れるものではないし、点数がでてくるもの

でもないが、この地道な取り組みがつながればと思う。 

○どれくらいのことを認知してもらおうと想定しておられるのか。とりあえずこういう活動

をしているし、協働プラットフォームにも来ているので、これを県から広めてほしいとい

うのがまず一つなのか。あるいは、ある程度次の段階に行ったときに、こういう基準を満

たした団体を正式に認めていってほしいというところまでを目指しているのか。 

○今、明確にこれと思っているわけではないが、認証制度が色々でてきている。なぜ制度が

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/moridukurinet/
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必要かというと、継続していくにあたり、ころころと（行政の）担当が変わると、つなが

っていかない問題が大きいと聞いている。 

そういうことから制度化して欲しいと思う。制度ありきで私たちも動いている訳ではな

いが、認可園の子どもたちに、森のようちえんの情報を届かせたいという思いがある。森

のようちえんが良いと言えば言うほど、普通の園を否定するようなことになりかねないと

思っているが、それは本意ではない。まったく逆のこと言うが、私たちは変わった保育を

しているという意識はない。まっとうに幼児教育をしているという認識であり、幼児教育

に対する社会全体の理解が追いついていないと思っている。 

○認知という言葉について、一つはここにこれがありますという広報、PR の部分。そして、

こういう自然の中で育てるということの価値、私たちは良いものだと思っているが、そう

いうことに気づいていない方も多い。だから二つ目は啓発という部分。広報と啓発との両

方を進めていきたい。 

○自然の中で子どもたちを育てると言うことを滋賀県が、もっと取り組んでいかなければい

けないと思っている。そのひとつとして、「森のようちえんを利用しませんか」とか、「一

緒に取り組みませんか」とか、「自然の中に親子を呼び込む方法を模索しませんか」という

気持ち。 

○森のなかで子どもたちが育つことをちょっとしたきっかけで、その良さがわかってもらえ

る。でもその良さは普通ではないとよく言われる。認可されておらず、無認可なので選ぶ

対象にしてもらえない。それを、保護者に選ぶ対象にしてもらえるようになったらいいと

思う。 

○私たちが公立園で活動しているとき一番怖いのが、保護者の顔が見えない、保護者の理解

が 100％得られていない状態で、里山遊びをしている点。自然の中で遊ばせることが大事

だと思っている保護者に対してではなく、そんな所へ連れて行かなくていいと思っている

保護者の方に、認知して欲しい。 

○保護者の方に広く知っていただきたい。それをきっかけに行政の方にも関心を持ってもら

いたい。あと、地域の人。お年寄りの方から、「昔は外で遊んでこんなことがあった。」と

よく武勇伝を聞くが、では、お孫さんに同じ事を薦めるかというと、「そんな危険なことは

だめだ」とよく言われる。それをこういう場で資料と共に説明するのと同時に実際してい

ることを見てもらって周知していくのが良いと思う。 

○皆さんの思いを私なりにまとめると、第一段階では、皆さんそれぞれの地域で、活動して

おられるが、皆さんが集まる機会がまずなかった。みんなバラバラで活動されていたのか。 

○ネットワークはあった。 

○それが、県という行政と一緒の場で話すというのは初めてで、こうした所から情報を発信

していくことは第一段階としてできる。その次に施策として考えると、先進的な取組をし

ている鳥取県や長野県だと、そういった認可制度とか認証制度ができていて、かなりハー

ドルが高い。だが一部、高島市の子育て支援課の取り組みがある。一部分のフォローであ

ればやっている。大事なのは高島市が、まさにそのメニューを考える時から、協働作業し

ておられるところであり、これは立派な政策としての協働と考える。こういったことを実
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施し、一つずつステージをあがっていけば、統一した基準がある程度できると思う。もち

ろん最初は、縛り無しで、色々な地域から同時多発的に各地域でできてくるのはいいと思

う。しかしある程度の基準を作って担保していくということは、最終的には政策としては

避けては通れない。そういうときに皆さんが意見を出せばいい。皆さんの経験の中から、

最低限こういうことはクリアしなければ、いくらやりたいといっても、公的な団体として

認証はできないだろうという基準を作っていけばいいと思う。そういう面からしてもこう

いう一堂に会した場というのは大事だと思う。 

 

（終了） 


