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第２回 世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン策定委員会 議事録 

 

日 時：平成２８年８月３日（水） 午後６時～午後８時 

場 所：世田谷区役所 第１庁舎５階 庁議室 

出席者：汐見委員、岡委員、大坪委員、五島委員、正岡委員、島崎委員、小林委員 

銅谷委員、佐瀬委員、今村委員、松谷委員、中山委員、堀委員、岩本委員 

中村委員 

事務局：世田谷区教育委員会事務局 幼児教育・保育推進担当課 大澤、石井、池亀 

支援事業者：株式会社創建 大谷、氏原 

 
次第 
１ 委員長あいさつ 
２ 各部会の実施状況について 
３ 区民アンケートについて 
４ 「幼児教育・保育」支援の充実に向けて 
 
 
開会 
 
事務局：お待たせいたしました。定刻になりましたので、これより第２回世田谷区幼児教

育・保育推進ビジョン策定委員会を開催させて頂きます。開会にあたりまして、本

日の出欠状況をご報告させて頂きます。本日は篠原委員、稲葉委員、工藤委員が欠

席で御座います。また、岡委員、中山委員、五島委員につきましては、遅れてお見

えになるというご連絡を頂いておりますので、よろしくお願いします。最初に本日

の配布資料の確認をさせて頂きます。次第の下段に記載しております資料の他に、

新たに追加した資料がございます。「具体的な改善の方向性」というもの、これが次

期学習指導要領に向けたこれまでの審議のまとめ素案のポイントの抜粋の部分のも

の、それから「平成２７年度高松市芸術士派遣事業活動報告」というもの。それか

ら「せたがや外遊びみんなにとどけよう」というもの。それから「世田谷区幼児教

育・保育推進ビジョンのためのアンケート調査経過報告」といったもの。こういっ

たものが本日、次第の下に書かれたもの以外に配布されております。お手元になけ

れば事務局職員にお申し出ください。それでは第２回幼児教育・保育推進ビジョン

策定委員会を開催します。これより進行を汐見委員長にお願い致します。 
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１ 委員長あいさつ 
 
委員長：じゃあ皆さん、こんばんは。まだ明るいんですけれど、よろしくお願いします。

今日は前回欠席でしたお二人、銅谷委員と今村委員がいらっしゃっていますので、

簡単に自己紹介をお願いします。 

 

委員：こんばんは。駒留中学校の校長を務めています。前回６月２日は校長会の研修会、

私が担当でしたのでちょっと抜けられなくて、申し訳ございません。私のところ、

駒留中学校は保育園が校舎内に併設しております。大変珍しいタイプだと思います

が、敷地の中にあるというのは幾つかありますが、校舎が同居しているという事で、

そんな経緯で私が中学校校長会代表として、この場に来る事になりました。個人的

には保育園、二人の娘が大変お世話になりまして、PTA会長なんかも2回ぐらいした

事がありますので。娘の内一人が保育士になっています。色んなご縁があるのかな

と思って、私にできる事は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

委員：皆さんこんばんは。世田谷区私立幼稚園ＰＴＡ連合会の代表として参りました。ど

うぞよろしくお願いします。前回は確か二日前程にこちらの役が決まったもので、

調整がつかず欠席という事で申し訳ございませんでした。現在私は小学校１年生の

長男と、幼稚園年中の次男がおります。本当に一主婦なので、何ができるか分から

ないんですけれども、微力ではございますが、皆さんどうぞよろしくお願い致しま

す。 

委員長：ありがとうございました。どのようなことでも結構ですので、是非おっしゃりた

いことをお話しいただければ、と思っています。それでは前回の第一回の策定委員

会の後ですね、部会が開催されていますので、その実施状況について事務局の方か

らご説明願います。 
 
２ 各部会の実施状況について 
 
事務局：はい。各部会の実施状況につきまして、簡単にご説明させて頂きます。資料１、

各部会の実施状況についてを御覧下さい。前回の復習になりますが、本委員会では

区における就学前の幼児教育のあり方や理念、あるいは施策体系等を検討して頂く

事になっております。本委員会を踏まえ、具体的な内容等について検討して頂くた

めに、幼児教育・保育推進部会、世田谷版アプローチ・スタートカリキュラム専門

部会、幼児教育センター部会を設置させて頂いております。各部会の委員ですが、

この資料の後ろの方に付け足しております。関係委員ともご相談させて頂きまして、

このような形で進めさせて頂いております。また今言った話の位置づけについては、

資料１の２枚目になりますが、こういったような位置づけにさせて頂いております。
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それでは各部会の実施状況について簡単にご説明致します。 

まず幼児教育・保育推進部会については７月２６日に開催致しました。部会では幼

児教育とはどうあるべきなのか、また今後、区として、あるいは教育委員会として

どう位置づけて行くのか、またこの幼児教育・保育推進ビジョンと、世田谷区の 9

年教育をどう位置づけて行くのか、等の議論となりました。次にアプローチ・スタ

ートカリキュラム専門部会は、７月１２日に開催致しました。まずアプローチ・ス

タートカリキュラムについて簡単にご説明致しますが、これは保育士、幼稚園教諭

が、子どももこれからどのように育つのかを見通し、また小学校教諭が子どもがこ

れまでどのように育ってきたのかを理解し、お互いが今、目の前の子どもたちにど

う関われば良いかを考え、学び合うためのカリキュラムで御座います。このことを

踏まえまして、世田谷区では昨年度よりカリキュラムの検討に取り組んできたとこ

ろで御座います。この状況に、今年度このビジョンの作成を踏まえた上で、本部会

をビジョン策定委員会の専門部会と位置づけをした上で、昨年度に引き続き検討を

進めているところでございます。部会では区内の公、私立幼稚園、保育園での年長

の３月に行う遊び、あるいは学級活動等の内容やねらい、また子どもたちを受け入

れる区立小学校やその後の小中学校のような学びを踏まえた接続期における幼稚園、

保育園、小学校双方がどのような活動を通し、また理解をしながら子どもたちが安

心して学校生活を過ごせるか等の議論や、幼稚園、保育園、小学校それぞれの活動

を理解する上で、教員の交流なども必要であるなどの意見が出されました。また、

幼児教育センター専門部会につきましては、つい先日７月２９日に開催致しました。

この部会では教育委員会が計画しております新教育センターのあり方などについて、

ご説明したのち、幼児教育センターをはじめとした新教育センターのあり方や、幼

稚園、保育園、小学校での共通の課題、またその後、幼児教育センターの機能など

について議論を行いました。次の策定委員会までに各部会とも今後２、３回程度開

催していく予定になっておりますので、次の策定委員会で具体的な議論の内容につ

いてはまたご報告させて頂きたいと考えております。以上です。 

委員長：ありがとうございました。７月に３つの部会が開かれてですね、議論が始まった

という段階ですので、今後、逐次決まってきたことについてご報告頂きたいと思い

ます。本日は第１回に続きまして、本区世田谷区における幼児教育、保育について

今後どうあるべきかという事について、議論を重ねたいと思っています。後ほど討

論、議論の時間を取りますので、各委員から忌憚のないご意見をお願いしたいと思

っております。それから事務局から討論の参考の資料として、資料２ですか、前回

の議論で発言していた内容について、発言を整理して頂いたペーパーがございます。

これらも参考にして頂きながら、各委員からご自由にご意見頂きたいと思います。

それから、これから世田谷区が目指す幼児教育、保育について討議をして参ります

けれども、幼稚園、保育園が一緒になってですね、全国的なモデルとなるというよ
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うな事を目指す訳でありますが、今、国の方がですね。大急ぎで幼稚園教育要領、

それから保育所保育指針の改定と、それをベースにして幼保連携型認定こども園教

育保育要領の改定を一斉に行っております。大体の方向が見えてきています。で、

それとも連動しながら、世田谷区のビジョンを考えて行かなければいけないという

風に考えておりますので、私が、実はこの国の議論のある部分に関わっております

ので、少しですね、今日の議論の前に、大体こういう方向で国の方は幼児教育の改

革を進めて行こうとしているという事が、大体分かってきましたので、それについ

てご報告して、それを踏まえた議論にさせて頂きたいと思っております。という事

で早速になりますが、資料の番号が打っていないんですが、資料２の後に挟みこま

れています、「具体的な改善の方向性」という文章を見て頂きたいと思います。これ

はですね、説明していくと長いんですが、これ中教審のある部会の教育課程の部会

の、中教審、今色んな部会があって正確に覚えられないんですけれども、それの審

議まとめのような文章で、出たのが８月の１日、ですから一昨日ですかね。まだ湯

気が上がってるような文章なんですが、その中で、大学から幼児教育まで一貫して

カリキュラムの改革を行っていくという方針が出されています。今回の改革の一つ

の特徴は、幼稚園は幼稚園、学校は学校、大学は大学と、大学には学習指導要領な

んかないんですが、実は大学の教育改革をも、同時に並行して進めて欲しいという

事が、様々な所から言われています。キーワードとしてご存知の「アクティブラー

ニング」ていう言葉がついて、大学から幼児教育まで全部やって頂きたいという事

になっています。一体それは何を狙っているのか、どこにポイントがあるのか、と

いう事をまとめた長い文章なんですが、その中で、この「具体的な改善の方向性」

っていう所だけが幼児教育に携わってる人間にとっては解りやすいと思いましたの

で、ちょっとコピーをしておきました。下線を引いてる辺りを中心にちょっと読ま

せて頂きます。１番、学校教育を通じて身に付けるべき、この「学校」には幼稚園

が入っています。で、従って幼稚園と保育所は同じ保育内容である事が決まってい

ますから、保育所も入っています。そう考えて下さい。で学校教育を通じて身に付

ける資質・能力の明確化と教育目標・内容の改善、資質・能力を育む学習過程や学

習評価の重視という事で、その下線部のところになりますが、全ての教科等につい

て、それらを学ぶことで身に付く資質・能力を明確化し、幼児教育から高等学校教

育までを見通しながら、教育目標や教育内容として盛り込むっていうのが、今度の

改定の一つの柱になります。要するに、例えば幼稚園で言うと、その幼稚園の教育

活動を通じて、具体的にどういう資質・能力が子どもの中に育ってるのかっていう

事を明確にして欲しいと。今５領域で書かれていますが、細かに言いますと、60以

上の細かな目標、狙いと内容があるんですね。かえって何が育ってるか育ってない

のか分かりにくいので、要するに、例えば保育所、幼稚園の保育、教育活動を通じ

て子どもの中にどういうものが育っているか、育ちきっていないのかを、もう少し



5 

分かりやすい形で明示して欲しいっていうのが、この中身になります。それから２

つ目、学校教育がどのような資質・能力を育成するのか、家庭教育と共有しやすく、

「社会に開かれた教育課程」のもと、学校と家庭・地域との連携・協働を活性化。

これは幼稚園も当然ですが、保育所の子育て支援というのと、認定こども園が増え

ていますが、認定こども園は子育て支援が義務なんですね。で、幼稚園、保育園は

努力義務なんですが、認定こども園はやらなきゃいけないんですね。で、一体子育

て支援って何がやる事なのかっていう事の中に、これからの教育の姿勢が反映する

んですが、社会に開かれた教育課程、つまり家庭と地域と園が串刺しされるような

教育課程になります。それから３つ目、学習過程を質的に改善し、「主体的・対話的

で深い学び」を実現するために必要な授業改善の視点、例えばアクティブ・ラーニ

ングですが、これを教科等を越えて共有する事と、この主体的で、対話的で、深い

学びってね、これ、国がこういう言葉を使うと、この主体的っていうのは何を指す

か、対話的っていうのは何を指すかって議論になっていくんですが、それが大学か

ら小学校、そして幼児教育までキーワードになっていきます。それから、４つ目の

○ですが、学習評価については、資質・能力の確実な育成につながるように、目標

と評価の観点を一致させるために、資質・能力を多角的、多面的に見取る評価の工

夫を促進。これは特に保育所なんかは、これから今度の保育所の保育指針の改定は、

３歳以降の教育活動の重視、教育的な視点の重視っていうのが入ってきます。で、

これは実は幼稚園も中身は同じなんですけども、そのために、一体子どもの中に何

が育っていて育っていないのかっていうこの評価を、大事にしなきゃいけない。評

価が出来ないとやっぱり協議にならないんですね。これ評定ではありません。プロ

セスを評価する訳ですが、その評価が、もう少し多角的、多面的に、上手に出来る

ようなあり方を工夫せよと、いう事が、出ています。それから特別支援ですね。こ

れは障害者差別解消のための法律ができましたので、従来ちょっと曖昧にしたとこ

ろをきちんとやらなきゃいけないという事になってきます。それから障害者の場合

は特に、この個に応じた指導という事も大事になってきます。それから大きな２番、

「カリキュラム・マネジメント」という言葉が出てきています。これも一つの今回

の改定のキーワードになります。我が国の教育課程は、各教科と、特別活動や総合

的な学習といった教科横断的な視点で学びを深める領域とで構成されて、こうした

教科と領域における教育的双方の強み、良さを生かして、教育課程総体の力を発揮

させて資質・能力を育成できるように、各学校における「カリキュラム・マネジメ

ント」を促進する。要するにカリキュラムを作る主体は教育委員会ではなく、また

都道府県でもなくて、学校であるという事を、もうはっきりさせる、という事で、

そして、年次の目標を立てて、そのために、まあ小学校なんかは大体どの時間何時

間と決まってるんですけれども、アクティブ・ラーニング等、増やして行きますと

ですね、時間でどうだっていう風には評価できなくなって、実際その中で子どもた
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ちのどういう力が育っているのかっていう、先ほどの視点というものが、もっと大

事になってきます。幼児教育になりますと、このカリキュラム・マネジメントとい

う事は決定的に大事になってきて、こういう行事予定を計画したけれども、必ずし

も今の子どもたちから考えて、あんまり効果が考えられなかったら、ちょっとここ

でどう工夫するのかとかですね、保護者のニーズがこういう風に高まって来て、そ

れを取り入れた場合に、こういうやり方の方がいいんじゃないかっていう事を、全

部上手に臨機応変にマネジメントしていく、カリキュラムをたえず作り上げていく

っていう事ですね。ＰＤＣＡサイクルなんかが非常に大事になって来る。それから

その次の○は、教科を越えろっていう事ですね。子どもたちに社会において自律的

に生きるために必要な「生きる力」をバランスよく確実に育むことを目指し、全て

の学習の基礎となる力、これからの社会や生活の在り方を踏まえ求められる資質・

能力が、教科等を越えて教育課程全体を通じて育成されるという事で、その後に言

語能力だとか、色々書かれていますが、分かりやすくいうと、一つ一つの教科でど

う育ったかっていう事も大事だけれども、人間としてどう育っているかっていうと

ころを、もう少し評価の軸として大事にしてくれっていうような事が、あちこちに

出てきます。それからですね、その事については、もうちょっとご説明しなければ

いけないんですが、ちょっと時間がございませんので、その次のページの幼児教育

というところを見て下さい。こっちを使った方が分かりやすいと思いますので、幼

児教育というところで、「資質・能力の三つの柱を踏まえ」っていう言葉がすぐ出て

きます。この資質・能力っていうのは、先ほど個々のカリキュラムだけではなくて、

カリキュラムを横断的にですね、教科横断的に、こういう能力を育てて欲しいとい

う、その中身なんですね。分かりやすくいうと、２０世紀に目指してきた目標、だ

けでは２１世紀は担いきれないと。２１世紀に必要な学力、人間力というものを、

念頭に置いた時に、それを分かりやすく３つの柱で説明してるんですね。この３つ

の柱っていうのが、まず１つ目が「知識・技能の基礎」それから２つ目が「思考力・

判断力・表現力等の基礎」、３つ目が「学びに向かう力、人間性等」という風になっ

ています。これは大学から幼稚園まで全部同じ言葉になっています。それで、「知識・

技能の基礎」というのは、やはり計算ができるとか漢字が読めるとかですね、明治

維新が何年かまあ一応知ってるとかね、雲がなぜできるかっていう事をわかってい

るとか、そういう事は当然大事になりますから、これは当然また引き続きやって下

さいと。これはそうなんですが、しかし次の時代はですね、そういう事を知ってる

ようだけではダメだっていう訳ですね。実際に答えのない問題とか、答えが複数あ

るような問題がしょっちゅう出てくる中で、根拠をもって、私はこっちがいいと思

うと言えるとか。答えが見つかってなかったら、こうすればいいんじゃないですか、

っていうアイディアを提案できるだとか。そういう力を国民すべてが持たなきゃい

けないっていう事から来ます。従ってそれは思考力だとか、柔軟な判断力だとか、
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あるいは企画力、デザイン力、そういうものが、プレゼンテーション力だとかって

ものが、入って来る訳ですね。そういう能力を強化、横断的にしっかり育てて行く

っていうのが２つ目の柱になります。そして３つ目はですね、知ってはいるけども、

例えば環境問題についての知識は知ってるけども、じゃあ自分の生活を、なんかそ

れで改善して行こうっていう風にはつながらないような学力はやめましょうと。学

んだ事が即、その人の価値観の変化だとか、行動に繋がるような、そういう学力と

いうものを目指すという事で、ある意味ではこう、市民道徳と教科の認識というの

が繋がって行くような、そういう学力のあり方ですね。この 3つを柱にするって事

を言ってる訳です。で、それでですね。幼稚園で幼児教育でも、これは今回幼稚園

の文章も保育園の文章も出てますけども、いずれもが、これを踏まえて、「知識・技

能の基礎」、それから「思考力・判断力・表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間

性等」というこの３つを幼児教育でもきちんと育てましょうという事が明記されま

す。要するに、幼児期から大学まで、同じ目標、人間像でもって、それぞれの教科

だけじゃなくて教科横断的に評価していくようなシステムを作るとですね。それか

ら、自己制御や自尊心などの非認知的能力、この非認知的能力という言葉がこれか

ら頻繁に出てまいります。幼児教育では。これは今、世界的に幼児教育重視策に移

って行く国が多くてですね、ヨーロッパは特に先行ってる訳ですけども、もうとっ

くに３歳以降は無償化していますしね、更にもっと下までおろして行こうとしてい

ます。で、それを追いかけてる国がたくさんあって、隣の韓国はとうとう０歳から、

もう無償にするというところまで行きました。もう３歳や１歳は無償になっていま

す。まだ３歳以降、お金を払ってる国は先進国ではほとんどありませんで、数少な

い国は日本です。日本はそういう点でもまあ、２周ぐらい遅れてしまっています、

制度的には。で、ともかく日本の幼稚園団体は３歳から無償化というのをスローガ

ンに今運動していますけれども、省庁ではだめで、国がですね、政権が幼児教育重

視策に切り替えようと。何故かというと、今までの教育というのは６歳からの学校

教育をベースにして、０、１、２については幼稚園、保育園はオプションで、基本

的には家庭と地域である程度育てて欲しいというのが前提だったんですが、今それ

がほとんど期待できない訳ですね。今夏休みでも群れて遊んでる子どもなんて一人

もいませんから。で、子どもに仕事を与えて伸ばすというと、仕事なんて子どもに

ある訳じゃないですから、結局意識的に育てて行くしかなくなって来ている社会で、

それを全部家庭に担わせることは不可能なんですね。ですから、専門家がいる幼稚

園、保育園、認定こども園のところをですね、もっと社会に開いて、お金があった

ら来れるとか、来れないとか、そんなんじゃなくてタダでいいという事と、それか

ら人生の初期ほど、実は非常に大きな影響を与えるという事がどんどん分かってき

たんですね。これは今脳科学者だとか経済学者がどんどん参入して、教育の効果と

いうのは、早ければ早い程、実は高くて、０歳が一番高くて、しかもお金が最もか



8 

からないという事ですね。今、だから世界中で注目されているのは乳児保育です。

０、１、２の教育というのが、実は一番大事なんだっていう所で、今までは赤ちゃ

んの事に金なんか注がない、育児に金なんて注がなきゃいけないのって言ってたの

がね、冗談じゃない、今そこが一番大事なんだと変わってきました。世界的に研究

動向はそうなって、東大にもやっぱり乳児保育の研究センターができるようになっ

てきたっていう事で、急速に今変わって来ています。で、そこで言われたのが、非

認知的能力というのは、ヘックマンたちが使ってる言葉、ノーベル経済学賞の。ア

メリカのプリスクール研究なんかをベースにしてですね、貧しい地域の子どもたち

に丁寧な幼児教育をした場合とそうじゃなかった場合に、大人になった時にこんな

に違いがあるというデータがやっぱり出て来た訳ですね。犯罪を多くする率も、ち

ゃんとした仕事をもって収入もらってる率も違って、たった２年の教育を受けただ

けなんですが、だからその受けた人がその後、頭が良くなって知能指数も高まって

るのかって調べたら、知能指数は全く変わってないんですね。知能指数は変わって

いないにも関わらず、社会で犯罪もしないし、ちゃんとした仕事に就いて、家も持

って、生活の方もＯＫな人が、２年間保育を受けた人の方が高かったんですね。そ

の結果、色々分析した結果、幼児教育が伸ばせるのは、知能指数が伸びるような、

そういう部分、分野じゃないっていうんですね。頭のこう、コンピュータの基本的

な性能みたいのは、親からもらった遺伝子で決まるんであってね、そこを高める事

はできない。だから知能指数を上げる幼児教育というのは嘘だという事ですね。そ

うじゃなくて、そういう能力じゃないのに、関わる大事な能力が人間にある。例え

ば自制心ね、自身の。これをやるためには今これをちょっと我慢しようという事が

出来るとかですね。あるいはこれを今やりきったら大丈夫なんだと思ったら、その

ために忍耐力をすごく発揮できるだとか、持続してやれるとか、あるいはこういう

事は先生に聞けばいいんだという事で、柔軟に人に頼るとか。失敗してもね、いい

経験させてもらったと思って、それから色んなもの学べる力とか。上手にこうアイ

ディアを作り出す力だとか、そういうその、知能検査で出てこないような、非認知

の、しかし大事な能力ですね、それは幼児教育で伸ばせると。しかもかつそれは、

乳児に基礎ができるんだという事が分かって来て、それでその非認知的能力をしっ

かり伸ばすと国の将来にとってとても大事なことになるという事でね。という事で、

今非認知的能力の育成を幼児教育に期待する事に、その研究は一斉に起こっていま

す。世界中で。それをちょっと今度は日本でも取り入れようという事ですね。そう

いう事を踏まえて、この○がありますけど、さっきちょっと申しましたけども、５

領域だけじゃちょっと抽象的なのでという事で、この５歳児終了までに育ってほし

い姿を１０個挙げた訳ですね。このそれぞれについて細かなまた項目があります。

今度必要ならば、皆さんに提供したいと思いますが、体、自立心、協働性、道徳性

の基礎、なんだかんだ、今まで言われた事なんですけども、小学校の先生から見て、
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こういうのはどこが手伝ってるんですかっていう事が分かりやすい姿にしていくと

いう事ですね。だからその幼稚園、保育所から送る要録なんかの中身も、多分これ

で書かれる事が多くなるんじゃないかと思うんですよね。そうするとこういうのを

育てるために、どういう保育をしてるのかっていうような事になって行きますから。

非常に学校の先生も分かりやすくなるという事ですね。そういう事で、この１０の

姿というのがこれから出てきます。従って、今度は３つの柱、５つの領域、１０の

姿っていうのが、言葉としては出てきてるんですね。いずれも、２１世紀の人間と

して必要な人間力、学力っていうものを幼児教育から大学まで同じ方向で育てて行

くために、同じ言葉で説明して行こうという事で出て来たものだとご理解頂きたい

と思います。そういう事で、議論してきて、今大体これは幼稚園、保育所、認定こ

ども園も、この内容で作り直す事が、今決まりました。それからもう一つ付け加え

ておきますと、保育所の方の保育指針では、今の保育指針に比べて、その流れを受

けて、乳児の０、１、２、３歳未満児の保育のところをかなり詳しく書く。これは

そこのところを、丁寧にやっぱりやって頂きたい。待機児問題で乳児の子どもたち、

未満児の子ども増えてるんですが、そこに対する丁寧な指針がないものですから、

かなりいい加減な保育も、まあある訳ですね。それを克服するために、０、１、２

の保育指針を丁寧に作るっていう事が柱にあります。それから２つ目は、３歳以降

の幼児教育としての質っていうものを、幼稚園、保育園、認定子ども園、そろって

こういう方向で出すという事ですよね。その他、虐待等が増えていたり、保育所で

の死亡ケースが増えている中で、子どもの安全をどう守っていくのかって事として

も記述を充実させるとかですね、そして子育て支援という所は、相変わらずやっぱ

り色んな拠点事業とか色々出ていますから、連携する事が大事なんですが、やっぱ

りその機能は大事だという事と、最後に保育所の方は研修をしっかりするという事

と、園長、所長を中心にして、職場づくりですね、皆がやる気になるような職場を

どう作っていくのかっていう辺りが、実は大事だということが書かれることになっ

ています。いずれもね、私が関わって感じたのは、保育所の方々にとっては、よう

やく保育所が教育する場所だって事が、幼稚園と全く同じように扱わなきゃいけな

い所だって事が、あまり、色々言われないで当たり前だっていう風になってきたっ

ていう点では、１０年前とは大分違います。雰囲気はすごく感じます。それから、

幼稚園、保育園、そしてこども園と、小、中が、同じ方向でカリキュラムを作って

行こうという点でも、以前よりもはるかにハッキリしているという感じを受けてい

ます。ま、そういう方向です。私は基本的にいい方に向かうんじゃないかと思って

いますけども。で、進められているという事だけ、お話し致しました。すいません、

ちょっと急いだ話で。ちょっとだけ時間取りますので、先ほどの世田谷区の部会の

あれと、それから前回こういう論点が出されたという事で、資料がございます。そ

して今、私ちょっと大急ぎで申し上げましたけども、国の方ではこれから保育、幼
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児教育をこういう風に変えて行こうとしてるという動きが見えて来たという話を致

しました。それらを踏まえて、少し意見、ご質問、ご感想を出して頂ければと思い

ます。素朴な所で結構です。これは一体何を指してるんだとか、そういう辺りから。

こういう国の流れを受けて、じゃあその世田谷でどうして行くのかという事につい

てはですね、これからもう少し世田谷の夢を語る形で、どんどん色々意見を出して

頂きたいと思ってますけど、さしあたり今までの報告についてもですね、またご意

見下さい。 

委員：学習指導要領なんかの流れと、今度の新しい指針だとか、教育要領の改定とか、こ

れっていうのは、やっぱり理念的につながり合う事が目標なんでしょうか。 

委員長：こういう事をね、あんまり文科省に断りなしに言うなという雰囲気なんですが。

今までね、文科省の行政の中で、学習指導要領といったら、それは小学校までとい

う事だったんです。幼稚園教育要領は、学習指導要領とは違うだろうという事で、

まして、保育園の保育指針も、その学習指導要領とは違う、というような事で、国

の方からして、幼児教育というのは義務教育じゃありませんからね。行ってない子

もいるわけですから。ですからそこにこう、国としてしっかり責任を取るなんてい

う事はそもそもできる話じゃない、あれは自治体の問題だという形になってるんで

す。そうすると教育委員会も、私立幼稚園については教育委員会管轄じゃないわけ

ですから。国の方はね、私学部とかあるんですけども、区、市町村に来るとですね、

お金は私学助成から頂いてきた訳ですから、それは市町村の扱う事ではない訳です

から。そうすると、そこのカリキュラムなんかについては、全く関与する事じゃな

いという事に、今までなってたんですよね。それから教育委員会に今度移す事にな

って、新制度になった時に、各幼稚園がどういうカリキュラムでやってるかってい

ったら、誰もつかんでないってのが実態な訳ですよね。で、それを今回はなんとい

うか放っておいて、各幼稚園だとかなんかに任しておいて、日本の教育が改革でき

るかっていう事が、やっぱり論点になってる訳ですね。で、世界はむしろ、３歳か

らの義務教育の方向に移してると。今は３歳から無償化してきてますよね。無償化

の先にあるのは義務化です。これはかなり理念も違います。法的な制度も変えなき

ゃいけないし、お金もかかりますから。ただ、３歳から義務化になったら、これは

親の義務とそれを保障するための自治体の義務になりますね。先生の給料も多分、

同じ義務教育をやってるのに、小学校の先生と幼稚園の先生と全然給料が違うとい

う事も許されなくなります。ご存知かもしれませんが、今ヨーロッパは、もう目標

を決めていて、幼稚園の先生の給料は基本的には小学校の先生と全く同一にすると

なっています。今ＯＥＣＤで加盟国の３０か国の中で２１か国はもう全く同じにな

りました。その残りの９か国がですね、幼稚園の先生の給料が平均すると小学校の

先生の給料の平均に比べて安いんで、一番安い国が６１％しかないんですね。これ

が何と日本です。最下位です。保育園の先生の給料は更に安いんです。で、世界は
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ほとんど幼稚園と保育園の先生は小学校の先生と同じ給料になっているにも関わら

ず、韓国もそれを追いかけようと今やっていますけども、要するに省庁の問題では

なくて、国策として、もう一緒にするってやらないと、やっぱりならないんですよ

ね。だからそれはもう消費税上がったらもっていくってそんな話じゃなくて、もう

初めに一緒にするんだってやらない限り、ならないんですよ。そういう感じにする

ためには幼児教育はもう義務教育に近いんだってやっていかないと。戦略的にはす

ぐに立てられませんから、実際はそういう方向に動いていますね。ハンガリーはも

う既に３歳から義務教育になりましたし、今年は、アイルランドも４歳から義務教

育になっています。世界のそういう国のほとんど、義務教育というのは結局、教育

の内容だとかなんかに関して、自治体、国が責任を持って、そのお金も補償すると

いう形なんですよね。そういうふうな、やっぱり私立だから、文科省は知りません

よとかっていう事にはならない訳ですよね。ですから子どもの、その未来社会を担

う大事な人材である子どもの教育は、小さい時から意識的に国として、力を入れて

行っていくという方向に動いてきているのが今の流れで、そのために、文科省の中

でね、幼児教育は知らんっていう訳にはいかないなっていう雰囲気が一挙に出てき

てる訳です。ですから、今回初めて、カリキュラム改革を、教育課程改革ですけど

もこの場合、大学まで色々言ってきてるんですけども、そういう所から幼児教育ま

で、中身はなかなかいい事言ってる事が多いんですけども、一貫して、やっぱりや

って頂きたいっていうの、まあそれは僕はね、国の決意だと思っていて、このまま

じゃ本当に取り残されて行くぞっていうようなね、そういうこの気持ち、焦りみた

いなのを凄くやっぱり感じます。企業の中にはね、その○×式で教育やってきて、

それで浮かび上がってきた事を取って来て、本当に能力ある人は別として、正解は

○か×かどっちかなんだって訓練受けて来たらね、どちらでもないっていう、だか

ら自分で○と×の間の答えを考え出せって言ったら、「ええ、どうしていいんですか」

っていうのがいっぱい来たら困る訳ですよ。だからそんなのおかしいですよとね、

上司の言ってる事は絶対おかしいと思う。もっとこうやった方がいいじゃないです

かっていうような事、どんどん言えるような人たちがどんどん出てこない限り、課

長なんとかもボロクソ言われるようなね、そういうような。その方がね、あいつ生

意気だけどいい事言ってるよなっていうような、そういう風にしないと日本社会そ

のものがもう危ないっていうような危機意識がある訳でしょ。だからそういう若者、

まあ言葉悪く言えばそういうふうな教育に変えたいっていう事が、ある訳ですよね。

だから、こうすりゃいいじゃないですかっていう教育を幼児期からやってくれと。

それが「遊び」だろうって訳です。遊び、こうやったら面白いじゃん、もっとここ

穴掘ろうぜっていうようなその力を、知的な力をどんどん高めて行くような教育を

やって頂きたいっていう事ですよね。おっしゃる事は。 

委員：ありがとうございました。 
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委員長：はい、僕なんか国の代表で説明してる訳じゃないんですが。後でまたまとめて色々

議論、今のような形で出して下さい。 

 

 

３ 区民アンケートについて 
 

委員長：第１回の策定委員会以降に未就学児童をお持ちの保護者、それから幼稚園、保育

園、それから区立の小学校に対してはアンケートを行って頂きました。現在集計中

なんですが、ここまでの分かってきた事についてちょっとご報告を頂けますか。 

事務局：はい。それではアンケートの概要についてご説明させて頂きます。まず資料 3と

ふっていなかったんですが、こういった分厚いもの、これが最終的なアンケートで

ございます。この物につきましては、第１回、前回の委員会におきまして、案をご

提案させて頂きました。そこで前回のご意見ですとか、その後各委員から頂いたご

意見等踏まえまして、最終的なアンケートとして実施した内容になりますので、後

ほど御覧頂ければと思います。またあの、各委員から色々意見を頂戴致しました。

頂いたご意見を踏まえ、内容等慎重に調整をさせて頂きました結果、予定では６月

くらいから順次、前回、始めますよとお話しさせて頂いたんですが、色々と調整が

ありまして、アンケートの配布が７月７日からと、かなりずれ込んでしまったよう

な形になります。未就学児については７月２７日に締め切りをさせて頂きまして、

本来であればこの委員会で速報をお示しする予定でしたが、今現在集計が間に合わ

ない、それから後、かなり未就学児の保護者の方も非常に興味を持っておられまし

て、実は未だにお問い合わせがあって、「締め切りは過ぎたけれども、これから送っ

てもいいですか」というお問い合わせを、事務局の方に頂いているような状況でご

ざいます。そういった事も踏まえまして、今日は現時点の状況をお示しさせて頂い

ております。そこで参考として、「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンのためのア

ンケート調査経過報告」というものを作らせて頂きましたので、こちらに沿ってご

説明をさせて頂きます。なおこの資料につきましては集計途中のものですので、本

委員会が終了しましたらこれにつきましては回収させて頂きたいと思いますので、

よろしくお願い致します。まず１ページ目の２．集計状況（中間報告）というとこ

ろを御覧下さい。回収数ですが、これ委託事業者が処理するための整理を終えた数

でございます。今たとえば未就学児のいる家庭の現状調査、回収数１，９５６とな

っていますが、実際に今３，０００人近い方が回答しているような状況でございま

す。最終的には多分５０％近い回収率になるかと思います。その他のものにつきま

しても、ほとんどの園ですとか、小学校から送られてきております。こちらにつき

ましてもかなり高い回収率になろうかという風に考えております。それでは２ペー

ジ、３ページを御覧下さい。こちらは保護者に子どもの将来像について聞きました。
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子どもの年令に関わらず、自分の意思をしっかり持てる人、自分の家族を大切にす

る人、という風に答えた方が多くなっております。次４ページ、５ページ目を御覧

下さい。未就学児の保護者と小学校１年生の保護者に対しまして、家庭の子育てで

力を入れている事を聞いております。未就学児の保護者では、④の親子の触れ合い、

あるいは⑦、⑧の社会性に関わる事、⑩にあります興味、関心を広げる事などが、

半数以上になっております。小学校１年生の保護者についても、未就学児と似たよ

うな傾向と言えますが、更に③の自立を促そうとする課程や、⑧の規範意識を回答

した率が高くなってきております。続いて６ページ、７ページを御覧下さい。こち

らについては保育園長、幼稚園長について、この１０年間での保護者の意識の違い、

変化というものを聞いております。保育園、幼稚園共に感じられている事は、⑤に

ある、子どもの発達を踏まえた関係構築、が分からなくなってきていると。それか

ら⑦、⑧で増えた、が多くなっているようですが、子どもと親の関係性の変化が感

じ取られているという風に言えると思います。次に８ページ、９ページを御覧下さ

い。こちらについては保育園長、幼稚園長に、保護者がそれぞれの施設、園にどの

ような期待をしていると思うかという事を尋ねた設問でございます。保育園、幼稚

園共に、②、③のような友達に関わる事柄が期待されているという認識が見られて

おります。また①のような身辺自立、⑥、⑦のような経験はいずれも多くなってき

ております。また幼稚園では更に⑤、集団生活のルールを教えて欲しいと思われて

いるという部分もかなり高い割合となっております。続いて１０ページを御覧下さ

い。こちらについては未就学児の保護者の方に、小学校入学に際しての不安を聞い

ております。ここでは無回答が５０％超えるような形になっておりますが、４歳、

５歳児の子どものいない家庭がこういった形で答えているのかなと推測しておりま

す。後ほど属性なんかも踏まえた上で、この辺しっかり分析して行きたいと考えて

おります。番号で行きますと３、９、２、４、友達と仲良くできる事ですとか、あ

るいは自分の気持ちや考え方を、友達に言葉で伝えられるというような、友達や先

生との関係について不安を持っているという事は結構多かったかなという風に見て

とれます。それに対し、小学校１年生の担任の先生に、保護者が不安に思っている

事を尋ねております。それが１１ページになります。これを見て行きますと、２、

３、友達ができる事、友達と仲良くできる事については保護者と同じような感覚で

おりますが、更に教員においては、６、７、学校生活に馴染めるとか、授業中に静

かに座っていられるとか、１０、小学校で行う学習の事、１３、給食を好き嫌いせ

ず食べられるというような形で、学校生活に関わる事に不安を覚えているという認

識を示している教員が多いという事で御座います。次に１２ページを御覧下さい。

ここでは保育士、保育園職員、幼稚園教員に保育、幼児教育において重視している

事を尋ねた設問です。それぞれ１の子どもが健康で安全に過ごせる事、それから４

の子どもや保護者との信頼関係は共に多くなっております。また幼稚園では１９、
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体験を通じて感動する事が多くなっております。また、両者比べて行きますと、保

育園では２や６のような子どもの感情、欲求に関わる項目が多くなっている一方で、

幼稚園では保育園に比べ、１２、１３のような自主性が多くなってきているのが見

てとれるかと思います。それから１３ページ、こちらは施設長ですね、保育園長、

幼稚園長に同じような設問をしました。その結果、１、４、が多くなっている事は

現場職員と同じような傾向がみられております。次、１４ページ、１５ページを御

覧下さい。こちらは保育者として重視するスキルについて尋ねた設問でございます。

保育園、幼稚園ともに現場職員では５、７の子どもの育ちを導くようなスキルが重

視されております。また保育園ではその育ちの見通しを立てる、「２ 発達を理解し、

見通しを持って計画する」が多く選ばれております。また幼稚園では、幼児の内面

の理解が保育園と比べて多くなっているように思います。それから１５ページ、こ

れはまた保育園長、幼稚園長の回答でございます。保育園長については、現場職員

と同じく５と７が多く選ばれている状況でございます。１６、１７ページを御覧下

さい。ここでは職員の資質向上を尋ねた設問で御座います。保育園については幼稚

園に比べて、現場職員、園長共に待遇改善が多くなっております。また保育園と幼

稚園に共通して多いのが、研修関係の３、４、５ですね。養成課程の実習指導の充

実、園内研修の充実、園外研修への参加促進というものが共通して多い状況でござ

います。施設長、園長におきましては、評価に関わる８番、教育内容に対する評価、

改善の実施、こういったものが、やはり施設長さんとしては多く選ばれております。

それから１８ページを御覧下さい。こちらは保育園、幼稚園に子供を通わせている

未就学児保護者に、子どもの園生活での不安を尋ねた設問でございます。友達付き

合いに関する５、あるいは園生活への慣れに関する６について、不安に感じている

事が見てとれます。また１９ページでは、保育園、幼稚園の現場職員が思う、保護

者の不安という事を、２０ページは施設長、保育園長、幼稚園長が同じような形で、

保護者が不安に思うものを聞いております。現場職員の教員の認識は、保護者と似

た傾向にありますけれども、幼稚園では保育園に比べて、１１の先生の話が理解で

きているかという部分が多くなっている状況でございます。それから２１ページを

御覧下さい。ここでは小学校入学前に身に付けさせておきたい事を未就学児の保護

者に訪ねた設問でございます。ほとんどの選択肢が４割前後となっております。２

２ページ、２３ページの保育士、幼稚園教員と比較すると、「９ 自分の良さを知り、

発揮すること」が、保護者においては少ない事が見てとれると感じております。２

４ページを御覧下さい。こちらが小学校１年生の保護者に、入学前を振り返って、

園で取り組んでもらいたかった事を尋ねた設問でございます。ここでは「小学校の

見学や授業参観」、「小学校教員の話を聞く」、が多く、総合的には幼稚園、保育園、

小学校が共同で行う行事が多いのが見てとれます。次の２５ページ、２６ページ、

こちらにつきましては、保育園、幼稚園の保育士さん、教員、園長に、幼保連携の
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在り方についての設問でございます。ここでは幼稚園と保育園との交流を期待して

る割合が、ある程度ある一方で、幼稚園では連携する必要がないと考えている人が、

保育園より少し多くなっているのが見受けられます。２７ページから２９ページ、

こちらは保幼小の連携のあり方を保育園、幼稚園、小学校それぞれ尋ねた設問で御

座います。保育園、幼稚園では「１ 子どもが小学校の見学や授業参観に行く」、「２ 

子どもが小学生と一緒に活動する」、といった部分が多く選ばれております。また保

育園、幼稚園、小学校間での情報交換に関する１９も多くなっております。また幼

稚園長では、その他に比べて、幼稚園教諭と、小学校教員を現場を知る事に繋がる

６と１３、幼稚園教諭・保育士が小学校の授業を参観する、小学校教員が幼稚園・

保育園等での保育を見学する、というものが多くなっております。また、一方で小

学校教員、校長での特徴的なものとして、校長先生においては「６ 幼稚園教諭、

保育士が小学校の授業を参観する」、というものが多くなっております。また保育士、

幼稚園教諭による授業参観が望ましいと考えられているようですが、１８にある、

「幼稚園、保育園等が入学後の授業に活かすための情報提供を行う」という部分も

多くなっております。最後に３０ページから３２ページを御覧下さい。こちら保幼

小の連携に向けた課題について、それぞれ保育園、幼稚園、小学校に訪ねた設問で

御座います。保育園、幼稚園、小学校に共通して多いのが、「１２ 小学校教員、幼

稚園教諭、保育士が連携、交流する時間が取れない」という、時間的な問題が多く

選ばれております。それ以外ではコーディネートをする人材に関する「１３ 保幼

小をコーディネートする人材がいない」というのも多くなっております。また保育

園、幼稚園の現場の先生および幼稚園長におきましては、園種校種による違いに関

わる１から３、「幼児教育、保育、学校教育それぞれ目的が異なる」ですとか、「幼

稚園と保育園等では子どもへの対応に違いがある」など、そういったような課題と

して認識されている事が多いのが見受けられます。以上雑駁な説明で大変申し訳ご

ざいませんが、現時点でのアンケート調査の状況はこのようになっております。以

上です。 

委員長：ありがとうございました。まだ経過報告なんですけども、とても「ええっ」てい

うような部分もたくさんあって、面白いアンケートになっているなと思いましたが。

今のアンケートの報告について質問を出して頂けますでしょうか。 

委員：２８ページ、２９ぺージの最後の所なんですが、１５番、１６番、学校の校長先生

方は学校生活に馴染めるよう時間割や授業の工夫をするっていうような事に対して、

小学校の校長先生は比較的高い意識を持たれていたり、接続期のカリキュラムを作

成するっていう所に高い意識を持たれているんですが、園長先生方は小学校入学の

カリキュラムの工夫っていう事に対しては、あまり関心がないというか。いわゆる

接続期のカリキュラムの問題って、それぞれがそれぞれに作るっていう事はもちろ

んなんですが、それぞれ相手がどのように作っているのか、っていう事について知
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ろうという努力、みたいな事に対する意識みたいなのはどんな風になっているんで

しょうか、実態として。 

事務局：世田谷区におきましては、この間ですけれども、確か２３年度の時点で、小学校

の円滑な接続のための資料集みたいなものを作らせて頂きました。この資料集とい

うのは、幼稚園保育園での卒園時期での活動内容等を紹介したもの、小学校入学時

に例えば保護者がこんな不安があるよね、子どもはこんな不安があるよね、といっ

たものを、資料的なものとして作らせて頂いて、それをその当時、区内の全園、私

立幼稚園、保育園も含めてご協力を得て配布をしましたが、それ以降なかなか、具

体的にじゃあどうして行こうかという所まで、できていなかったという部分があり

ます。それから今お話を小学校の先生、あるいは幼稚園、保育園の方から聞いてい

きますと、やっぱり小学校の方が、特に待機児対策で保育園をかなりの割合で作っ

ております。で、ある小学校の学区域で行くと、自分の学区域だけで、幼稚園保育

園含めて２０園以上あるとかって事で、その辺非常に色々課題として、それぞれの

出身によってなかなか子どもも違う、環境も違うという部分で課題意識を持たれて

いる校長先生もいて、やはり今回幼稚園、保育園の先生なんかに聞くと、やっぱり

小学校は敷居が高いよねと、こちらから行こうと思ってもなかなかアプローチでき

ないっていう部分があるというようなお話を聞いております。そういった事を含め

て、実は昨年度からやっぱりこの小学校への円滑な接続という一つの課題として捉

えておりましたので、冒頭お話しさせて頂きましたが、昨年度からアプローチスタ

ートカリキュラムの作成を小学校、区内の私立、公、幼稚園、保育園の代表の先生

が入って頂いて、作成を始めて来たところで御座います。今年度も引き続き、この

ビジョンの内容も踏まえて、作成をしっかりしていって、次、これを作って終わり

にするんじゃなくて、それを実際に、本当に活用して頂くような仕組み作りをしっ

かり作っていかなくちゃいけないと思っております。 

委員長：僕が全然知らないで申し訳ないんですけど、この幼保小の連携、そもそも何のた

めにっていう事もあるんですけれども、例えば条例で、世田谷区は幼保小連携とい

うのはこういう風に進めるというような事についての条例を決めたとか、そういう

のはあるんですか。 

事務局：条例ではまだ全然そこまで行っていません。 

委員長：あのね、１９８０年代後半に、フランスでやったやつが僕はすごく参考になると

思ってるんですが、これは国の法律でそうやったんですけどもね。まあエコール・

マテルネルっていうお母さん学校というか、認定こども園みたいなもの。あれはフ

ランスはご存知と思いますが、３歳からが学校教育基礎課程になります。学習指導

要領と同じようなものが、３歳から作られていて、実質的にはもう３歳から義務教

育なんですね。全てただです。で、その３歳４歳５歳の、エコール・マテルネルに

９９％の子どもが行ってるんですけども、そこの先生は幼稚園の免許はなきゃダメ
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なんですけども、その先生方は同時に小学校の免許も併有している訳です。そのエ

コール・マテルネルの年長の先生と、その子供たちが進学する小学校の先生につい

ては、まずフォーマルに定期的に会合を持たなきゃいけないっていう法律が作られ

てるんですよね。それからインフォーマルに、年に数回会って食事をしたりなんか

しながら、状況を話し合うような事をしなければいけない、変だよね、インフォー

マルにしなきゃいけないんですが。というような事が決められていて、そこでまあ

例えば子どもの様子だとかなんかの情報交換するとかってな事になって。カリキュ

ラム一緒に作れなんて言ってないんです。だからその次に言ってるのは、エコール・

マテルネルの年長の先生は、次の年、その子たちが進学する小学校の１年生を担任

する事が望ましい。って事で、そこで循環させる訳です。っていうような事が書か

れた法律が実は出来てるんですよね。それがその後の政権でどうなったかちょっと

知らないんですが。今からもう２０年ぐらい前なんですけどね。その事考えたらね、

世田谷区で一般的に幼保小連携を強めましょうというようなスローガンではなくて、

世田谷区の幼保小連携委員会だとかね、そういうのがまあ学校、幼稚園、保育園と

一緒に作られていて、今の様にちゃんとやると条例になっちゃうと思うんですけど

ね、そういうのを作るという計画はないんですか。 

副委員長：あの、ちょっとお話しさせて頂きたいと思うんですが、そもそも委員長、そう

いうのがあったらこういう会はやらないなあなんて思ってお聞きしていたんですが、

世田谷は、世田谷９年教育という事で、小学校と中学校を９年間ですね、接続して

学習指導要領＋αを作って対応しているんです。ですので今フランスの話がありま

したが、法律ではないんですけど、小学校と中学の先生が、交流したり、子どもた

ちの勉強を見たりとか、インフォーマルで動くか、でもやっているところもありま

すが、そういう事はやっております。で、今回幼稚園の見直しという事も、この会

も踏まえて、その幼児、幼稚園ですね、＋３、９＋３の１２年にしていくかどうか、

あるいは＋５の１４か。そういう事も一つは視野に入れております。先ほど世田谷

アプローチ・スタートカリキュラムという話をさせて頂きましたが、こちらのまと

め役が笹原小学校の校長が務めておりまして、世田谷の場合は幼稚園長は小学校の、

まあ認定こども園は専門の管理職が誕生しましたけど、現在は幼稚園の園長、小学

校の校長が兼務しております。それでこの笹原小の校長が今、アプローチ・スター

トカリキュラムを検討しておりまして、幼稚園の先生にも学校に来てもらうという

ような事を始めようというような形になっております。従いまして、先ほど来先生

が仰っているように、全国に先駆ける、とか世田谷モデルという時、どういうのが

出てくるのかなあという風に、まあちょっと考えてる時にフランスで法律って形は

ありますが、私共は世田谷９年教育の教育指導要領ですね、それに＋αしていくの

も一つの手かなと考えております。 

委員長：それは＋αすると決めればできるんですか。 
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副委員長：できます。 

委員長：ほんとにできるのかな。私立の幼稚園も全部出てこなきゃいけないんですよ。 

副委員長：そのために、ちょっと初めてのケースで、私立幼稚園も入って頂き、区立保育

園、私立保育園の方々も入って頂き、まあそういう可能性を求めて行きたいなあと

思っておりますし、今のアンケートを見ましても、例えば６ページ、７ページ、の

保護者の変化、を保育園長、幼稚園長がどう見てるかという時には、やっぱりそれ

ぞれの環境というんでしょうか、浮かび上がって来るなあという風に読み込みまし

た。従いまして、先ほど委員長の方からお話がありましたように、幼稚園の教育要

領と保育指針ですね、整合性を取ってというような形ありますが、これは本当に、

大変な取り組みだなとは思っておりますし、これだけそれぞれの家庭環境が違う中

で、理想として、そういう風に目指して行きたいとは思っておりますし、その方が

子どもたちのためにも、親のためにもなるかなという考えでは、今思っております

ので、多方面からの意見を頂きたいと思っております。 

委員長：幼保小連携というのが、本当に必要だな、っていうような事になればね。それを

進めるために各学校だとか幼稚園、保育園の自主性に任せるっていうのではなくて、

枠をね。ちゃんと作っていかないと、やっぱりなかなか進まないと思いますね。さ

っきの岡先生がおっしゃったような、認識のずれというのをね、どういう形で埋め

て行くのかっていう事がね、こういう所も一つのテーマなんじゃないかと思うんで

すけどね。このデータね、本当にちゃんと出たら、とても僕はこんなにずれがいっ

ぱいあるんだっていうような、だってこれ研究できる、ほんとに興味深いデータだ

と思いましたけどね。なんか他にご質問ありますか。 

委員：ありがとうございます。本当にざらっと見たところのものなんですけれども、見な

がらちょっと疑問を持ったところがございまして、それにはですね。例えば１９ペ

ージの所で、保育士、保育園職員、幼稚園教諭の比較が出てるんでございますけど、

これからこれを分析して行く訳ですよね。それで思ったんですけれども、保育士、

保育園職員っていうのは、その者たちが対象としている子どもというのは、０歳か

らも入ってるという事ですよね。そこの保育士たちでも３歳以上の子どもを見てい

る保育士の意見ですか、これは。 

事務局：この保育士、保育園職員というのは、認可保育園にもこのアンケート入っており

ます。それから認可外という事で認証保育所ですとか、家庭的な保育事業をされて

いる所にもまいておりますので、０歳も含めて、今、答えております。 

委員：はい、当園にも来ましたので、当園も確かそういうミックスの中で答えたと思うん

ですね。そこら辺の所の、要するに対象にした人たちの属性の分析というものを言

及しておかないと、これはかなり違った分析結果が出ると思うんです。例えばです

ね、この中で、あらっと思ったのが８や１０、１１のところが、幼稚園職員と非常

に違っている結果が出ております。例えば園生活のルールを守れるかという事に対
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して、幼稚園職員は６１％が不安に思っていると答えているのに、保育園の方は２

０％というのは、対象にしているのがもし、低年齢の子どもを対象にしている職員

であれば、そこまでの事は大体発達の課題としても期待していない訳ですので。そ

ういうようなところがちょっと出てくるかなと。それと先ほど仰られた事にも、前

の方のところで保育園の園長と幼稚園の園長との比較におきましても、ある意味、

保育園の園長というのは０からをずっと見ておりますので、そこの辺の所も当然差

が出てくるかなと思うので、対象、このアンケートを答えた人の属性についてをち

ょっと言及しながらの分析を是非お願いしたいなと思います。 

事務局：はい。質問、後で御覧頂ければと思いますが、答えた先生の担当クラスという事

で、何歳児クラスを今担当しているんだという部分も聞いておりますので、その辺

の属性はもちろん出てくると思っておりますので、そういった視点での分析もやは

り必要かと考えております。 

委員：１６、１７ページの所で、私が意外だなと思ったのは、４番、園外研修への参加促

進が非常に高いですね。これは保育士、保育園職員、幼稚園教諭、それから園長さ

んの方も高いですね。実は小学校、中学校、高等学校ですと研修参加はあまり高く

出て来ないのです。これが非常に高いというので、実際に私はこの８月末に一つ研

修を受け持つことになっているのですけども、実際に世田谷区としては、保育園幼

稚園の先生方の研修制度は、実際どの程度やられているのか。詳しくは結構ですの

で、かいつまんで全体像を教えて頂ければと思うのですけれども。 

委員長：幼稚園でもですね、私立と公立ではかなり違うんですが、教育職と、特に保育園

の福祉職では、研修についての考え方がかなり、制度的に違うんですね。教育職の

方は研修は義務であり、同時に権利なんですね。だけど福祉の方は努力義務はある

けれど権利ではないんですね。従って、保育園の保育指針に、今第７章、研修制度

を入れたのは、なぜ入れたかというと、幼稚園の先生は権利だけども、保育所の先

生は権利じゃないから、ほっといたら何の研修もしなくってもＯＫなんですね。こ

れはまずいというので、わざわざ７章を入れて、研修しなきゃいけないって事を入

れたっていう事で、保育園は、幼稚園のやってることと、違うような事をやってる

事を認めてもらうためにも、とにかく勉強するんだっていう形で、意識的に色んな

所に研修に行こうとかっていう努力、意識というのはすごく高いです。小学校以降

については、その、なんていうかな。色んな初心者研修かなんか色んなのがあって、

別に行かなくてもそれはね、保障されてもいるし、行きたくないって人もいるわけ

です。ですから、そういう点のね、研修についての、むしろ小学校以降なんかは僕

は自発的な研修を、もっとすべきだと思っていますけどね。だからそういう意味で、

幼児教育の先生方は外へ行って勉強してきたいっていうのは、間違いなくどこも強

く出てきます。しかも保育所の方が強く出てきます。公立の幼稚園の先生なんかね、

初任給とかやっぱり、一応保障されていますので、だからその辺がね、やっぱり。
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外へ行こうという意識の違いがあって、という感じがしますね。これはよく分かり

ませんけども。もっと分析しなきゃいけないかもしれませんが。 

委員：区としての研修というのはどちらの先生方を中心とする研修を、年に何回組んでい

るのですか。 

事務局：区立については幼稚園、保育園それぞれ研修計画がございますので、それに基づ

いて研修してる、まあ職層ですとか。保育園、幼稚園の方にそれぞれ言ってもらっ

た方がいいですね。 

委員：区立保育園の方では、体系的に区立の場合は必須研修と言いまして、区が行ってい

る研修もございますけれども、保育の部分におきましては、保育課が育成という形

で、それぞれの年令に合わせた内容で、研修を行っております。それも様々な今、

保育の養成もそうですけれども、保育の形態が少しずつ変わって来ておりますので、

その変化についてもやはり研修を通してすべての職員がそれを知り得て行く、それ

をまた保育の運営に活かしていくっていう、そういうような体系的なものは確立さ

れております。 

委員：区立幼稚園の方では幼児教育研修というのが、年間５回程度計画されています。講

義形式のものもあれば、最近では、昨年度から保育園の方にも実習というか、見学

をさせて頂きながら、保育園の活動も学ばせて頂くというような活動も出てきてい

ます。そしてその対象としては、幼稚園教諭、保育士、それから小学校の先生たち

も呼んで頂けるという事で、協議という中では三者で話し合う事が出来るようにな

っています。それから夏ですが、夏季教科等研修といって、やはりそこでも幼児教

育に特化したものを勉強する事ができます。幼稚園などは、やはり構成人数も少な

いので、そういう意味では他者からというか、外に出て、学ぶ機会というのはとて

も大事で、幅広くシェアを広げるという意味で、研修はとても大事だなと思ってい

ます。 

事務局：私立の方についても実情をお話し頂けますか。 

委員：はい。私立幼稚園におきましては、現在東京都私立幼稚園連合会、またこちらが持

っております保育社団法人の東京私立幼稚園研修会という組織においてですね、今

お伺いした通り、研修の形態はですね、初任者向け、現任者向け、主幹向け、園長

向けと、キャリア別の研修が随時行われています。それから子どもの、発達年齢別

の区切りの研修が、随時行われています。随時っていうと、ひと月に１回、２回の

ペースですかね。それから保護者や地域や制度に関する課題別の研修会が行われて

います。それから公開保育、これが年に２回指定がありまして、これが参加型公開

保育で、参加した先生は保育に参加をするという形の公開保育が行われております。

それから公私合同の公開保育が年に１回行われています。それからしめくくりの、

そういった研修生の結果等をまとめる形での研究大会、という形で年間で言うと、

カテゴリーも違いますので。毎月３、４回の研修が行われている形になります。 
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委員：私立保育園の方は、非常に数が多くございます。そして規模も非常にバラエティに

富んでおりまして、私は全部の園の研修状況というのは把握はしておりませんので、

当園に関してですけれど、当園は私立保育園の中ではかなり研修的には進んでいる

かなと思っております。大体年間で１００から１２０くらいの研修がございまして、

それが全部このように段階別に組まれていて、それが全部個人別の表になっていて、

この人がどの研修を全部出たという事で、それがキャリアパスにやはり結び付けて、

それがトータル人事考課システムの中で、どのように評価されて、賞与とか、次の

ステップアップに結び付くかっていう事が、今実際に行われています。その中も、

教育的なものだけじゃなくて、危機管理であるとか、マネジメントであるとか、そ

ういう事も全部含めてキャリアアップに結び付けるような研修が組まれています。 

委員：今の事と関連して、多分もう中身の話でアンケートをどう読むかって話とはちょっ

と関わってこないのかも知れないですが、実際に今お話が出たように、研修に対す

る意欲とか意識とかが凄く高い園と、そうでない園との差が凄くあるんだっていう

事なんだと思っているんです。で、実際にここでは評価の問題に関しての意識が、

先ほどもちらっとありましたけれど、必ずしも高いとか高くないとかっていうのは、

その研修を受けるという事が、どういう風に評価されるかっていう事と必ずしも結

びついていないんですよね。つまり第三者評価であれ何であれっていう形で、結び

付けていれば当然その内容が問われるので、オープンに情報が開示されるって事が

おこりますが、第三者評価の受審は義務ではないので、そうすると、そこら辺の問

題どう考えるのか、あるいは自己評価は、これは義務ですけれども、じゃ自己評価

における公表項目の中の研修っていうのは一体どういう風に考えていくのか、って

いう辺りの所が多分制度の問題としてどう考えるのかっていう所と絡むんだろうな

あ、という風には思われます。ただ、先ほどもお話から出ていたように、研修をど

ういう目的でやるのか、それはキャリアパスの形成とどう関係あるのかっていうの

が、保育所の。で、しかも保育所も、団体ごとに研修を組織していたりするので、

じゃその様々にある団体の、違いみたいなものを、じゃあ区としてはどういう風に

考えていくのか。幼稚園の場合も多分、幼稚園は基本的には団体としては一つの所

が中心になりながら都道府県団体がそれを計画し、というお話が先ほど出ているん

だと思いますけれども、じゃあそれについてもどういう風に考えていくのかってい

うのが、それぞれになされているところがあるので、それをどういう風に例えば評

価して、それが質改善の中に位置づいてというような事を、制度設計としてどうい

う風に考えていくのかっていう事は、まあ具体の話なんだとは思うんですが、ただ

ビジョンの時にそういう事をどう考えるのか、あるいは先ほど一番最初に汐見先生

が話して下さったように、例えば区内で言うと巡回相談のような形の研修というの

はすごくやられているけど、同じ子どもが幼から小に、保から小に上がるけれども、

じゃあその巡回相談の場の中に、小学校の中の、小学校は小学校で多分巡回相談さ
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れているんだと思うんです。そうするとその巡回相談の中身の部分の所で、双方の

先生が交流していたり、お互いにその場にいるっていうような事を、例えばやって

いるかっていうと、多分園は園、学校は学校という形でやっているから、具体的に、

困難な問題が起こってきた時に、どういう風な処遇がそこの中で図られていくのか

っていう事のレベルでは共有ができないので、そうすると情報の交換って言っても、

実質的にどう機能する情報が、交換できるのかっていう辺りの所では、多分温度差

だったり実態差っていうのが出てきちゃうんだろうなあっていう風に思っていまし

た。 

委員長：ありがとうございます。この数字をどう読むかっていうのはなかなか、問題を投

げかけて下さったのですが、かなりこういう広がり、あの、今最後に委員が仰って

下さったように、幼稚園の方は全体としてはちょっと分かりませんけども、保育所

の方はともかく権利ではなくて。だから園ごとにすごい差がやっぱりあるんですね。

これは世田谷区内でも多分あると思いますが、全国的に見るとやっぱりそれが著し

くてですね。だから、研修をどういう風にシステム化するかっていう辺りが、例え

ばこういう所の非常に大きな課題ですね。本当にこう熱心にされている所っていう

のは、安心して私たちも託せられるんだけれども、本当にやってない人が全くやら

なくても問題にならない所に、問題があるんですよね。だからそうではない、やっ

ぱりちゃんと勉強しなければ続けていけないし、それから研修を受けて来た事が、

どう実際の保育に反映してるかっていう事がある程度、そこが評価されるっていう

システムを作らないと、やはり受けさせてますって、それで終わっちゃうんですよ

ね。だからその辺りは、いずれやっぱりちょっと世田谷のね、保育の質のアップの

ための、一つのシステムとして、やっぱり議論しなきゃいけない事でしょうね。は

い、あの大事な点が出てきていますよね。 

 

 

４ 「幼児教育・保育」支援の充実に向けて 
 

委員長：じゃあね、時間があれですので、一つだけ報告を用意して頂いていますので、そ

れを聞いた後にその事の説明をしていきたいと思います。先ほど私がちょっと、言

い切れなかったんですが、先の私の話に付け加えさせて頂きたいんですが、最初の

報告で、３つの部会ができてという事で、事務局の方から報告して頂きましたね。

そのペーパーをもう一回ちょっと見て頂きたいんですが、資料１です。最初の幼児

教育・保育推進部会という所に、資料１の所にですね、たたき台について①から⑤

まで、こういう事が討議されたっていう事が書かれています。そして２番目の所に、

「養護」というところが強調されて、「養護」をやっぱり大事にしたいという事があ

ります。それから３番目の所に０～３歳児が大事だというような事が書いてありま



23 

す。実は今回の国の指針でもですね、今「養護」と教育の一体的展開っていうのは

３章の保育の内容の前書きについているんですが、この養護の大事さを強調するた

めに、養護っていうのを総則に挙げるんです。総則っていうのは３節あって、その

内の１節は養護、あるいは養護と教育の一体的展開っていう事はどういう事なのか

ってな事、特にこれ０、１、２なんかはとても大事だっていう事でありますから。

しかもこの養護の中には今の貧困問題だとか、そういう事が入ってきますから、そ

れはまあ保育所がね、頑張ってやらなきゃいけない所だって事で強調されています

し、幼稚園なんかでもね、やっぱり家庭的な環境の変化の中で、子どもの情緒をど

う安定させていくかっていうような事が大きく課題になってきますから、これが強

調されていくって事は、まあ必然だと思いますけども、方向はちょっと、同じにな

っていますよっていう事を申し上げたかったんですが。もう一つ、学力の考え方が、

その知識集約型でどれだけ記憶しているかとかですね、開放、再現できるかってい

うような、そういうものだけではなくて、実際に柔軟に提案ができたり、プレゼン

テーションができたり、こうすればいいじゃないかっていう方法、案を出せたりっ

ていう、そういう学力に繋がって行くために、結局改めて幼児期に何が大事かって

いったら、それは遊びの質だっていう所に来ているんですね。で、遊びは本当に大

事だけれど、単に万年的な遊びをしているんじゃなくて、もっと面白い遊びが出来

るんじゃないかとか、もっときれいなの作れないかとかね。もっとでかいの作ろう

よとか、そういう遊びの発展と、そのプロセス、そこにすごく大きな課題があるっ

ていうようなね。それからコンピュータがね、ありとあらゆるものを情報処理する

ような時代になって来ていて、人工知能がどんどん増えてくると、もう一方で議論

になっているのが、コンピュータが簡単にできる事を人間、例えば計算、一生懸命

式出して出すような事を追いかけるようなね、そういう事に物凄いエネルギーがす

ごく必要な学力形成ではなくて、コンピュータが情報処理するときに、コンピュー

タには絶対できないけれども、人間にとってはとても大事な情報処理っていうもの

の訓練をしていかなきゃいけないと。それが感情による情報処理であり、そしてそ

のベースにある美的感性なんですよね。要するに素敵なアイデア出すねっていう人

がいい仕事するんだけども、その素敵なアイデアっていうものを出せるために感性

をどう鍛えるかとか、表現力をどう鍛えていくかっていうような事が、多分、とて

も大事な幼児教育の課題になってくる。これ世田谷区でも、すごくね、これから議

論しなくちゃいけないと思ってるんですが、今日ちょっと、その美的な体験という

事をベースにですね、最近、高松等でアーキペラゴのグループたちが、やっぱり子

どもたちに美的体験的教育というものを盛んに行う所が出てきていますね。それな

んかを是非参考にして私たちも、考えて行きたいと思って。そのことについてご報

告いただこうと思っています。 

委員：大変資料としては見にくい資料になって申し訳ないのですが、「きょうなにするん」
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っていう子どもの字で書かれたタイトルがついたものがあります。これは２７年度

の高松市芸術士派遣事業報告書の中からコピーしたものでして、本物は今、回覧し

て頂いておりますので、そちらで写真等見て頂ければと思います。この資料の一番

後ろを見て頂きますと、平成２１年１１月高松市内保育所への派遣がスタートとな

っております。ここからですね、高松市がこのアーキペラゴというＮＰＯ法人に委

託をしまして、芸術士といわれる人たちを各保育所、幼稚園等に派遣をしています。

ただこれは巡回ではありません。ここが１番ポイントなのです。と言いますのは、

各園を担当する人が決まります。ですからこのＮＰＯ法人は、その芸術士という人

と、保育所、幼稚園等との要するに取り持ちをやるというような役目を果たしてい

るという事になります。それで、芸術士というのは、高松市が独自に作りました条

例に定めた肩書です。要するに高松市内で芸術活動をやっているパフォーマンス系

の人もあるし造形の人もあるし、様々な種類のアート系の専門家を面接等によって、

こういった幼児教育にどれくらいの興味関心があるか、適正があるかを見極めた上

で芸術士という認定をして、その人を派遣しています。現在４０の施設に派遣をし

ており、大体芸術士一人が２年ぐらい関わっています。担当が決まれば１年間通し

て、状況によりますが週に１日とか２日とか行くことになります。そこの先生方と

話し合いをしながら、その子供たちに芸術活動と言ってしまうとちょっと語弊があ

るかもしれませんけども、それこそ子どもたちに造形的な、あるいは場合によって

はパフォーマンス的な遊びを提供し、一緒にやっていきます。更にその成果を、２

月に持ち寄って発表する場を持つというような事をやっています。ですから結果的

には、先生方の研修にもなっているという事です。この人たちはアーティストです

ので、突拍子もない発想もするし、場合によったらそこの園の先生からは、それは

ちょっとという話もあるかも知れない。でもそこが、結果的には新しい子どもたち

の活動を見る目を育てて行くという形になっています。６月の末に総会がありまし

て、私は会費だけ払って全く参加をしない会員なのですけれども、多少でもこの支

援になればという事で会員になっておりまして、総会に出てきました。そこで聞き

ましたところ、この規模で、全費用が現在3500万規模です。それで芸術家は、一日

一回という計算だそうなのですが、行くと大体１万円ぐらいの謝礼がもらえる。で

すからある意味でプロとしてきちんと関わってくれるという事です。それからこの

中には、高松市の芸術士の方を何人か紹介してありますが、私直接会って皆さん方

と話をしてきました。それぞれやっぱり地方で活躍しているアーティストですけど、

きちんとアーティストとしてのプライドを持ち、そして話はやっぱり共通して上手

ですね。自分のやってらっしゃる事だとかをうまく話してくれました。寡黙なアー

ティストはやっぱりだめですね。やっぱりおしゃべり上手なアーティストで明るい

という特性がおありで、それから年齢はまちまちでした。お若い方からかなり高齢

の方、それから外国人の方も相当いらっしゃいます。香川県はご存知のように面積
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的には日本で最も小さい県なのです。人口はまあ１００万切るくらいで、その１０

０万切る人口の内、高松市に40万ちょっといます。４０万規模の市の中でこの程度

の活動をしていることになります。それからもう一つ、これが生まれる背景として

はやはり高松市自体が非常に芸術に関して意識の高い地域であったと。歴史的にい

っても四国のお目付け役として松平藩が治めて、その松平藩が技芸を非常に奨励し

た。それから工芸なども奨励したという伝統があって、なおかつ大阪から金比羅宮

へ行く窓口ですので、そういう新しい文化をどんどん摂取してきたと。だからこう

いったアーティストの人たちがそういう教育現場なんかに入って行く、あるいは保

育の現場に入って行く事に関して、市民が歓迎をするという、土壌があったと思い

ます。ですからこれを今担当しているのは、たまたま私の大学の教え子が担当して

いるので、彼女が最初から経歴を全部説明してくれたのですが、親御さんたちがか

えって期待をしているようです。ですから最近は、子どもたちだけではなくて親御

さんも一緒に活動しましょうということで、親御さんの方が、先生たちが来てくれ

る日を楽しみにしているというような報告がありました。とはいえ子どもの数は高

松市も減って来ておりますので、そこのところではたしてどれくらいこれが維持で

きるかは子どもの数次第だとの話もありました。ですからそれこそ先生方のあるい

は保育士の方の研修を考えた時に、やっぱりこのアート系の領域の中での遊びが広

がって行く、遊びの考え方、見方が広がって行くっていう点では、僕はこれから可

能性のある領域だろうと思っていますし、実際にここが成功しているものですから、

全国から今見学者が相次いでいます。このベースにあるのは、前回の時ですか、汐

見先生のお話にありましたレッジョ・エミリアがやはりベースになっているという

事です。以上簡単ですが報告いたします。 

委員長：はい、ありがとうございました。ねえ、本当に。一回皆で見に行こうかとかね。

費用は世田谷。あの、アーキペラゴはね、別に東京の組織ですから、話してもらう

事は出来るんですがね。はい、ありがとうございます。また後で議論させて頂きま

す。もう一つですね、区がずっと推進しています、外遊びの事について今の現状報

告について、世田谷区子ども・若者部長からお願い致します。 

委員：はい。外遊びについてのご報告をさせて頂きます。外遊びと言いますと、私たちの

年代では自然な事であって、何を今更という感じもありますけども、実は子ども計

画の重点政策の一つに、子どもの生きる育みというのがあるんですけれども、その

中で、外遊びを推奨、外遊びの環境を整備しますという事を掲げています。こうし

た事で昨年度から、子ども若者部では、学識経験の先生方と区民の方と、活動団体

の方、それと庁内の関係所管で、外遊び検討会というのを設けまして、本年度は民

間の活動団体さんを中心に、行政も連携した、外遊び推進プロジェクト世田谷とい

う会を発足しました。で、お手元にお配りしていますそのパンフレット、見て頂い

ていると思いますが、こちらがそのパンフレットです。開いて頂いたところに、世
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田谷の外遊びの紹介を載せています。ちょっとご紹介しますと、開いて頂いた左側

の一番上ですね、プレーパーク、これは世田谷が発祥の地の、自分の責任で自由に

遊ぶという看板が出ているところで、写真にあるように、火も使って遊べるような

外遊びの代表格です。その下のプレーカー、写真の奥に車がありますけれども、車

で公園に遊び道具を持って行って、遊び場をつくるというような所です。その下の

プレーリヤカーは、リヤカーで遊び道具を持って行って、就学前の子どもを対象に

しています。その一番下が砧・多摩川遊び村、きぬたま遊び村って呼んでいますけ

れども、川沿いで自然体験とかをする、外遊びの自然派の代表です。真ん中のペー

ジだとおでかけ広場、これは室内が多いですけれども、外遊びも出来るところもあ

ります。下の自主保育・野外での親子の集まりとか、右側の青少年委員会でもこの

いかだ下りとかやっています。その他遊び場開放で、土日に区立小学校の校庭を開

放したり、児童館、新ＢＯＰ、あと公園も区内には５９３箇所用意しています。と

いうご紹介をしています。それでこうした、場や機会はあるんですが、なんで今外

遊び推奨かという問題意識がこのパンフレットに記載してありまして、３枚になっ

ているんですが、世田谷の外遊びって、年表みたいな。下に矢印が書いてあるペー

ジを見て頂きたいんですけれども、そこの上に文字書いてあります。３行目からし

かし、と書いてあって、ここが子ども計画を抜粋したような形になっています。し

かし近年、都市化、少子化、携帯ゲームの普及等で子どもの遊びは屋外遊びよりも

屋内遊びをする事が多くなり、外遊びの種類も減って、集団遊びをする事よりも、

子どもも以前より少なくなってきたと。その影響で子どもの体力、運動能力の低下

や、社会性創造力の不足などが問題になっています。こういう問題意識から、外遊

びの推奨という事に取り組んできています。では、本当にその外遊びの効果って何

なんだっていう所、エビデンスはあるのかという所です。これもパンフレットの裏

の方ですか、棒グラフが載ってるところを見て頂きたいんですが、これは昨年度外

遊び検討委員会の委員長を務めて頂いた、昭和薬科大学の吉永先生のコメントなん

ですが、この中の棒グラフを見て頂きたいと思います。薄緑のところの棒グラフは、

プレーパークの周辺に住んでいて、そこで毎日遊んでいる子どものものです。灰色

の方はそうでない子どもたちで、この二つの活用群、プレーパークの活用群と、そ

うじゃない方、介入群と呼んでるんですけど、この子たちを一年間記録して、４歳

児と５歳児の時点で体力測定をして比較したものがこの表だという事です。プレー

パークで毎日遊んでいる子どもが、握力とかジャンプ力で良い結果を示すという事

が、この先生の独自調査で明らかになっているという事でした。またここに記載は

ありませんけれども、同じ子どもたちを対象にした実験で、赤いランプがついたら

ボールを握る、黄色いランプがついたら握らないというそういう実験をやったそう

です。これは前頭葉の実行機能と呼ぶそうですけれども、これにおいてもプレーパ

ークで毎日遊んでいる子どもたちの方が良い結果を示したという事が、先生の調査
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では出ていたという事です。プレーパークという、分かりやすい比較をしています

けれども、日常的な外遊びが子どもにとって成長発達に良い結果があるという事だ

と思っています。一方で、昨年度の検討を通じて、区民の方とか民間の活動団体の

方から現状を色々聞きましたけれど、外遊びを推奨するにあたって、それを阻害し

ている要因、課題が 3つあるという風に埋めています。一つは今の親世代がもう外

遊び体験が不足している世代になっているという事です。親世代という事は、保育

園の保育士や幼稚園の教諭が、そうした年代になってきているのではないかと思い

ます。二つ目が、遊び場が不足しているという事です。都市化の進展によって、空

き地などがなくなってきているという事はもちろんですけれども、公園においても

近隣住民の方や利用者の関係で、非常に禁止事項が増えていて、ボール遊び禁止と

か、すべり台も下から駆け上がるの禁止とか、そういう具体的な細かい事もあり、

とても制約されている。保育園などはたまに話題になりますけれど、子どもの声が

うるさいという事で、遊びの時間が制約されている園も中にはあったり、新規園を

作るのは反対運動もあったりして、大変な困難が伴うことになっている部分もあり

ます。３番目としては、遊びを支える側の親とか、教育者、保育者、それとプレー

パークをはじめとする活動団体の方たちも、もっと意識をもって頑張らなきゃとい

うことが挙げられました。それから今年度この外遊びプロジェクトを発足するにあ

たって、活動団体の方に集まって頂いて、７月にキックオフイベントを開催しまし

た。本委員会の委員である佐瀬さんに、実は司会をして頂いて。区長も参加して、

パネルディスカッションを行いました。近県からも色々活動団体の皆さんも来て頂

いて、とても好評だったんですけれども、参加者からはこんな意見がありました。

子どもは遊びの天才だっていうのは、最近聞かなくなったんじゃないかっていう事。

また、子どもが忙しくなっている、というのは皆仰っていて、特に小学校１、２年

生が「僕にはスケジュールがあるんだよ」という事を言うのは、なんかおかしいん

じゃないかみたいな話、これは区長が言っていました。さらに、外遊びを推奨して

いる団体のほとんどが、外遊び自体がマイノリティなんじゃないかという事。そこ

からスタートして頑張りましょうという事になったんですけども、それと、絶滅危

惧種じゃないかという話もありました。プレーパークなんかは有名ですけども、特

別な人たちみたいに見られちゃいけないねっていう事も出ていました。最後に、是

非、子どもたちの健やかな育ちを支える一つとして、外遊びというものに光を当て

て行きたいという思いは会場の共通したものだったと思っています。以上今回幼児

教育・保育の検討にあたって、外遊びの推奨という事が一つの視点となれば幸いで

す。よろしくお願い致します。 

委員長：ありがとうございました。今二つのまた視点といいますか、これまでの取組で、

一つは高松でやったものですが、もう一つは世田谷でずっとやってきた子どもたち

の外遊び、こういうのも視点として入れながらですね、これからここの委員会は世
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田谷の次のビジョンを作るという事ですので、こういう幼児教育をやっぱり世田谷

で作って行きたいというか、その為の条件をこうやって作って行きたいとか、そう

いう事について、ある意味で夢を語る会なんで、ちょっとそのことを巡って、もう

少し自由に今日のアンケートも含めたですね、調査結果も出てますので、こういう

のを是非これからやられたらいいですねって、この辺りを是非報告して行きたいで

すね、とかってな事を、是非出して頂きたいと思います。折角ですから今日きて頂

いたって事は、一言でも発言して頂きますのでよろしくお願いします。質問でもも

ちろん結構ですよ。こういう事が出来ないんですかとか、こうやったら、というよ

うな事がありましたら。申し訳ないんですけど、聞いていてどうですか。親から見

て、これからの子どもたちの為に。 

委員：すごく印象に残った所は、委員長が仰っていた非認知的能力が凄く大事だっておっ

しゃる所で、私も実際育児をしていてすごく大事だなと感じています。やっぱりそ

こがないと、お友達とも上手くいかないですし、勉強する姿勢っていうのも整わな

いですし、アンケートの回答を見ましても、やはり対人関係、物事に取り組む意欲

っていうのが凄い不安だっておっしゃってる親御さんも多かったので、そこにもき

ちっと結びついていくんではないのかなあというのを一つ感じました。後、私が実

際に周りのお母さま方と接して感じるのは、やはり世田谷区はお母さま方の意識が

凄く高いと思います。幼稚園選びですとか、保育園選びに対しても、すごく一生懸

命ですし、今出てきました０歳児から、０、１、２、３歳の乳児教育が大事ってい

う所でも、物凄く意識をして個人的にそういうお教室であったりとか、本を読んで

勉強したりっていうお母さまが凄く多いので、どんどんどんどん進んで幼稚園はこ

こがいい、小学校はここがいいって、どんどん進まれているお母さんっていうのも

いらっしゃるので、そういう面では、区として国として、しっかりそこが、基礎的

な事があって、そこに基づいて教育をしていくという事が保護者にしっかり認知さ

れて広がって行くという事もすごく大事かなと思いました。ここで話されている色

んな事が、やっぱり家庭保護者に伝わらないと結局意味をなさなくなってしまうの

で、そこもしっかり周知していくという部分も大事かなというのをすごく感じまし

た。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。それじゃ意見をお願いします。 

委員：はい。遅れてきて申し訳ありません。最後のお話を伺いながらと、今非認知的能力

という言葉が出て来たので、二つ。まず一つ目、先ほど外遊びの話があったと思う

んですが、周りの親御さんを見ていても、実際子どもは忙しいです。スポーツをす

るとか体力をつけるのも、お金を払って習う。サッカーを習う、野球を習う、あと

走り、かけっこを習うというのもあるそうなんですね。例えばなんですが、うちの

子どもがサッカーのユニフォームのおさがりを頂いて、ちょっとそれを着て登校し

ました。でもサッカー習ってないからおかしいと子ども同士で指摘されたりするん
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ですね。また、自由にやる場所もない状況。おっしゃる通りうちの近くは公園でボ

ールが使えないので、できなかったり、校庭開放でやるのが唯一となります。でも、

そのユニフォームを着る事すら躊躇するような雰囲気があったり、習っている子と

習ってない子のスキルの差もどうもあるようで、なんか、子ども同士の中でも遊び

方を悩んでいるような気がしました。うちの子は 2年生ですが、そんなことがあり

ました。あと、二つ目、非認知的能力っていう所が、最近、この前の教育推進会議

でも出てきてましたけれども、それが誰にでも分かり易く表現されて保護者の方々

に通じるとすごく色んな事が変わるような気がしました。例えば９歳とか、１０歳

までに何かをしなきゃっていうそこのキーワードだけが頭にインプットされている

お母さんやお父さんも、世田谷区は熱心な方が多いので、一生懸命何かをやるんだ

けれども、それはどちらかというと知識を集積するものであったり、もしくは前倒

しでお勉強するという部分にどうしても偏りがちな傾向を感じます。「非認知能力」

は、一般の保護者にとっては聞き慣れない言葉なので、もう少しわかりやすい言葉、

表現がビジョンの中に書き込まれたら、伝えたいことの多くが周知されるのではな

いかと思いました。以上です。 

委員長：ありがとうございました。どうぞ。 

委員：私も外遊びの件で、考えたところがあるんですけれど、私は３年前までは仕事をし

ていて、全くほとんど近所の方とか近所の子ども、おじいちゃんおばあちゃんとか

全く分からないまま生活してたなっていうのを感じました。仕事を辞めて、家にい

る事が増えて、近所に何年生の子がいた、実は同じ小学校だったとかそういうのを

改めて知る事が出来たんですけど、その中で、近所の子どもたちを巻き込んで外遊

びをするようにしました、放課後。ただ、それがちょっとお巡りさんに怒られてし

まうんですが、道路でやっている事がほとんどなんですね。ていうのはやっぱり幼

稚園児もいるので、親の近くで遊びたいっていうのがあって、お兄ちゃんは３年生

なんですが、小学生も交えながら道路で遊んでいます。大体の人は、ボールとかも

ちょっといじってたりするんですけど、にこやかに通り過ぎてくれるんですが、学

生さんも割と農大生が通るんですけどにこやかに通ってくれますが、やっぱりお子

さんいない家庭の方とか、一人暮らしの方、男性の割と高齢の方とかは、ちっ、て

いう顔をされる方も結構いらっしゃって、一回叱られた事があります。私たちの時

代は、公園で自分たちが自己責任の上で、公園で遊んでいたと。親なんかまったく

介入しなかったし、でもなんであなたたちは、確かに親がついてるけれど道端で遊

ぶんだと叱られた事がありました。でも、公園で遊ぶのもとてもいいなと思うんで

すけど、ちょっと道端でちっちゃい子も含めて遊ぶ時は、道端もいい遊び場なんじ

ゃないかなっていうのが、感じました。すいません何が言いたいのかちょっと分か

らなくなっちゃったんですけど。子どもが忙しいというのは私も感じていまして、

近所で遊んでいても、このお友達はこの週、この曜日とこの曜日がダメだから結局
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週１回くらいしか遊べないという事も結構あります。うちの子は全くほとんど何も

やってないんですけども、ただやっぱりさっき先生が仰っていたように、遊びの発

展性とかはどうなのかなっていうと、やっぱりただ子どもたちが遊んでいて、危な

い所は注意するだけであって、発展性とかはちょっと、援助出来ていないのかなっ

ていう反省はあります。 

委員長：はい、それはね、ちょっと大きなテーマですよね。いかがでしょうか。 

委員：はい。先ほどもお話があったように、この外遊びの、僕も検討委員に入らせて頂い

ていまして。この間シンポジウムとかやったんですけど、まあなんか、色んな意見

出ましたよね。色んな面白い意見も出て、で松谷さん今お話し頂いたような、昔子

どもの頃僕らは道路で遊んでいたのに、なんで今の子は遊べないんだっていう話が

多く出て。でなんか、皆、そういう児童館の方とか従事されている方もいっぱいい

るんですけど、皆やりたい事一回書こうよっつって。ポストイットに書いたら、も

う様々な意見出ましたね。それこそオバマ大統領に一言インタビューもらってこよ

うから、絶対出来ないような事から、世田谷で外遊びの日を制定しようとか、祝日

にしちゃえみたいな話もありましたよね。なる訳ないだろうと思いながら、いやで

もそういう皆も夢のある事を沢山語って。こういったプロジェクトが動いています。

そういったことが出来たら、それこそ０歳からずーっと遊び場を作ってあげたいな

っていう気持ちで多分皆、このプロジェクトの人間動いてたりとかするなっていう

所を、なんかね、この中でもそういう外遊びの事も上手く混ぜながらお話し出来た

らいいなと僕は思いました。 

委員長：ありがとうございました。あの、多分まだ発言今からしたいなっていう方いらっ

しゃると思いますが、時間が来てしまったので、また次の会にお願いしたいと思い

ます。今最後にたくさん答えて下さった事で、論点というのはなかなか整理が出来

ないんですが、さっきあった幼保小連携の世田谷的な在り方についてを改めて議論

したいという事だとか、研修という事についての世田谷的なきちっと位置づけした

いとかっていう事もありました。それからびっくりしたんですけどね、お母さん方

の中にも社会情動的スキルなんて言葉も広がっているって事を言ってたのと、先ほ

どちょっと仰っていた、世田谷のやっぱり親の教育意識が非常に高いっていう、そ

れがいわゆる古いね、２０世紀型の学歴だとか、先取りした知育とかっていうのが

いっぱい流れてしまう事によって、非常に勿体ない事になってしまうというか、改

めて本当はこういう事が大事なんだという事を、世界が段々、ある意味じゃね、分

かってる人には分かっていたことが、学問が追いついてきたというような感じもあ

るんですよね。その非認知的能力の中で、今世界的に言われているのは社会情動的

スキルっていうものなんですね。これは自己コントロール能力だとか、感情をコン

トロールする能力だとか、ＯＥＣＤでは３つの柱でやってるんですけどもね。また

いつかこれは出来たらいいと思いますけどその、社会情動的スキルというのをどう
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育てていくのかっていう事が、今世界的には大きな研究テーマになっていまして、

だからそういう意味ではね。なんていうか知能テストの中身のようなものよりは、

こういう人間力だとか、社会力だとかっていうものの方が、社会に出る時成功して

いるのは確実な保障になっているっていう事ですよね。それを、実は乳児、０、１、

２から丁寧に育てて行くっていう事が、今大事だっていう事になってきていて、そ

ういうのを取り入れる時にね、ここのビジョンとしてね、世田谷区はどういう子ど

もを目指すのかっていう事をもう一辺改めて鮮明にして、それを分かりやすい言葉

で区民に伝えて行くという事が大事だなという事が今出て来たような気が致しまし

たね。これも大いに議論しなきゃいけない事ですが。それから一番の遊び場である、

子どもにとっても道端が一番大事なのに、それがそこで遊んでると叱られるってい

うのは、転倒した現象が起こっている訳ですよね。これ実は同じ事がヨーロッパな

んかでも起こっていて、一番熱心に取り組んでいたのはオランダですよね。オラン

ダはね、もう一回道路を子どもたちに取り戻そうっていうキャンペーンをずーっと

続けてきましてね。８月の第４日曜日に、世界中の人を集めてチルドレンインスト

リートっていう国際シンポジウムをずーっと続けてたんですね。今はご存知だと思

います、オランダは大きな道路は夕方になると 4車線の内 1車線は子どもの遊び場

に変わります。だから車は通ってはいけないんですね。ボンエルフというような場

所を作って行くとか、道路をもう一辺子どもに回す、返そう、それから自動車じゃ

なくて自転車をどんどん増やしていって、子どものね、要するにこう立ち話が出来

るような空間としてもう一辺道路を取り戻すような事を考えています。それから道

路で、色んな人が出会うような、そういうね、道路にのってるものって言ったら、

例えばロンドンがずっとやってきたのに、ロンドンプレイというのがあります。そ

れはウテさんていうチャイルドラインを作った責任者の女性がね、次に取り組んだ

のは、ロンドンもね、人種の坩堝なんで７０種類の人種がいて、お互い同士で全然

付き合いがないのが増えていて、孤立が起こっている訳ですね。それをどう克服す

るかっていうので、今日は何丁目の何とか、何丁目の何までっていう事で、土日は

全部そこは自動車通行禁止にしちゃうんです。そしてその道路に、その地域の住民

が全部主体となって、様々なイベントを始めるんですね。道路でその町内綱引き合

戦だとかね、テントを張ってそこで黙ろうとか、一品持ち寄って夕方は大パーティ

ー、それから路上音楽会とかなんとかって、まず大人が遊ぶんです。でそうすると

子どもがもう必然的にゴーカートして遊ぼうとかっていうような事が始まっていっ

て、っていう事で土日がその間にね、盛り上がって行く。そうすると、一挙にね、

データ取ったら隣近所との付き合いが３倍以上にその後膨れ上がっているそうです。

非常に大きな成果がある。警察に頼みに行くと、警察が全部、通行止めにしてくれ

るの。費用はその為の、通行止めの為の費用だけ払ってくれればいい、看板のあれ

だけ。後は団体がこう色々やっていく。そういう事をやっていて、それが広がって
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今ね、イングランドプレイまで広がっていると思います。東京で東京プレイってい

うの真似してるグループがあるんですけどね。まあ、そういう形にするかどうかは

別として、先ほど出ていましたけどね、この日はやっぱり子どもたちに道路開放し

ようとかっていうようなことも含めてね、これ多分基本的にはね、その時になると

住民が「ええ！車通っちゃいけないの」ってこうなりますから、こんな簡単にいか

ないんです。あの、隣のね、韓国のスウォンっていうところではね、9月いっぱい車

は動かせない、通ってはいけないっていうところがあって。歩けーってやって、市

長はやりましたね。で、それで首になってもいいから俺はやるんだっていってね。

エコ、環境活動家なんです市長はね。そういったことを世界的にやっています。で

すから世田谷は非常に子どものためと親のためにね、地域で高齢者が出てくるよう

な、楽しいこう何とかっていうような事が出来ればっていうので。まあ夢がね、や

っぱり語られなきゃいけないなって改めて今、最後出して頂きましたけど。このビ

ジョンのね、委員会でどこまで出来るかわかりませんけども、そういう事を考える

ような事をやっぱり始めてもいいかなと思いました。今日はその、出た事をまた改

めて論点整理して頂いて、その次につなぎたいと思います。後事務局からお願いし

ます。 

事務局：本日はまた、長時間にわたりましてありがとうございました。最後に事務局から

またいくつかご連絡をさせて頂きたいと思います。アンケート調査経過報告の件で

すが、先ほども申し上げましたけれども、回収させて頂きますので、机上に置いて

いって頂ければと思います。最終的な数字が出ましたら、各委員さんの方に結果を

お送りさせて頂きたいという風に思っておりますので、よろしくお願い致します。

それから２点目、本日の議事録ですが、事務局で作成したのち、各委員さんに確認

のメールを送らせて頂きたいと思いますので、ご確認の程よろしくお願いたします。

次回第３回策定委員会ですが、皆さまのご都合等踏まえまして、１１月１５日火曜

日、また夜になりますが午後６時３０分から開催をさせて頂きたいと思いますので、

ご予定の程よろしくお願い致します。事務連絡は以上で御座います。 

委員長：１１月の１５日、６時半からですね。 

事務局：６時半です。 

委員長：はい、じゃあ６時半だそうです。それでは今日はどうもありがとうございました。 

 
以上 


