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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９回）

日 時 平成２３年１２月９日(金)午後３時００分～午後５時００分

場 所 杉並区役所 第５会議室

出 席 者

[委 員]

高橋、渡辺、正田、寺井、後藤、飯塚、中島、藤川、稲葉、大澤、澤津

[事務局]

古谷、斉藤、加藤

配付資料

〔資料１〕「育ってほしい子ども像」の整理（前回の修正）

〔資料２〕「家庭教育」に係る議論等のまとめ

〔資料３〕「ビジョンの位置づけ、目的・構成等」に係る議論のまとめ

〔資料４〕ビジョンに盛り込む振興施策の体系、方向性について（タタキ台案）

〔資料５〕子どもの年齢別事業一覧

〔資料６〕新区基本構想答申案

〔資料７〕新区総合計画案・実行計画案（抜粋）

〔資料８〕区教育ビジョン２０１２（案）

〔資料９〕第４３回区民意向調査（抜粋）

〔資料 10〕前回の会議録

会議次第

１ 開 会

２ 議 事

（１）前回資料「育ってほしい子ども像」の修正について

（２）「家庭教育」の意義、役割について

（３）（仮称）就学前教育振興ビジョンの位置づけ、構成・目的について

（４）ビジョンに盛り込む振興施策の体系、方向性について（案）

（５）杉並区基本構想、総合計画、教育ビジョンの案について
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○主な発言要旨及び会議の結果等

司会進行 本日は、委員長、副委員長ともに、議会の最終日の関係で欠席となったた

め、保育課長が司会進行役を代行する。これより第９回の就学前教育振興ビ

ジョンに関する検討委員会を開催する。

〔前回会議録の確認〕

前回の会議録については、時間の都合上、この後、お目通し頂き、指摘等

がある場合は連絡をお願いしたい。

［議事５ 杉並区基本構想、総合計画、教育ビジョンの案について］

司会進行 本日は、議事次第にしたがって進めていくが、議事１の前に、議事５にあ

る関連資料の報告の方から順次受けることとしたい。はじめに、資料８にあ

る〔杉並区教育ビジョン２０１２〕の案が教育委員会から提出されたので、

教育委員会事務局特命事項担当参事より資料説明をお願いしたい。

〔教育委員会参事 資料８説明〕

司会進行 教育ビジョンの成案化の時期はいつ頃を予定しているのか。

教育委員会参事 教育ビジョンは来年３月に成案化し、これに基づいた計画は５月頃を

予定している。

教育ビジョン策定委員会委員である学識経験者の方から、今後１０年の教

育ビジョンにおいては、就学前教育のあり方を一つのポイントとして挙げて

ばどうかという意見もいただいた。ビジョンを全般的に読んでいただいて、

大きな理念として参考にしていただくとともに、具体の施策としてどのよう

に実現させていくのかということも合わせて検討していただければと思う。

司会進行 次に、最終案が取りまとめられた杉並区基本構想、総合計画についても、

事務局から説明をお願いしたい。

［事務局 資料 6・７説明］

司会進行 これらの案については、現在、説明会やパブリックコメントが実施されて

おり、後日、最終的な意見の取りまとめが行われる予定である。外部の方か

らも意見を出していただけるよう配布資料を用意しているので、ご利用いた

だきたい。
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次に、区民意向調査（抜粋）について、事務局から説明をお願いしたい。

［事務局 資料９説明］

司会進行 こちらは、「就学前教育」についての調査結果ということなので、ご意見な

どは後ほど伺うこととする。

それでは、前回に続いて課題整理を中心に検討を始めたい。今回は忌憚の

ない意見を出し合いながら集約していくという観点で議論を進めていきたい。

まずは、議事１から議論に入ることする。

［議事１ 前回資料「育ってほしい子ども像」の修正について］

［事務局 資料 1説明］

司会進行 教育ビジョンの「目指す人間像」などと対比して何か意見があるか。

委員 教育ビジョンでは、「育みたい力」という項目を、自己の問題から他者との

関わり、そして公共的な社会へと同心円的に広がるような展開で作成してい

るが、この「育ってほしい子ども像」についても同様のターゲットが見られ

るので、同じような順番で展開していくと教育ビジョンとタイアップができ

るのではないかと思う。

区民意向調査に関しては、アンケート結果を見ると、区と保護者ニーズに

はギャップの存在が見られるのでこれをどう受け取るのか、また、それを受

けたうえで、区として幼児期には何を重点的に推進していくのかを話し合え

るとよいと思う。

司会進行 順番については一定の意図があるのか。

事務局 自己から他者に向かうという考え方に基づいて作成しているが、十分に精

査はしていない。

委員 就学前教育振興ビジョンの中では、幼児期は、自分のことができるように

なり、周りの大人に支えられながら自立に向かって周りが見えてくる時期だ

と位置づけてある。その広がりという意味で考えると、まず、１番の基本的

な生活習慣を身につけ、２番に心身の成長に伴って遊びの動機ができ、その

次は、４番の友達や大人の話を聞いて周りに目が向く、そして、みんなと楽

しく遊ぶためにはルールがあるという意味で３番を置き、最後に、５番の友

達と協同して遊ぶというようにし、３番と４番を入れ替える順番がよいと思

う。

委員 １番や２番を残すということは、区民意向調査では、親たちが基本的な生

活習慣の必要性をあまり感じていないのに相反して、区としては、これに重
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点に置くことで、区民の意識を高めていくねらいがあるということなのか。

委員 他の設問で「基本的な生活習慣」の必要性について問うものがあり、こち

らでは回答が得られている。それぞれの設問によって選択肢が限定されてい

るのでこのような結果が出てしまった。決して基本的な生活習慣の必要性に

ついての関心が低いということではないと思う。

委員 広がりについて考えると順番を変えるのは構わないが、現状としては、こ

こにあるような当たり前のことができない子どもが増えてきているので、ど

うすればこれができるようになるか考えなければいけないと思う。

委員 同じく、３番と４番は入れ替えるべきだと思う。

１番の基本的な生活習慣に関しては、保護者自身が身につけていない場合が

多くなってきているので、太字で書いてもよい位である。また、当初の「基

本的な生活習慣をしっかりと身につけた子ども」の“しっかりと”をはずし

たのはとてもよい。

委員 ４番の「進んで話をし、しっかり話を聞くことができる子ども」の“しっ

かり”をはずした点はどうか。

委員 １番では抽象的な表現になるが、４番は具体性がある。

委員 では、「相手の方を向いて」や「目を見て」という言葉が想起されればよい

ということか。

委員 そのとおりである。

司会進行 教育の方では、ただ“聞く”だけでなく、それを消化してフィードバック

するということまでを求めているのか。

委員 学校教育では求めているが、幼児教育にはそこまでは求めていない。

委員 本園では、相手の目を見て話を聞くことを指導しており、しっかり人の話

を聞くことができれば、小学校でも授業が解るようになると保護者にも話し

ている。ただ、幼児期は、親や先生の話を聞いて知識を獲得していく時期で

もあると思うので、「進んで話をし」というのは少し難しい部分かもしれない。

司会進行 「進んで話をし」という言葉の理解に関してはどうか。

委員 自分が話したことに対して、相手が何を求めているのかを理解できるか、

コミュニケーション能力を求めているのではないか。

委員 会話のキャッチボールができればよいということではないか。

委員 東京都教育委員会で開発した就学前教育プログラムでは、シンプルに「は

なす・きく・伝えあう」となっていたと思うが。

司会進行 では、ここでは特に掘り下げず、“話を聞き、コミュニケーションができる”

という段階にとどめておくこととしたい。

次に「協同して」という言葉の理解はどうか。

委員 幼稚園教育要領を見ると“しっかりと”という修飾語は“よく”と表現さ
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れている。「協同して遊ぶ」という言葉について、「楽しく遊ぶ」という言葉

から差し替えられたようだが、学校教育になると“遊び”が“学習”に変わ

るので、“楽しく”という情緒的な意欲がないと、他の力を身につけることに

もつながっていかないのではと思う。

委員 「協同して」は、力を合わせて友達とやっていくという意味合いで使って

いる。

委員 幼稚園教育要領では、“共に過ごす”という表現をしている。

委員 “友達とかかわって過ごす”

委員 ５番の「やさしさや思いやりの心をもち」についてであるが、０歳から２

歳は、まだ、やさしさや思いやりという感情は育っていない。子どもの育ち

からすると、様々な経験をするなかでそれが育っていくので、「やさしさや思

いやりの心が育つ子ども」ではどうか。

委員 前回は、「友達と仲良く遊んだり協力できる子ども」という提案だったが、

“仲良く遊ぶ”ことの前には、様々な葛藤経験があるということを表現する

ために「協同して」という言葉になった。しかし、先ほどの、様々な経験を

もってやさしさや思いやりの心が育まれるという意見を考えると、まだ検討

の余地があるのではないか。

委員 ３番などは、センテンスごとに分けてもひとつの目標になり得る思う。そ

うであるならば、５番も「やさしさや思いやりの心をもっている子ども」、「友

達とかかわりあって遊ぶことができる子ども」と分けることができるのでは

ないか。そう考えると、どのような活動を通して、どういう子どもを育てる

のか、というあたりを見定めていかなければならないと思う。

司会進行 確かに、一文を二つに切り離しても意味が通じるということは、独立性が

高い感じがする。

委員 遊びを通して子どもが得るものは、やさしさや思いやりだけではない。

司会進行 それでは、この部分は、切り離して項目を増やすなどの考え方も含めて次

回までお考えいただき、改めて議論するということにして、議題１の議論は

これで終えることとしたい。

［議事３ 「家庭教育」の意義、役割について］

[事務局 資料 2説明]

司会進行 まとめ方等について何か意見があるか。

委員 ３ページ目四角枠内にある「（２）幼児育成施設・行政・地域による家庭教

育への支援（親支援・子育て支援）」に関して、家庭教育の充実と幼児育成施
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設の充実には、どのような関係があるのか。

事務局 家庭の教育力が低下しているがゆえに、家庭を支援するだけでなく、家庭

以外の幼児育成施設における教育力を充実させる取組みも必要ではないかと

いうことで、このような表現にした。

委員 施設の教育力の充実に取り組むことで、親が子どもの育ちを喜べるように

支えるということなのか。

委員 施設における家庭教育への支援策の充実というニュアンスなのか、それと

も施設そのものを指すのか。

委員 支援策の方ではないか。

委員 では、子育て支援の教育内容の充実という項目はないが。

事務局 これまでの議論で、家庭の教育力が低下してきており、家庭・地域社会・

幼児育成施設の三者がそれぞれの教育機能を発揮させ、子どもの健やかな成

長を支えていくべきであるという意見が出されていたので、そういうところ

から要約してこのような表現をした。

委員 家庭教育の「肩代わり」をしていくのではなく、親を支えることが大事だ

と思う。

委員 区民意向調査の結果から、一般には、家庭の教育力の向上が必要だと考え

られているのに対して、実際、子育て中の親は、施設での幼児教育の充実を

望んでいるように読み取れる。しかし、そのような親たちの考え方は、間違

っているのではないかという思いがある。また、就学前の子どもの育ちをど

う支えるかという視点で考えれば、家庭の教育力の向上こそが主目的になる

ので、他と並列に並べるのはおかしいということになってしまう。支援とい

うことならば、行政が保育相談を実施したり、就学前施設における教育の充

実を図っていくというのも支援だろう。表現の方法はそれぞれのトーンがあ

るので難しいと思う。

委員 施設における教育の充実が必要だといっている親たちも、本当は、家庭の

教育力向上の必要性を強く意識しているが、実現できないでいるとも読み取

れるだろう。しかし、こうした意識が大切であり、これを広めていくことが

大切だと思う。

京都のある保育園の先生の言葉に、「幼稚園で先生に抱かれる１時間は、母

親に抱かれる５分には敵わない」というのがある。そのことを本園ではポス

ターで掲示するなどして、母親たちにはその意識を伝えようとしている。確

かに、家庭教育に対して、３番の「幼児育成施設等における教育の充実」と

いう項目は不要だと思う。

司会進行 家庭教育の課題に「幼児育成施設等における教育の充実」という項目は当

てあてはまらないのではないかという意見も出された。幼児期における教育
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の意義や役割、家庭・地域・幼児育成施設等の間の連携のあり方などを踏ま

えて、事務局の方で表現などは整理し直すこととする。

［議事４ （仮称）就学前教育振興ビジョンの位置づけ、構成・目的について案）］

[事務局 資料 3説明]

司会進行 特に意見がないようなので、ビジョンの位置づけ等については、この資料

で整理された内容を基本としていくことを確認したい。次回からは起草の段

階に入っていくので、委員の皆様にも協力を願いしたい。

［議事５ ビジョンに盛り込む振興施策の体系、方向性について（案）］

[事務局 資料４・５説明]

委員 ２番の「子育ての不安・虐待対策等への支援」は、３番の「家庭・地域の教

育力の再生・向上」と重複するのではないか。今後、体系別に施策などを仕

分けていく場合、子育て支援は家庭教育に重なる可能性がある。

司会進行 今後の具体的な検討のなかではそうした部分が出てくることも考えられる

ので、こうした点にも留意のうえ整理していく必要がある。次回は事務局の

方から、内容をさらに精査したものを提出してもらうこととする。

［閉会］

事務局 これまでの会議録をホームページに掲載する予定なので、ご意見等があれ

ば事務局まで連絡をお願いしたい。

次回日程は、事務局の方で調整のうえ、後日連絡する。

司会進行 以上で、第９回の検討委員会を閉会とする。


