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会 議 記 録

会 議 名 杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会（第８回）

日 時 平成２３年１０月２８日(金)午後３時００分～午後５時００分

場 所 杉並区役所 第４会議室

出 席 者

[委 員]

森（委員長）、澤津、高橋、渡辺、正田、寺井、後藤、飯塚、倉澤、小堂、中島、

藤川、萩原、酒井、神保、稲葉

[事務局]

古谷、斉藤

配付資料

〔資料１〕「育ってほしい子ども像」に関する議論の整理

〔資料２－１〕（仮称）就学前教育振興ビジョンの計画上の位置づけ

〔資料２－２〕仮自治体における就学前教育に関する指針等の構成について

〔資料２－３〕（仮称）就学前教育振興ビジョンの基本的な構成・目的（試案）

〔資料３〕（仮称）就学前教育振興ビジョン検討スケジュール（予定）

〔資料４〕前回の議事録

会議次第

１ 開 会

２ 議 事

（１）「育ってほしい子ども像」について前回までの議論の整理について

（２）就学前教育振興ビジョンの位置づけ、構成・目的について

（３）その他
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○主な発言要旨及び会議の結果等

委員長 これより、第８回就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会を開催する。

前回の議事録については、特段、委員から指摘がないようなので確定とする。

本日の会議では、「育ってほしい子ども像について」意見交換のうえ内容の確

認をすること、また、（仮称）就学前教育振興ビジョンの位置づけや構成・狙い

を改めて確認し、認識の共有化を図ることを議題としたい。

［議事１ 「育って欲しい子ども像」について前回までの議論の整理について］

［事務局 資料 1説明］

委員長 この整理について、意見などを伺いたい。

委員 四角囲みの中の５番目にある「友達と仲良く」という部分にひっかかりを感

じる。幼稚園では、お互いの良さを知り、仲良く遊べるようになっていくこと

を最終目標として保育をしているが、その過程の中では、ぶつかり合いがあり、

そこで折り合いをつけるという過程があると思う。「仲良く」というと、けんか

を否定しているように感じてしまうので、あえて「仲良く」という言葉を出さ

ず、「友達と力をあわせる」、「目的をもって協同して遊ぶ」というような言葉が

よいと思う。

委員 「仲良く」という言葉が独り歩きする時代なので、確かに委員の指摘のとお

りだと思う。

委員 子供は遊びの中で、自分の思いを伝えられずに手が出てしまうことがあるが、

それを多く経験した中で、結果的に相手の気持ちを思いやるようにもなってい

く。「仲良く」という言葉は大人側の感覚になるのではないか。

委員長 事務局はどう考えるか。

事務局 「仲良く」は、区民意向調査の回答欄の選択肢にもあり、区民から高い支持

のあった言葉ではあるが、ご指摘のように、必ずしもここでは必要ないかもし

れないと考える。

委員 幼稚園教育要領の改定の際に、「協同して遊ぶ」という文言が加わっている。

委員長 では、要領の方の文言も参考にして、「協同して遊ぶ」という表現に置き換え

ることも含めて、ここの部分は再検討のうえ整理することとする。

委員 四角囲みの中の１番目にある「基本的な生活習慣をしっかりと」という文の

「しっかりと」という表現は、何を指すのかが分からない。それぞれ異なる状

況があり、言葉の難しさを感じている。しかし、ここに挙げられた５つのこと

は身に付けてほしいと思う。

委員長 教育委員会の方でも、新しい「教育ビジョン」の検討が進んでいると思うが、
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児童の望ましいあり方に向けてどのような教育を行うかという点から、本テー

マに関連してどのような議論がなされているのか。

副委員長 人格の形成と社会性を身に付けることが教育基本法の第一条に定められてお

り、「教育ビジョン」の理念と就学前と就学後との組み立ては共通しており、や

ることは同じであると思っている。資料記載の１から３は、生活習慣を身に付

け、自発的に行動や決まりを守るという、自分を完成・確立させていくこと。

４、５は社会性を身に付けるのが必要だということである。現代の子供たちに

不足しているのは社会性だと言われており、社会とのつながりを失って、不登

校、没個性に入ってしまう子供たちの心を開かせるために、特に５は必要にな

ってきている。

委員長 事務局では、「育ってほしい子ども像」をまとめる際に、表現の全体的な構造

という視点から留意したところはあるか。

事務局 「自立する」ということをまず始めに置き、自発的に行動する、考える、そ

して、最終的に「他者との関わり」につなげる形で整理している。

委員長 他に何か違和感を持つような表現の箇所があるか。

澤津 ここに掲げられた目標が全てでよいのか判らないが、今は、当たり前のこと

が出来ないことが問題なので、とりあえずはここに挙げられたものを目標とす

ることでよいと思う。

委員長 では、表現方法などを引き続き課題としつつ、今日のところは、この５点を

これまでの議論のまとめとして確認したい。

［議事２ 就学前教育振興ビジョンの位置づけ、構成・目的について］

委員長 本委員会を立ち上げた後、課題整理から始まり様々な検討を重ねてきたが、

今日は「（仮称）就学前教育振興ビジョン」は何のためにつくるのか、どのよう

な位置づけであるのかを改めて確認し、次回以降の検討につなげていきたい。

事務局から資料の説明をお願いする。

事務局 資料２－１説明

委員長 この説明を聞いて、私立の立場としてどのように考えるか。

委員 私学の場合は、幼稚園・保育園ともに、それぞれの園独自の教育プログラム

で保育を行っている。

委員長 資料２－１にある「課題別計画」としての位置づけを踏まえたうえで、今後、

具体的な内容の検討を進めていきたい。

ところで、就学前の教育・保育に関するビジョンなどは、全国的にみると、
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自治体などで先行して策定されている事例がある。そのあたりの状況を整理し

た資料が用意されているので、事務局に説明をお願いする。

事務局 資料２－２説明

委員長 事務局の方から、特にこれらの自治体を例にあげた理由を説明願いたい。

事務局 策定の時期が比較的新しいものということと、構成が特徴的なものを選んで

いる。台東区は名称をカリキュラムとしており、策定の背景や基本的なものは、

本区で検討しているビジョンと共通するような構成であったため、事例にあげ

た。次の花巻市は名称をプログラムとしており、本来、プログラムは計画・予

定のような大雑把な意味で簡単ではあるが、就学前教育が重要であることを全

体で説いている構成になっており、取組方針や施策についても大きな方向性を

表すものになっている。その次の浦安市は、策定の時期が新しいこと、また単

純な構成の中に、具体的な保育や教育の課程を取り込んでいるというところが

特徴的である。そして会津若松市は、花巻市と構成が似ているので例にあげた。

都道府県に関しては、区市との比較のために掲載したが、区市よりも簡単な構

成になっている。

委員長 それぞれが何年度につくられているのか。

事務局 台東区は平成２３年１月で、秋田県は平成１６年３月頃である。

委員長 これらの策定事例も参考にしながら、杉並区の就学前教育振興ビジョンを考

えるうえでの意見をいただきたい。

委員 東京都でも同じようなものがあるのか。

事務局 東京都では「就学前教育カリキュラム」というものを出しており、そちらも

０歳から５歳児までを対象とした指導例などを冊子としてまとめている。

委員長 本区にも区立子供園の「育成プログラム」や区立保育園の「保育実践方針」

などがあるが、今後のビジョンの検討に当たって、こうしたプログラム・実践

方針などはどのような位置づけになるのか。

委員 他自治体の事例をみると、５歳の１０月から小学校１年生の一学期ぐらいま

での細かなスモールステップの中で作っていくというのが特徴だと思う。これ

は、学校へ上がる際に、就学前の施設としてうまくつながっていきたいという

動きが広がっており、杉並区としても目指したいところである。

委員長 今の発言は、「小一プロブレム」への対応ということで、特に年長クラスの幼

児と小学校に入学後の接続をもう少し滑らかにしていきたいという趣旨だと思

う。今後は、具体的なカリキュラムの検討ということも課題になるかもしれな

いが、ビジョンの中でそういった取組をどのように盛り込むかは重要な課題の

ひとつであると考える。「小一プロブレム」に関して、教育委員会ではどのよう

に考えているのか。
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副委員長 現場職員の経験が一番大事だと思う。やはり、落ち着いて教室の椅子に座れ

ない、授業が進まないという声が聞こえている。編成基準の変更により、教員

数の配置人数が増加することは大きな戦力になると思う。小一になってうまく

接続をということは重要なことだが、まず、発達段階においてどう対応してい

くのか、またそれを踏まえて人的な体制をどうしていくのかを、杉並の独自の

施策としてプログラムの中に入れていくべきだと思っている。

委員長 私立という立場から、これに関連して何か意見をいただきたい。

委員 やはり、就学前ということでいうと、学びの場というよりも、人が人を育て

るということ、また、環境を重視して、学びの場所につなげるということが非

常に大切であると思う。そのためには、保育士や幼稚園教諭といった人達の質

をいかに高めるかということが重要であること、また、杉並の地域特性といっ

た環境をフルに活用することで、子供が生涯にわたってそうした基礎を培える

形になってもらいたいと考える。

委員長 事務局では、就学前教育振興ビジョンの計画期間として、どの程度のスパン

を想定しているのか。

事務局 期間については、基本構想・総合計画が１０年間を想定していることなどか

ら、振興ビジョン自体も同様の長期的なスパンでの指針になると考えている。

委員長 新教育ビジョンはどの位のスパンで検討されているのか。

副委員長 基本構想や総合計画にあわせて、教育ビジョンの計画期間は１０年と決めて

いる。あまり長期でやるのは間延びしてしまうし、逆に数年では教育上の目標

を達成するのが難しいところではある。修正などを加えながら、目標・内容は

１０年位のスパンで見るのが妥当ではないかと考えている。

委員長 社会が激しく変化する中でも、就学前教育振興ビジョンの「育って欲しい子

ども像」などはある程度普遍的な内容であるため、教育ビジョンと同様に１０

年程度のスパンを想定して検討を進めていきたい。しかし、国の「子ども・子

育て新システム」等の制度改革の動きも見込まれるため、こうした国の動向も

見据えながら、今後の検討の中で一体的に考え最終的に整理することとしたい

がどうか。

委員 先般策定した「保育実践方針」においても、子供の育ちに着目するには１０

年スパンでというような考え方をしており、そうした点でも問題はないと思う。

委員長 それでは、１０年という計画期間を想定しつつも、内外の変化にあわせて決

めていくこととする。次に、今後、取りまとめていくビジョンの基本的な構成・

目的の試案と銘うった資料があるので、事務局に説明をお願いする。

事務局 資料２－３説明

委員長 特徴としてはどのようなことがあるのか

事務局 具体的なカリキュラムについてはではなく、いわゆる指針の部分に特化した
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ビジョンになっている。資料２－２にある、花巻市や浦安市に近い構成を考え

ている。

委員長 ２番目にある「基本理念」とは、政策・施策の方向性や取組のベースになる

理念・考え方という理解でよいのか。また、基本理念より下位のレベルでの内

容は、４番目の「基本的な考え方」等に盛り込むということでよいのか。

事務局 指摘のとおりである。

委員長 下の四角囲みに入っているビジョンの「主な目的」とは、どのような考え方

で整理されたものなのか。

事務局 本委員会で行われた課題の整理の中で、目指すべきビジョンの方向性という

考え方のもとに抽出をした。四角囲み中の一つ目は、ビジョン策定の本来の目

的を示したものである。

委員長 四角囲みの中にある３つ目のところで、「幼児育成施設・地域社会の役割分担」

という部分の「幼児育成施設」については、保育園、幼稚園、そして公・私立

を含めた就学前の子供たちを受け入れるすべての施設ということだと考えるが、

他に何か意見はないか。

委員 ５番の「施策の方向性と取組」という部分について、「育ってほしい子ども像」

をつくっていくための具体的な取組を示していくという理解でよいのか。

事務局 個々の細かな取組を具体的に示すというよりは、幼小が連携して「育ってほ

しい子ども像」に向けて何が出来るかという、大きな方向性やその方向に向か

うために必要となる取組を想定している。

委員 先ほどから幼小連携という言葉があり、学校とのなめらかな連携といわれて

いるが、この「なめらかな」という言葉は、どういう状況を指しているのか。

事務局 この場合の「なめらか」というのは、先にあった「小一プロブレム問題等の

解決」を「なめらかな」と表現しているものと理解している。

委員 その「小一プロブレム」になる子供たちを幼保で育てていくうえでの理念と

は、そのような恐れのある子供たちが小学校に入学する際、幼稚園・子供園で

の生活状況の情報伝達をうまくしていくということなのか。それとも、小学一

年生になったときに問題行動を起こさないような幼児教育をしていくというこ

となのか。

委員 その点は、総合的に考えていくべきだと思う。結局、「小一プロブレム」は就

学前の施設での生活と小学校生活にギャップがありすぎて、子供たちがなじめ

ない、期待を持てないことが起因している。これに対して、例えば、入学前か

ら運動会や給食などに参加して小学校に期待を持てるような環境を整えたり、

不安のある子どもがどうしたら生活になじむことができるかの対処方法を小学

校の方に伝えるなどしている。このように様々な観点から、総合的な取組を通

じて、その子供が楽しく意欲的な学校生活を送れるような環境を作っていくこ
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とが必要である。そのためにどういう手を尽くせるかというのは、様々な側面

があると思うが、一概に幼稚園や保育園だけで決められることではないと思う。

委員長 小学校と幼稚園・子供園・保育園との接続という課題について、小学校側か

らの意見を伺いたい。

委員 幼稚園・保育園などが目指している「育ってほしい子ども像」を明確にして、

小学校へつなげるという連携は必要になると思うし、チャイムや４５分の授業

時間といった小学校生活に関する情報の連携も入学前から必要である。また、

情報だけでなく実際現場を見て、幼稚園・子供園・保育園の実態を理解すると

いう意味でも、教員側・保育士側の交流ということが滑らかな連携の重要な要

素になってくると感じている。

委員 保育園の職員は小学校の授業を見る機会が少なかったが、子供園に配属され

てからはそのような機会が増えた。学校に行って見学することは、実体験とま

でいかなくても非常に大事だと思うし、そうした交流がうまく行われることを

期待する。

委員長 私立では、小学校の教員との交流などについて、必要性を感じている状況な

どはあるのか。

委員 特に交流というわけではないが、園の子供たちが、小学校に招待される際に

は保育士が付き添って行き、その後で、子供たちと小学校の雰囲気を振り返る

などしているので、それはとてもよい機会だと聞いている。

委員長 小学校との接続に関する意見交換が続いたが、ここでテーマを変えて、資料

２－３の中にある「家庭教育」の方に話題を移したい。教育基本法では、子の

教育に第一義的な責任を負うのは父母など家庭だと定めているが、行政が策定

するビジョンにどのように盛り込むか難しい面もあるかとは思うが、これにつ

いて意見をいただきたい。まずは母子保健の現場からみてどうか。

委員 「家庭教育」は幅広いが、こういう観点は大事だと思う。保健センターでは

妊婦に対して母親学級という講座を実施しているが参加率が低い。逆に、産後

にこれからどうしたらよいのか分からないという問合せが多い。乳幼児健診の

際、それぞれの年齢にあわせた必要なことをいろいろと伝えてはいるが、やは

り就園前の方たちの教育が不足しているように思う。離乳食に関することや小

児科の医師を招いた講座のお知らせには敏感に反応している。しかし、３歳ま

での就園前の子供のいる家庭や、保育園に通園している家庭の参加率は２割程

度なので、それ位の方たちに伝えられるような場が必要だと感じている。

委員長 家庭内での親子関係を中心にした子供の育ちについて、子育て支援を担う立

場からはどうか。

委員 保育園・幼稚園などの機関からの子供への働きかけと、家庭での子供への働

きかけが整合性を持っているのかということが重要になってくると思う。背景



8 / 10

には親の当事者意識の薄れがあり、親自身が当事者意識を持って保育者、教育

者と一緒に子育てをしていくというスタンスが、基本的な考え方になるのでは

ないか。

委員長 子供に接する当事者として、親に向けて何か発信したい部分はあるのか。

委員 声高に言えないが、親には子供を育てる責任を持ってほしいという願いが

日々ある。子供園では子育て支援ということで園庭開放や未就園児の会などを

実施しているが、最近では、子育て支援とは母親が支援されるものだという勘

違いをする親が増えており、園としては、親が子を育てるための力を育むため

に支えているということを理解してもらうことが、日々難しく感じている。

委員 就学前の子供の育ちを支えるための、家庭、幼児教育、地域社会の役割分担

は難しい。保育園はある程度、基本的な役割を課せられてきた。例えば、暴力

が日常的に起きている家庭で育った子供の心をどう育てていくかというような

難しい事例が増加しており、そういう意味では、心をどう育てるかというのが

保育園の大きな役割であり課題だと思う。幼児教育はとても大きな課題であり、

区民に広く公表する場合には「早寝、早起き」というようなあたりさわりのな

い提唱をしなければいけない時代だと思うのだが、家庭というのは実際はこう

いうものだと知らせることは難しいし、今回のビジョンの中でどのように表現

できるのかというのも難しいところである。

委員 子育てを肩代わりしてもらっているのではなく、一緒に育てていく、母親も

このようなところを頑張るといいよと言うための、具体的なアドバイスを保育

園の方に伺いたい。

委員 経験のある職員などは、母親の見ていないところで子供が歩き始めたことは

あえて母親には伝えず、初めて母親が子供の歩いた姿を目撃したときの感動を

一緒に分かち合ったりしている。子供たちが成長する姿を伝えることで、母と

しての喜びを教えていきたいと思う。しかし最近は、それが伝わらないことの

方が多くなってきた。昔は子供たちの成長を喜んでいたのだが、最近は自分が

頑張っていることを認められる方がうれしいようだ。そうした今の親に対して

は、子供と一緒にいる時間も大事だよと伝えてあげるが、職員はどのように伝

えればよいのか苦慮しているようだ。すべてが整ったところで子供と過ごすの

は一番よいことだが、子供の育ちというのはいろいろなことがあるので、悩ん

でいる母親たちをどう支援できるかは課題だと思っている。

委員 母親たちの意識に疑問がある。夕飯の支度にしても、支度が出来るまで、誰

にも邪魔されず終わらせてしまいたいというのが母親たちの意識だが、保育者

としては、母親がバタバタしながら食事の支度をしているところを見せること

も充分に「家庭教育」だと思う。母親たちは子供がいる中で何かするのが大変

という意識が強く、「完璧じゃなくていいんだ」というようなことをこちら側が
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発信し、うまくフォローしていかないと、育児ノイローゼやネグレクトに陥り

やすい傾向にある。

委員 母親、一人ひとりと話をするということが大事なのだと思う。

委員 休日なのに子供を保育園に預けにくる親がいる。ゆとりある子育て望んでい

るのだろうとお預かりするが、やはり、休日には子供と一緒にいた方がよいの

ではという思いを今抑えている状況である。確かに、通勤などで疲れ果ててい

る親の気持ちは理解できるのだが、保育園の役割としてただ単に預かるだけに

なってはいけないと思う。

委員 未就園の会では、地域の母親たちが未就園の子供たちを連れてくるが、そこ

では、子供同士が遊んだり、一緒に遊ぶ中で親同士が関わったり情報交換をし

たりしているので、これはとても大切だと思う。児童館でも、小さな子供たち

が集まる時間には、私立・区立の保育園など様々な親たちが集まり、そこで情

報交換などが行われている。先日は、子供園の副園長がそういう場所に出向き、

母親たちに育児相談会を行った。こういった親に対する支援と子供も一緒にそ

ばにいて関わり合いながらの教育のようなものが非常に大事なことだと思う。

委員 それぞれの施設でも、親との関わりで苦労している点が共通だなということ

が分かった。この度の大震災に、幼稚園の保護者の間でも、みんなで暮らせる

喜びをもう一度感じたという言葉が会話のはしばしに出ることが多くあったの

で、就学前教育振興ビジョンには、家族がともに暮らす喜びというのも加えて

もらい、もう一度「家庭教育」を見直すことがあってもよいと感じた。

委員長 「家庭教育」については、小学校の教育においてはどのような扱いなのか。

委員 「家庭教育」の考え方は、やはり家庭によって価値観に差があるというのが

実情である。学校の中でもこうあるべきとあまり言えないのだが、何か事があ

ったときに、意外と無理解のまま家庭から要望が来たりする場合がある。しか

し、話をしてみると、自分の間違いに気付いて理解していただくことがあるの

で、こちらから示唆していくということが大事かなと感じている。学校や幼稚

園・子供園・保育園は、本来「教育」が役割なので、子供のためにどのような

価値観が大切かということは発信できると思う。

子育てに関わるところに話を戻すと、産休の明けた教師に話を聞くと、「今の

母親は孤独です」という言葉が返ってくる。いわゆる子育てと言いながら、孤

独の子育てであり、教育者という立場の人間であっても、子育ては孤独になっ

ていくというところへ、区全体として子育て支援の働きかけをすることが大事

だと感じた。学校としても、一つの発信の場として、保護者の方たちがいかに

子供たちと接していくか、ある意味、「対話」という部分と「発信」の部分を教

育という場の中で同じように伝えていくということが大事だと思う。

委員長 「家庭教育」について多くの意見が出されたが、「家庭教育」の大切さという
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点は委員全員の共通の思いだと思う。「家庭教育」の役割や責任、家庭の教育力

の向上などについては、今後も引き続き検討していきたい。それでは、ビジョ

ンの基本的な位置づけ、構成・目的については、資料２－３にあるような考え

方で一旦整理し、それらを踏まえて今後の検討を進めていくこととする。

最後に、資料３の今後の検討スケジュールについて、事務局に説明をお願い

する。

事務局 資料３説明

委員長 新たな基本構想と総合計画、さらには教育委員会の方での新教育ビジョンの

検討などが行われており、（仮称）就学前教育振興ビジョンの策定については、

それらの検討状況なども踏まえて、来年度上半期を目指して取り組んでいくこ

ととしたい。

［閉会］

委員長 次回は、今日の議論を踏まえて、ビジョンに盛り込む施策の方向性などの具

体的な検討を主な議題にして開催したい。区の新しい基本構想・総合計画、さ

らには教育ビジョンの案がそれぞれ公表される段階になってくるので、事務局

の方に関連資料の提供をお願いする。

なお、今後は現場の職員の意見なども拾い上げていくプロセスも必要になる

と思うので、その進め方についてもあわせて検討をお願いしたい。

以上で、第８回の検討委員会を閉会とする。


