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保育における安全・危険に対する保育者と保護者の判断根拠の相違
－保護者対応と安全教育を焦点として－
田村 佳世* 鈴木 裕子**
* 愛知文教女子短期大学

** 幼児教育講座

Difference of Judgement Ground between Caregivers
and Guardians with Respect to Safety and Danger
in Early Childhood Care and Education:
Focusing on Relations with Guardians and Safety Education
Kayo TAMURA* and Yuko SUZUKI**
*Aichi Bunkyo Women's College, Inazawa 492-8521, Japan
**Department of Early Childhood Education, Aichi University of Education,Kariya 448-8542,Japan

要約
The aim of this paper is to analyze differences in safety decisions made by caregivers and guardians. We conducted a questionnaire
regarding decisions about safety and danger during childcare activities, and compared differences as well as the bases for these
decisions. We found that guardiansʼ assessments of danger tended to be lower than those of caregivers, and that the bases for the
decisions also differed. Caregivers based their decisions on the risk of children being harmed, personnel allocation, rules of the care
facility and past accidents. In contrast, parents based their decisions on the assumption that the physical and human environment of the
care facility was safe, and on their limited knowledge of dangers to children.

ねないリスクの高いことでもある。一方で保護者の思

Ⅰ．問題と目的

いとしては，不幸にして保育所等で子どもを亡くした

本研究の目的は，保育活動中に見られる子どもの

家族が「わが子は，なぜ亡くなったのか」という真実

様々な行動に対する，保育者と保護者の安全・危険判

が知りたいがため，裁判を起こさざるをえなかったと

断の相違を明らかにすることである。

いう辛い思いを抱えるケースもある

。

4）5）6）

近年の保育の場は，外国籍の子ども，障がいやアレ

内閣府は子育て支援の充実の一環として，安全・安

ルギーを持つ子ども，そして乳児の受け入れなど様々

心な保育環境を見直すため，2016 年に『教育・保育

な対応を必要とする子どもや家庭の保育ニーズに応え

施設等における事故防止及び事故発生時のためのガイ

る場となっている。その結果，異年齢交流，多文化交

ドライン』を作成した 。それには，事故防止及び事

流，地域交流など家庭ではなかなか経験できないよう

故が起こった時の記録や報告の方法，そして保護者，

なことも保育の場では経験できることも多くあり，教

遺族に対する対応の留意点等が示されている。特に死

育の場として期待や可能性も広がっている 。その一

亡事故等の重大な事故にあった子どもの保護者への対

方で，子どもの命に関わるような重大な事故が毎年発

応については「的確に報告し，
誠意をもって対応する」

生しており ，各園では事故予防のために遊具を撤去

とある 。的確とは，事故記録をもとに事故の概要を

したり，活動を制限したりして保育の安全を確保する

具体性，客観性に留意し，整理して伝えることとある

ことも少なくない。また保育者にとって保護者との関

が，「誠意」とはどのように表せばいいのだろうか。

りは多様なスキルを要する職務 であるため，万が一，

本来，子どもの健やかな育ちを実現するため保育者は

保育中に子どもが怪我をしてしまった場合，その対応

保護者と連携をし，子どもの育ちを共に支え，喜びあ

を一つ間違えれば保護者との信頼関係を一気に壊しか

う関係にあり ，保育者の専門性としても良好なパー
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トナーシップを築き上げることが位置付けられている 。
10）

Ⅱ．方法

しかし，
保育中に子どもに怪我をさせてしまった場合，
1．調査

その立場は異なる。
そのような事態にならないように，まずは事故予防

（1）調査協力者
A 県内 3 市の公私立幼稚園及び保育所（159 園）に

として安全管理を徹底することが重要である。保育事
故や保育中に生じる子どもの怪我に関する研究では，

勤務する保育者と，同市内公立幼稚園（2 園），公立

が日本スポーツ振興センターの『学校管理下

保育所（2 園）に子どもを通園させている保護者（505

の災害―基本統計―』及び『学校事故事例検索データ

世帯）に調査依頼をした。保護者の調査協力者を公立

ベース』を用いて過去の保育中の死亡・障害事故の推

園とした理由は，公立園は基本的に市の統一された教

移，傾向を分析し，幼稚園よりも保育所の方が死亡事

育・保育方針をもとに運営されているため，保護者の

故が多いこと，また死亡事故では男子が約 6 割，年齢

園の特色による保育内容への認識の偏りが少ないと判

別では 0，1，2 歳児が 7 割を占めていることを明らか

断し，公立園の保護者を対象とした。

小澤

11）

にしている。また，野田ら

12）

は園庭遊具の危険性と

（2）調査時期

遊びの価値をリスクとハザードという視点で分析して
いる。その中で新任保育者のヒヤリハット事例に関す
る捉え方は多様で，ベテラン保育者は新任にはない洞

2014 年 8 月に保育者に対する調査，2015 年 7 月に保
護者に対する調査を行った。
（3）方法

察力によって危険性と遊びの価値を認識している観点

保育者に対しては，
対象園（159 園）に質問紙を配布。

は保育者

職階と経験年数に偏りをなくすため，各園の担任 3 名，

の違いを明らかにしている。また田村ら

13）

の職階と経験年数の違いによって保育中の安全・危険

主任 1 名，園長 1 名それぞれに回答を求め，郵送にて

判断と根拠が異なることを明らかにしている。例えば

回収した。保護者には，
調査協力園の保護者
（505 世帯）

給食の片づけを行う活動で初任保育者は「ルールを

に通所園を通して保育者と同内容の質問紙を配布した。

守っているから安全」と園で決められた方法をとるこ

（4）調査内容

とで安全に行えると判断していることに対して，主任

日本スポーツ振興センターが取りまとめている学校
より，2005 年

や園長は「子どもは予想外の行動があるので危険」と

WEB 学校事故事例検索データベース

ルールがあったとしても子どもの発達上，危険なこと

〜 2013 年までの幼稚園・保育所での保育中に発生し

も起こり得るという認識の違いがあることを明らかに

た死亡及び傷害事例 172 件から，事故発生場所と浦添

している。

ら

このように同じ保育者同士でも認識は異なるため，

16）

が示した事故対策の領域としての「環境要因」
（建

17）

築空間の形状，寸法，構造位置など）及び「人的要因」

事故予防として危険な個所やアレルギーなどの子ども

（幼児の行動・能力の問題）
に共通したものを集約した。

の様子を職員間で共通認識するためには，各園でマ

主な活動場面としては，室内・戸外での活動，遊具・

ニュアルの作成やチェックリストの活用が重要である 。

教具などの使用，食事・睡眠などの保育活動場面であ

では，保護者への「誠意」ある対応のための保育者

る。そして，対象事例から自然災害や登降園中の交通

と保護者間において子どもの怪我や保育内容に関する

事故などの事例を除き，日常の保育場面でありがちな

認識の違いはどうであろうか。保育事故や子どもの怪

事例を抽出し，21 質問事例を設定した（表 1）。質問

我に関する保護者と保育者の認識の違いに関する研究

事例の検討は，保育経験のある研究者 2 名と幼児教育

はないが，子ども理解に関する保育者と保護者の認識

を専門とする大学教員 1 名の合議によって行われた。

14）

が保護者支援の視点から，子

回答方法は，21 質問事例に対して，危険と思う度合

どもの「気になる」行動に関する保育者と保護者の捉

いを＜大変危険＞＜危険＞＜やや危険＞＜危険は少な

え方に違いがあることを明らかにしている。例えば，

い＞の 4 件法で示し，保育者と保護者それぞれに回答

保育者は発達に関する知識や子どもを集団の中の個と

とその理由の自由記述を求めた。

の違いでは，佐野ら

15）

して捉える視点から，発達や集団の中で目を引く行動
が特に気になる，と感じていることに対して保護者は，

2．分析方法

周囲にアドバイザーも少なく，情緒的な問題や他者に

保育者（115 園，535 名回収，園ベース 72.3％回収率）

迷惑をかける行為に対して，自身の悩みや焦りに直結

と保護者（398 世帯回収

させて，
気になるという捉え方の違いが示されている。

りを探るためχ 検定を行い，その後に残差分析を

78.8％回収率）の回答の偏

2

以上より本研究では，子どもの怪我に関する保護者

行った。残差分析で有意差を示した保育者と保護者の

対応と安全教育の在り方を考えるために，保育者と保

判断理由の自由記述から，保育者と保護者の安全・危

護者の子どもの活動に関する安全・危険判断の違いを

険判断の違いの根拠について比較検討した。

明らかにする。
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3．倫理的配慮
研究協力者には，研究の趣
旨と倫理的配慮について文書
にて説明。特に保護者は，研
究協力園の園長に事前に口頭
と文書で説明し承諾を得た
後，園より配布。質問紙調査
は無記名で実施した。また，
保育者，保護者それぞれの回
答は，個々に封印状態で各園
にて回収され，返送をもって
同意とした。

Ⅲ．結果と考察
1．保育者と保護者の安全・
危険判断の差異
χ 検定の結果，保育者と
2

保 護 者 の 回 答 に お い て，21
質問事例すべてに有意差が認
め ら れ た（ 表 1）。 さ ら に 残
差分析の結果より保育者と保
護者の回答の偏りから，保育
者と保護者の安全・危険判断
の差異の特徴について以下で
は考察する。＜ ＞は，回答
された危険の度合いである。
（1）保 育者が保護者よりも
危険を高く評価した質
問事例
21 質問事例中，質問事例 4
と質問事例 21 を除く 19 質問
事例で，保育者は保護者より
も危険を高く評価しているこ
とが認められた。
例えば，質問事例 6（園庭
の倉庫の裏は子どもたちの秘
密の隠れ場所になっている）
は，保育者の＜大変危険＞＜
危険＞にプラスの有意差が認
められ，保護者の＜やや危険
＞＜危険は少ない＞にプラス
の有意差が認められ，保育者
は保護者よりも危険を高く評
価 し て い る（ 図 1）
。保育者
が＜大変危険＞＜危険＞と判
断した理由には，「何が起こ
るかわからない」
「楽しいと
は思うが危険」
「死角になる
ので園では禁止している」
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は＜危険は少ない＞にプラスの有意差が認められ，質
問事例 6 及び質問事例 10 同様に保育者は保護者よりも
危険を高く評価していた（図 3）。その理由として，
保育者は「勢いがあり大怪我をする」「スリルを求め
てやり過ぎる」
「遊び方や危険性を知らせる」
「危険が
多く禁止している」等を記述していた。一方保護者は
「ふざけなければいい」「バランス感覚が養える」
「何
が危険かわからない」
といった理由が記述されていた。
保育者は，遊具という環境と子どもの能力による発達
理解から，想定外の子どもの遊びによる危険の可能性

18）

「災害や緊急時はすぐに助けられないので危険」等が

を判断の理由としている。さらに，危ないことを子ど

記述されていた。死角という設備の環境から起こる危

もに知らせるという安全教育の視点や怪我や事故のリ

険性を判断の理由としている。一方保護者は，「先生

スクを回避するために既に園で禁止をしている現状を

が知っていればいい」
「子どもは隠れるのが大好き」

挙げる理由もみられた。それに対して保護者は，子ど

「想像力が育まれる」「自分も子どもの頃よく遊んだ」

もの身体的能力の向上としての教育的期待や，子ども

「もめ事になっていなければいい」等の理由が記述さ

の遊びとして相応しいといった遊びへの肯定感によっ

れていた。保護者は，子ども同士のもめ事の有無への

て保育者と比べ危険を低く判断している。

不安はあるものの，保育者は常に子どもの様子を把握
しているという安心感や子どもの遊びとして相応しい
という遊びに対する肯定感や教育的期待を持っている
という傾向が見られた。
また，質問事例 10（子ども用の包丁を使って野菜
を切り夏野菜カレーのクッキングをしている）では，
保育者の＜危険＞＜やや危険＞に，保護者の＜危険は
少ない＞にプラスの有意差が認められ，質問事例 6 同
様に保育者の方が保護者よりも危険を高く評価してい
る（図 2）
。判断の根拠として保育者は「食育として
大切に思うが，O-157 以来実現できてない」
「年齢に
よって経験させたいが，個人の経験により危険度も違

以上，21 質問事例中 19 質問事例で保育者は保護者

う」
「一対一で行う」などが記述されていた。包丁と

よりも危険を高く評価し，保護者は保育者よりも危険

いう危険を伴う道具（教材）に対する配慮と子どもの

を低く評価していた。また，保育者と保護者の安全・

年齢に合わせて活動に取り入れるという発達理解，そ

危険判断の根拠となる記述を比較した結果，
保育者は，

して過去に起きた食中毒の事例をもとに保育者は危険

子どもの行動による不測の事態への不安，子どもの発

を高く評価している。一方保護者は「よい経験」「家

達への配慮，安全教育の必要性，活動の制限や規則の

でも行っている」
「先生が見ているから大丈夫」といっ

徹底，過去の事故事例の反省・改善といった判断理由

た理由が記述されていた。保護者は，保育に対して豊

がみられた。一方保護者は，安全確保が保育者によっ

かな経験や技術が身につく教育的期待や家庭でも行っ

てされているという安心感，子どもの成長や教育的な

ている日常の行いとしての認識をもっている。

期待，自分の経験をもとにした遊びに関する肯定感等

さらに質問事例 11（ブランコの立ちこぎをしてい
る）では，保育者は＜大変危険＞＜危険＞に，保護者

が判断理由としてみられた。
（2）保 護者が保育者よりも危険を高く評価した質問
事例
質問事例 4（縄跳びの紐は子どもたちが自分で出し
入れできる場所に置いている）では，保護者の＜危険
＞にのみプラスの有意差が認められた（図 4）。保護
者が＜危険＞と判断した理由として，「体や首に巻き
付いたら危ない」
「子どもにはまだ危ない」
「見ていな
いところで危ないことがあるといけないから」が述べ
られていた。保護者は，子どもだけで行う活動を危険
と判断している。
しかし，質問事例 6（園庭の倉庫の裏は子どもたち
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由もみられた。保育者，保護者とも，異年齢という人
的な環境は発達差から危険の認識が高いことがわか
る。また，保護者は怪我と同様に人間関係でのトラブ
ルにおいても不安をもっていることがわかった。
一方，保護者の＜危険は少ない＞と判断する理由に
は，
「大した怪我にはならない」
「昔の遊びはいい」
「何
がいけないかわからない」等が記されていた。大怪我
でなければ危険な活動ではないという怪我の程度によ
る判断や，保護者自身の経験などによる遊びに対する
肯定的な判断，具体的な危険につながる理由がわから
の秘密の隠れ場所になっている）や，質問事例 8（自

ないという判断の理由がみられた。

由遊び中は他のクラスや好きな場所にいってそれぞれ

異年齢に関する活動では，保育者，保護者とも子ど

に楽しんでいる）の活動では，質問事例 4 同様に保育

もの発達差においてその関わり方に危険を感じてい

者がそばにいないような場所で，子どもだけで自由に

た。さらに保護者は普段遊び慣れていない異年齢とい

遊ぶ活動が予想されるが，保護者は保育者よりも危険

う人間関係のトラブルに不安を抱き，危険と判断する

を低く判断している。保護者は，倉庫の裏や自由時間

こともわかった。

だとしても，
「ある程度の自由は必要」「先生が把握し
ていれば大丈夫」としている。反対に保育者は，倉庫

2．担任と主任・園長と保護者の安全・危険判断の相違

の裏や自由時間は「何が起こるかわからない」と保育

保育者と保護者では，安全・危険判断が異なり，そ

者の目が行き届かない危険性を認識しているが，質問

の根拠においても相違が見られることがわかった。そ

事例 4 の子どもが自分で行う活動は，
「年長児は自分

の結果を踏まえ，保育中に起きてしまった子どもの怪

で管理できるようにしたいが，保育者が必ず状況を把

我に対する保護者対応と子どもへの安全教育について

握する必要がある」と安全を確認した上で，保育者が

検討する。

意図して行っているという認識が示されている。つま

組織の管理体制において担任と主任・園長という職
ため，担任，施設管理者

り，保護者は子どもたちが自分で行う活動には保育者

階によって役割は異なる

の介入が少ないと捉え，保育者の保育に関する教育的

として主任・園長，そして保護者の 3 者で安全・危険

ねらいや，保育者が危険を感じている保育環境を知り

判断の相違を分析した。その結果，21 の質問項目す

得ないため，保育者と保護者では安全・危険判断に違

べてに有意差が見られた（表 2）。以下，残差分析に

19）

よる回答の偏りと判断の根拠からその違いを考察する。

いがあるといえる。

（1）担任としての安全・危険判断とその根拠

（3）保護者の判断が二極化した質問事例
質問事例 21（はないちもんめを異年齢で楽しんで

残差分析の結果，質問事例の活動に対して担任は保

いる）では，保育者は＜やや危険＞にプラスの有意差

護者に比べて危険を高く認識していることが明らかと

が認められた。保護者は＜大変危険＞と＜危険は少な

なった。また施設管理者としての主任・園長の判断と

い＞に二極化したプラスの有意差が認められた（図 5）
。

比べると，質問項目によって安全・危険判断の回答は

保育者の＜やや危険＞の理由としては「急に引っ張

様々であった。その理由は，本調査で対象とした担任

られて転ぶ」「肩を脱臼する」など異年齢という発達

は初任から 10 年以上の熟練保育者であるため，職階

差による怪我の心配を挙げている。同様に保護者の＜

と経験年数の違いにより判断が異なる

大変危険＞でも，
「歩幅が違うので小さい子がひきず

された結果と推測される。

20）

結果が統合

られる」という発達差に危険を認識する記述がみられ

担任の危険と判断する根拠では，例えば質問事例 5

たが，
「いじめになるかも」と人間関係を心配する理

（戸外遊び中突然降ってきた夕立で，びしょびしょに
なって遊んでいる）では，
「風邪をひく」
「着替えがあ
ればいい」などの予測される負結果や予防策の有無に
対して危険と判断する特徴がみられた。質問事例 1
（滑
り台の安全柵を乗り越え飛び降りて遊んでいる）でも
同様に，
「大怪我になるから危ない」
「骨折をする」
「下
に子どもがいたら危ない」など怪我につながる危険予
測によって判断している。
担任は子どもの活動に対して，怪我や病気につなが
る活動かどうかという結果を重視して安全・危険を判
断する特徴があることがわかった。それは，担任とし
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て保育の環境を整え，計画を基に危険予測を行うこと
や，日頃の子どもの遊ぶ姿，発達過程，興味関心など
の姿からヒヤリとする経験があるため ，具体的なヒ
21）

ヤリとする子どもの姿を根拠として安全・危険を判断
している。
また，子どもへの安全教育においては，例えば質問
事例 11（ブランコの立ちこぎをしている）の担任の
判断では「園で禁止されているから」という園のルー
ルとして禁止されているから危険な活動であるという
根拠が見られた。その場合，子どもへの注意の仕方と
して「座って乗る約束だよ」とルールを理由に制止す
ることも考えられる。子どもに怪我をさせないという
ことは，危険な環境を排除したり，ルールによって制
限したりするだけでなく，なぜ危ないのか，子どもが
危険の理由を理解して，危険に自ら気付き行動できる
ような安全教育の機会を十分に設けることも必要であ
ると考える。
（2）施 設管理者としての主任・園長の安全・危険判
断とその根拠
残差分析の結果，16 質問事例の活動に対して主任・
園長は保護者と比べて危険を高く認識していることが
明らかとなった。また有意差の認められる 16 事例中
11 事例で＜大変危険＞と判断している。
主な判断の根拠としては，例えば質問事例 3（園庭
でミニトマトを栽培しており，乳児も喜んで触ったり
している）に対して「窒息する」
「乳児なので何でも
口に入れたがるため危ない」など発達による行動の予
測と，窒息という死亡事故を予測した根拠を挙げて判
断している。担任の質問事例 3 の判断の根拠にみられ
る「見ていれば大丈夫」「見守れば経験させたい」と
いう理由は，主任・園長にはない根拠であった。主任・
園長の判断理由は，施設管理者として，また保育者と
してのこれまでの様々な経験に裏付けられた危機意識
の高い判断だと考察される。また，質問事例 10（ブ
ランコの立ちこぎをしている）や質問事例 13（給食
やおやつで食べ終わった皿を自分で配膳台へ片付けて
いる）では「発達によっては危険のため保育者が行っ
ている」「ぶつかるなどの危険があるので一方通行に
するなどルールを決めて行っている」という保育者と
しての発達理解を踏まえて，危険を回避するための
ルールや工夫を挙げている根拠がみられた。ルールに
関する根拠は担任の回答にもみられたが，担任は園の
ルールを守ることに意識があることに比べて，主任・
園長は危険な子どもの行動から必要なルールがあると
いう過程を理解した意識がうかがえる。
（3）保護者としての安全・危険判断とその根拠
残差分析の結果，21 質問事例の活動に対して保護
者は担任及び主任・園長に比べて危険を低く認識して
いることが明らかとなった。
保護者の判断理由の特徴としては，例えば質問事例
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3（園庭でミニトマト栽培しており，乳児も喜んで見

ということと，死亡事故が毎年保育施設等で起こって

たり触ったりしている）では，「食育になる」「先生が

いるという情報を得ることも少ないと考えられる。乳

見ていれば大丈夫」「怪我はしない」「何が危険かわか

児のうつ伏せ寝の危険性は保育の場に限ったことでは

らない」といった理由が挙げられている。担任，
主任・

ないので，保護者への事故予防に関する啓蒙も保育者

園長の根拠と比べると，保育の活動に対して教育的な

として担うべき重要な役割と考えられる。

期待が大きく，保育者の存在によって安全が守られて
いるという安心感がうかがえる。また質問事例 9（滑

Ⅳ．総合考察

り台の滑る側から登って遊んでいる）では担任，
主任・
園長では「滑ってきた子とぶつかる」
「足を滑らせて

本研究は，日常的に見られる保育活動に関する質問

怪我をする」など本来の遊び方ではない方法による怪

事例に対して，保育者と保護者の安全・危険判断の差

我の心配をしているが，保護者の回答では「上から滑

と判断の根拠の違いについて検討した。その結果，保

る子の邪魔になる」
「遊び方として間違っている」や

育者と保護者では 21 質問事例すべてにおいて有意差

「楽しい遊び」という回答が見られた。担任，主任・

が認められ，保育者と保護者の安全・危険判断は異な

園長は，子どもが怪我をすることを理由に危険と判断

ることが明らかとなった。さらに，安全・危険判断の

している。一方保護者は佐野ら

22）

が示すように周り

に迷惑をかけることに意識があることがわかる。
また，

根拠について考察した結果，
保育者は過去の事故事例，
保育活動中の子どもの怪我等のリスク，設備環境，職

「楽しい遊び」という理由は質問事例 15（散歩中，子

員配置や子どもの発達差などの人的環境，園のルール

どもが BB 弾を拾って遊んでいる）や質問事例 17（広

を根拠として危険を高く評価していた。それに対して

告で作った棒で戦いごっこをしている）でも同様の理

保護者は，保育活動の施設環境や保育者の存在によっ

由が見られた。保護者は子どもが楽しそうに遊んでい

て安全という認識をもっていることや，教育的期待，

る姿をみて危険は少ないと判断しているといえる。し

遊びに対する肯定感，子どもの危険に対する意識や知

かし，担任，主任・園長が質問事例 15 で「耳入れて

識が保育者に比べ少ないため，保育者より危険を低く

病院にいったことがある」
「子どもは何でも口や鼻に

判断するということが考察された。

入れたがる」と答えたような危険な場面を保護者は多

さらに，保育者，主任・園長，保護者間での安全・

くは経験しないため危険を予測しにくいともいえる。

危険判断とその根拠を比較した結果，21 質問項目す

そのため，家庭では安全に機嫌よく遊べていたのに，

べてにおいて有意差が認められた。残差分析とその判

急に園で怪我をしてきたとなると，その理由や状況が

断の根拠を考察すると，担任は怪我をさせたくない，

理解，納得できないため，それまで信頼していた保育

ルールを守って危険を回避するという意識が見られ

者や，園の設備，体制が悪いのかと疑うこともあるだ

た。
主任・園長は死亡事故など高い危機意識や園のルー

ろう。

ルができた過程を意識した根拠が見られた。一方保護

また，質問事例 14（乳児の午睡でうつ伏せでしか

者は，保育活動を通して育つ子どもの成長への期待，

寝ない子どもはそのままの姿勢で寝かせている）では

家庭の様子から想像する子どもの行動などから危険を

担任，主任・園長は「窒息する」「SIDS の危険がある

低く判断していることがわかった。

ので必ず仰向けにする」などの高い危機意識がみられ

以下，保育者と保護者で安全・危険判断が異なるこ

たが，保護者の理由は「目を離さなければいい」「う

とによる子どもの怪我に対する保護者対応及び安全教

ちの子もそうだったが大丈夫だった」「仕方ない」
「無

育に関する課題をまとめる。

理に起こすと機嫌が悪くなる」という理由が見られた。

一つ目は，保育者と保護者，または担任，主任・園

厚生労働省発行『乳幼児突然死症候群（SIDS）診断

長，保護者間の安全・危険判断の違いから生じる問題

ガイドライン 』には，医学上の理由でうつぶせ寝を

である。本研究の調査では，安全・危険判断において，

すすめられている場合以外は，赤ちゃんの顔が見える

保育者よりも保護者が危険を低く評価する傾向が捉え

あおむけに寝かせるようにと記載されている。また内

られた。換言すれば，保護者は，園内での怪我や事故

23）

に

に対して寛容であると考えられる。では，なぜ事故発

おいても睡眠中の死亡事故は毎年発生している。1 歳

生後にトラブルが発生するのか。その原因の一端とし

未満のうつぶせ寝が危険であることは保育者なら必ず

て，子どもの危険に対して，保護者の知識が少ないこ

知っているべきことであるが，保護者にとっては嫌が

とが考えられる。保護者は自らの経験や限られた情報

るなら「仕方ない」という判断がうかがえる。その理

によって危険を認識している。そのため，子どもの周

由としては「うちの子もそうだった」とあるように，

りに存在する危険要因や子どもの発達段階などについ

今まで大丈夫だった，そばにいるなら気付けるだろう

ての知識が限られている。子どもらしい遊びだから

という家庭環境を中心にした判断であることがわか

やってよいという肯定的な遊び観には，そこから起こ

る。保護者は，実際の保育の午睡の環境がわからない

る危険への予測が充分に考えられているとは言えな

閣府の教育・保育施設等における事故報告集計

24）
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い。そのため，理想論や一般論を語るうちは寛容に見

子どもの家庭と保育双方の生活かつ就学後も生涯にわ

えるが，ひとたび我が子が事故に巻き込まれた場合に

たり生きる力の基礎を培うことを担うべきだろう。し

は，想定されていない状況を受け入れることはできず

かし，リスクとの葛藤も現状では免れない。今後はさ

パニックになることが推察できる。保護者に対して，

らに保育者，保護者の安全・危険判断の根拠を整理し，

過剰に危険要因を示すことは，かえって不安をあおる

尺度開発，研修方法や事例検討を課題とする。

ことになるが，少なくとも自分で自分の身をまだ十分
に守れない乳幼児期には，不測，不慮の事故が多く発

引用文献

生することを，保護者を含めた社会全体に啓蒙する取

1 ）厚生労働省保育所保育指針解説（2018）フレーベ
ル館

り組みが必要と考えられる。そして，子どもが保育中

285‒288

に怪我をしたり事故に遭ったりすることは，保護者に

2 ）内閣府（2019）「教育・保育施設等における事故

とっては，保育活動に対する安全の前提が崩れること

報告集計」の公表及び事故防止対策について

であり，
園や保育者への信頼関係が崩れる原因となる。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/out
line/pdf/h30-jiko_taisaku.pdf（情報取得 2019/8/30）

「とっさのことで」という保育者の一言は保護者にとっ
ては受け入れ難い。そのためには，危機管理体制とし

3 ）神谷哲司（2013）保護者とのかかわりに関する認

て，家庭とは違う集団の場であるからこそ起こり得る

識と保育者の感情労働―雇用形態による他母数同

危険があるということを伝えるための保護者との情報

時分析から―

4 ）猪熊ひろ子（2011）死を招いた保育

共有の機会が必要と考えられた。

房

さらに保育者と保護者の安全・危険判断の根拠にズ
レがあるということは，佐野ら

25）

保育学研究第 51 巻第 1 号

の子どもの「気に

83‒93

ひとなる書

3

5 ）寺田さち子（2010）保育事故を繰り返さないため

なる行動」に対して保育者と保護者の認識が異なって

に

いたということと同様に，子どもが怪我をした時の保

あけび書房

84‒86

6 ）碧南市（2011）かしのき保育園における事故報告

護者対応には欠かせない視点である。保育者は危機管

書

理として保護者に謝罪，状況説明をし，再発防止に努

資料 1‒1

7 ）内閣府（2016）教育・保育施設等における事故防

める責任があるが ，その謝罪や状況説明において保

止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

26）

育者と保護者の認識のズレを把握していなければ，
「誠

8 ）内閣府（2016）教育・保育施設等における事故防

意ある対応」ではなく，保育者の一方的な状況説明に

止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

よって保護者の保育は安全だと信じていたことに対し

【事故発生時の対応】〜施設・事業者，地方自治

て納得いく説明にはならない。危機的状況でも相手の

体共通〜

立場になって対応できる保育者の危機管理能力の形成

9 ）厚生労働省（2017）保育所保育指針解説

は保護者対応において重要な課題である。

ベル館

二つ目は，保育者側の課題として，危険な環境を保

6
フレー

328‒342

10）北野幸子（2017）家庭との連携に関する保育者の

育活動から排除するというリスクマネジメントを行っ

専門性に関する検討

ている状況が多く見られた点である。この場合，子ど

保育学研究

第 55 巻第 3 号

9‒32

も自ら危険を回避する能力や安全教育の場をなくして

11）小澤文雄（2014）幼稚園・保育所における保育中

いるという問題が考えられる。生きる力の基礎を育む

の死亡・障害事故の分析・検討（1）―独立行政

乳幼児期に，危険が排除された環境で育つことは，本

法人スポーツ振興センターのデータを利用して―

当の意味で子どもの安全教育とは言えない。また加藤

東海学園大学研究紀要

27）

第 19 号

47‒65

は，保育において安全管理が欠かせないことを踏まえ

12）野田舞・山田真紀（2018）園庭遊具の遊びの価値

ながらも，近年の保育者たちの関心がまず安全に向け

と安全性を高める方法についての実証的研究―ハ

られ，子どもの成長を喜び合う雰囲気が保育現場から

ザードとリスクの概念を中心に―

急速に減少していることを指摘している。子どもの成

56 巻第 2 号

保育学研究第

39‒50

長に欠かせない豊かな経験を取り入れた保育実践と保

13）田村佳世・名和孝弘・鈴木裕子（2015）保育活動

育の安全管理の両立に関する問題は，保育者のやりが

における保育者の安全・危険意識―職階と経験年

いにも通じる課題であると考える。

数違いに着目をして―．人権教育研究．15. 17‒31

最後に，平成 29 年告示の保育所保育指針等にも明

14）前掲

1）

296‒309

記されている保育施設等に求められる保護者支援の必

15）佐野富有子・山口一（2014）幼児期における子ど

は，今日の核家族化や地域コミュニティーの

もの気になる行動について―保育者と保護者の認

要性

28）

稀薄化による子育て家族の育児能力の低下が一因であ

識の差異―．

ると考えられる。子どもの安全を守るということに対
して，保育は園のリスクマネジメントだけではなく，

桜美林大学心理学研究 . Vol.5．

47‒63
16）日本スポーツ振興センター（2014）学校 WEB 学

― 56 ―

保育における安全・危険に対する保育者と保護者の判断根拠の相違 －保護者対応と安全教育を焦点として－

校事故事例検索データベース
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/
tabid/822/Default.aspx（情報取得 2014/5/20）
17）浦添綾子・仙田満・矢田努（1997）幼児の活動空
間における安全性につて．保育学研究．35（2）
．
12‒19
18）松井愛奈（2017）保育環境における想定外の使い
方と遊びの発展―2 歳児から 4 歳児までの 3 年間
の縦断的検討― 保育学研究第 55 巻第 2 号 64‒72
19）厚生労働省（2019）保育所におけるアレルギー対
応ガイドライン
20）前掲

14‒17

13）

21）松田知明（2018）幼児教育における事故防止と保
育計画の関係―ヒヤリハットのアンケートを用い
て―

羽陽学園短期大学紀要

第 11 巻 第 1 号

9‒22
22）前掲

15）

23）厚生労働省（2012）乳幼児突然死症候群（SIDS）
診断ガイドライン（第 2 版）
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/
sids _guideline.pdf（情報取得 2019/8/30）
24）前掲

2）

25）前掲

15）

26）前掲

8）

27）加藤繁美（2007）時代が求める保育実践の質と保
育者の実践力量．垣内国光・東社協保育士会（編
者）．保育者の現在―専門性と労働環境．ミネル
ヴァ書房
28）前掲

1）

105‒123

328‒342
（2019 年 9 月 20 日受理）

― 57 ―

