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はじめに

21 世紀に入り、就学前の子ども（乳幼児）に関する制度改革が国際的に進展している。こ

の改革は、従来の乳幼児にたいする公的責任のありかたを、大きく転換するものである。いま

まで乳幼児は「親の養育」の下にあり、その親の生活状況に対応することが公的責任とされて

きた。これは、就学後の子どもが、親の生活に拘わらず「教育を受ける権利」を保障されてい

ることと、大きく異なる。この違いは、親に依存せざるをえない乳幼児の特質として自明視さ

れてきた。しかしいま、女性差別撤廃条約によって切り開かれ、子どもの権利条約へと進展し

てきた「子どもの人権」において、ようやく「乳幼児期の子ども」が浮上してきた。乳幼児は

「社会的主体」として、「ケアと教育」を受ける権利を保障される、と。

「ケアと教育」は、「乳幼児期のケアと教育」（Early Childhood Care and Education：略して

ECCE ; UNESCO による）、「乳幼児期の教育とケア」（略して ECEC ; OECD による）と表現

されている。いずれも、乳幼児期に特有の一体として把握される概念である。国により、また

国際機関により、その内容や重点の置き方は異なるが、「ケアと教育」を一体的に把握しよう

とするものといえよう。そこには、まず「ケア」概念の深化がある1）。子どもの育ちへのかか

わりは、親・保護者による「養育」（upbringing）とそれ以外の「養護」（care）に区別さ

れ2）、後者が「ケア」である。そして乳幼児のケアは、「ケアすること」と「教育すること」

〔 概 要 〕

21 世紀に入り、各国で乳幼児に関する制度の再編が進展している。この国際的な動向は、

「教育」と「ケア」に分離してきた伝統的制度を「ケアと教育」保障へと改革するものである。

ところが「子ども・子育て支援法」（2012 年成立・2015 年施行）は、給付に関してではあるが

「教育」と「保育」を区分し、「ケアと教育」の一体的把握に逆行する。しかも児童福祉法

（1947 年制定・1948 年施行）の乳幼児『保育』は、「ケアと教育」を一体的に把握するもので

ある。支援法によって『保育』は、新たに「教育」と「ケア」に分離されかねない状況にあ

る。あらためて、児童福祉法の『保育』保障の先進的特質が浮上している。なぜ、国際動向よ

り半世紀近くも前に、児童福祉法の『保育』保障が登場したのか。本稿は、児童福祉法の『保

育』保障の特質を、戦後改革を主導した日本国憲法との関連で検討する。
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が同時進行であることが重視されている。いま一つは、「就学前教育」を就学後の「教育」、と

くに学校教育に近いものとみなすことへの警戒である。乳幼児の「教育」は学校教育とは異な

り、「ケア」と不可分な特質をもつことを保障しなければならない、と3）。「ケア」と「教育」

を分離する伝統的乳幼児制度を、「すべての子ども」に「ケアと教育」を保障することへと転

換することが、公的責任として求められている。この転換を「人生の始まりこそ力強く

（Starting Strong）」とのスローガンで加盟各国に要請する OECD は、その理由を財政投資効

果、すなわち他の年齢よりも乳幼児期への投資効果が大きい、という4）。たしかに「教育」を

受ける子と「ケア」を受ける子に「区別」することは、子どもの「人生の始まり」に貧困の連

鎖をビルトインしかねない。

とすれば、国際的にみて子どもへの公的支出が極端に少なく、子どもの貧困が深刻化してい

る日本にとり、「ケアと教育」保障の乳幼児政策は喫緊の政策課題である。事実、OECD は

2012 年 4 月「日本への提言」5）において、「すべての子どもが可能な限り最善のスタートを切る

ことができるように、乳幼児期の教育とケアの首尾一貫した体制を構築すること」、とくに

「質の保障に不可欠」な「保育所と幼稚園の統合」を日本政府にたいし要請した。

その 4ヶ月後の 2012 年 8 月、日本において「子ども・子育て支援関連 3法」が成立し、乳

幼児政策に関する「新制度」が 2015 年 4 月から施行された。だが、新制度の柱であり、関連

3法のうち唯一の新法である「子ども・子育て支援法」（以下、支援法という）には、国際潮

流に逆行するかのような規定がおかれている。給付の仕組みを定める支援法は、同法 7条 2項

で「教育」を、3項で「保育」を別々に定義し6）、支援法上は「教育」と「保育」を区別して

いる。しかも、「教育」の根拠法は学校教育法ではなく教育基本法であり、他方、「保育」の根

拠法は児童福祉法 6条 3-7 項の「一時預かり事業」（いわゆる「託児」）である。いずれも施設

の多様化（前者は認定子ども園、後者は地域型保育）に対応するためであろうが、この区別

は、克服すべき伝統的な「教育」と「ケア」の分離を意味しかねず、「ケアと教育」の一体的

把握という国際的要請に逆行する。それだけではない。支援法によって新たに提示された「保

育」は、児童福祉法上の『保育』の「解体」ではないか、という危惧が浮上する。児童福祉法

上の『保育』から「教育」を切り離し、その「残余の保育」すなわち「託児」が支援法上の

「保育」となっている、といえるからである。日本では児童福祉法7）の下で「乳幼児のケアと

教育」の一体的保障への公的責任が形成されてきている。支援法上の「保育」規定は、国際的

には伝統への回帰のようにみえながら、実は、日本の『保育』保障の伝統に逆行し、これを破

壊する危険性をはらんでいる。

21 世紀に入り、子どもの人権保障として「ケアと教育」がようやく国際的に注目されるよ

うになっている。ところが日本では、1947 年に制定され 1948 年に施行された児童福祉法にお

いて、「ケアと教育」の一体化した『保育』保障が掲げられてきた。ここに、憲法学が、日本

の乳幼児『保育』に関心を寄せる理由がある。なぜ、日本において、子どもの人権としての
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『保育』が、1947 年という早い時期に登場したのか。そこに「戦後改革」を主導した日本国憲

法の「子どもの人権」の射程をはかることができるのではないか。とはいえ、その本格的検討

は今後の課題である。本稿では、その予備作業として、児童福祉法の『保育』保障を「子ども

の人権」から検討するための視点を、いくつか確認するにとどまる。

1．待機児童問題と「子どもの人権」

新制度の施行を 2年後に控えた 2013 年 3 月、「子育て界の『アラブの春』」8）と報道される出

来事が起きた。待機児童の親たちが役所前に集まり「子どもに保育所を」と訴え、集団で「異

議申し立て」をした。報道側が「アラブの春」と命名した理由は、行動した人々がネットで情

報を共有したことにあった。

保育所入所を申し込んだ親たちは、保育所入所ができないという市町村からの回答「不承諾

通知」を受け取り、初めて自分が待機児童の親となったことを知る。この「不承諾通知」にた

いし、親として「承諾できない」という意思表示をしたのが「異議申立て」である。

ところが待機児童の親たちは、非難にあう9）。まず、ネットに「母親のエゴ」「育児放棄だ」

と書き込まれた。また、ある地方議員は「子育ては本来家庭で行うべき」とブログで発信し

た。さらに、地方自治体の担当職員の一人は、保育所増設を求める親たちにたいし、次のよう

に発言した。

「あなたたちは本当に共働きしないと生活できないほどなんですか？」

担当職員は、貧困世帯の親による保育所入所の要求には市町村として対応すべきだが、経済

的に問題のない家庭の子どもの保育は「親の自己責任」だとみなしている。「アラブの春」は、

一般市民、地方議会議員そして地方自治体職員にまで蔓延する「親の自己責任」論を浮き彫り

にした。

しかし「異議申し立て」をする親たちの行動により、保育が「公的責任」の下にあることが

明らかになった。児童福祉法 24 条である。

「市町村長は、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児又は幼児の保育

に欠けるところがあると認めるときは、その乳児又は幼児を保育所に入所させて保育しなけれ

ばならない」

市町村は「保育に欠ける」と認定した子どもには、「保育所に入所させて保育しなければな

らない」とある。ただし、この規定は「保育所提供義務」ではなく「保育提供義務」といわれ

る。それは、但書において、やむを得ない場合には「保育の提供をしなければならない」とし

ているからである。ちなみに、1947 年制定当初の但書は、次のようなものであった。

「但し、付近に保育所がない等やむをえない事由があるときは、この限りでない」

しかし翌年、但書は改正された。保育所の提供ができない場合でも、市町村は放置すること

なく「保育の提供」をすることになった。以来、市町村は原則として保育所を提供すること、
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やむを得ない場合でも保育の提供をすることが義務づけられている10）。

この市町村の「保育提供義務」は、1947 年制定当初、新しい保育所とともに登場した。

「保育所は、日日保護者の委託を受けて、その乳児または幼児を保育することを目的とする

施設とする」（同法 39 条）

この規定の画期性は、保育所入所に「保育に欠ける」11）という条件をつけていないところに

ある。1951 年、この規定に、わずか 6文字が挿入される「改正」が行われた。

「保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを

目的とする施設とする」

その結果、保育所入所は「保育に欠ける子」に限定され、今日に至っている。しかし、制定

当初、保育所は「すべての子ども」に開放される施設として登場した。しかも、この新しい保

育所は、児童福祉法の基本理念を体現するものと位置づけられていた。児童福祉法案の提案理

由を述べた一松厚生大臣（当時）も、「一般児童に対する保育所、児童厚生施設等の内容の充

実をはかる」12）ことを強調しており、審議過程でも政府委員は次のように説明した。

「保育所とは本法においていわゆる一般の子どもを対象とする施設でありまして、相当大き

な役割を本法においてなしておるものと考えております」13）

戦前の日本には「要保護児童対策」しかなかったことを反省して制定された児童福祉法は、

「すべての子どもの福祉保障」を掲げた。この児童福祉法の理念を具体化するものとして、39

条は、すべての子どもを対象とする保育所を設置した。続く 40 条は、児童厚生施設の設置を

掲げており、これも「すべての子ども」の環境を整備するものと位置づけられていた。

新しい保育所の登場により「保育に欠ける子」への公的責任が必須となり、児童福祉法 24

条に保育提供義務が規定される。1947 年、早くも『保育』はすべての子どもに開かれるもの

と認識されていた。1951 年児童福祉法 39 条「改正」により、保育所は「保育に欠ける子」に

限定された施設となった。もちろん、この変化は、市町村の保育提供義務に変化をもたらすも

のではない。むしろ、より一層、市町村の保育提供義務は重要となった。待機児童とは、市町

村により「保育に欠ける」ことが認定されたにもかかわらず、保育を受けることができない子

どもである。乳幼児が保育を受けられないということは、その子どもたちが生活・生存できな

いことを意味するのであり、親の問題ではない。生活・生存を脅かされている子どもが「待機

児童」である。それゆえ児童福祉法 24 条は、待機児童が存在することのないように、市町村

に「保育提供」を義務づけている。待機児童問題は「量の問題」ではない。たった一人であっ

ても生活・生存を脅かされる子どもが放置されるようなことはあってはならない、という子ど

もの人権保障の問題である。保育は「親の自己責任」ではなく「公的責任」であることを、児

童福祉法 24 条は明示している。市町村の「不承諾通知」にたいし「異議申し立て」をするこ

とは、子どもにたいする「親の責任」である。待機児童の親たちの「要求」もまた、「アラブ

の春」と命名されるのにふさわしいものだった。
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保育所が児童福祉法に規定されたのは、保育所を親の貧困生活への対応とみなす「救貧」観

を克服し、子どもの権利保障とみなす「福祉」観にある。「子どもの福祉」保障という画期的

な児童福祉法が登場14）したのは、日本国憲法の存在にあった。

2．児童福祉法と日本国憲法

児童福祉法は「福祉」という言葉のついた、日本で最初に制定された法律である。その「福

祉」は、憲法 25 条 2 項にある「社会福祉」に由来する。この「社会福祉」が日本国憲法に登

場したのは、憲法 25 条 1 項に「生存権」が掲げられたからである。生存権は、「個人の権利」

として宣言された点で、国際的にみても画期的な規定だった15）。

生存権規定は、1919 年ヴァイマル憲法に由来するとされる。ただしヴァイマル憲法 151 条 1

項は、「経済的自由」の制約原理として「人たるに値する生存」を要請するにとどまり、政治

指針を示すプログラム規定でしかなかった16）。これにたいし日本国憲法 25 条 1 項は、単なる

「政治指針」ではなかった。

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

個人の権利として「生活を営む権利」を宣言したのである。しかし、問題は宣言しただけで

は、個人の生存権保障は実現しない、という点である。そのためであろうか、制定当初には憲

法 25 条の解釈としてヴァイマル憲法と同様、法的効力をもたない規定（いわゆるプログラム

規定説）とみなす学説が登場した。しかし、日本国憲法 25 条は、個人の生存権を宣言するだ

けでなく続く 2項で「国は…社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ

ならない」と明記している。そして事実、生存権の具体的保障のために生活保護法など法律の

制定がすぐに進められた。なかでも「子ども」の生活保障は当時、緊急の政治課題とみなさ

れ、生活保護法よりも早い 1947 年 12 月に児童福祉法が成立した。

したがって児童福祉法は、憲法 25 条 1 項の生存権を「子ども」に保障するために、憲法 25

条 2 項を受けて、「子ども」の特性に応じた具体的な権利を内容とする法律として検討され成

立した。とくに児童福祉法 1条 2項と 2条は、日本国憲法 25 条 1 項と 25 条 2 項に、それぞれ

対応して制定されている。

第一に、児童福祉法 1条 2項は、次のように述べていた17）。

「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」

この条文は、憲法 25 条 1 項と比較すると、二つの点で子どもの特性をくみとっている。一

つは、憲法 25 条 1 項の国民の「生活を営む権利」が、子どもは「生活を保障され…なければ

ならない」としている点である。「生活を営む権利」は、子どもにとっては「生活を保障され」

ることであり、受け身の表現になる。この受け身の表現によって、乳幼児の「生活」が具体的

な法的対象としてみえてくる。「乳幼児の生活」とは「養育・保育を受ける」ことである、と。

子どもが保障されるべき「生活」の中核に「保育を受ける権利」が浮上する。児童福祉法 1条
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2 項は、同法 24 条「保育提供義務」や同法 39 条保育所規定へと具体化される、「子どもの生

活」保障を宣言する規定である18）。

二つ目は、憲法 25 条 1 項の「最低限度」という表現が採用されておらず、代りに「ひとし

く」が掲げられていることである。なぜ、子どもの生存権保障の原則は、憲法 25 条 1 項にい

う「最低限度」ではなく「ひとしく」なのか。それは、どんな親の下に生まれようとも、すべ

て子どもは平等に生活が保障される必要がある、ということである。子どもの人権は、親から

独立した「個人」としての「子ども」が出発点になる。児童福祉法の「ひとしく」には、子ど

もが親に依存する生活実態を直視し、どの親の下にあろうとも子どもの生活は保障されなけれ

ばならない、という強い願いが込められている。「ひとしく」は、「親の自己責任」論にもとづ

く伝統的な「救貧」観にかわる新しい「子どもの福祉」観の表明である。

第二に、児童福祉法 2条である。これは、日本国憲法 25 条 2 項に対応して、子どもの生活

保障における責任の所在を明記している。

「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任

を負う」

「子ども」の生活保障にたいする公的責任は、児童福祉法 2条において、憲法 25 条 2 項よ

り、はるかに積極的に規定されている。一つは、憲法 25 条 2 項の「努めなければならない」

という表現が児童福祉法 2条では「責任を負う」とされており、より明確な表現になってい

る。二つ目に、憲法 25 条 2 項では「国」の役割とするだけだが、児童福祉法 2条は、国とと

もに地方公共団体を責任者として明記している。生活に密着した政策実施担当者として、地方

自治体の責任を重視している。

そして三つ目が、国・地方公共団体は「子どもの保護者とともに」責任を負う、としてい

る。子どもの育ちの責任は、「保護者」と「国・地方公共団体」が、「ともに担う」という発想

である。「保護者」は、もちろん子どもにたいし責任がある。しかし、保護者に責任を委ねる

ことは、子どもの生活が「ひとしく」保障されないことになる。それゆえ国・地方公共団体が

「ともに担う」ことが必要になる。「保護者とともに担う」との表現には、「親の自己責任」論

への批判が込められている。子どもの育ちへの公的責任の具体化の一例が「保育提供義務」を

定めた児童福祉法 24 条といえよう。

児童福祉法は、子どもを、「生活を保障されなければならない」存在とした。すなわち子ど

もは、「保護者」とは別個の「個人」として尊重される主体であり、どんな保護者の下にあろ

うとも「ひとしく」生活を保障されるべきであり、それゆえ「国・地方公共団体」が責任を負

う。しかし、児童福祉法が示す、子どもの福祉にたいする公的責任論は、国際的には、30 年

以上も経た、1979 年の女性差別撤廃条約および 1989 年の子どもの権利条約において、ようや

く登場した。なぜ、「子どもの人権保障」という課題への取組みは、国際的には困難だったの

か。
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3．女性差別撤廃条約と子どもの権利条約

「子どもの人権」保障が、国際条約として明確になったのは、1989 年「子どもの権利条約」

であろう。「児童の権利に関する宣言」は 1924 年と 1959 年に採択されていたが、具体的な権

利保障を内容とする「条約」が成立するのには時間がかかった。それは、「男は仕事、女は家

庭」という性別役割分担論にもとづく家族観の存在にあった。性別役割分担論とは「家族」

を、男性と女性の「自然な性差（sex）」にもとづく「自然に依拠した制度」とみなし、この家

族像の保護を公的責任とするものである。したがって労働政策は男性労働者には家族（妻子）

を扶養できる賃金を、女性労働者には家事・育児ができる労働条件を、それぞれ保障すること

になる。「子どもの保護」政策も、女性の役割とされる「養育」（＝upbringing）ができない、

貧困のため労働しなければならない母親のために「養護」（＝care）すなわち「託児」の提供

が公的責任となる。性別役割分担論にもとづく家族理想は、第二次世界大戦を経た国際社会に

おいて、むしろ強化された。

性別役割分担論にもとづく家族観の打破を提起したのが、1979 年女性差別撤廃条約である。

その前文は、次のような認識を示した。

「家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、

母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産におけ

る女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を

負うことが必要である」

「女は家庭」論によって、「家族の福祉」も「女性の役割」も社会的評価が不当に低いままで

ある。この性役割は「性差（sex）」にもとづく「自然の家族」像によって正当化されてきた。

しかし、この家族像は「職住分離」という新しい労働形態により構築された「近代家族」と命

名される歴史的な制度である19）。したがって性差別を克服し、「家族の福祉」を重視する社会

にするためには、女性も男性も「伝統的性役割」から解放される必要がある。すなわち、子の

養育（upbringing）は女性だけでなく、男性も社会全体も「共に責任を負う」ことが必要であ

る、と。

この認識から、子どもに関して、次の 2点の実施が各国に要請される。一つは、5条 b にお

いて、子の「養育・発達」（upbringing and development）に男女が共同責任を果たすとき、

「子の利益」が最初に考慮されるべきだ、とする。

「家庭についての教育に、…子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含

めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする」

いま一つは 11 条 2 c において、男女ともに親としての家庭責任と労働と社会活動を担うた

めには、「保育施設」（child-care facilities）の充実が必要だとしている。

「親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするた

めに必要な補助的な社会的サービスの提供を，特に保育施設網の設置及び充実を促進すること
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により奨励すること」

性別役割分担論にもとづく家族像を、男女と社会の共同責任によって担う家族像へと転換さ

せることにより、「養育」と「養護」を必要とする「子ども」の存在が浮上した。女性差別撤

廃条約は、子どもの「養育」と「保育施設」が、女性だけでなく男性にとっても重要であるこ

とを明らかにした。

そして 1989 年、「子どもの権利条約」が成立する。子どもの権利条約には、保護者と国の関

係に言及が多い。文化や法制度の異なる多様な国々の一致点をさぐる国際法特有の課題による

ためもあるが、なにより保護者と国の関係が重要課題だったことを示している。

子どもの福祉をめぐる保護者と国の関係については、同条約 3条 2項が規定している。締結

国は、保護者の権利及び義務を考慮に入れて、子どもの福祉に必要な保護及び養護を確保する

ことを約束する、と。ここには、「保護者」と「国」の新しい関係が登場している。まず「保

護者の権利と義務」は、伝統的ないわゆる「親権」ではない。「親権」は、日本の民法でも使

用されているが、もともとドイツ語の Elterliche Gewalt からきている。しかし、ドイツでは

1979 年、「親権」は「親の配慮」（Elterliche Sorge）に改正された。子どもの権利条約にいう

「保護者の権利と義務」は、「親権」のような子どもを管理・支配する権力ではなく、子どもへ

の配慮という意味である。

そのうえで国は「保護者の権利と義務」を「考慮」する、という。それは「考慮」はする

が、子どもの福祉を確保するのは国の責任である、という宣言へと続く。ここには親権を理由

に、家族の問題に介入してこなかった伝統的な国のあり方の転換が求められている。この規定

をうけて「親の配慮」と改正したドイツにおいても、あらためて親による子どもへの暴力を明

確に禁止する法改正が行われ、そのうえで児童虐待防止法が制定された。「親の配慮」に改正

したドイツにおいても、具体的な親の配慮の行使、すなわち懲戒権にたいする国の介入は、な

お回避される傾向にあった20）。「保護者の権限」は、子どもに対する権力であると同時に、国

家に対する権力でもあった。子どもの権利条約が成立するためには、伝統的な親権の転換とと

もに国の責任の確立を、国際社会が承認する必要があった。

国際的には、第二次世界大戦後も子どもは「親権」の下に置かれ、この「親権」は国によっ

て保障されてきた。「親権」とは、子どもにたいする父権の管理・支配を意味する。父権の下

で、実際の子の「養育」は「母親役割」とされ、養育する母親にたいする管理・監督は、妻に

たいする夫権にあった。ここに、近代家族に埋め込まれた性別役割分担論を支える法構造があ

る。近代家族における夫権・父権の撤廃を掲げる女性差別撤廃条約の立場は、子どもの権利条

約 18 条で再度、確認されている。18 条は、「親」とは「父母」を意味すること、この父母に

よる子の養育・発達に関する共同責任を「親の第一義的責任」と命名すること、そして父母の

共同責任は、「子どもの最善の利益」をともに考えるものであること、という 3点を示す。し

たがって「親の第一義的責任」規定は、各国政府に、親とくに男性が古い親権概念にとらわれ
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ないようにすることを要請している。

女性差別撤廃条約と子どもの権利条約は、「子どもの人権」が、従来の家族と国家の関係を

転換させることによって、ようやく成立したことを示す。家族のなかの女性・子どもにたいす

る夫権・父権を保障してきた近代国家の構造が、いま変革されつつある。

しかし、この二つの条約は、その画期性にもかかわらず、『保育』に関しては、いずれも親

が労働している子どもへの支援すなわち「ケア」の要請として規定するにとどまる。もちろ

ん、両条約における「ケア」は、男性と女性がともに労働する権利をもつ主体となることによ

って、救貧的ケア論から脱却してはいる。だが、それでも「教育とケア」の一体的提供という

新しい制度への転換を明記するにはいたっていない。子どもの権利委員会は、子どもの権利条

約の成立後、締結国報告書審査を進めるなかで、乳幼児に関して同条約がきわめて不十分であ

ることを自覚し、2005 年「一般勧告 7号：乳幼児期における子どもの権利の実施」21）を公表し

ている。

あらためて『保育』を基軸とする日本の児童福祉法の先駆的特質は突出しているように思わ

れる。『保育』規定は、1947 年児童福祉法だけでなく、それよりわずかに早くに成立した学校

教育法にも明記されていた22）。「戦後改革期」に『保育』を法律に刻印する力は、どこにあっ

たのか。戦前の『保育』をめぐる状況を、ここでは 2点だけ確認しておきたい。

4．『保育』と保育所

第一点は、『保育』という用語が、戦前、『保育』をどの子どもにも分けへだてなく行いた

い、という保育関係者の思いと実践によって培われてきたことである。『保育』は「ケアと教

育」を意味する、日本独自の用語であるといわれている。その初出は、日本で最初に設置され

た東京女子師範学校付属幼稚園（1877 年開園）の規則とされる。当時、幼稚園は就学前教育

と位置づけられていたにもかかわらず、「教育」ではなく『保育』を行うこととされた。以来、

幼稚園は、就学前の幼児の特質をふまえて、学校教育とは異なる「保護養育」である『保育』

すなわち「ケアと教育」を行うと位置づけられた。その後、託児所といわれていた保育所でも

『保育』が使用されるようになった23）。『保育』は幼稚園保育として登場したが、次第に保育所

にも広がった。保育所の名称も「保育園」が最も多かった、という24）。

『保育』の広がりは、日本で最初の保育所と言われる「二葉幼稚園」の設立に端的に示され

ている。二葉幼稚園は 1900 年（明治 33 年）、若い二人の女性保育者、野口幽香と森島峰によ

って設置された。野口は東京女子師範学校（現在のお茶の水大学）の卒業後、母校の付属幼稚

園（先述した日本で最初の幼稚園である）で働いていた。森島はアメリカ留学後、日本で私立

の幼稚園で働いていた。二人は、新たに設立された華族女学校附属幼稚園でともに保母として

働き始めた。そして二人は、幼稚園に出勤する道すがら、不衛生で危険な場所に放置されてい

る貧しい家庭の子どもたちをみて、この子どもたちにこそ『保育』が必要だ、と思ったとい
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う。

「一方では、蝶よ花よと大切に育てられている貴族の子弟があるのに、一方では、かうして

道端に捨てられている子供があるかと思うと、そのまま見過ごせない」25）

幼稚園が設置されることにより、幼稚園に通えない子どもたちの存在が「保育を必要とする

子ども」として「発見」された。野口らがみた「保育を受けられない子ども」は、「保育所を

待つ子ども」であり、最初の「待機児童」といえるかもしれない。なにより、幼稚園に通える

子であれ、通えない子であれ、野口らにとり『保育』をすることに変わりはなかった。

近代化は、身分制にもとづく共同体のなかで暮らしていた子どもたちを、小学校・幼稚園と

いった公的制度によって、公私に分離される世界へと再編する。公的制度の登場によって子ど

もは、公共圏に包摂される子どもと排除される子どもに区別され、後者は公的制度がつくりだ

したにもかかわらず、公共圏秩序に不適合というレッテルをはられる。と同時に、公共圏によ

って管轄外とされた「生活」すなわち家族圏に問題のある子どもとみなされる。近代化による

公私の分離とは、公共圏が設定され、そこに包摂されない残余の部分を家族圏とすることであ

り、もともと家族圏が存在していたわけではない。そして、公私の分離によってつくりだされ

た公共圏から排除される子どもは、あらためて公共圏秩序を維持するために必要なかぎりで

「保護」の対象となる。これが近代的な「児童保護」政策である。小学校の設置によって、子

守のために小学校にいけない子どもが発見され、彼らのために「子守学校」が設置され、そこ

で子守されている乳幼児へのケアをしたことが、保育所の萌芽といわれている。身分秩序にも

とづく共同体での多様な「子どもの育ち」は、全国統一的な小学校や幼稚園の設置（「教育」

の提供）により、「保護＝ケア」を必要とする子どもを浮上させた。

したがって幼稚園に包摂される子どもと排除される子どもの存在は、「教育」と「ケア」と

いう区別を生み出す。しかし、二葉幼稚園にみられるように、幼稚園に通う子どもだけでな

く、通えない子どもも、ひとしく「ケアと教育」を必要とする子どもと受けとめる人々によっ

て保育所が設置され、多様な『保育』が形成されていった、といえるのではないだろうか。

二葉幼稚園は 1906 年、東京の有名なスラム街の一つ（当時は、「貧民窟」といった）に場所

を移し、別名「貧民幼稚園」ともいわれた。同時期、多様な保育所が各地で設置されている。

貧しい人々への生活支援をするセツルメント活動が、片山潜らによって行われていたが、その

活動の拠点として建設されたキングスレー館に、幼稚園が設置されたのは 1897 年だった。

1899 年に横浜市で二宮わかによる児童教育所と称する貧困児童のための保育施設が、あるい

は 1909 年、大阪で石井十次による愛染橋保育所がそれぞれ設置された。1894 年に東京紡績会

社で、1902 年に鐘ヶ淵紡績会社で、工場附設の保育所もつくられた26）。

しかし第二点として、幼稚園と保育所で育まれた『保育』は、内務省により、異なる内容を

もつ「解釈」の下におかれたことである。内務省は政策として、幼稚園と保育所を区別し、

『保育』から「教育」を切り離し「託児」とする「解釈」を行った。

子どもの人権としての「保育」──ケアと日本国憲法

― １４２ ―



二葉幼稚園が 1916 年「二葉保育園」に名称変更したのも、管轄を文部省から内務省に変え

るところにあった。その理由を当時、二葉幼稚園で働いていた徳永恕は、次のように述べたと

いう。「働く親たちの要求に依拠して保育活動を自由にやってみたいということがあり、また、

管轄も文部省から内務省に変わることになるが、そのことで財政的援助が少しでも受けられる

ことになれば、個人的な寄付だけに頼って運営されてきた園にとってありがたい27）」と。

当時、徳永らは、ようやく二つ目の二葉幼稚園を設置しようと動き出していた。その場所の

選定のため東京中を歩いた彼女らは、あまりに多くの子どもたちが保育所を必要としている事

実に「無力感」さえ感じた、という。もっと多くの保育所が必要とされていた。文部省も長い

保育時間を認める「分園」や「簡易幼稚園」などを模索していた。しかし、最も重要な保育所

への財政的支援に動いたのは、内務省だった。なぜ、内務省が保育所を管轄するようになった

のか。

5．貧困と戦争

1889 年大日本帝国憲法が発布された。その「告諭」には、天皇によって与えられた憲法に

たいし「永遠に従順の義務を負う」存在として「臣民」が規定された。すでに 1874 年恤救規

則は、貧困者への公的救済を「無告の窮民」に限定し、原則として「人民相互の情誼」による

ことを明らかにしていた。大日本帝国憲法は、恤救規則の「人民」が、天皇に服従する「臣

民」であることを宣言した。したがって恤救規則にいう「人民相互の情誼」とは、「臣民の義

務」たる「生存の義務」28）であることが明確になった。とはいえ大日本帝国憲法の発布によっ

て、すぐに「臣民」が形成されるわけではない。同じ 1889 年「教育勅語」が出され、教育に

よって「臣民」を育成する方針が打ち出された。と同時に、具体的に「臣民相互の関係」すな

わち「生存の義務」は、誰が誰にたいして果たすことなのか、明確にする必要があった。

この自己責任を負うべき「臣民相互」の関係を確定したのが、1898 年明治民法だった。「イ

エ」29）制度である。大日本帝国憲法が「天皇と臣民」によって成立する国家を示したように、

明治民法は臣民相互の関係を、「戸主とその家族」によって構成される「イエ」として示した。

ただし、天皇に臣民の生存を保障する義務はないが、イエの戸主には家族への扶養義務が課さ

れた。臣民の「生存する義務」は「人民」一般ではなく、明確に「イエの戸主」に課せられ、

貧困は「イエの自己責任」を原則とした。内務省が当初、保育所に関心を示さなかったのは、

幼稚園保育から排除された子どもたちの生存は「イエの自己責任」だったからであろう。

しかし、イエは近代家族と同様、「労働の場」から切り離された（職住分離の）新しい近代

的な制度である。したがってイエは経済的に不安定であり、自らは扶養機能をもたなかった。

近代家族制度も、家族外からもたらされる賃金によって家族員（妻子）の生活が保障される、

初めから経済的に不安定な場であり、それゆえ夫権・父権の支配が貫徹した。ただし、この不

安定で暴力的な近代家族制度の実態は、「愛」による絆を掲げることにより覆い隠された。イ
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エもまた、「氏」によって集合する家族構成員が戸籍に記載される「紙切れ」一枚の制度であ

る。イエに資産があるか否かは問題とされず、イエの戸主がその地位ゆえに財産をもつことが

保障されているわけではない。しかも、イエに属する家族も戸籍上の存在にすぎず、現実に共

同生活していることも要件ではない。生活の実態を反映していない戸籍上の家族関係が相互扶

助をすることは不可能である。にもかかわらずイエの維持が戸主に強制されることにより、

「親孝行」という美名の下で人身売買も横行した。この現実を覆い隠したのは、近代家族の

「愛」に代わる、「宗教」（「氏」祭祀）によるイエの絆だった。

なによりイエによる相互扶助が可能であれば、「保育を受けられない子ども」はいないはず

である。保育所の存在は、イエの機能不全という現実を示していた。しかも保育所はイエの破

綻を示すにとどまらず、イエを乗り越え人々が生活を協働する力を示していた。

この保育所に、内務省が関与する事態が生じた。それは、1904-05 年の日露戦争における

「戦時保育事業」である。日露戦争開戦後、すぐに「下士兵卒家族救助令」（1904 年）が公布

された。これは、召集された兵士の家族にたいする救助を規定する。兵士が家族の生活を心配

することなく従軍できるように、という軍事政策上の配慮だった30）。この家族救済事業を担当

したのが内務省であり、各地の家族救済事業にたいし補助金を給付した。内務省による家族救

済事業を検討した寺脇隆夫によれば、なかでも重視されたのが「生業扶助」だった。現金給付

は予算上の問題もあり、家族の「惰民」化が問題になるため、生業扶助、残された家族への就

業支援が中心となった。この生業扶助の実施に活躍したのが、保育所である。保育所は出兵に

よって残された家族、すなわち母子家族への支援の拠点となった。しかも地域の婦人会などが

保育所つくりを進め、かつ幼稚園の保育者や一般の人々も積極的に協力した。「軍国士気」を

高めることを意図した家族救済事業のなかでも、保育所つくりは「国民の『挙国一致』的感

情」を高めた。日露戦争中「全国を通して一時は二百内外の保育所」がつくられた、とい

う31）。

家族救済事業としての保育所は、戦争終結とともに閉鎖された。しかし、保育所つくりに示

された人々のエネルギーは、内務省が自らの管轄事業として保育所を位置づけることになっ

た。1905 年『帝国慈恵救済制度の大観』32）は、児童救済事業を従来のように「孤児・棄児」に

限定して取りあげているにすぎないが、「特種的救済事業」の一つとして「戦時救済事業」と

いう項目をたて、そのなかで「児童の保育」の実施を紹介している。ついで 1908 年『我が国

における慈恵救済事業』は、「貧児・孤児の教養」事業とは別に、「幼児保育事業」を項目とし

て設置した33）。戦時保育事業の事例が取り上げられ、外国においては「貧民の救助は必ず幼児

の保育」が伴っていることが指摘されている。

1911 年中央慈善協会「救済事業調査要綱」34）（以下「要綱」という）は、日露戦争後も継続

している神戸市婦人奉公会の一事業として始まった「幼児保管所」の活動を紹介し、保育所事

業を平時の貧困政策のなかに組み入れる姿勢を明確にしている。保育所は「夫妻共稼」のため
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に必要であり、かつ「家庭の生産力を高め、…児童の発育を健全」にすることに有効であり、

しかも経費が安くすむことを指摘し、今後は、公共団体からの補助によって私設事業として進

める、と。

そして 1926 年、「社会事業調査会（第二次）」が設置され、そこで 1927 年「児童保護事業に

関する体系」について審議が行われ答申された。この答申で、保育所は「託児所」として「児

童保護事業」という社会事業のなかに位置づけられた。この審議・決定過程を検討した寺脇隆

夫は、「保護」事業から「教育」という用語が削除されたことを明らかにしている35）。児童保

護救済事業の体系化・近代化とは、「保護」から「教育」を排除し、「教育」と区別されるもの

を「保護」として確定していくことだった。すなわち、公共圏の「教育」から排除される子ど

もたちを、家族圏におくことで「イエの自己責任」としたうえで、あらためて「保護」の対象

とする、児童保護事業の「近代化」である。1926 年、幼稚園令が成立するが、そこから保育

所が排除されるのは当然だった。内務省は、保育所を託児所として児童保護事業の中軸とする

方針を固めていたのだから。

その後、託児所令も整備されないまま 1936 年、社会事業法が成立した。同法 1条に「託児

所」という用語がようやく法律に登場する。もちろん名称からも明らかなように、社会事業法

によって規定された施設は、『保育』から「教育」を切り離し、その残余の部分である「託児」

を行う場だった。日露戦争時に「生業扶助」として登場した保育所は、内務省の管轄下、『保

育』ではなく「託児」をする施設となった。託児所は、国家総動員体制の一つとして、銃後を

守る母親の労働を確保する役割を担った。

おわりに

戦後改革期、児童福祉法に託されたのは「託児」ではない『保育』の保障だった、といえる

のではないか。戦争体制によって断ち切られた『保育』の復権といってもよいかもしれない。

子どもにとって戦争体制とは、『保育』を否定した「託児」が強制される「銃後」におかれる

ことだった。この戦争体制を二度と繰り返さないために、『保育』が児童福祉法に明記された。

児童福祉法案審議中の衆議院厚生委員会で、山崎（藤原）道子議員は次のように発言した。

「法といたしまして初めて保育所というものが認められてくることになったのでございます

が、子供は一律平等に保護して、教育していかなければならないものだと理解いたしておりま

す。幼稚園は主として裕福な家庭の子供が行っております。保育所は一般の勤労大衆の子供が

行く所になっておるというようなことでございますと、やはり子供のときから差別的な扱いを

するということになります」36）

『保育』は「保護・教育」するものであり、子どもは「ひとしく」保育を受ける権利がある、

という認識が明確であり、保育所と幼稚園の「区別」が親の生活による子ども差別であること

も提起されていた。『保育』に込められた戦争への反省は、日本国憲法前文に示された決意と
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重なる。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意し」た、と。戦

争に子どもたちを巻き込み、戦後も多くの孤児らがいる状況において、『保育』は「すべての

子ども」を貧困と差別から解放し、子どもの平和を形成するため必須のものと考えられた。

そして、なにより『保育』の復権を可能にしたのは、戸主権を頂点とするイエ制度の廃止で

あり、家族観の転換だった。日本国憲法 24 条は、家族関係に「個人の尊厳」と「両性の平等」

を保障するという、国際的にみても画期的な規定であり37）、女性差別撤廃条約より 30 年も早

い先駆的な規定である。憲法 24 条は、憲法 1条とともに、天皇主権から国民主権へという憲

法体制の転換を担って登場した。1条は、天皇を国民主権の下にある象徴天皇にすぎない存在

へと転換させた。しかし、1条だけでは天皇の戦争責任を免罪とするには不十分であった。そ

れゆえ憲法 9条によって、戦争をしない国へと転換することが明らかにされた。

これにたいし憲法 24 条は、家族国家制度の廃止という課題を担った。天皇主権の支柱たる

イエを廃止し、臣民ではない「個人」による家族関係の形成を保障した。日本において、近代

家族に埋め込まれていた夫権と父権は、イエにつながるものとして、憲法上も民法上も原則と

して否定された。イエを支配してきた戸主の「権力」の否定は、父権からも夫権からも解放さ

れる新しい家族像への期待のなかで、「子ども」の存在を浮上させた。児童福祉法 1条 1項が

「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければなら

ない」としたのは、憲法 24 条の掲げる新しい家族観、父権も夫権もない家族のなかで、子ど

もも「個人の尊厳」を保障されることを、「社会」の責任として表明するものだった。女性差

別撤廃条約に先立つように進展した日本の家族制度改革は、『保育』の公的責任を確保する土

台を提供した38）。24 条によるイエの廃止は、「イエの自己責任」たる「生存の義務」の廃止を

意味し、個人としての生存権保障を明記する憲法 25 条を登場させたのである。

しかし、いま、1947 年児童福祉法の『保育』は、危機的な状況にあるように思われる39）。

支援法 7条による「教育」と「保育」の分離は、戦前の「教育」と「託児」の分離を想起させ

る。なぜ、いま、「教育」と「保育」の分離なのか。それは『保育』における公的責任の「解

体」ないしは「逆転」であろう。『保育』から切り離された「教育」は、「幼児教育」として

『保育』から自立し、教育基本法の下におかれる。幼児の「教育」は、子どもの権利に関する

基本法である児童福祉法から切断されるだけでなく、逆に児童福祉法の『保育』に代わり、幼

児に関する公的責任の基軸となる。そして、「教育」が分離したあとの「残余の保育」は「親

の自己責任」とされ、あらためて親の責任において、多様な「保育」施設を「選択」するもの

となる。「保育」に関する公的責任は、多様な保育施設の「仲介」へと変質する。新制度にい

う保育施設の多様化とは、親の生活状況に依存する「選択」としての「保育」の多様化であ

り、親から自立して「ひとしく」生活保障を受ける権利をもつ子どもの姿は、消去されてい

る。この点を明確に宣言するのが、支援法 2条「基本理念」である。

「子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有すると
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いう基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての

構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。」

これは、子育ての「国家総動員法」ともいうべきものであろう。「保護者の第一義的責任」

を錦の御旗に、それぞれの分野の「構成員」が責任を要求されている。支援法 2条の「保護者

の第一義的責任」は、子どもの権利条約 18 条が、子どもの「養育・発達」を「保護者の第一

義的責任」とし、「養護＝保育」の保障を公的責任とすることに逆行している。その結果、保

育に関する国・地方自治体の「責任」は欠落し、保護者や「構成員」の「責任」が掲げられ

る。「ケア」の公的責任は不在なまま、「ケア」への家族と社会の責任だけが声高に叫ばれる。

まさに、2012 年自民党改憲草案（以下、草案という）の世界がここにある。草案は、憲法

24 条に 1項として次のような文言を挿入する。

「家族は社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は互いに助け合わなければ

ならない」

これは、世界人権宣言 16 条 3 項（以後、同項という）「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集

団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」を曲解・悪用している。まず同項

後半が、家族は「保護を受ける権利」をもつとしているのにたいし、草案は単に「尊重され

る」というだけでなく、さらに家族に自己責任を押しつけている。いま一つは、同項前半の歴

史的特質を二重に「無視」している。一つは、「自然」規定は女性差別撤廃条約により克服さ

れているという歴史性を無視している。しかし、それ以上に重要なことは、同項前半は、ナチ

ムズによる「家族」を悪用した人種国家の克服を課題として登場したとの指摘40）を無視してい

る。これは日本国憲法 24 条が、「イエ」制度による家族国家の克服を課題として登場したこと

と同じ特質である。したがって、二重の意味で、憲法 24 条の堅持こそ国際社会にむけて日本

のとるべき立場である。

なにより、「家族の自己責任」論を掲げる草案 24 条は、「人権」を否定する憲法へと転換す

るための中軸規定である。草案は、前文で「人権」を公権力に要求するものではなく、家族・

社会のなかで人が守るべきものとしており、「家族・社会の自己責任」を確立することが憲法

草案の狙いである。この草案を先導するかのように、「保護者の第一義的責任」規定が登場し

ている。この規定は、2003 年少子化対策基本法以来、「改正」教育基本法にも挿入され、増殖

しつづけてきた。そして 2016 年、とうとう児童福祉法 2条にも、この規定が挿入された。「子

どもの人権」保障としての『保育』の解体は、日本国憲法の「解体」過程を示しているのでは

ないだろうか。
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（わかお のりこ 社会福祉学部）
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