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「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の 

 次期学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（平成２８年１２月） 

 これまで（１０年ごとの改訂） 

・知識基盤社会でますます重要になる子供たちの「生きる力」 

・学力については「ゆとり」か「詰め込み」かの二項対立を乗り越え、基礎的な知識及び技能、思考力、
判断力、表現力等及び主体的に学習に取り組む態度という学力の三要素のバランスのとれた育成 

 

 これから（今回の改訂：２０３０年の社会と子供たちの未来） 

・情報化やグローバル化、人工知能やインターネットといった社会的変化が、人間の予測を超えて加速
度的に進展。 

・子供たち一人一人が、予測できない変化に受け身で対処するのではなく、主体的に向き合って関わり
合い、その過程を通して、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身
に付けられるように。 

・全く新しい力ということではなく、（詰め込みからゆとりへ舵がきられた平成元年の改訂以降）長年
育成を目指してきた「生きる力」を改めて捉えなおす。 

・「社会に開かれた教育課程」の実現 

 

１．子どもをとりまく環境と教育改革の方向性 



 
 
 
 
 

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じて
よりよい社会を創るという目標を持ち,教育課程を介してその目標を
社会と共有 

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い
関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能
力とは何かを、教育課程において明確化し育む 

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、
放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校
教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携し
ながら実現 

 
 
 
 
 

① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標
を踏まえた教科等横断的な視点で、その目標の達成に必要
な教育の内容を組織的に配列 

② 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現
状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を
編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクル
を確立 

③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域
等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わ
せ 

 
 
 
 
 

① 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性
と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の
学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」 

② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え
方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める
「対話的な学び」 

③ 各教科等で習得した概念や考え方を活用した「見方・考え
方」を働かせ、問いを見いだして解決したり、自己の考えを形
成し表したり、思いを基に構想、創造したりすることに向かう
「深い学び」 

学習指導要領・幼稚園教育要領改訂の方向性 
（イメージ） 

（教育課
程での
学び） 

学校
教育 

（社会の状況） 

 グローバ ル化の進展 

 社会の加速度的な変化 

 将来の予測が難しい社会 

 社会で自立的に生きるために必要な

「生きる力」を育む 

 その為、学校教育を学校内に閉じず、

「社会に開く」視点から改善 

  双方向の学びを通して 
学校教育で育む、３つの「資質・能力」 

改訂の基本方針の方向性 
「社会に開かれた教育課程」の実現 

（実生
活・実社
会） 

人生・
社会 

学校教
育の改
善の主
な方向

性 
上記の
「資質・
能力」
を育む
ための 

①「アクティブ・ラーニング」 
（主体的・対話的で深い学び） 

の視点から、「学び方」を改善 

②「カリキュラム・マネジメント」の視点から
教科横断的・地域資源活用志向の「学びの枠組

み」に改善 

③「社会に開かれた教育課程」の 

実現に向けて 学校と地域が連携 
・協働した「学びの体制」に改善 

中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の次期学習指
導要領等の改善及び必要な方策等について」（平成28年12月21日）をもとに、国土緑化

推進機構で作成 

①生きて働く「知識・技能」の習得 

②未知の状況にも対応できる 
「思考力・判断力・表現力等」の育成 

③学びを人生や社会に生かそうとする 
「学びに向かう力・人間性」の涵養 

（引用）国土緑化推進機構  

 政策企画部課長木俣氏 

 北海道議会発表資料 



学習指導要領・幼稚園教育要領改訂の方向性 
（イメージ） 

○ 幼稚園教育要領は、これまで「環境を通して行う教育」を基本とし、幼児の自発的な活動としての遊びを中心とした生活を通して、一人一人に応じた
総合的な指導を行ってきたところ（中略） 

○ 一方で、社会状況の変化等による幼児の生活体験の不足等から、基本的な技能等が身に付いていなかったり、(中略）課題も見られる。 

○ また、近年、国際的にも忍耐力や自己制御、自尊心といった社会情動的スキルやいわゆる非認知的能力といったものを幼児期に身に付けることが、
大人になってからの生活に大きな差を生じさせるという研究成果をはじめ、幼児期における語彙数、多様な運動経験などがその後の学力、運動能力
に大きな影響を与えるという調査結果などから、幼児教育の重要性への認識が高まっている。 

○ さらに、平成２７年度から「子ども・子育て支援新制度」が実施されたことにより、幼稚園等を通じて全ての子供が健やかに成長するよう、質の高い幼
児教育を提供することが一層求められてきている。 

○ このため、前述のような研究成果や調査結果を踏まえつつ、幼稚園のみならず、保育所、認定こども園を含めた全ての施設全体の質の向上を図っ
ていくことが必要となっている。 

【現行幼稚園教育要領等の成果と課題】 

○ 幼児教育は、幼児の自発的な活動としての遊びを中心とした教育を実践することが何よりも大切であり、教員は、幼児の自発的な遊びを生
み出すために必要な環境を構成することが求められる。 

○ 特に、近年、少子化や都市化等の進行によって、友達との外遊びや自然に触れ合う機会が減少してきていることから、教員は、戸外で幼
児同士が関わり合ったり、自然との触れ合いを十分に経験したりすることができる環境を構成していくことが重要となってきている。 

○ 先に述べた幼児教育において育みたい資質・能力は、このような遊びを通しての総合的な指導の中で一体的に育んでいくものであり、これ
まで幼児教育において大切にされてきた社会情動的スキルやいわゆる非認知的能力といったものの育成も含め、以下に述べる教育内容等
の改善を通じて更に充実を図り、小学校以降の学びにつなげていく必要がある。 

【資質・能力の育成に向けた教育内容の改善・充実（抜粋）】 

※：中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の次期学習指導要領等の改善及び必
要な方策等について」（平成28年12月21日） 

（引用）国土緑化推進機構  

 政策企画部課長木俣氏 

 北海道議会発表資料 
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①データでみる青少年の体験活動 （国立青少年教育振興機構） 

★「トンボやセミをとったこと」が一度もない ２８．４％ 

★「リンゴや梨の皮をむいたこと」が一度もない ５５．１％ 

★３２年前との比較「ほとんどしたことがない」ほとんどの項目で増加 

「青少年の体験活動の評価・顕彰制度に関する調査研究」平成２６年 中学生） 

★日本の高校生は自己評価が４か国と比べると低い。 

 「自分はダメな人間だと思うことがある」７２．５％ ４か国で最も高い。 

★自然体験の豊富なものは、正義感・思いやりに基づく行動が多く、自尊感情や自主自立の意識が強
い傾向 

「高校生の生活と意識に関する調査報告書ー日本・米国・中国・韓国の比較ー」（平成２７年８月） 

★子供の頃、家族の愛情・絆を基盤に、遊びに熱中するなど様々な体験をした人ほど、自己肯定感が
高く、へこたれない大人になる。 

「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究」（改訂版平成２９年５月） 

⇒ 幼児期は特に「体験」を通して学ぶ時期 

子どもをとりまく環境の変化 







２．自然や暮らしのなかで 

     主体性を大事にする保育 

①「森のようちえん」とは 

 自然体験活動を基軸にした子育て・保育、乳児・幼少期教育の総称 

 

「森」は、森だけでなく、海や川や野山、里山、畑、都市公園など、広義にとらえた自然体験をす
るフィールドを指す。 

「ようちえん」は、幼稚園だけでなく、保育園、託児所、学童保育、自主保育、自然学校、育児
サークル、子育てサロン・ひろば等が含まれ、そこに通う０歳から概ね７歳ぐらいまでの乳児・幼少期の
子ども達を対象とした自然体験活動を指す。 

 

ドイツの「Wald Kindegarten」＝「森の幼稚園」 と翻訳される 

 

 
   

（引用）森のようちえん全国ネットワークWEBサイト 



（引用）森のようちえん全国ネットワークWEBサイト 

日本の森のようちえんの形態 

１．幼稚園・保育園・ 
認定子ども園 

自然散策や遠足、 
お泊まり保育、畑の活動などの 

自然体験活動 

２．自主保育や共同保育、 
育児サークル等 

野外を中心とした自然体験を 
意識した保育活動など 

３．認可外保育施設・ 
NPO法人等の 

幼児教育・保育活動団体 

自然体験を意識した 
幼児教育など 

 
４．自然学校・自然体験活動団体 

青少年教育・社会教育施設 

週末や長期休暇等に行う 
さまざまな野外活動プログラムを 

活かした幼児教育など 
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★豊かな自然の中で屋外体
験活動を通じて心身を育む
「森のようちえん」 
 

★子どもの主体性を重視し、
友達との遊びや自然体験を通
じて自分で考え行動できるよ
うにする欧州発祥の幼児教育。 



②「森のようちえん」の特徴 

１．主体性を大切にするということ 

              ～幼児教育として 
  「子どもが 自分たちで 生活をつくっていけるように」（せた森） 

  「子どもたちが 自分の心で感じて、自分の頭で考えて、自分の足で   

   歩いていくために、子どもたちの自主性を引き出しながら、 

   子どもを信じて待つ、見守り保育を実践する」（仰木・里山えくぼ） 

 

２．自然や暮らしのなかで育つということ 
  大人の管理する空間でなく、あるがままの自然のなかで、豊かな自然  

  を享受すること、反対にどうしようもない自然の厳しさを受け入れ乗 

  り越えていくこと、暮らしの知恵に学ぶこと 
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主体性の育ち★子どもが自分で決めること 
           まずは心が動いて身体が動

く 
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主体性の育ち★人との関わりのなかで育つ 
 自分と友達の間で葛藤しながらやりたいことにのめり

こみ、だんだん「みんな」を意識していく 

 
            



2017/6/22 

主体性の育ち★子ども同士ですすめていくこと 
 「自分」のことと「みんな」のことを考えながら、生活をつくってい

く 
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自然のなかで育つ★命の営み 
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自然のなかで育つ★こわさ・厳しさのとなりで 
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暮らしのなかで育つこと 
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自然や暮らしのなかで育つ 

 ～子どもの育ちを支えているもの～ 

 一つとして同じものがない自然環境 

 →それを整備する森林環境保全の方、暮らしを伝える地域の方々 

 

 子どもの今を的確に見とり、手だてを考え寄り添う保育者 

 

 たっぷり時間（失敗できる、一見ぼーっとしているがじっくり見てい
る） 

 

 異年齢集団 

 

 少人数集団 



③『びわ湖の森のようちえん 
（滋賀県内の森のようちえん）』概要（平成２９年度現在） 

活動地域 開始年 活動スタイル 

せた♪森のようちえん 
大津市 

（一部栗東市） 
2011 (H23) 

平日クラス 週３～４日 

小学校クラス月２回 

親子クラス 月２回 

仰木・里山ようちえん えくぼ 大津市 2016 (H28) 

平日クラス 週３日 

休日クラス 月２回 

親子クラス 週１回 他 

くぬぎの森のようちえん 甲賀市 2013 (H25) 
平日クラス 週３日 

親子コース 月３回 

森のまんまるようちえん 彦根市 2014 (H26) 
平日クラス 週３日 

おさんぽ会 月１回 

つながる子育て 

たかしまおさんぽ会 
高島市 2017 (H29) 

おさんぽ会 年間１２回 

認可園の里山あそび 

ながはま森のようちえん 

地域おこし協力隊 
長浜市 2017 (H29) 

親子参加 月１回（浅井） 

認可園の園外保育（余呉） 



滋賀 認可外任意団体の平日クラス（平成２９年度） 

活動場所 園児数 
スタッフ数 

（有資格者含む） 
活動日数/週 保育時間 

せた♪森の 

ようちえん 

びわこ文化公園 

田んぼ（桐生） 

おうち（栗東） 

９ 
 総スタッフ１５名 

 一日３名程度 
 ３～４日  ５時間 

仰木・里山 

ようちえん 

えくぼ 

春日山公園 

えくぼ農園 

たき火家 

１１ 
 総スタッフ８名 

 一日２～３名程度 
 ３日  ５時間 

くぬぎの森の
ようちえん 

私有地（甲賀
町） 

8 
 総スタッフ６名 

 一日２名程度 
 ３日  ４時間 

森のまんまる
ようちえん 

田畑・おうち
（鳥居本） 

荒神山 

４ 
 総スタッフ４名 

 一日２～４名程度 
 ３日  ４時間 



滋賀 認可園での活動（２９年度） 

活動園 形態 学年 活動場所 活動日数/年 

つながる子育てたか
しまおさんぽ会 

高島市内 

公立園 

私立園 

里山 

あそび 
5歳児 

・各園周辺の森林や普段使っ
ているお散歩のコース 

・高島市森林公園くつきの森 

春：公立園６園 

  私立園１園 

秋：公立園７園 

  私立園１園 

長浜地域おこし協力
隊の活動 

長浜市立よご
認定こども園 

園外 

保育 

５歳児 

４歳児 

・余呉湖湖畔 

・園周辺の田んぼ道 

・乎彌（おみ）神社 

年間 ６回 

＊多賀町では新設の認定こども園における「地域独自の魅力ある幼児教育のあり
方について検討、準備をすすめている。 



３．課題の整理 
①びわ森の課題：運営基盤の脆弱さ（資金と認知） 
受益者負担ではなりたたない教育事業 

 認可外任意団体への継続的な補助や助成のしくみがない（制度） 

 保護者に対する公的補助や幼児教育無償化に対する公平性の課題 

活動そのものへの理解が浸透していない（広報・啓発） 

②教育現場の課題と考えられること 
制度（一人あたりの教員に対する子どもの数や、制限のなかでの活動） 

 （参考：幼稚園１クラス３５人以下、保育所：３歳児２０人、４・５歳児３０人） 

教員の抱える課題・仕事の多様さ煩雑さ（研修の機会、教員も主体的に保育に取り組めるゆとりが少な
い） 

 

⇒幼児教育そのものへの理解がすすんでいないこと 

 教育投資の低い日本 



４．提案に向けて（協働の可能性） 

  滋賀の自然環境を活用した幼児教育推進の 

          施策・枠組みづくりについて 
 

 
①海外の例・・・ 

 

②国内先進自治体の例・・・ 

 

③滋賀での取り組み・・・ 

 

Ⅰ現在の枠組みのなかでできること と 

Ⅱ大きな視座のもと、中長期的に考えていくこと 

①と②に関しては 

（引用）国土緑化推進機 政策企画部課長木俣氏 

 北海道議会発表資料より 



  （原典：Miklitz，2004，p224-225、翻訳：関谷,2010，p25を元に作成） 

要 素 解 説 

Ⅰ．施設・組織 森林利用許可 権限を持つ林野庁から、森へ入る許可を受けていること 
（バーデン・ヴェルテンベルク地方森林法 第37条2項）。 

雨天用施設 悪天候時に事前に退避するため、また素材置き場としての退避小屋もしくはその他適した小屋があること （特殊な基準があり、
Bauwagen（建設トレーラー）や小屋など）。 

運営体制 保護者が活動できる空間とその他の運営に重要な必要条件（事務など）がそろっていること。 

指導体制 専門教育を受けた保育士2人がバーデン・ヴェルテンベルク州の幼稚園法第7条に適合すること（さらにもう1 人保育士がいることを推奨す
る）。 

定員 1 グループ（クラス）の大きさは最大20人までであること。 

Ⅱ．教育内容 要領策定 教育的理念、目標設定、一日の流れ、行う活動、極度の悪天候時に代用の活動を決めておくこと。 

プログラムの明確化 集合場所、森の幼稚園の一日の始まりと終わりの時間、迎えの場所、園代表の決定、場合によっては保護者の参加・協力に関して明白な
基準を調整すること。 

持参物の明確化 子どもの準備は、天気ごと、季節、森の状況に応じた合目的な服装、敷物（断熱材でできた持ち運びに軽く、洗えるもの）、適当な軽食、飲
み物（冬は温かく、夏は冷たいもの）を用意させておくこと。 

保護者への説明 森の幼稚園の特殊性を幼稚園秩序と調和させること（例：保護者への長所・短所の説明をし、森という特殊な空間によって高められた緊
急時のリスクへの同意を求める）。 

監督義務の明確化 （子どもの）監督義務範囲を明文化しておくこと。 

Ⅲ．安全衛生 
   管理 
 

森林管理者との連絡調
整 

山林管理人あるいは山林監視人と絶えず連絡を取り合い、申し合わせをしておくこと。これは嵐などにより傷ついた大きな枝が落ちてくる、
あるいは天候の影響により変化した地形の危険について情報を共有するためである。また森での態度、動物の保護、林業を顧慮した話し
合いが行われること。 

関連部署間の調整 場合によっては環境保護課もしくは獣医学課（保健所）といった担当課とさらに連絡をとること。 

衛生管理 健康のための配慮措置と衛生措置の遵守。これはそのつど担当の健康課に明らかにしておくこと（例えば予防接種、ダニ防護、有毒植物、
排泄物の片付け等）。 

緊急連絡体制 緊急時の対応のための携帯電話、ならびに保護者の緊急連絡先と電話番号のリストを携行すること。 

救急措置 救急の準備をしておくこと。 

ドイツ バーデン・ヴェルテンベルク州の「森の幼稚園」運営許可の条件 

 施設が無くても「森林利用許可」＋
「雨天用施設」等と一般的な要件を
満たしていることで運営許可 

（引用）国土緑化推進機構  

 政策企画部課長木俣氏 

 北海道議会発表資料 
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先進県による取組①（鳥取県・支援制度創設型） 

【目的】 １年を通して野外での保育を中心に行う園を鳥取県が
設けた基準に基づき認証し、支援することで、鳥取県
の豊かな自然を活かして子どもたちが健やかに育つこ
とを目的とする。  

【施行】 平成２７年３月２５日 

【内容】 ○ 県が定めた基準（右表）を満たす園を「自然保育を
行う園」として認証 

     ○ 認証された「自然保育を行う園」に対して、その利用
児童数に応じて運営費を補助。 

     ○ 平成28年度には、有資格者が２人いる場合の「有資
格者加算」、同時在園時の第２子・第３子以降の保育
料の無償化（所得制限あり）を拡充。 

     ○ 認証基準とは別に、「保育内容」「保護者への対応」
「健康・衛生」などの日々の運営に関する要領を策定 

【認証数】 ８園（平成27年６園、平成28年８園） 

【１】鳥取県 
   「とっとり森・里山等自然保育認証制度」 

●主な認証基準 

活動時間  ・原則、週５日、年間３９週活動すること。 
・１週間の自然フィールドの活動時間は、概ね１０時間以上とする
こと。   

対象年齢  ３歳児（年度中に満３歳となる児童を含む）から就学前児童  

人員配置 ・保育者は児童６人に１人以上配置し、最低でも２人は配置する
こと。  

・保育者のうち１名以上は、保育士又は幼稚園教諭であること。  
・緊急時の医療的対応、定期健康診断等を行う嘱託医を置くこと。 

設備 ・活動を行うための自然フィールドが複数あること。  
・大雨・大雪や冷温から避難でき、または拠点となる施設を備え
ること。 

安全対策 ・安全対策マニュアル（予防、緊急対応両面）を作成し、それに基
づき活動すること。 

1クラスにおける定員区
分 

3人～ 
12人 

13人～ 
18人 

19人～ 
24人 

25人以上 

月額 
単価 

基本単価 28,450円 25,450円 23,950円  23,050円 

有資格者加算
単価 

2,560円 1,700円 1,280円  1,020円  

●児童一人当たりの月額単価 

※ 平成29年度から認可園用の認証制度を創設し、認証園への補助も開始予定 



鳥取県「とっとり森・里山等自然保育認証制度」制度化のプロセス 

STEP 年 月 取 組 

（０） 
平成20年３月 「智頭町に森のようちえんをつくる会」結成 （体験会等の実施） 

平成20年12月 「智頭町100人委員会（教育文化部会）」で提言 

（１） 

平成21年４月 「智頭町森のようちえん まるたんぼう」設立 

平成21年度～ ①智頭町による補助（～平成23年度） 

・「ふるさと雇用特別基金」（保育士人件費／厚生労働省系） 
・「まちづくり交付金」（園バス運行費／国交省系） 

②林野庁補助事業による補助 
・「山村再生総合対策事業」（運営体制・手法等の確立） 

（２） 

平成23年度～ ③鳥取県・智頭町による補助（・町が各1/3、～平成25年度） 

・「森林の癒やし事業費補助金」（追加人件費・園バス運行費・ﾌｨｰﾙﾄﾞ整備費） 

④鳥取県による補助 
・「職場体験事業費補助金」（研修生人件費／厚生労働省系） 
・「鳥取力創造運動支援補助金」（移住者向け体験会経費／NPO支援） 

（３） 

平成25年度 ・「空のしたひろば すぎぼっくり」設立・「鳥取県協働提案・連携事業」に「森のようちえん」認証制度提案 

平成26年度 ⑤鳥取県による補助 
・「森のようちえん等に対する運営費助成モデル事業補助金」創設 

（３’） 平成27年度～ 

⑥鳥取県による補助 
・「とっとり森・里山等自然保育認証制度」創設 
・「とっとり森・里山等自然保育事業費助成事業」創設 
・保育料無償化（第三子以降、一部第二子）の対象化（平成28年度～） 

町内合意形成 

県内合意形成 

NHK国際放送 

NHK全国放送 

移住実績確保 

福祉保健部子育て王国推進局 



先進県による取組②（長野県・支援制度創設型） 

【目的】 保育等を行う者が実践する自然保育を県が認定し、そ
の認定を受けた者の学び合いと交流活動を支援するこ
とにより、自然保育の社会的な認知及び信頼性の向上
を図る 

【施行】 平成２７年４月１日 

【内容】 ○認可保育所、認可幼稚園、認定こども園、野外保育団
体含む認可外保育施設等が対象 

     ○質・量ともに自然保育に重点を置いて取り組んでいる
「特化型」と、他のプログラムと合わせて自然保育にも
取り組んでいる「普及型」の２区分 

     ○認定園のポータルサイトへの掲載、研修交流会等の
人材育成支援、各種イベントでのアピール等を支援 

【認可数】 115園 
       （平成27年72園、平成28年43園） 
       （特化型９園、普及型106園） 

【２】長野県 
   「信州やまほいく（信州型自然保育）認定制度」 

①信州型自然保育《特化型》 
  質、量ともに自然保育に重点を置いて取り組んでいる活動  

 《特化型の主な認定基準》 
•１週間で合計15時間以上、屋外を中心とした体験活動が行われている。  
•通算２年以上の自然体験活動の指導経験がある常勤保育者が半数以上いる。 
•安全管理の専門講習を受講した常勤保育者がいる。 

②信州型自然保育（普及型） 
  他のプログラムと合わせて、自然保育にも積極的に取り組んでいる活動  

 《普及型の主な認定基準》 
  •１週間で合計５時間以上、屋外を中心とした体験活動が行われている。 

  

 

《共通する主な認定基準》 
•屋外での子どもの自然体験活動を毎月計画的に実施。 
•屋外での子どもの自然体験活動に使用できる場所が園庭以外にあり、 
 優先的に使用できる。  
•自然体験活動に関する外部の研修等に参加した常勤保育者がいる。  
•対外的に自然体験活動に関する事例発表等を行った常勤保育者がいる。  
•屋外での体験活動時には、安全管理に十分配慮した保育者の配置体制をとっている。 

※ 平成29年度から特化型（認可外保育施設）への運営費補助（人件費）を開始 

県民文化部次世代サポート課 



先進県による取組③（三重県・調査研究重視型） 

○平成27年度には、県内の全保育所、幼稚園、認定こども園
（636園）を対象にアンケート調査等を実施（546園回答（回収率
85.8％））し、実態把握と有効性調査を実施 

○野外体験保育の実施頻度が高い園ほど、  園児が「自分から
すすんで何でもやる」、   「自分に割り当てられた仕事は、
しっかりやる」、「さまざまな情報から必要なものが選べる」 が
高い傾向にあった。 

【３】三重県「野外体験保育有効性調査」等 



先進県による取組③（三重県・調査研究重視型） 

【３】三重県「野外体験保育有効性調査」等 

○野外体験保育の実施頻度が高い園ほど、園児が「人のため
に何かをしてあげるのが好きだ」、「自然の中のできごとに興
味がある」傾向にあった。 

○約半数の園が、「野外体験保育をもっと取り組みたい」と回
答し、実施頻度が低い園ほど、ニーズも高い傾向にあった。 

○調査結果を踏まえて、平成28年度には以下の事業を実施 
 ・「野外体験保育アドバイザー派遣」 
 ・「野外体験保育事例研究会」 
 ・「野外体験保育シンポジウム」 

健康福祉部 子ども・家庭局 少子化対策課 



先進県による取組④（岐阜県・ネットワーク型・拠点型） 

【名称】 「ぎふ木育大交流会 
     -森の子育ち・親育ちフェスティバル-」 

【目的】 県内で「森のようちえん」「プレーパーク」を取り組む団
体が一堂に会し、情報交換する事で、お互いの課題を共有し
たり、活動に対する県民の理解を進めたり、新たに「行動する
人」を増やす 

【日程】 平成27年９月27～28日（日～月） 
      ※今年度も開催 

【場所】 岐阜県立森林文化アカデミー 
     環境保全モデル林 

【人数】 743名（２日間） 

【名称】 森のようちえん体験イベント 
     「子どもと森のじかん」 

【概要】 森林を次世代に引き継ぐために、様々な啓発活動を行
う一環として、「全国育樹祭」開催跡地を拠点に「森のようちえ
ん」を開催。 

     （将来的に日常型を開設予定） 

【主催】 揖斐川町、岐阜県立森林文化ｱｶﾃﾞﾐｰ 

【日程】 平成28年６月26日（日） ※２回目も開催 

【場所】 谷汲緑地公園（全国育樹祭会場跡地） 

【人数】 933名 

林政部 



先進県等による取組⑤（奈良県・兵庫県多可町／移住促進型） 

【概要】 雇用創出・定住促進事業として「森のようちえん」の立
上げ支援 

【名称】 「Next Commons Lab奥大和 
     ～森のようちえんプロジェクト～」 

【主催】 奈良県・宇陀市・ロート製薬 

【目的】 農山村での雇用創出・定住促進に向けて、食と農の
分野での起業家の育成・支援を行うプロジェクトの一
環で、「森のようちえん」の立上げを支援 

     （「地域おこし協力隊」の枠組み を活用して起業家の
人件費等を支援） 

【期間】 平成29年4月～平成32年3月 

【概要】 移住・定住促進と保育の質の向上に向けて「森のようち
えん」への助成を実施 

【時期】 平成29年度～ 

【経緯】 ○ 平成22年度に設置された「多可町就学前教育・保
育検討委員会」が「智頭町森のようちえん・まるたんぼう」
を視察したり、町内の活動事例の話題提供を踏まえて、
同検討会答申に自然体験の意義を指摘。 

     ○ 「多可町就学前教育・保育に関する基本計画」（平
成23年・多可町教育委員会策定）において、「森のよう
ちえん」が位置付けられるとともに、その保育の考え方の
重要性が指摘 

     ○平成24年度から「森のようちえん」等の考え方に学ぶ
「自然体験研修事業」を実施。 

【内容】 同町に住む幼児１人につき年間20万円（上限100万
円）を各グループに交付 

【対象】 現在、町内では「にじの子」「多可こころね」の２グループ
が活動 

■奈良県・宇陀市 ■兵庫県多可町 
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地方創生に関する国民会議での「森のようちえん」への注目 

青木  隆典    一般社団法人日本民間放送連盟常務理事  
石橋 良治 島根県邑南町長  
受田 浩之 高知大学副学長、同大学地域連携推進センター長  
逢見 直人 日本労働組合総連合会事務局長  
大垣  尚司 一般社団法人移住・住みかえ支援機構代表理事  
大津 愛梨 NPO 法人田舎のヒロインズ理事長  
大南  信也 NPO 法人グリーンバレー理事長  
大原  謙一郎 公益財団法人大原美術館理事長  
小田木 真代 茨城県高萩市長  
アレックス カー NPO 法人チイオリ・トラスト理事長  
川嶋  明  一般社団法人日本新聞協会専務理事  
久保 征一郎  一般社団法人移住・交流推進機構代表理事  
黒笹  慈幾  南国生活技術研究所代表  
見城  美枝子 NPO 法人ふるさと回帰支援センター理事長 、青森大学副学長  
古賀 信行  野村證券取締役会長、 日本経済団体連合会副会長・地域経済活性化委員長  
隅   修三 東京海上日動火災保険取締役会長、 経済同友会副代表幹事・地方創生委員長  
寺門 一義  常陽銀行代表取締役頭取  
冨田 哲郎 東日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長  
永島 敏行 有限会社青空市場代表取締役  
西村 早栄子 NPO 法人智頭町森のようちえん まるたんぼう理事長  
古田 肇 岐阜県知事、全国知事会地方創生対策本部長  
松浦 正人 山口県防府市長、全国市長会まち・ひと・しごと創生対策特別委員長  
三村 明夫 新日鐵住金名誉会長、日本商工会議所会頭  
横田 響子 株式会社コラボラボ代表取締役   

【目 的】  地方居住の推進に向けて、産・官・学・金・労・言をはじめとする国民各層一体となった取組を推進し、国民
的・社会的な気運を高めることを目的とする。 

【設 立】  平成27年５月27日 

【事務局】 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 

【構成員】 以下の構成メンバー中に、「智頭町森のようちえん まるたんぼう」が委員に参画 



「日本創生のための将来世代応援知事同盟」の取組 
政策提言 

12県の若手知事 
（宮城県・福島県・長野県・三重県・滋賀県・鳥取県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・高知県・宮崎県）が結成した 
「日本創生のための将来世代応援知事同盟」の政策提言で、「森のようちえん」も記載 

要請文 日本創生のための将来世代応援にかかる緊急提言 

日 時 平成27年6月12日（金） 

場 所 内閣府大臣室 

要請者 伊原木 隆太（岡山県知事）、尾﨑 正直（高知県知事） 

要請先 有村 治子（内閣府特命担当大臣（少子化対策担当） 
石破 茂  （地方創生担当大臣） 

内 容 
（抜粋） 

国が若い世代が地方で暮らし、結婚・出産・子育てできる社会の
実現を最重要課題と位置付け、迅速に取り組むべきことを提言 
 
 
 
 
 
。 

Ⅱ「結婚」から「子育て」まで切れ目ない支援 

11 自然豊かな地域の未来を担う子育て支援策への支援 

・自然体験活動を基軸にした「森のようちえん」は、都市部にはない、  自然豊かな地域の特
色を活かした生きる力を育む子育て支援として、多様な保育と地域の活性化につながるもの
であり、保育所や幼稚園などと同様の支援が受けられるよう制度の構築又は見直しを行うこと。 



１．日時 平成28年２月14日（日） 10:00～17:00 

２．会場 サンシャインシティ・文化会館「展示ホールＢ」 

３．トークショー登壇者 
 藤本 美貴   (ﾀﾚﾝﾄ、ﾓｰﾆﾝｸﾞ娘。OG/ﾌｫﾚｽﾄ･ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ) 
 阿部  守    (長野県知事) 
 平井 伸治   (鳥取県知事) 
 西村早栄子 (「そうだ、地方で暮らそう！」国民会議 委員、 
         「智頭町森のようちえん まるたんぼう」代表) 
 本城慎之介 (軽井沢「森のようちえん ぴっぴ」) 
 山口 美和 (日本自然保育学会事務局長/長野県短大准教授） 

「日本創生のための将来世代応援知事同盟」の取組 
②都市部でのＰＲ 

「知事同盟」と「国土緑化推進機構」が主催、「森のようちえん全国ネットワーク」、「日本自然保育学会」が共催で、都市での移
住フェアで①トークショー、②相談会、③木育ひろば等を開催 



都道府県（林務部署）による「森のようちえん」等の支援施策実態・意向 

(1).調査対象  ①母集団 都道府県(林務部署) 
②標本数 47都道府県 

(2).調査時期  平成28年２月10日～３月25日 

(3).調査方法  郵送法によるアンケート調査 

(4).有効回答数 47都道府県（回収率100％） 

(5).実施主体  （公社）国土緑化推進機構 

(6).内容等   森林環境教育の推進状況・意向調査の一環で、
「森のようちえん」等に関する内容も調査 

【５】 「都道府県による森林環境教育等の推進状況 実態調査」 

①「森のようちえん」等実施団体の把握状況 

  ： 約半数の都道府県が一定の範囲で把握 

②「森のようえん」等の支援施策実施状況 

  ： 15％（７県）が支援施策を実施 

③「森のようちえん」等支援施策の創設・拡充意向 

  ： ６県が創設・拡充を検討、14県が関心あり 



○”自然体験”が子どもの成長に良い影響を及ぼすことへの認知
度 

→ 約半数が聞いたことがあり、「聞いたことはないがそう思う」も約
４割で大多数が認知。 

森のようちえんへの関心（SA）（N=1,023） 

都市住民の「森のようちえん」等へのニーズ 
（未就学児の子育て世代対象のインターネット調査から） 

【調査名】  「都市地域に暮らす子育て家族の生活環境・移住意向調査」（ＮＴＴデータ経営研究所） 

【対  象】  首都圏及び全国の政令指定都市に居住し、0～6歳未満の子供のみを持つ男女 

【方  法】  非公開型インターネットアンケート（NTTコム リサーチ） 

【期  間】 2016年1月26日～2016年1月29日 

【回答数】  1,023人 

○子どもの“自然体験”の実施状況 

→ 「できている」と認識しているのは約３割、 

  ７割が「できていない」と認識 



○（現在の居住地近隣や移住先で） 
 「森のようちえん」に通わせることへの関心 

→ 約半数が関心を持っている。 

都市住民の「森のようちえん」等へのニーズ 
（未就学児の子育て世代対象のインターネット調査から） 

○（地方への移住・転職などを行う場合） 
  保育園・幼稚園にあると特に魅力と思うもの 

→ 「経済的支援（無償化等）」（上位3位で5割） より「自然を活か
した保育・教育」が多い（9割） 

→ 「森のようちえん」への潜在的なニーズは高い 

⇒ 移住施策としての「森のようちえん」は有効な方策の一つ 



 

以下、県による説明 

（愛媛県） 
平成25年文教警察委員会 

（山形県議会） 
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-

bin/WWWframeNittei.exe?USR=ymagatk&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd

%90%ac26%94%4e&B=255&T=0&T0=70&O=1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=325&N=2844&W1=%90%58%82%cc%8

2%e6%82%a4%82%bf%82%a6%82%f1&W2=&W3=&W4=&DU=0&WDT=1 

◆栃木県議会（平成27年９月28日） 

【議会名】 2015年第331回通常会議 
【質問者】 花塚隆志議員 
【内容等】 ○自然環境等の地域資源を生かした魅力ある教

育について 
【答弁者】 教育長 

最近の地方議会・国会等での質問の動向 
（抜粋①） ◆茨城県議会（平成23年９月26日）         （平成25年３月８日）               

【議会名】 平成23年農林水産常任委員会 
【質問者】 設楽詠美子議員 
【内容等】 ○森のようちえん等の公的な 
        支援について 
【答弁者】 林政課長 

【議会名】 平成25年第１回定例会 
【質問者】 設楽詠美子議員 
【内容等】 ○平地林・里山林の森のようちえん等での活用

について 
【答弁者】 農林水産部長 

◆島根県議会（平成27年９月18日） 

【議会名】 平成27年９月定例会 
【質問者】 花塚隆志議員（一般質問） 

【内容等】 ○自然を活かした保育を支援する制度の導入に
ついて 

【答弁者】 知事 

◆広島県議会（平成27年８月28日）         （平成27年９月30日） 

【議会名】 平成27年地方創生・行財政対策 
       特別委員会 

【質問者】 畑石議員 
【内容等】 ○森のようちえん実施の考え方 
【答弁者】 教育部長 

【議会名】平成27年総務委員会 

【質問者】 下西議員 
【内容等】 ○森のようちえんを活用した地方創生等の促進

について 
【答弁者】 地域力創造課長 

◆埼玉県議会（平成28年３月２日） 

【議会名】 2016年2月定例会 
【質問者】 新井 豪 議員（一般質問） 
【内容等】 ○埼玉版「自然保育認定制度」の創設について 
【答弁者】 福祉部長 

◆新潟県議会（平成27年10月８日） 

【議会名】平成27年９月厚生環境委員会 
【質問者】 矢野 学 議員 

【内容等】 ○森のようちえん等の認可・助成等の考え方に
ついて 

【答弁者】 児童家庭課長 

http://pref-tochigi.gijiroku.com/VOICES/CGI/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=1,2,3,0&FBKEY1=%90X%82%CC%82%E6%82%A4%82%BF%82%A6%82%F1&FBCHK=AND&KGTP=1,2,3&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82V%94N%93x%93%C8%96%D8%8C%A7%8Bc%89%EF%91%E6%82R%82R%82P%89%F1%92%CA%8F%ED%89%EF%8Bc%81|09%8C%8E28%93%FA-03%8D%86&KGNO=1045&FINO=1852&HUID=158938
http://pref-tochigi.gijiroku.com/VOICES/CGI/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=1,2,3,0&FBKEY1=%90X%82%CC%82%E6%82%A4%82%BF%82%A6%82%F1&FBCHK=AND&KGTP=1,2,3&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82V%94N%93x%93%C8%96%D8%8C%A7%8Bc%89%EF%91%E6%82R%82R%82P%89%F1%92%CA%8F%ED%89%EF%8Bc%81|09%8C%8E28%93%FA-03%8D%86&KGNO=1045&FINO=1852&HUID=158938
http://pref-tochigi.gijiroku.com/VOICES/CGI/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=1,2,3,0&FBKEY1=%90X%82%CC%82%E6%82%A4%82%BF%82%A6%82%F1&FBCHK=AND&KGTP=1,2,3&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82V%94N%93x%93%C8%96%D8%8C%A7%8Bc%89%EF%91%E6%82R%82R%82P%89%F1%92%CA%8F%ED%89%EF%8Bc%81|09%8C%8E28%93%FA-03%8D%86&KGNO=1045&FINO=1852&HUID=158938
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!190453!!2?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!190453!!2?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!190453!!2?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!190453!!2?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!190453!!2?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!222314!!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!222314!!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!222314!!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/shimane/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!7616!1!1!1,-1,1!5836!226764!1,-1,1!5836!226764!4,3,2!2!3!218904!35!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/shimane/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!7616!1!1!1,-1,1!5836!226764!1,-1,1!5836!226764!4,3,2!2!3!218904!35!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/shimane/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!7616!1!1!1,-1,1!5836!226764!1,-1,1!5836!226764!4,3,2!2!3!218904!35!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/hiroshima/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!8686!1!1!2,-1,2!3718!83502!2,-1,2!3718!83502!5,4,3!2!2!83664!!2?Template=DocOneFrame
http://asp.db-search.com/hiroshima/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!8686!1!1!2,-1,2!3718!83502!2,-1,2!3718!83502!5,4,3!2!2!83664!!2?Template=DocOneFrame
http://asp.db-search.com/hiroshima/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!8686!1!1!2,-1,2!3718!83502!2,-1,2!3718!83502!5,4,3!2!2!82455!24!1?Template=DocOneFramehttp://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!222314!!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/hiroshima/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!8686!1!1!2,-1,2!3718!83502!2,-1,2!3718!83502!5,4,3!2!2!82455!24!1?Template=DocOneFramehttp://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!222314!!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://asp.db-search.com/hiroshima/dsweb.cgi/documentframe!1!guest04!!8686!1!1!2,-1,2!3718!83502!2,-1,2!3718!83502!5,4,3!2!2!82455!24!1?Template=DocOneFramehttp://asp.db-search.com/ibaraki/dsweb.cgi/documentframe!1!guest10!!5167!1!1!1,-1,1!6918!243037!1,-1,1!6918!243037!4,3,2!2!3!222314!!1?Template=DocOneFrame&DocTarget=List3
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=nignigk&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd%90%ac27%94N&B=-1&T=0&T0=70&O=1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=1086&N=5314&W1=%90X%82%cc%82%e6%82%a4%82%bf%82%a6%82%f1&W2=&W3=&W4=&W5=&W6=&W7=&W8=&DU=0&WDT=1
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=nignigk&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd%90%ac27%94N&B=-1&T=0&T0=70&O=1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=1086&N=5314&W1=%90X%82%cc%82%e6%82%a4%82%bf%82%a6%82%f1&W2=&W3=&W4=&W5=&W6=&W7=&W8=&DU=0&WDT=1
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=nignigk&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd%90%ac27%94N&B=-1&T=0&T0=70&O=1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=1086&N=5314&W1=%90X%82%cc%82%e6%82%a4%82%bf%82%a6%82%f1&W2=&W3=&W4=&W5=&W6=&W7=&W8=&DU=0&WDT=1


 
 
 
 

◆山梨県議会（平成27年12月９日）         （平成28年6月13日）               

【議会名】 2015年12月定例会 
【質問者】 永井学議員（代表質問） 
【内容等】 ○森のようちえんを活用した 
        移住促進について 
【答弁者】 知事政策局長 

◆第192回国会（平成28年10月20日） 

【議会名】 参議院・文教科学委員会 
【質問者】 宮沢 由佳 議員（山梨県選挙区） 
【内容等】 ○森のようちえんについて 
【答弁者】 ○文部科学大臣、生涯学習政策局長 
       ○厚生労働副大臣 
             ○環境省大臣官房審議官 
       ○林野庁森林整備部長 

最近の地方議会・国会等での質問の動向（抜粋②） 

【議会名】 2016年６月定例会 
【質問者】 永井学議員（一般代表質問） 
【内容等】 ○移住・定住対策について 
       （自然保育の推進について） 
【答弁者】 総合政策部長 

◆愛知県議会（平成28年６月21日） 

【議会名】 2016年６月定例会 
【質問者】 鈴木 雅博 議員（一般質問） 
【内容等】 ○自然体験保育・幼児教育認定制度創設につ

いて 
【答弁者】 教育長 

◆北海道議会（平成28年11月28日） 

【議会名】 水産林務委員会（第30期前期） 
【質問者】 広田 まゆみ 議員（一般質問） 
【内容等】 ○森林環境教育等の充実について・「森のよう

ちえん」などの社会化の推進について 
【答弁者】 林務部長、森林環境部長等 

→ いずれの議会でも、幼児期の森林・自然体験の
重要性は認識しているとの答弁。 



援用可能な新たな枠組み①（企業主導型保育事業） 

要 素 基 準 

職員数 
＊小規模保育事業と同 

○下記＋1名 
  ・0歳児      3：1 
  ・1～2歳児    6：1 
  ・3歳児     20：1 
  ・4～5歳児  30：1 

資格 
＊小規模保育事業と同 

・半数以上は保育士 
・保育士以外は研修受講 

保育室等 
＊事業所内保育事業と同 

・入所児の状況に応じて、乳児室、医務室、調
理室、便所等の設置 
・認可外保育施設指導監督基準を順守 

屋外遊技場 
＊事業所内保育と同 

・事業所内保育事業と同様 

給食 
＊事業所内保育と同 

・認可外保育施設指導監督基準を順守 

運営・設置基準 
【目的】  事業所内保育事業を主軸に、多様な就労形態に対応す

る保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立を促
進。「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育の受け皿
整備の一貫として創設。 

【特徴】 ・ 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供（延
長・夜間、土日の保育、短時間・週２日のみの利用も可） 

       ・ 複数の企業による共同設置・共同利用・地域住民の子
供の受入も可 

       ・ 運営費・整備費を認可並みに助成 

【実績】 ・ 341施設が対象（2016年12月現在） 

【備考】 ・ 認可外保育施設の届出が必要 

※ これまでは「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」として
支援 



 「企業主導型保育事業（事業所内保育施設設置・運営等支援助成金からスライド）」活用事例 

「パド・ミュゼ」（北海道七重町）／森林内でホーストレッキング・馬搬・林間放牧等を行う体験牧場が、同事業を活用して、従業員向け
に「森のようちえん」を実施。（拠点はトレーラーハウス） 



援用可能な新たな枠組み②（地方裁量型認定子ども園） 

要 素 概 要 

法的性格 幼稚園機能・保育所機能 

職員の性格 （満3歳以上） 
・幼稚園教諭・保育士資格の併有が望ましいが
いずれでも可 
（満3歳未満） 
・保育士資格が必要 

給食の提供 ・2・3号子どもに対する食事の提供義務 
・自園調理が原則・調理室の設置義務（都道府
県基準による） 
・満3歳以上は外部搬入可 

保育時間 ・地域の実情に応じて設定 
（11時間・土曜日開園が必須ではない。バンビー
ノは9時間） 

「地方裁量型認定子ども園」の特徴 
◆地方裁量型認定子ども園とは 

○ 就学前の子どもに幼児教育・保育を一体的に行う施設で､都道
府県等から認定を受けることが出来る施設。 

○ 「幼保連携型」「幼稚園型」「保育園型」「地方裁量型」の4タイ
プ。 

○  「地方裁量型」は、幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の
教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイ
プ 

○ 地方では、過疎化・少子化により地域内の未就学児が減少し、
保育所の設置基準の定員（20名）満たせなくなった施設が、都
市では企業立の小規模保育施設（0～2歳向け）が3～5歳も受
け入れるようになった施設が多い 

 

◆認定事例：「バンビーノの森」（山梨県富士河口湖町） 

【名称】 Fujiこどもの家バンビーノの森 
【場所】 山梨県南都留郡 富士河口湖町勝山3407-1 
【開園】 2007年4月（「認可外保育施設」として届け出） 
【定員】 35名 
【沿革】 2012年7月 「指導監督基準」を満たす旨の証明書交付 
      2016年8月 「保育機能施設型認定こども園」認定 
      



平成28年5月24日閣議決定 

「森林・林業基本計画」 

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

１ 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策 

（11）国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進 

 ② 森林環境教育等の充実 

ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）に関するグローバル・アクション・プログラ
ムがユネスコ（国際連合教育科学文化機関）総会で採択され、我が国にお
いても、ＥＳＤの取組が進められていることを踏まえ、 

持続可能な社会の構築に果たす森林・林業の役割や 

木材利用の意義に対する国民の理解と関心を高める 

取組を推進する。 

具体的には、関係府省や教育関係者等とも連携し、小中学校の「総合的な学習
の時間」における探究的な学習への学校林等の身近な森林の活用など、 

青少年等が森林・林業について体験・学習する機会の提供や、 

木の良さやその利用の意義を学ぶ活動である「木育」を推進する。 

国有林においても、フィールドや情報の提供、技術指導等を推進する。 

【森林分野の動向】 
～新たな「森林・林業基本計画」における森林環境教育等の充実（抜粋）～ 

平成23年7月26日閣議決定 

「森林・林業基本計画」 

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

１ 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策 

（８）国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進 

 ② 森林環境教育等の充実 

 

 

 

森林の有する機能や 

木材利用の意義等に対する国民の理解と関心を高める 

ため、身近な自然環境である里山林等を活用しつつ、 

関係府省が連携した 

 

 

青少年等の森林体験活動の機会の提供、 

指導者の育成、 

国民生活に必要な物資としての木の良さやその利用の意義を学ぶ活動である
「木育」等を推進する。 

国有林においては、フィールドや情報の提供、技術指導等を推進する。 

（ポイント） 

①ＥＳＤの取組を踏まえた内容とすることが提示  ④学校林等の活用が提示 

②教育関係者とも連携することを提示   ⑤森林体験活動だけでなく、森林・林業の体験・学習を推進 

③学校教育の教育課程（総合的な学習の時間）で、教育的側面（探求的な学習）等を意図した取組とすることが提示 

                         

① 

 
 

（⑤） 

 
 

 

② 
③ 
④ 
⑤ 



46 「国民参加の森林づくり」の再活性化 

【森林分野にとっての「森のようちえん」等への期待】 
（１）「国民参加の森林づくり」の活性化の視点 

企業の森づくり 
○地方に工場を有する製造業等と、
業種の偏りがある状況 

○契約更新期を迎え、未更新案件の
台頭 

⇒ 件数増加が低調化 

 

 

【１】 「国民参加の森林づくり」の状況と、「森のようちえん」等との連携の可能性 

  国民参加の森林づくりに関わる各種運動の実施団体数は、全体的に増加が低調化したり、減少に転ずる状況 

森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 
○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾞｰﾑの終焉や定年延長
の中で、新たな担い手の減少 

○会員の高齢化が進み、解散団体の
台頭 

⇒ 全国の団体数が減少 

 

 

緑の少年団 
○普及指導事業の状況変化で、新規
発掘・指導体制が弱体化 

○農山村地域の学校の廃校・統合に
よる減少 

⇒ 全国の団体数が減少 

 

 

学校林 
○分収契約の満期を迎える中で、分
収契約の解消による減少 

○農山村地域の学校の廃校・統合に
よる減少 

⇒ 全国の件数が減少 

 

 

【 現
状
の
課

題 】 

【 期
待さ
れる
可
能

性 】 

○新たな「企業の森」の活用メニュー
提示による再活性化 

○「森のようちえん」をテーマとすること
で、 新たな業種に訴求 

 （特に、Ｆ１層に訴求したい企業等の
参画の可能性） 

 

○各地の先進的な森林ＮＰＯは、里
山保全活動と一体で「森のようちえ
ん」等を行うことで、子育て世代の
参加者層（女性を含む）を開拓 

○30～40代の次代を担う会員の獲
得による、団体の活動の活性化 

○「幼稚園教育要領」の改訂において、
自然体験の重要性が指摘 

○自主保育等の「森のようちえん」、
認可幼稚園・保育所・認定こども園
等の新たな「緑の少年団」等への
登録拡大の可能性 

○「幼稚園教育要領」の改訂において、
自然体験の重要性が指摘され、環
境整備が要請 

○「幼稚園／保育所の森」等として、
新たな幼児教育・保育・子育て支
援の場としての参加型の森林整備
の促進 

 

「国民参加の森林づくり」×「森のようちえん」等の促進 



【森林分野にとっての「森のようちえん」等への期待】 
（２）「森林環境教育」の活性化の視点 

“時間”の問題 
○小学校以降は、「学習指導要領」で
授業内容を規定されている。 

○「総合的な学習の時間」にも多様な
社会課題の実施が要請 

⇒ 実施する時間に限界 

【２】 「森林環境教育」の状況と、「森のようちえん」等との連携の可能性 

  小学校以降の学齢期に「森林環境教育」を実施する際の課題 

“場所”の問題 
○移動時間をかけずに利用できる森
林がある学校が少数 

○バス等での移動が必要となる場合
に、その移動経費がない 

⇒ 実施する場所に課題 

 

 

“担い手”の問題 
○普及指導事業の状況変化で、行政
による指導体制が弱体化 

○教室・校庭のみでの活動には関心
がないNPO等が少なくない 

⇒ 指導・支援者が限定 

 

 

“資金”の問題 
○学校には、指導者派遣を依頼したり、
追加の教材等を購入する予算がな
いケースが多い 

○公立学校には助成金が出にくい場
合が多い 

⇒ 資金調達面で課題 

 

 

○「幼稚園教育要領」では、時間の縛
りがないので、森林での活動も容易 

○「学習指導要領」改訂に向けた「審
議のまとめ」でも、自然体験の重要
性等が指摘 

 

○ 園外保育等で半日単位の活動が
行えるので、移動面の課題が少な
い 

○ 特に幼稚園等では、送迎用のバス
があるので、クラス数は限られるが、
バスでの移動も可能 

○ 幼稚園・保育園等は非常勤職員
が多いので、森林関係の専門家の
非常勤雇用も行いやすい 

○ 森林の現場を訪れられるので、森
づくりを行うNPO等も受け入れやす
い 

○ 人材は非常勤職員等で流動的な
ケースが多いので、非常勤職員とし
ての専門家の雇用も容易 

○ 教材費等が措置されているケース
が多く、比較的費用負担がしやす
い 

 

【 現
状
の
課

題 】 

【 期
待さ
れる
可
能

性 】 

「森林環境教育」として、幼児期の「森のようちえん」等を促進 
（「環境教育推進法」においても、幼児期から取組を行うことが明示） 

「森林環境教育」の再活性化 



『「森のようちえん」等の社会化に関する研究会』の設置・検討 
～官学民協働による国内外調査による社会化に向けた検討～ 

委員構成 

【委員】 
（行政関係者［日本創生のための将来世代応援知事同

盟］） 
・鳥取県 子育て王国推進局 子育て応援課 
・長野県 県民文化部 次世代サポート課 
・三重県 子ども・家庭局 少子化対策課 

（学識経験者［日本自然保育学会］） 
・上原 貴夫 （長野県短期大学 教授 〈学会 会長〉） 
・杉山 浩之 （広島文教女子大学 教授 〈学会理事〉） 
・山口 美和 （長野県短期大学 准教授 〈学会事務局長〉） 

（学識経験者［調査担当］） 
・東方 真理子 （元恵泉女学園大学 講師） 
・新見 友紀子 （NTTデータ経営研究所 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

（実践者［森のようちえん全国ネットワーク］） 
・内田 幸一 （ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ＆冒険あそびの森 代表 
                  〈全国ネット・運営委員長〉） 
・佐々木豊志 （くりこま高原自然学校 代表理事 
         〈全国ネット・副運営委員長〉） 
・西村早栄子 （智頭町森のようちえん まるたんぼう 理事長、

「そうだ、地方で暮らそう！」国民会議委員） 

（国土緑化推進機構） 
・梶谷 辰哉 （国土緑化推進機構 専務理事） 
 
【オブザーバー】 
・林野庁 森林整備部 森林利用課 山村振興・緑化推進室 

【事務局】 
・森のようちえん全国ネットワーク 
・国土緑化推進機構 基金管理部・政策企画部 

官学民の関係団体に参画するオピニオンリーダーの参画を得て、「森のようちえん」等
に関する全国的な実態・ニーズ・先行研究等の調査、先進国・先進県等のノウハウ等
を収集・整理して、今後の「森のようちえん」等の社会化に向けた取組のあり方を検討 

（引用）国土緑化推進機構  

 政策企画部課長木俣氏 

 北海道議会発表資料 

日本創生のための 
将来世代応援知事同盟 

加盟県 

官 

日本自然保育学会 

学 

森のようちえん全国 
ネットワーク 

民 

『「森のようちえん」等の社会化に 
関する研究会』 

PLAN 

DO CHECK 

ACTION 



 森の 
ようちえん 

「森のようちえん」等が有する多様な教育的効果・社会的効果（イメージ） 

健康 人間関係 

環境 

言語 表現 

社会情動的スキル 
・非認知的能力を含めて 

５領域における 
幼児教育・保育の質の向上 

内閣府・文部科学省 
・厚生労働省 

「森のようちえん」等が有する多様な教育的効果・社会的効果を活かして、 
多様な政策課題と連携して「持続可能な社会づくり」に向けた支援策を促進 

林野庁・環境省 

文部科学省 

内閣官房 まち・ひと・しごと 
創生本部・総務省 

厚生労働省 

 都市と農山村の交流 
 農山村地域の振興 
  etc 

 待機児童の解消 
 子育て支援 
  （育児ストレス 
   の緩和） 
  etc  

移住促進・地域活性化 
女性の活躍  
 （子育て世代の女性等） 
 etc 
 
    

地域の教育力 
 の向上 
社会教育の 
 促進  etc 

教育的効果（E） 社会的効果（SD） 

地域住民 
・教育 

地方 
自治体 

森林・ 
環境 

保護者 
・世帯 

農山村 
地域社会 

 森林・環境整備促進 
  （新たな担い手拡大）  
 ・森林ＥＳＤの推進 
  （幼児期への拡充）etc 

農林水産省 

自律的な構造を持った 
「森林・自然環境」を活かした、 

主体的・対話的で深い学び 
（アクティブ・ラーニングﾞ） 

グローバル社会を生き抜く 
「自ら考え、行動できる」 

子どもたちの育成 



2017/6/22 

滋賀県 学校教育指針・総合教育会議 （県教委ウェブサイトより一部抜粋） 



2017/6/22 

滋賀県 総合教育会議 （一部抜粋 続き） 



2017/6/22 

滋賀県の環境学習 

 ～幼児や児童生徒等への取組～ 

 新生児・幼児  ⇒  小学生  ⇒  中学生   高校生 

ウッドスタート 

支援事業 

幼児自然体験型 

環境学習事業 

やまのこ 

うみのこ 

たんぼのこ 

ウッドジョブ体験事業 

ラムサールびわっこ大使 

こどもエコクラブ 

環境美化の日における活動 

琵琶湖環状線 

小学生体験学習プログラム支援事業 

農畜水産業の理解促進事業 

低炭素社会づくり学習支援事業 

エコスクール 

環境教育モデル校 

環境教育副読本の活用 

 

（引用）滋賀の環境２０１６ 

（平成28年版環境白書） 



2017/6/22 ２０１５年度 ２０１６年度 



2017/6/22 

協働の可能性 
幼児教育として   

 ＊新教育要領 「主体的・対話的で深い学び」を保障する場として 
 ＊すべての園のニーズや特性にも応じながら 森よう自体も開かれた場へ 
 

森林ESD・環境教育として 
 ＊琵琶湖と森 やまのこ事業へのつながり 
 ＊子どもと保護者と森へ 自然享受と自然保護 

 
移住促進・里山資本主義的地域づくりの輪のなかに 
 ＊移住・交流促進や森林・山村の活性化 

 
子どもの居場所づくり 
 ＊すべての子どもたちに 子どもらしく 

子どもたちを育ちを考えるのは未来をつくること 

 じぶんのだいすきなことがあって 

 人と自然のなかに そだちあって 

 よりよく生きるために 真のゆたかさを知り 

       ・・・・・・持続可能な社会の担い手に 

★Ⅰ 体験イベント、スタッフ研修、指導者養成講座、木育イベント、
ESDイベント、フォーラム、教員研修の場、認可園の活動受け入れ、
企業との連携、地域に根差した事業 など 

★Ⅱ 認可園、認可外施設を含めたオルタナティブ教育としての滋
賀の自然や暮らしのなかで育つ幼児教育の施策・枠組みづくり、琵
琶湖を真ん中に、滋賀の自然のなかで育つ、学ぶ、働く、暮らすを
含めた一体型の仕組みづくり、その中長的なプロジェクト など 


