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第３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１１月１５日（火） 午後６時３０分～午後９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、篠原委員、岡委員、大坪委員、五島委員、正岡委員、島崎委員 

小林委員、稲葉委員、銅谷委員、佐瀬委員、松谷委員、中山委員、堀委員 

岩本委員、工藤委員、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、塚本 

 
次第 
１ 委員長あいさつ 
２ 各部会の実施状況について 
３ アンケートの集計状況について 
４ ビジョンの基本理念について 
５ ビジョンの施策体系について 
６ 幼児教育・保育推進ビジョンの素案（たたき台）について 
 
 
開会 
 
事務局：お待たせいたしました。これより第３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。本日は今村委員が欠席でございます。また五島委員は、遅れて来ら

れる状況だと思いますので、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を机上に配布しております。

また、汐見委員長の方から国の厚労省の会議がありまして、資料を今、お配りして

おります。こちらの方もご確認下さい。もしお手元になければ事務局にお申し出下

さい。それではここより進行を汐見委員長にお願い致します。 
 
１ 委員長あいさつ 
 
委員長：皆さんこんばんは。急に暑くなったり寒くなったり体がもたないですね。この委

員会の目的は、世田谷区の幼児教育・保育の推進ビジョンというものを皆で作って

行くことなんですが、そのために理念だとか、それからそれに基づく施策体系とか
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っていうようなことについて、これから整理して提案していかなきゃいけません。

そのためにアンケート等を取って頂いたり、色んな部会で絞ったテーマで案を出し

て頂いたりしている訳ですが、それらを出して頂きながら、できるだけビジョンそ

のものの方に近づけていくための議論にしていきたいと思います。ビジョンをどう

いう風に作るかという素案が今日提案されるはずなので、それについて少し意見を

頂こうということが大事な今日のテーマになっていますので、よろしくお願い致し

ます。それではなるべく要領よく進めて行きたいと思いますので、よろしく協力の

方お願いしたいのですが、資料の確認等はよろしいですかね。大丈夫ですかね。そ

の都度ちょっと「それはありません」ということがありましたら、言って下さい。

では最初、いくつか第２回の策定委員会の後、部会が開かれたということですので、

その部会の状況について事務局の方からご説明頂けますか。 
 
 
２ 各部会の実施状況について 
 
事務局：それでは各部会の実施状況につきましてご説明させて頂きます。まず幼児教育・

保育推進部会ですが、１１月１日に開催させて頂きました。資料１の方を御覧下さ

い。各部会の実施状況を簡単にまとめさせて頂いております。推進部会では、本日

これから議論をお願い致します、世田谷が目指す幼児教育・保育の基本理念や、施

策体系についてご議論を頂きました。内容につきましては今日正にこのテーマにな

りますので、後ほどそれぞれ議論のところでご説明させて頂きたいと思います。次

にアプローチスタートカリキュラムの専門部会ですが、本日も開催しており、計３

回開催をしております。幼稚園から小学校入学までの生活の様子を実録で収録した

DVDを視聴し、遊びを通して子どもが身に付けていることや学んでいることは何か。
また小学校で配慮して欲しいこと、配慮したいことなどの意見交換を行ったのち、

小学校入学から２週間程度の小学校生活の在り方や、卒園を控えた年長児の３月の

園での生活のあり方について、意見交換を行っているところでございます。続きま

して幼児教育センター専門部会につきましては、２回開催させて頂いております。

それぞれの園から幼児教育センターに欲しい機能や、現状でのセンター利用に関す

る課題等についての意見交換をさせて頂きました。それを踏まえまして、最終的に

機能の検討について部会としてまとめたものが、資料２になります。幼児教育セン

ターの機能と致しましては、研究、研修、相談支援、情報提供、情報発信、交流、

連携事業、その他に分類をして、まとめさせて頂いております。幼保小での共同事

業等を研究する場ですとか、教室、保育室、乳児室の一部を再現して研修を行う場

ですとか、現場の先生の相談の場、あるいは新規開設施設等への助言、区民などに

幼児教育・保育の内容等の情報を発信する場、大学との交流連携やネットワーク作
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りの場、あるいは特別支援教育に対する対応や、幼児教育アドバイザーなどの専門

人材の派遣などが意見として出されました。このとりまとめを踏まえ、最後に触れ

ますが幼児教育・保育の推進体制の在り方の中で整理をしていきたいという風に考

えております。事務局からの説明は以上でございます。 
委員長：ありがとうございます。今３つの部会で検討が進んでいるという話がございまし

たが。特にその幼児教育センターについて、ある程度まとまって一つあります。今

ご説明頂いたことについて、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。資料１に

は、どういう意見が出たかの、大事な論点があるといったようなものも記録されて

いますので、それもちょっと御覧になりながら。特にこの幼児教育センターにどう

いう機能を持たせるかということについては今一番大事なところですので。ここで

６つ出ていますけれども。こういうのはどうかというようなことがございましたら、

是非積極的に出して頂きたいと思います。 
委員：今日委員長が調査研究協力者会議のところで出てきている内容とも絡むんだと思う

んですが、要は、例えば研修っていう風にいった時に、この文科省の構築事業をや

っている、高知の方で、今何に取り組んでいるかというと、いわゆるキャリアパス

というかキャリアラダー別の育成指標を立てて、そこと研修を結び付けているわけ

です。この資料に、研修ってポンと書いてあるんですが、集合研修のイメージが多

分強いんだろうなあという風に思っています。現実には、例えばこの今日の協力者

会議の中にも出ていますが、実際にはマネジメントの問題であったり、あるいはど

のようにリーダーシップを取るかっていう話になってくると、そういうことを学ぶ

研修の場というのを、どう作るかっていうようなことが、研修の中身の話としては

あるんです。要は内容をただ伝達型で研修すればいいって話ではきっとなくて、そ

ことのセットでどんなスペースや、どんな内容がいるのかと。恐らく国の方も研修

プログラムをどうやって作って行くのか、っていうようなことが多分整備の推進体

制の構築事業の中に入っている筈で、そういうようなことがこの中に多分必要にな

ると思います。今はまだ、イメージというか大きな枠の話なんだと思うんですが、

そこら辺のところがここに噛んでいかないといけないのではないでしょうか。そう

でないと、実際にどんな風な部屋がいるのか、っていうようなことというのは、決

まっていかないかなっていう気がしています。つまり何が言いたいかというと、今

日出されたような研修の内容みたいなもの、あるいはそれが具体的に対象となって

いる人が、どういう風な内容を学ぶのかっていうようなことを合わせて考えないと、

この用途なり機能なりとかっていうのは定まって行かないんじゃないかという風に

思いました。 
委員長：はい。今大切なご意見を頂いたように思いますので、今私が補助資料としてお配

りさせて頂いたもの、さっきまでの国の会議の方で出された資料で、今日傍聴の方々

にもこれは配っていましたので、もう出してもいいだろうと思って印刷させて頂き
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ましたが。現在一億総活躍社会のまとめが出まして、そのためにどうするかと色ん

な項目がある中に、保育士のキャリアアップのためのシステムを整えなさい、とい

うのと、保育士の給料を月々４万円上げなさいという、この二つが入っているわけ

です。それで４万円のためにどうするかっていうことについては厚労省を中心に、

色々努力されているわけですが、例えば４万円上げるのに一律に上げるという訳じ

ゃなくて、これだけの経験を重ねて、そしてこれだけの研修ないしは資格を取った

という人から、やっぱり優先してやらざるを得ない。つまりそこである程度研修を

受けて、それだけ OK とされた人にはその分をやっぱり給料として加算してやらな
いとですね、誰にも一律にとやると、インセンティブが働かない訳ですよね。その

こととも関わっているんですが、一応それとは別に、保育士というのは今、一種類

しかないんですね。保育園で働いている人の職種というのは実は一種類ですね。し

かも園長、主任というのはいますけれども、その園長、あるいは所長というのが、

保育士資格がなくても取れるという、僕はこれは大問題だと思ってるんですけれど

も、まあ色んないきさつ上、そういう風になっている訳です。それで、例えばこれ

だけ勤めて、もう一回どこかへ行って勉強してきたとか、発達障害の子どもについ

てもっと勉強してきたとか、それを活かして保育をしたいというようなことをでき

るようなシステムにしておくと、そこで頑張れば、その人がその園で発達障害担当

主任保育士とかなんとかという形になれますよね。だから園の中に何かを専門的に

やっている人たちがいて、その人たちが上手にコーディネートして行くというよう

なシステムを作っていかないと、何年経っても保育士だけの資格から脱皮できない

というのが、やっぱり時代に合わなくなっているだろうということでね。それでキ

ャリアラダーを作って行く、キャリアアップのシステムを作って行って、その先に

は少しずつ給料も変えていくっていうようなね、４年生、更に大学院まで出たらこ

ういうのが、っていうようなこともやっていくっていう、そういう形になって、現

場の人に目標を出すような仕組みを作るってことが課題になってると思うんですね。

これはまさにそれをやれっていうことで出てきて、それで今検討会で出てきてるの

が、この６つなんですね。乳児保育、幼児保育、障害児保育、食育・アレルギー対

応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援ていう、この辺が今、現場では

もっと勉強しなきゃいけないところになってるわけですね。それを一分野について

１５時間くらいの講義とか、研修の形式でやるということはかなり書かれています

けれどね。大学で半期間の授業全部受けるのと同じですよね。それを６つの科目数

で全部やりなさいということ。それからそれをやってしばらく経験を経た人、それ

取った人をリーダー的職員と仮にいってるんですけれども、それで更に何年か経験

した層は、更にその下にマネジメントとありますが、マネジメント、つまり園運営

だとか地域との関係づくりとか、職場作りとか、そういうことについて更に勉強し

た人はミドルリーダーというような資格を与えて、もう一個上を作ろうとか。それ
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から保育士試験を受けて、新規採用された先生は、まだ現場の事よく分からないと

いうこともありますから、そういう人たちにベースのちょっと研修科目を作るとか

っていうような形で、少しラダーをちゃんと作って行こうということが出ています。

ただ細かなところはまだこれからで、本当の中間報告でしてね。例えば６つとも全

部取らないと、ダメなのかとか。６つ全部を仕事しながら１年で取るのはとっても

大変なことだから、難しい。それからその人をちょっと勉強に出している間、職場

はその人がいなくなったら困りますから。そういう各事業体に対する支援はどうな

んだとか。そうなると、既に主任の職にある人が、また別の研修等をしなきゃいけ

ないんじゃないかとか、連動していくことが出てきますね。で、まあそれはこれか

らまだ、更に詰めて、これ実はね。今年の１２月にはもう提案が出ると、あと１か

月です。それから来年の４月から具体化するということになっていまして、悠長な

ことを言っていられないように、もうすぐ、多分自治体に来るわけですね。そうす

るとですね。これ一体誰が主体になるか。一応都道府県に今なっています。だけど

都道府県は、こんなに細かなことを全部やれないので、世田谷区の区内もですが特

別区なんかは自分たちでやっていくことになるのが予想されます。そうすると世田

谷区で、こういう区の職員、保育士、働いてる職員さんたちのキャリアアップを私

たちの責任でちゃんとやります、となったら、この研修もやっぱりこういったセン

ターでやるということにならざるを得なくなりますね。どこかに丸投げする訳にも

いかない。どんなことされても知らないって訳にはいかないわけですからね。て事

で、このセンターの機能の中にね、その区の職員、そうすると今度は幼稚園の先生、

あるいは子ども園の先生のキャリアアップはどうして行くのかっていうようなこと

が連動してきて、その事をちゃんと議論した上で、そのシステムをちゃんと世田谷

区が作り、研修は責任持ってやる。勿論、色んなところにお願いすることはいいん

ですよ。だけども、責任は世田谷区が持つという形になると、ここにそれがちょっ

と付け加わって来る訳です。そのことを委員がご指摘くださった、と思いますね。

そういうことで、急に色んな事が出てきているということですよね。情報だけちゃ

んとアンテナを立てた上で、その国よりもちょっと先行くぐらいの事を考えておい

た方がいいと思います。ていうようなことが、今出ていたんで、これはそういうこ

となんですね。他の部会に出ておられる方で何か付け加えることはございませんか。

今日まだ議題がたくさんあるので、また後で思い出したらということで結構ですの

で。そういう部会の進捗状況を申し上げました。次に未就学児を育てておられる保

護者の方、それから幼稚園、保育所の方ですね。それから区立小学校に対してアン

ケートを実際して頂いているわけですが、集計がどうなっているかっていうことに

ついて、これも事務局の方からお願いします。 
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３ アンケートの集計状況について 
 
事務局：はい、それではアンケートの集計状況についてご説明致します。資料３の方にな

ります。まず今回幼稚園、保育園の先生を始め、小学校の先生方につきましては、

アンケートにご協力頂きまして大変ありがとうございます。今回その甲斐もありま

して、まず２ページにございますようにすべてのアンケートにおいて、御覧の通り

の回収状況になっております。回収率が非常に高い状況だったという風に考えてお

ります。ただ未就学児保護者のアンケートにつきましては、７月の下旬に締め切り

をした後も、かなりの数回答して頂いておりまして、実は１１月に入っても未だに

ばらばらと御寄せ頂いており、折角回答して頂いておりますので、その辺もしっか

りこの中に取り込んでいきたいという風に思っております。そのために確定値につ

きましては、次回の策定委員会に最終的な確定値の方をご報告させて頂きたいと考

えておりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。それでは全てをご説明す

ると時間が足りませんので、幾つかピックアップしながらご説明させて頂きたいと

思います。まず未就学児の保護者のアンケートからでございます。恐れ入りますが

資料７ページを御覧下さい。ここでは幼稚園・保育園に通っている保護者に期待し

ていることを聞きました。この中で集団生活のルールを教えて欲しい、自然と触れ

合う機会を増やしてほしい、体を動かす遊びを増やしてほしい、友だちと仲よく遊

べるようにしてほしい、身辺自立ができるようにしてほしい等の割合が高くなって

おります。続きまして８ページを御覧下さい。今回未就学児のお子さん、習い事を

している子どもの保護者にその理由を聞きました。それが問２２になりますが、こ

の中で何故お稽古事をさせているかということで、体力づくりの為ですとか、感性

を豊かにするための割合が高くなっているところでございます。また６５ページに

なりますが、同じような質問を小学校１年生の保護者の方にも聞いております。ま

あ１年前を振り返ってという形になるんですが、そこでもやっぱり体力づくりの割

合が５割を超えているような状況でございます。続きまして１０ページを御覧下さ

い。ここでは子育ててで、家庭で力を入れていることを聞きました。この中で親子

でたくさん触れ合うことや、他者への思いやりを持つことが６割を超えているよう

な状況でございます。また１１ページを御覧下さい。ここでは子どもが将来どのよ

うな人になってほしいのかということを聞いております。この中で自分の意思をし

っかり持てる人や、自分の家族を大切にする人の割合が５割を超えているような状

況でございます。また同じ質問を小学校１年生、小学校２年生の保護者にも聞いて

おります。その状況が６２ぺージ、７６ページそれぞれになりますが、この中でも

やはり自分の意思をしっかり持てる人が６割と超えている状況でございます。続き

まして１２ページを御覧下さい。ここでは小学校入学前までに特に身に付けておき

たいことを聞いております。この中ではあいさつや返事を進んですることが４１．
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１％、それから着替えや排泄などの身辺自立ができることが３８．７％となってお

ります。また同じような質問を小学校１年生、それから小学校２年生の保護者にも

聞いております。この中で、やはりあいさつや返事を進んですることや、自分の気

持ちを言葉で伝えることと回答した人が多くなっております。また小学校２年生で

は、更に自分で考えて行動することも多くなっているような状況でございます。続

きまして１３ページを御覧下さい。ここでは小学校入学に向けて不安に感じている

ことを聞きました。この中でやはり自分の気持ちや考えを、友だちに言葉で伝えら

れるかが２２．５％でございました。続きまして幼稚園・保育園の教職員のアンケ

ートでございます。１５ページを御覧下さい。１５ページは保育士さんの方になり

ますけれども、保育者として保育において重視していることを聞いております。そ

の後幼稚園の方も続きますが、保育園・幼稚園共に、子どもが健康で安全に過ごせ

ることや、子どもや保護者との信頼関係を築くことが高い割合を示しております。

また、保育者に求められるスキルの中で、重視していることを聞きました。現場の

教職員の先生方については、保育園・幼稚園とも一人一人に応じて発達を促す援助

をする、が高い割合でした。また保育園長では発達を理解し、見通しを持って計画

するが約６６％。幼稚園園長では、教育的愛情を持ってかかわるが約６割でござい

ました。続きまして２１ページを御覧下さい。小学校との連携を見据えた幼保連携

のあり方について望ましい活動について聞いております。教職員及び保育園長は、

幼稚園と保育園等の子どもが互いの園を訪れ、ともに活動することや、幼稚園教諭

と保育士が交流し、互いの手法・スキルを学び合うことが高い割合でございました。

また幼稚園園長は、この他に合同で研修を行うと回答した園長が３割を超えており

ます。最後に小学校で入学後の学級の様子を聞きました。８５ページを御覧下さい。

こちらは小学校１年生の担任に聞いておりますけれども、１学期では授業中、勝手

に教室の中を立ち歩いたり、教室の外へ出て行ったりする児童がいるが３８．９％。

私語が止まらず、ざわざわしているが３７．８％でしたが、今度は２学期、９月に

入ってもう一度同じような項目を小学校１年生の担任に聞いております。そうしま

すと９５ページになりますが、今度は児童同士のけんか等のトラブルが起きている

が３８．５％という形で伸びております。また同じ質問を校長先生の方にも聞きま

した。これが１００ページの方になります。１の授業中、勝手に教室の中を立ち歩

いたり、教室の外へ出て行ったりする児童が多い反面、学校経営者の立場から６の

教員の手が足りない、が３８％の回答がありました。ざっとでございますがアンケ

ートの集計状況は以上でございます。 
委員長：かなり膨大な内容ですので、大事なポイントといいますか、論点になりそうなと

ころを中心に報告して頂きましたが、ざっと見て頂いてですね。これはどう読んだ

らいいのか、とかですね。まあ結果を見て、なるほどとか、いや意外であったとか、

その辺含めてご感想も結構ですので、少しご意見頂けますか。丁寧には一回、家へ
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お持ち帰り頂いてじっくり見て頂きたいなと思いますが。分析するだけでもとても

面白いな、と思いましたけどね。特にここは事務局がいますので、質問をしておき

たいということでもございましたら是非。 
委員：１２ページの小学校入学について伺いますという問２６なんですけれど、そこで無

回答が５２．２％、問２７は無回答が５４．５％となっていますけれど、この無回

答というのはどうしてこんなに大きな数字が出たんでしょうか。 
事務局：実際今集計を行っております、支援事業者の創建さんの方からお答えさせて頂き

ます。 
支援事業者：では私の方から回答させて頂きます。この設問は現在４歳児、５歳児のお子

さんを育てている方だけにお聞きしておりまして、この調査自体は０歳から６歳ま

でのお子さんをお持ちの保護者の方なんですが、０歳児の方だとなかなかイメージ

が沸きませんので、４、５歳と絞らせて頂いております。無回答の方は恐らく０歳

から３歳のお子さんのみをお持ちの方という風に認識しております。ただちょっと

現実に、何歳のお子さんをお持ちですかという風に、直接聞いていませんので、い

わゆるアンケートでいうところの非該当という形で弾くことができませんので、無

回答が多くなっている次第でございます。 
委員長：そうするとこの数字は何を母数にした数字になりますか。 
支援事業者：母数は回答者全員となっております。 
委員長：回答というのは、無回答を除いた回答した方が母数ですか。それとも。 
支援事業者：無回答も入れた全回答者が母数になっております。 
委員長：ああそういうことですね。そうすると、これ計算したら、例えば３８．７％です

か、これは。有回答の人から言ったら相当高いということになりますか。 
支援事業者：そうなりますね。仮に無回答を除いて出してみても、参考値としてはよろし

いかなと思いますので、次の機会やお送りする際にご提示したいと思います。 
委員長：そうですね。今、４歳、５歳の子どもの保護者ですね、その方に限定したデータ

っていうのをちょっと別に出して頂くと分かりやすいと。 
支援事業者：かしこまりました。 
委員長：はい、よろしくお願いします。 
委員：すみませんいいですか。今の話だと０歳からということですよね。で、４歳、５歳

にここの設問だけ絞ったと。だから無回答率が多いという結果で。だけど今頃言っ

ても仕方ないんですけど、これも含めて０歳からのお子さんをお持ちの方に答えさ

せても良かったのかなという気はするんですけれど、どうなんですかね。色んな違

いは確かに出てくるんだと思うんで。そこで４歳、５歳に絞っちゃったから。無回

答率で出てきちゃってね、誤解を招いちゃう。今頃言っても仕方ないかと思うんで

すが、ごめんなさい。 
支援事業者：とんでもないです。確かに仰る通りのところもありまして、実際お子さんの
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年令を正確に、いらっしゃる方全てをお聞きしておけば良かったな、というところ

もございまして、その点は仰る通り反省すべき所だと思っております。ありがとう

ございます。 
委員長：他にございますか。あの、もしですね。これちょっと御覧頂いて、これは単純集

計なんですね、今の所。例えばこれとこれをクロスしたらどういう結果になるんだ

ろうとか、簡単なクロスのデータであれば出せますので、複雑なのは難しいと思う

んですけれども。もしそういうことがございましたら、それについても事務局の方

まで要望をお伝え下されば、この答えでこう答えている人が、他のところではどう

いう回答をしているとかというようなことがもし知りたいということであれば。簡

単なクロス集計は出せると思いますので。 
委員：すいませんよろしいですか。今の無回答の部分なんですけども、そういうことであ

れば無回答を除いた値を１００として計算し直さないと、クロス集計にも影響して

きちゃうんで。それはすぐできる話ですし。その分注釈書いておけばいいだけなん

で。この質問に関してはこういうことなので、全数を幾つとし、率を割り返してい

るという注釈でいかがでしょう。 
支援事業者：かしこまりました。そのように致します。 
委員長：パッと見ただけでもですね。学校で何をして欲しいかという中にですね、本来家

庭でやってほしいなってことがかなり入ってますよね。身辺自立ができるようにし

てほしいとか。自分の事を自分で処理できる力ですね、学校の先生は逆に身辺自立

できるようにしてほしいっていうのが、かなり強く出てきているのなんか。ただ、

これが今の現状なんですよね。だからそれはその辺で皆さん苦労されているという

ことなんだと思いますよね。それから自然と触れ合う機会を増やしてほしいっての

はやっぱり、世田谷はまだ自然がある方だと思うんですけれども、それでもやっぱ

り機会がどんどん減ってきているんでしょうかね。そういうことに対してこういう

思いがかなり強いんだって、これはまあそれを受けて、幼児教育で何を大事にする

かっていうのが少し見えるような気がしますね。ちょっとこれ丁寧に一回皆さんお

持ち帰り頂いて、見て頂いて。これを大事にしながらビジョンに活かしていくって

ことを是非やって頂きたいと思います。特に今聞いておきたいというのがなければ

ですね、先に進めさせて頂きたいと思いますが、この内容だけ皆さんにちょっとお

願いだけしておきます。是非、全部目を通して頂きたいと思いますのでよろしくお

願い致します。ということで、それらを踏まえまして本日のメインのテーマになり

ますが、ビジョンを作って行く場合の骨格となるもの。まずは基本理念、それから

その基本理念とセットで施策をどう進めていくのかっていうこと、これは方向性く

らいですけれども、その事についての議論に移りたいと思います。最初にこのビジ

ョンの基本理念ですね、どういう考えのもとでそのビジョンを作って行くのかとい

うことですが、これまでの策定委員会での皆さんからのご意見、それから先ほど報
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告がありましたけれども、部会での議論、それらを踏まえて事務局の方で少し整理

して頂いています。まずその整理したことについて事務局の方からご説明お願い致

します。 
 
 
４ ビジョンの基本理念について 
 
事務局：それでは説明させて頂きます。まず資料７を御覧下さい。こちらの方はこれまで

の策定委員会ですとか、特に幼児教育・保育推進部会、１回目を実施させて頂いて

おりますが、そういったご意見を踏まえまして、論点整理をさせて頂きました。こ

れをまず幼児教育の背景・問題意識、それから共通する理念・価値観にかかわる意

見、それから施策の柱・取組につながる意見に分類をしてまとめたものがこれにな

ります。主な意見と致しましては、例えば背景・問題意識からは、遊ぶための環境

が乏しくなり、遊びを通じて学ぶ機会が減っている。家庭への支援も重要だが、社

会の力、これは保育園・幼稚園になりますが、社会の力も必要である。また共通す

る理念・価値観にかかわる意見と致しましては幼児期の遊びの質が注目されている

なか、遊びのプロセスと発展が大きな課題。世田谷の恵まれた文化的風土のなかで

必要とされる幼児教育を考えたい、学校という体系で考えるのではなく、子どもの

発達しようとする力に沿って考える必要がある、などのご意見を頂いております。

また施策の柱・取組につながる意見からは、保育・幼児教育と小学校が双方で歩み

寄らなければいけない、幼稚園教員は園外に出て他の保育を見るなど視野を広げる

ことが大切、保育士は研修機会が多くないなど、小学校との接続や保幼小の連携、

保護者や保育士、幼稚園教諭の資質の向上などのご意見を頂いているところでござ

います。この論点整理に基づきまして、１１月１日に幼児教育・保育推進部会の方

を開催させて頂きました。その際に資料４と資料５、資料４は基本理念図のたたき

台でございます。資料５は施策体系のたたき台、これをお示しさせて頂いて、色々

なご意見を頂いているところです。今日お出ししているのは、１１月１日にお出し

したものに、頂いたご意見を踏まえてちょっと整理したものをお出ししている資料

になります。簡単にご説明させて頂きますと、まず乳幼児期については心身の発育・

発達が著しく、人格の基礎が形成される時期であり、乳児から２歳児までの時期に

は親や保育者など特定の大人との間で愛着関係が形成され、また食事や睡眠などの

生活リズムが形成されていきます。また人、物、自然などと触れ、興味関心を広げ

ていくことが子どもにも様々な心情をもたらし、自ら関わろうとする意欲を高めて

いきます。くらし、遊びを通して自分の事を自分でしようとする意欲の高まりや、

自分の意志や欲求を言葉で表そうとすることにより、子どもの自我が育って行くよ

うな形になります。大人への基本的な信頼感を形成することは、生涯を通じた自己
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肯定感や、他者への信頼感、感情を調整する力、粘り強くやり抜く力などの、非認

知的能力を育むことにもつながって行きます。このような体系を繰り返しながら、

世田谷が乳幼児期に大切にする子どもの育ちを、現在国で検討しております、次期

学習指導要領や幼稚園教育要領、あるいは保育所保育指針等で検討されております、

幼児教育の特質を踏まえた資質能力の３つの柱を、ここでは少しわかりやすい表現

にしております。「かかわる」、「気づく」、「できる」、としておりますが、この表現

についてもこの後議論、ご意見を頂きたいと思っております。この積み重ねにより

まして、自分で考え他人の気持ちを理解しながら行動する力としての「自立と協同」。

自分を表現し他者と共感して互いに思いやり大切にする力としての「表現と受容」。

たくさんの体験を積み重ねながら自分で考え、やり遂げる力、である「試行錯誤」。

身近な事物に関心を持ち感受性を豊かに探究する力である「関心と探究」。健やかな

心と体を育て意欲的に取り組む力である、「健やかな身体」、の５つの力を大切にし

ていきたいという風に考えております。またこの体系を踏まえまして、資料４の次

のページ、基本理念のたたき台の案を二つほど挙げさせて頂いております。これが

ある面でキャッチフレーズ的なものになれば良いのかなという風に思っております。

この基本理念についてもご意見を頂ければという風に思っております。尚、今ご説

明致しました内容につきましては、資料６の最後の方にまたご議論頂きますが、世

田谷区幼児教育・保育推進ビジョン素案の概要のたたき台の２ページに文章にして

まとめたものを作っておりますので、こちらもご参考にして頂ければと思います。

説明は以上でございます。 
委員長：整理して頂いたものと、それから今までの議論を踏まえた上で、少し理念として

まとめて下さった言葉、かつ、国が今小学校、幼児教育を通じて次期学習指導要領

で強調しようとしている３つの柱というものと絡み合わせるというような、何かか

なり苦労して作って下さった感じがするんですが。それを一つに表したらこういう

形になるのではないかというような図も示して頂いています。先ほど部会の中の意

見の中に、例えばその図、資料４の所にございますが、３つの柱を「かかわる」、「気

づく」、「できる」、と言い換えてありますけれども、この「できる」、というのは馴

染まないんじゃないかという意見が出ていたんですね。ですからそういうことも含

めてですね、ここでももう少し、ここはちょっとわかりづらいんじゃないかとか、

ご自由に出して頂ければと思います。ご質問でも勿論結構です。これが今日の一番

大事なことですので、少し時間を取りたいと思います。 
委員：事前に送って頂いたものはざっと見渡しておりまして、お話に出ております来年の

３月には小学校、中学校の学習指導要領が公表されるという段階のところで、ちょ

っと全体に主体性というのが薄いかなと感じました。確かに３つのことばでまとめ

ていらっしゃる、「かかわる」、「気づく」、「できる」、それぞれ自分が、というのが

主語として当然そこには入っていることになるからそこにあるんだというのは分か
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るんですが、もう少しこう主体的にというような要素が強く出ても良いのではない

かと思います。でもそれは特に、以前から私がここで申し上げておりますように、

文化レベルの高い世田谷区の中で育つということは、単に文化の消費者であっては

ならない。やっぱり文化を創造していくような人に育ってほしいという願いが当然

ここにはあるわけで、ある意味ではそれはもう日本全国から見てもやはり世田谷区

はそういった地域性を持っているんだと言えます。そうすると少しこう、まあ確か

にそれは隠れているんだと言われるとそれまでなんですけれども、どうもなんか少

し主語としての「私」が、主体性というのが強く出ていいんじゃないかと思うので

す。それからもう一つ基本理念のたたき台の方で、少し気になるのは２番の自他を

敬愛し、「深く考え」のこの「深く考え」という点です。こちらの資料４の方では「考

え、試す姿勢」のところが対応するのかなと思ったんですが、どうも「深く考え」

というと、なにか今のアクティブラーニングの中の深い学びとかですね、そこを連

想してしまって、いささか幼児教育とは違うのではないか。姿勢こそが大切であっ

て、「深く考え」ってのは、これは強く出てくるのはちょっと違和感を感じた、とい

うのが正直なところです。以上です。 
委員長：ありがとうございます。そういう形でどんどん出して頂くと助かります。ちょっ

とね、解説をしておかないと混乱するかもしれませんから。今国の方で学習指導要

領の改訂作業と、幼稚園教育要領、保育所保育士、認定こども園教育保育要領の改

訂作業、全部並行して進めているんですね。で、その中で、幼児教育から大学教育

まで同じ方向で。ちょっとこういう方向に変えて欲しいというテーマが幾つかある

んです。その一つは分かりやすく言うと、２０世紀型の知識の正確な理解とか記憶

を中心とした学力から、勿論それも大事なんだけれども、それを使って新しい提案

をするとか、ディスカッションを深めるとかですね、何かアイディアを出すとか。

それから上手にそれをプレゼンテーションするだとかっていう、その応用的な思考

力。そういうものを独自に、学力として形成していかないと、いけない。幼児期か

ら、こうしたらいいじゃん、あっちの方が面白いっていうようなことをどんどんこ

う議論したり、考えたりするっていうことを、独自に強めて行きたいっていう。こ

れが二つ目の柱なんですね。一つ目はちゃんとした知識だとか記憶力だとか、これ

は勿論大事だってことです。だけどそれだけではなくて、幼い頃から色々提案した

り議論したりなんかするっていうことを、意識的に育てて行く。３つ目は自分でど

んどん学び出すというか。幼稚園とか保育所で色々やったことが、子どもの生活を

変えていくっていうか、家でもどんどんやって行くとかね。園で読んでもらった絵

本がとても気に入って、自分でどんどん読んでくれ読んでくれとかっていう、価値

観だとか行動の変容に繋がるような学びっていうようなことですね。そういう学力

を３つの柱という風に考えているんですね。それを小学校でも中学校でも高等学校

でも大学でもやってほしいんだけれども、その同じ考え方、方向性で幼児教育も取
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り組んでほしいっていうのが出ていて。これをまあ３つの柱と言っているんですね。

それをここで「かかわる」、「気づく」、「できる」という風に言い換えているんです

が、私のニュアンス、捉え方でいうとちょっと違うなという感じがします。「できる」

っていうことはあんまり強調されていないんです、３つの柱の中では。むしろ幼児

教育が大事にしているのはプロセスですよね。だからそういうのをむしろ小学校も

考えなきゃいけないというような感じになっている訳なんですよね。ですからこの

「かかわる」、「気づく」、「できる」っていう言葉をもう少し検討するというような

ことがあってもいいかなとは思いますが。それから今委員が仰った中で、「深く考え」

っていうのは、実はもう学びにも深い学びとか、対話的学びとか、協同的な学びと

かっていうものがあって、学びっていうのは面白おかしくすれば、深くもあるし、

学びの中には自分で一生懸命学ぶものもあれば、対話しながら学ぶのも当然ある訳

ですから、当然といえば当然なんですけれどね。そういうカテゴリーも登場してき

て。現場にいる人間は、これは何のことだろうっていうようなことで、学ぶことが

多い議論が今行われているんですね。そういうのを少し取り入れて、世田谷バージ

ョンでやっていこうということで一番下にはその３つになっているんですが、その

言葉がこれでいいかどうかっていうようなことが、既に意見出ているということで

すね。それからこれ、委員にちょっとお願いしたいんだけど、「表現と受容」という

ところで、５つの柱になっているんですが、表現っていうと、このあれは言葉での

表現が中心になっている感じがするんですね。受容する、人の意見をしっかり聞く

とかね。受け止めるとか。そして自分の意見を返しながらって、コミュニケーショ

ンを上手にしていく。だけどあの、これまた難しい。混乱させてしまうんですけど

も、今、国では会話表現だとか身体表現、音楽表現等というのをあまり細かく分け

ず、まず人間が豊かに感じたことを、としています。どういう風にそれを外に表現

として表すかっていうことを一つ、共通の問題。つまり表現的存在としての人間っ

ていうものを、もう少しこう大事にしていくような視点で、個別に音楽表現とか何

かっていうことに、あまりこう分けて、そこで精緻にしていくというよりは、表現

を生み出すような体験だとかね、感性だとかっていうことを丁寧に育んでいくとい

うようなことに、重点を移しているようにしているんですよね。だからそこで表現

というのが、なんていうのか人間は元々感情的な動物で、感情を持っているんだか

らその感情をある形にすることが表現ですから。もう少し広いんですよね、その表

現が。ですからそれを今度の幼稚園教育要領も保育所保育指針も、やっぱり５領域

の表現というのは残しまして、１０の姿の中にも表現というのは入って来ています

から。この言葉によるコミュニケーションというところだけで表現と使うと、ちょ

っと世田谷区は狭く使っているのかなという風になる可能性もありますので。ちょ

っとその言葉もね、どうしたらいいのかなと思っているんですが、いい提案がない

んですけどもね。折角こうやってまとめて下さったんですけれども。 
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委員：正しく委員長の仰る通りでして、表現活動と今、我々が言葉でそういう風に言う場

合には、造形も音楽的な表現もリトミックの表現も全てを包含しています。幼児教

育の段階では特にそうです。以前はかなりそれぞれの領域の分野の専門家がそれぞ

れに分析したのですけども、結局それは一人の人間を把握していないということに

気付いてきたということだろうと思うんです。で、もう一つ、「受容」という言葉も

気にはなっているんですね。我々特に造形教育の世界では、十分に表現させなけれ

ば、鑑賞は成立しないという基本があるんです。ですから、この「表現」と「受容」

の関係性をもう少しはっきりとして、特に「受容」という言葉は、場合によったら

ば、取捨選択してこれは受け入れるけれどこれは除外する、というところがある訳

です。ところが「表現」の場合には、この幼児期の表現の場合には、本当に自分の

好きな通りにやりなさい。自分が思うままにやりなさい、というところからスター

トします。で、そうしないと感情に結び付かない訳です。現在、初等中等教育の中

で一番学校教育が担保できていないのが感情教育ですから、感情教育については何

も我々は指導できていないというのが実際だろうと思うんです。それをここで改め

てもう一度舞台に上げようとしている段階ですので、もう少しちょっと、委員長の

仰った通り、感情という辺りを含めた表現と、その受け入れといいますか、そうい

ったところですね。「鑑賞」という言葉は、これはちょっと不適切だと思いますけれ

ども、その点をもう少し考えた方がいいかも知れないと思います。 
委員長：世田谷区が育てたい力は、５つでなければいけないということはないんですよね。 
事務局：はい。 
委員：：国で、湯川視学官が「幼児期に育てたい力」っていう話のところの部分で説明し

ていた際に、しきりと仰っていたのが、「できる」と書いてないですよって。で、「何々

をしながら何々になる」っていう風に、かなり用意周到にそう書いているんだって

いうことは言っていて、なので、「できる」って書いてしまうとそれが達成の部分に、

到達になってしまうっていうことが先ほど委員長も話されたことなので、そこら辺

のところが多分それをそのまま使うっていうことに対する抵抗感等があるんでしょ

うが、言葉を言い換えて行くうちに、そういう風なイメージがこれに付与されてし

まうのではないかと、凄く気になっています。で、今のお話で言うと、１０項目と

して文科省は出して来ているのに、一体何と何を一緒にして５にしているのか、そ

の説明がないままなので。ここが、とりあえず５つの力にしようとされた経緯を教

えて頂けるとありがたいなあということが一つと、その中で非常に出ていたのは、

当然あの、ここは指針の部分、０～２歳の部分はってお話が出ていたんですが、当

然保育所で、さっき言った１８歳までにっていうことを見通すんであれば、乳児の

部分が愛着形成だけでいいんですかっていう話が凄く。つまり、どんな風な筋道の

中でそこが繋がって行くんだろうかっていうことに関して、一番下の部分が物凄く

薄いなあっていう感じがしています。恐らく国の中でも先ほどのキャリアパスの話
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の中でも、乳児の保育については、かなりきちっと学んでもらわなきゃとか、押さ

えなきゃいけないよねっていうのが出ている中で、この状態だとちょっと問題なん

じゃないかなという風な気がしています。どんな経緯でこれがこうなっているのか

を教えて頂けるとありがたいです。 
委員長：その前にちょっと解説しますね。幼児期の終わりまでに、育つことを期待する１

０の姿っていうのが国で議論されているんです。これ実は義務教育が終わるまでに

育つことを期待する姿と、高校を終わるまで等幾つかあって。それと同じような幼

児教育バージョンでちょっと作ってほしいというような形の要請がきてこうまとま

ったんですが、元々これは、１２だったんです。これは、平成２２年度にまとめら

れた幼保小の連携、小学校と幼稚園、保育所の連携のあり方について、まとめた大

事な文章があるんですね。その中に、５領域っていうのは、幼児教育の人は分かる

んだけれども、小学校の先生にとってはちょっとピンと来ない訳ですね。しかも、

心情、意欲、態度となっていて、で、その通り要録で送られてきても、あんまりピ

ンと来ない。要録というのは小学校に送る、一人の子どもの育ちの記録なんですけ

ども。ということで、このスタートカリキュラムとか何かっていうことに対応する

ような形で、その育つ目標像をもう少し人間の育っている姿として表現してもらえ

ないかということで、例えば「自立性」ってどのぐらい育っているのとか、「協同力」

ってどのぐらい育ってるのかとかね。まあ道徳性の基本っていうのがちゃんと育っ

てるのかっていう形で、そういう風な柱で育ちを評価するっていう風に、したらど

うかっていうのが出て。そこには１２が出てるんですね。今回それを幼稚園教育要

領、保育所保育指針の中でもやっぱり取り入れようということで、少し整理した結

果、１０にした訳ですね。その１０の姿っていうのがございまして、それがまあ「自

立心」から始まって「共同生活」となって、その中に「言葉」、そして最後は「表現」

なんですね。５領域におけるねらいは「心情」、「意欲」、「態度」などを示していま

す。これは、何々する気持ちだとか、何々する態度が育つことであって、跳び箱が

５段跳べるっていうことにはしてないんです。例えば体を積極的に動かすことが好

きだとかっていうような、そういうこう、気持ちとか感情の方を育てて行くことに、

幼児教育は重点を置いているんですね。だけども、それがそうすると、育ってるか

どうかわからないじゃないかっていう形になりかねないから、実際に跳べるの？っ

ていう風になりがちなんですよね。だからその１０の姿になった途端に、できるか

できないか、っていうようなことが入って来るんじゃないのかと、幼児教育関係者

はちょっと不安を持っている訳です。そこで、視学官が、いや、これは「できる」

という意味ではないんですよと。あくまでもプロセスで、ただ従来のこの５領域の

「心情」、「意欲」、「態度」よりはもう少しこう小学校の先生が分かりやすく整理し

たということなんです。だけども、まあそれは分からないでもないんですが、「でき

る」っていうことにこれシフトしてしまいますとね。やっぱり批判が出てしまうな
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っていうことが予想されますので、「できる」って言葉を使わない方が、できれば、

とか。まあそういうことが解説で。今、委員が仰ったのもそういうことなんですね。

で、事務局の方で何で５つにまとめたかっていうのをご説明願えますか。 
事務局：はい。元々まず「自立と協同」についてはこの論点整理の中にもありますけれど

も、やっぱり子どもの育ちに関するキーワードで、子ども同士との関わりですとか

大人との関わり、そういった部分がやっぱり必要といいますか。そこは欠かせない

だろうということで一つ「自立と協同」という形で挙げさせて頂いております。そ

れから次の「表現と受容」でございます。先ほどアンケートの結果にありましたよ

うに、自分の思いとかそういったものを、伝えて欲しいという部分もありますし、

また１回目の時の事例で、例えばその自然を感じる、風の音を表現するとかそうい

ったようなお話もあったかと思います。またこれ、世田谷区の９年教育の中で、こ

の資料の上の方になりますが、「知・徳・体」、一般に言われている「知・徳・体」

のその基盤となすものとして、「ことばの力」というものを世田谷の小中学校では力

を入れておりますので、そういうことを踏まえまして、「表現」というのは一つキー

ワードとして入れたいというような部分がありまして、「表現」。「受容」というのは、

確かに幼児教育保育推進部会の中でも、「受容」というこの表現については議論があ

りました。ただ、国で示された中にも、「受容」という言葉、３つの柱の中でも受容

という言葉が使われておりますので、今日もそのまま残しておりますが、この部分

の表現についても議論は頂きたいなという風に思っております。次の「試行錯誤」

については、やはりこれも１回目２回目のお話の中で、子どもたちが色々な体験、

それをまた親とか大人が指定するんじゃなくて、全てのそういった子どもの体験を

まず認めて行くという、そういった部分が非常に大切なのかなと。そういった部分

の中で、子どもたちが一つ一つ積み重ねていくという部分がありますので、そうい

った意味で「試行錯誤」という形で取っております。「関心と探究」という部分です

が、これはやはりこの間のお話の中で、委員の方からありましたが、やっぱり世田

谷の特性としての文化芸術、あるいは委員長の方からも確か１回目にお話があった

かと思いますが、感受性を豊かにするために美的な体験とかそういった部分、ある

いは企画力、デザイン力に結び付いていくという部分で、そういった議論も踏まえ

まして「関心と探究」というような形で、当初４つにしておりました。ただやはり、

人間の成長にとって体力的なもの、身体的な、まあこれは心も含めてなんですが、

その部分も含めてこれはやっぱり基盤になるものだよねと。これも今、世田谷区の

取組ではございますけれども、健やかな身体を築く上で、体力の向上というものを

今取り組んでおりまして、その中で２７年度からですが、３快運動というものをや

っております。まあそれは快眠、快食、快運動っていう形で、そういったものを含

めて心と体を育てて行くような取り組みをしておりまして、これはやはり幼児期に

おいてもそこの部分は必要だろうということで、これ推進部会でもそういうような
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お話になりまして、新たにその時点で「健やかな身体」という形で一つ付け加えて

いるような状況でございます。以上です。 
委員長：そういう形で、１０というのは細かすぎるので、もう少し分かりやすく少なくし

ようとした事が狙いですかね。そこで新たに「受容」という言葉が出て来たけれど

も、その「受容」という言葉にはちょっと、何か色々曖昧さみたいなのがあるので

はないか等、意見が出ています。どうぞ、今まだ十分これから議論できます。こう

いう表現にした方がいいんじゃないかというのがございましたら、どんどんご自由

に。 
委員：世田谷区なりに、この育てたい力をまとめられているっていう、そのご苦労はまず

大変だったろうなと思います。文科省の示すことは参考にしながら、独自性を出す

っていうのは、世田谷らしくていいなという風に思っています。で、先ほど実はア

プローチカリキュラムとスタートカリキュラムの会議を本日行いまして、そこでア

プローチカリキュラムで、子どもの幼児期の終わりまでにこういう姿を１１月から

３月の間のプロセスの中で育てたいねって言って出して来たんです。その中で、こ

の会議までちょっと時間があったので、これとちょっと照らし合わせてみたいんで

すね。そしたら、困ったことが起きたんです。それは何かといいますと、「探究」だ

ったんです。「関心」というのは例えば冬の自然に興味や関心を持つというようなこ

とが出て来るんだけど、じゃあどう「探究」するの。その「探究」っていうところ

までが、出てこなかったんですね。で、具体的にじゃあ、感受性を豊かにっていう

のはすごく分かるんだけれど、幼児の場合の「探究」って。どういうことになって

くるだろうかっていうのが、なかなかイメージが出なくて。例えば凧作りなんかで

は、どういう風にバランスを取ったらいいかとかっていうような、「試行錯誤」はあ

るけれどそれは「探究」っていうのだろうかとか。そんな話も出まして、この「探

究」っていうのが難しいなっていうのが１点です。それから先ほどから「受容」と

いう言葉が出ていますが、「受容」というのは他者を受け入れるということになって

くるので、すごく高度な力になってきます。大人でさえなかなか他者を受容できな

いというのが現状の中ですので、幼児の場合はむしろその相手の思いに気付くとい

うようなことがとっても大事な時期でして、そこの上に他者と共感してって。だか

ら、悲しいっていう気持ちに共感できたりとか、悔しいっていう気持ちに共感はで

きるんだけど、それを受け止めて、じゃあっていうところまではちょっと難しいの

ではないのかなという風に思っています。その下のところの、１０個出てきていま

すよね。「友だち関係」とか「周囲の関心」とかっていうのが出てきている言葉の中

で、「友だち関係」の所に「協同性」っていうのが一つぽんと出てきているんですけ

ど、これと、このアンケートとの関係。アンケートで、こういう力が育ってほしい

という保護者であったりとか、保育者のアンケートが出てきているんだけど、その

事とこれがどういう風に結びついていくといいのかなっていうのが、一つあります。
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で、くくりの中に「心身の発達」という文言があるんですけれど、発達っていうの

はすべての事を含んでしまうので、ここのこの発達という言葉で果たしてふさわし

いのかどうかっていうところも、ちょっとクエスチョンを持ちました。 
委員長：ありがとうございました。何かそれで、少しこういう言葉にしてみてはどうか、

対案みたいなものはないですか。確かに「探究」とか「受容」ってのは、小学生で

も中学生でもなかなか大変なことですから。 
委員：「探究」のところはですね、上の文章から行くと身近な事物に関心を持ち感受性を豊

かに関わる、「関わる力」。 
委員長：要するに領域「環境」のテーマですよね。 
委員：ああそうですね、はい。まあ領域「環境」は思考の領域でもある訳ですから。 
委員長：「文化」、「思考」、「社会」ですね。 
委員：はい。で、「受容」のところは、先ほど「表現」というのがありましたけれども、こ

の「表現」は色んな表現がありますよね。歌ったり、踊ったり、演じたり、描いた

り、つくったりっていう。それが幼児期独自の表現であるし、世田谷の色んな文化

と出会うというところの表現との結びつきがあると思うので、この表現も。まあ、

上の方の文章で、「自分を表現」というところが、たとえば色々な方法でとかってい

う言葉が加わった方がいいのかなとは思います。「受容」のところは、「共感」って

いう言葉でも良いのかなと考えています。 
委員長：はい、ありがとうございました。今のような形で少しここをこうしたらいいので

は、というようなご意見ありますか。 
委員：先ほどの先生のご指摘の「できる」っていうのは明らかに違うだろうという点につ

いて、言われてみるとそうだなという風に思っています。つまり「かかわる」の反

対は「かかわらせない」、「気づく」の反対は「気づかせない」、じゃ「できる」の反

対は「できない」、なんて。それ違うよなっていうのは、ご指摘の通りだと思って。

ここのところしっかり捉えていないので、上の展開も失敗したなあと思ってはいる

んです。じゃ、何だろうといったときに、「関わる」も微妙だなと思い始めていて、

今のお話をお聞きしていると、「興味を持つ」っていうことが１個あるなと。でその

上で「気づく」、これはいいんだろうと思う。最後は「やらせてみる」っていうこと、

が体験なんですけども、それのスパイラルかなと。「やらせない」っていうことがそ

の反対、対義語になるんですけれども、まずこの３つをもう一回ちょっとチェック

した方がいいなという風に思いました。感想です。 
委員長：ありがとうございました。まだ時間あると思いますので、言葉をちょっともう一

回準備して頂ければと思います。はい、他にどうですか。 
委員：前回１１月１日にこの表を見せて頂いた時に、ずっと私も考えていたんですけれど

も、この表自体がですね。「愛着の形成」というところが、非常に肩すぼみという。

その形っていうのが一体どうなんだろうなって。やっぱり「愛着の形成」っていう
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のは、本当に幹の、土台の部分であって、広がっていって然るべきかなと思ってい

るんですね。で、この「遊び」と、「暮らし」って書いてあるんですけれども、この

「暮らし」っていうのも。「暮らし」っていうその文言というのが、私たちの保育指

針の中にもあんまり出てこない。どちらかというと「生活」っていう表現の仕方で

表せるのかなという風に思っております。「遊び」と「暮らし」の、その矢印。細か

いことなんですけれども、矢印の部分が、「個を確立する」というところに行ってい

るんですが、むしろ「遊び」はこの下の「愛着の形成」の下まで行っちゃってもい

いんじゃないかと。その全部こう覆いかぶさるように「遊び」があって、「生活」が

あって。そしてその中に「遊び」の中では要するに「愛着の形成」というのは赤ち

ゃんのところからですよね。そうするとやっぱり首の据わりがあり、寝返りがあり、

ハイハイがあり、そして歩行に至って。でまたその他に、そこからまた探索の活動

が出てきてって。様々な事柄がその中に含まれてくるかなって思っております。ま

た、「生活」っていうか「暮らし」の方も、やはり「愛着の形成」で一番何が大事な

のかなというと、やっぱり授乳期や離乳期っていうのが、赤ちゃんの頃にあって、

その頃に母親の眼差しであるとか、語り掛け、そういうものっていうのが、本当に

愛着っていうものを生み出していくんじゃないかなっていう風に考えております。

そして、その「自己肯定感」と「自我を引き出す」っていう部分が前回逆転してる

んじゃないかっていう風に私の方で言わせて頂いたんですけれども、それが今変わ

っていて、自己肯定感っていうのはもう本当にこの乳児期だけではなくて。４歳児

頃の自己肯定感っていうのはまた更に違って来るっていうのはあります。その中で

第一次反抗期があって、そこで自分で「やる」って言ってみたり、「やって」って言

ってみたり、そういうのを受け入れてもらうことによって、安心とか安定とか、そ

ういうものが育ってくるんじゃないかなと。だからここの、先ほど委員がやっぱり

乳児期の部分っていうのが、これでいいのかっていうご質問あったのはそこら辺に

あるんじゃないかなというのを感じましたし、私自身もこの「できる」っていうこ

とに非常に違和感を感じて、これどんな表現だったらいいんだろうなって思うと、

「やる気を持つ」とか、「自信を持つ」とか。その持てるようなかかわりの仕方って

いうのが非常に大事になってくるんじゃないかなという風に思いました。何ていう

んでしょうかね、その愛着の形成の時に一番大切なことって、言葉以前のコミュニ

ケーションの大事さとか。だから見守りとかスキンシップとか抱っことか、そうい

うものが本当に大切だよっていうところを、含んだ表現というのも出てくるといい

んじゃないかなという風に私は思いました。 
委員長：ありがとうございます。なかなか難しいですね。実はね、今回の保育所保育指針

の改定の一つの柱が、０、１、２歳のところの記述の充実なんですね。で、今の指

針はちょっと事情があって、０、１、２歳のところを、その前の１３章あった時に

は年齢ごとに書いていましたからあったんですが、そこ全部取っちゃったんですよ
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ね。で、３、４、５歳のところだけを年令書かずにやって、そこは幼稚園教育要領

を基本的にお借りしてって形になっていますので、保育の内容のところは、３、４、

５歳をモデルに書かれているんですね。で０、１、２歳のところはどうしても薄く

なっているので、それを今回改めようっていう形になります。そして中間まとめの

中で、０、１、２歳のところを大事にすることの中身はどういうことかというと、

かなり細かく書いてありますね。その中にアタッチメントっていう愛着が、もう一

つの柱になっていますけど、まずはとりあえずベーシックトラスト、基本的信頼感

っていうのがね。それからもう一つ、赤ちゃんの色んな探索活動は全て学びなんだ

というね。そういう視点で赤ちゃんの行動を見ていこうと。こういう今日は学びを

しているね、とかね。いい体験してるよね、とかね。ここでトラブったけれども、

これがこの子のどういう学びになったのかっていうような、そういう視点で全て学

びっていう視点でこれから赤ちゃんを見て行こうとかって、幾つかの事が書いてあ

りますね。だからそこは是非参考にして欲しいと思うんですが。愛着っていうのは、

なんていうかな、これで全部するのは難しいと。愛着って元々しがみつくって意味

なんですね。アタッチメントっていうのはしがみつくって意味です。何かあった時

にその人にしがみつくから安心できるって意味なんですよね。ですから、そういう

人を、直接しがみつかなくても心でしがみついている人を持つっていうようなこと

が大事だっていうことであって、エリクソンが言ったようなベーシックトラストっ

ていうか、色々葛藤があるけれど自分は大丈夫なんだって。何かあったら必ず助け

てもらえるしっていうね、このここで生きているってことが安心できることなんだ

っていう現象的な感覚ですよね。そういうものをどう育んでいくかっていうような

ことだとか、大体重なってるんですけどね。それから「自我を引き出す」っていう、

これもちょっと独特の言い方だなと思ったんですけどね。自我を引き出されるもの

なのか。自我っていうのは、外からの要請と自分の内的な欲求との間に調整をつけ

る力の事なんですね。だから、こうしちゃいけません、ああしちゃいけませんって

いうのに対して自分はやりたい、やりたくないってのがあって。それを何とかうま

く折り合いをつける力の事を「自我」っていうんですよね。それは少しずつ育って

行くし、時にはそれが上手く外の要請と自分の内なる要請が強くなりすぎると、例

えば思春期なんかね。性的な要求が出て来たり、なかなかうまくコントロールでき

ないとかっていうようなことがあって。それで葛藤するんですよね。だからそうい

うのが２歳時期に１回あるんだっていうことですけども。「引き出す」って言い方は

あんまりしないですね。それから「個を確立する」っていうのは、もう乳児で確立

するんですかってね。すごいなって。個の確立なんてこの年になってもできてない

なって思うので。まあ、個性のなんていうかな、芽生えとか。個性の発展とかね。

なんかそういうのだったらまだ、分かるんですが。突っ込まれそうな表現がかなり

あるような気がしますね。幼稚園教育要領の改訂の議論の中で、３つの柱っていう
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ものを「知識・技能の基礎」というように分類したときに、楕円の丸の中に、これ

はこういうことを指すんじゃないかと入れ込んだ図があるんですね。そこのところ

に書かれていることを参考にしたら、「かかわる」、「気づく」、「できる」っていうと

ころを、もう少しなるほどっていう言葉にできるかもしれませんね。それから今日

お配りした保育士のキャリアパスを見据えた研修の体系化の議論についての資料の

中で、乳児保育について触れられているんですが、乳児保育って具体的にどういう

ことやるか、もう既にその案まで頂いたんです。そこで、乳児期に関する、シラバ

スみたいなのが出ているんです。その中で乳児期の保育をやるためには、こういう

ことをちゃんと分かってもらわなきゃいけないっていうような中に、多分参考にな

るのが入っていますので。またちょっとそれも参考にして頂ければと思います。 
委員：私も感想程度なんですが、この表、めちゃめちゃな感じに色々言われているような

んですけれども、私は言葉の定義とかそういうものはちょっとわかりませんけれど

も、例えば「愛着の形成」から自我というものの時期に入って、そしてそれが自己

肯定の芽生えに繋がって行き、やがてそれが個というものを確立して行くんだとい

うこの流れっていうのは、いわゆる発達心理学の流れなんだろうと思うんですけれ

ど、更にそれが積極的な社会とか、他者に対する積極的なかかわりとか適応力とか

そういうものを生んでいく次の段階、その中でまたチャレンジして行く個というも

のっていうのに繋がって行く、大きな流れだと思うので、言葉はちょっと色々とま

だ精査して行く必要はあるかも知れないですけれど、これが柱として、ここにある

ということは、これはもう本当に素晴らしい表であると私は思います。そしてその

「個を確立する」というこの矢印がですね、どこに行っちゃってるんだかがちょっ

と良く分からなくて。そこが、本当に柱として貫かれていたらいいんではないのか

なという風に思います。次のところで「かかわる」、「気づく」、「できる」っていう

のは、色々なご意見がまた出ているようなのでちょっと置いておきまして、「社会性

を導く」、「関心を開く」、「個の力を引き出す」って３つあるんですけれども、この

３つが同じレベルではないような気が致します。「社会性を導く」、「個の力を引き出

す」っていうのは、「関心を開く」っていうことはちょっとそこのところが一つ、な

んていうんでしょうかね。これと同じようなレベルでもって考えるのであれば、先

ほどちょっと仰られた、いわゆる新しい教育というものが、現在あるものの知識と

いうものをただ単に理解し知るということだけでなく、それらを使って新しいもの

を作り出して行くという所に行くんだというお話があったので、「個の力を引き出

し」、そして「社会性を導き」、そしてやるものというのは、やはり「新しいものを

作り出して行く」ものなんではないかと。この３つを揃いにしても良いのではない

かなという風に思いました。それから「表現と受容」については色々と議論のある

ところでございますけれども、ここで言っていた「表現と受容」というのは、私は

先ほど委員長が一番最初に仰られたように、言葉の事であると思います。ですから
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言葉の表現というもの、そしてその言葉で表現されたものを他者がそれを受け入れ

て行くという、そのワンセットとしてここに書かれているものであって、ここにい

わゆる音楽表現であるとか、そういうものの影っていうのは、ここのこの丸の中に

は元々薄いものであるように思いますので、そういうものをまたこの５つの中で、

同じようなレベルでもって置きたいんであれば、ちょっとまた別のものを作った方

がいいと思うんですね。というのは、私は言葉というものは人間の社会において、

物凄く大きなものを持っている、言葉というのは独立して、その芸術的な表現力で

あるとかなんとかっていうこと以外の曲面を非常に持っているものだと思いますの

で、ちょっとこれはこれとして。言葉としての何か一つの駒があってもいいように

思います。まあ「受容」という言葉が合っているのかどうかっていうのはちょっと

よく分からないけど、要するにそうやって子どもが何か自分の思い、嫌だとかなん

とかっていうようなレベルも含めて、自分自身をこうしたいんだ、ああしたいんだ

っていうことを表現した時に、それが仲間社会の中で、お前それ違うだろうとか、

それやっちゃったら困るよっていうようなことがあった時にでも、折り合いをつけ

て行くというような意味での「受容」。それはいわゆる芸術的な表現、それとはまた

ちょっと次元の違うもののように私は感じております。以上です。 
委員長：はい、ありがとうございました。そうですよね。世田谷区が乳幼児期に大切にす

る子どもの育ちのところで、「社会性を導く」、「関心を開く」、「個の力を引き出す」

っていうのが、これと上の５つのところとが、どういう風につながっているかって

いう辺りもまた。ちょっとこれ、説明が必要になりますよね。どういう構造になっ

てるのかな。それからちょっと付け加えておきますけれども、一番下の矢印でずっ

と刷り上がって行くというのが、これはこれで一つ独立してるんですかね。つまり

ね、二つ目の矢印の終わりのところで個を確立ってことまで、「個を確立する」って

いうのは幼児期の育てるテーマじゃないですよね。だから、「個を確立する」のは青

年期までのテーマだとしたら、これはこういう風になって行くんですよっていうよ

うなね。それでそこで遊びとか暮らしっていうものを、様々に豊かにしながらって

いう風にするんだったら、これ下だけで一つ完結したような感じになっちゃうんで

すよね。乳児期の、とか乳幼児期の、赤ちゃんの時からっていうのであると、個を

確立するっていうところで終わってしまう。ここから更に次、続くってなると、確

立した上で何するんだってことになっちゃいますので。ちょっとその辺を整理した

方が分かりやすいなとは思いますね。それから「自己肯定の芽生え」ってあります

けれども、今のその研究ではやはり自己肯定感、ありのままの自分でいいんだって

いう感覚は、０、１、２歳で基本には育つ、となってるんです。その上で、社会的

自己肯定っていうのがあって、褒められるとか、勝ったとか。やったぜっていう達

成感だとかっていうので、自分を肯定して行くっていうのは、そういう原初的自己

肯定の上に積み重なっていくものなんです。原初的自己肯定が弱い人ほど、社会的
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自己肯定で求めていくんだっていうような構造になっているっていわれていて、だ

から非認知的能力とか何とかと言われているもののかなりは、実はこの０、１、２

歳のところで、ゆったりと愛されたりね。色々子ども個性違うじゃないですか。そ

れをこう一律にされないで、面白い子だねえなんて言いながらね、色々チャレンジ

するのを暖かく見守ってもらうとかね。何かあったら、大丈夫だっていって抱きし

めてやるとかっていうようなことを通じて、深い自信を持って生きていくっていう

のが、そういうことを通じて育つのが自己肯定の感覚で、そういう意味では０、１、

２歳はとても大事だって言われてるから、非認知的能力のかなりのものは、主に家

庭で丁寧に育てられれば普通に育つ訳ですよね。だから特別な事言ってるわけでは

ないと僕は思っています。ただ、今の核家族を中心とした、しかも外に自由に出せ

ないような家庭の中で、親が朝から晩まで見ていなきゃいけないっていうような、

そういうことを丁寧に育てるということは、大変難しくなってきているわけですよ。

だからむしろ幼児教育機関が大事になってるんであって。だから、この「自己肯定

の芽生え」っていうのがここに来るっていうのも、ちょっとね。僕に言わせれば不

正確な感じがするんですね。ですから、ここのところはもう１回ちょっと、私も関

わりますけれども、皆がなるほどなっていうものに少し。これを活かしながらね。

整理し直してみるということをやってみませんか。後で長く使うものですからね。

それから５つっていうの、今仰って頂きましたけれども、今の「表現と受容」とい

うのは、もっと分かりやすく言うと「言語とコミュニケーション」っていうような

ものなんですよね。言葉とコミュニケーションですよね。だから受容って言ってし

まうんじゃなくて、受容したらまた返すといったコミュニケーションという言葉の

方がいいと思うんですよね。コミュニケーションはコミュニするという意味ですか

ら、共感し合うという意味なんです、元の意味は。だから、コミュニケーションと

いう言葉を、深いコミュニケーション能力をと言ってしまうと、この「表現と受容」

って全部入って来るんですね。で、それはそれとして、そうすると表現は、別に枠

を作ってもいいんじゃないかっていうご意見でしたよね。で僕、最初５つって言っ

た時に、５領域を意識して作ったのかなと思ったんです。５つの領域っていうのが

あって、それを世田谷バージョンで言い換えたらこうだとかっていうね。だけどそ

うすると、先ほどの１０の姿っていうのはね。５領域だけでは出て来ないような思

考力の芽生えとか、自立心だとか協同性っていうのを出すために１０の姿にしてあ

るんですね。だから、その辺の事を睨んで、ちょっと整理し直そうとした時に、例

えば表現というのは少し弱くなっているんじゃないかとか、逆に問題が出てきてい

ますよね。それから探究っていう言葉についてもちょっと、幼児期の探究というの

がかなり亡羊としてしまうということがありますのでね。ちょっとそういう意見が

出ましたので、本当に５つじゃなきゃいけないというのは、ちょっとそれはどうで

すか。やっぱり５つにこだわりたいんだとか。世田谷は５つだとかなんとか。いや、
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収めるんだったらそこに収めた方がいいと思いますし。それはどうなんですか。 
事務局：数としては、こだわりがあるわけではありません。先ほどお話した通り、元々事

務局としては４つで出したところに、１個足した経緯もありますので。ここってい

うのはやっぱり今後世田谷の目指す幼児教育のある面で肝になる部分でもあります

ので、それぞれ実践する幼稚園、保育園、あるいはその親たちも、やっぱりこうい

った部分を力入れているんだっていう認識してもらうということで行くんであれば、

分かりやすい表現で。もしその分かりやすいような形であれば、極端な話６つでも

いいし、逆にもうちょっと整理をして３つとか４つということもあるかなという風

に思っております。 
委員長：分かりました。今日全部議論している時間はちょっと取れないかと思って、今お

聞きしたんですが。今、幾つか論点があるということで、ここは検討する必要があ

る、というようなところは大分指摘されてきたと思います。折角作って下さった図

ですから、これを活かしながらね。ここの表現を少しこういう風に変えてみたらと

か。修正してみたらどうかって、そういうご提案を、皆さんの宿題にいたします。

今日やると一日、それで朝までかかりそうだから。ちょっと冷静になって一回持っ

て帰って頂いてですね。じゃあこうしてみたらどうかとかね。っていうようなこと

を少し出して下さって、それでまた混乱するかもしれませんけども。でも、大事な

ものですので、まあこれたたき台だと理解して、それで少しこうしたらどうか、あ

あしたらどうかっていう意見をちょっと。たとえば「できる」っていう言葉以外で

ね、何かこういうのがいいんじゃないかって、是非出して下さい。 
委員：多分先ほど先生がお話下さった内容については、資料がもう既に文科省で出てる訳

ですよね。これを皆さんにお配りしないと、なんか言葉遊びのように、気を付けな

いと見えちゃっていて。こういう考え方でこうなったよっていうのが、色んな人が

見て「なるほど」と思えるようなものが必要ではないでしょうか。だったらこっち

の方がいいんじゃないって、比較対象といいますか、言葉を紡ぐための材料を提示

して差し上げるといいのかなという感じがするので。きっとご参考にされていらっ

しゃると思うので、それを何かつけて頂けたら良いかな、と思うんですが。 
事務局：前回も委員長の方から国のものをお配り致しましたが、改めて今の幼稚園教育要

領ですとか、その辺のものをご参考に。 
委員：できればポイントで。ドンと渡されて全部読めっていうのは、研究者はやるかも知

れないですけど、なかなかお忙しい中で全部読んでこの中からってなると、大変な

んで。例えば今のポンチ図になっている部分とか、要所の部分だけでいいと思うん

ですね。で、場合によってはそれってもうちょっと読みたい時には、ここを読めば

出てますよっていう風に。そういったものがあるといいかな。 
委員長：それはちょっと相談させて下さい。それは皆さんにお送りして、これは読んで下

さいと。文科省なんかも苦労して今作っていることは間違いないものですから。世
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田谷で折角やっているんだから、文科省よりもいいものを作りたい。絶対そうした

いよね。 
委員：ちょっと一つ委員長がいらっしゃるので、お聞きしたいなと思うんですけれども、

日本でこの愛着の形成、愛着っていう言葉は本当に色んなところで本でも出て来ま

すし、愛着の形成っていうものがベースにあって、そしてその自己肯定感の芽生え

であるとかっていう、こう一つのストーリーができていく訳なんですけれども、愛

着の対語としての分離っていう言葉があると思うんですね。でこの分離こそ、非常

に自立、子どもが自立して行く、そして自立の中に自己肯定ってものが入って来る

っていうものがあると思うんですけれども、「分離」っていう言葉はほとんど出てこ

ないですね。日本の保育所保育指針とか、そういう所においてもね。私は分離って

いうのが、分離させるという意味じゃなくて、自ら分離していく、それは満足があ

るからこそ分離できるんだっていう、そこのところっていうのが、如何なものでし

ょうか。こういうところにも、入れてもいいのではないでしょうか。 
委員長：それとても大事なことです。僕もそれ言おうと思ったんですがね。何か、くっつ

けるっていうか、しがみつくっていうことだけが大事だってやってやると、どうや

って自立して行くんだっていうことが見えないんですよね。今仰って頂いたのは、

子どもは例えば、なんていうかな。ハイハイするにしても母親から離れて自分で歩

き出すということですよね。それはある種の分離過程で、僕の知り合いの早稲田の

根ケ山さんっていう人は、「＜子別れ＞としての子育て」っていう本を書いています。

で、子どもが赤ちゃんの時から示す行動っていうのは全部少しずつ少しずつ親から

離れて行くプロセスそのものなんだっていうね。そのことを大事にして、つまり私

たちは子どもをね、なんか突き放していくためにやっているんだって、あんまり自

覚してないんじゃないかって。離乳食やるっていうのもね。自分で食べなさいって

いう前進のためです。ていう形で少しずつ少しずつ突き放して。それは頑張って自

分でやろうっていう形で突き放していくっていうね。それを保育の中ではまあ、何々

ちゃん頑張ってやってごらん、とかね。何々ちゃんのを見てやってごらんとかって

言いながら、自分でやれるようにやれるようにしていきますよね。それはまあ個と

しての分離過程ですよね。だから子どもを育てるっていう時に、くっつける方だと

か抱擁する方っていうのはすごく強調するんだけれども、それが弱くなったら大変

困るんですけれども、だけどそれで全部育つわけじゃないっていうことはね、仰る

通りですよね。最近少しそれが注目されています。やっぱり子別れとしての子育て

っていうね、そういう視点でもう少し子育てを見直した方がいいっていう、大変大

事な提起。あの、これ NHKブックスで出ていますから。興味あったら読んで下さい。
「＜子別れ＞としての子育て」。面白いです。 

委員：今の事は、外側からの見方ですよね。愛着も分離も。親側からの見方であって、こ

こは子どもからの見方であるとしたら、分離という自律じゃないですか。自律の律
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を律する方の自律で。多分エリクソンはそういう風に言っていると思います。そう

やって自分で一人で歩けるようになるとか、ご飯が食べれるようになるとかって。

自分でできることを段々やって行くということなんで。子どもを主体に考えて行っ

た方がいいのかなあと思いました。 
委員長：よく甘えから自立へ、とかって、よく昔から言われていましたよね。僕この「自

立と協同」ってのすごくいいと思ったのは、自立の反対は依存であるってよく言う

じゃないですか。だけど今回のあの、障害者施設での事件の後に、東大の先端研に、

車イス生活をしていらっしゃる先生がいて、彼が事件の後にコメントしたの、とて

も私はよく分かった。要するに、障害を持った人間にとって、自立するってことは

どれだけ大変なことなのかってことで、全部自分でやろうなんて事は実はできませ

んと。だから、いかに上手に依存するかっていうことができないと、実は自立した

生活はできない。人間というのは健常者も全部そうだけど、全部自分ですることは

できない。食べ物は誰かに作ってもらってるし、着るものは誰かに作ってもらって

るわけだしね。自分の仕事を評価してくれる人に依存してるわけですから、その自

立っていうのは依存と対概念ではないって。依存っていうものをどれだけ深いレベ

ルでやれるか、っていうことが実は自立なんだっていうね。だから自立を依存と対

概念にしてしまうと、人間の本質は分からなくなるっていうようなことを言ってい

て。しかも障害者にとってはね。ここは自分でやりたいんだっていうところがある。

だけどね、そこはやってくれっていうところもある。その境目を、なんでも世話し

てくれるってのは、物凄くうるさくてしょうがないっていうか。だからその辺の折

り合いを上手につけるところが人間関係だっていうようなことでね。とてもあの、

なるほどと思うコメントをして下さっていて、だから「自立と協同」なんですよね。

で、今仰って下さったような愛着とか分離っていうのと、自律っていうのと、子ど

もから見た場合はね。そういう風になりますので。そこをちょっと。ここも書き加

えて行くということをちょっとやりましょうね。あの、とても大事な議論をされて

いると思うので、本当はこれを続けたいんですが。何か今日、僕言われている議題

はもうちょっとあるので。ということで宿題。資料もお送りさせて頂きますので。

申し訳ございませんが。て事で、次に進めたいと思います。それでは今頂いた意見

を整理しながら、事務局でもう一回整理して頂いた上でご意見を募集するというこ

とにして頂きたいと思います。それから次はですね。ビジョンに基づいてこれをど

う施策に移していくかっていう、施策体系についてなんですが、また事務局からお

願いします。 
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５ ビジョンの施策体系について 
 
事務局：施策体系についてご説明致します。今基本理念について色々ご意見を頂戴致しま

した。本来であればこれを整理した上で、この話を本当はすべきだろうという風に

思っておりますけれども、時間も限られておりますので、まずこの資料の説明をさ

せて頂きたいと思います。資料５になります。今の色々ご意見を頂きました、大切

にしたい力を育んでいくために、施策の基本的な考え方をこの資料、体系たたき台、

考え方１０個挙げておりますけれども、まとめさせて頂いております。この基本的

な考え方ですとか、今議論をして頂きました、大切にしたい力等々踏まえまして、

これまでの区の取組みであります、まあ今も議論ありました、ことばの力、これは

１の世田谷独自の幼児教育・保育の推進になりますが、ことばの力ですとか、体力

の向上。また保育の質のガイドライン、そしてこの間２回、この委員会でご意見頂

きました外遊び、遊びの創造性ですとか、文化・芸術など、世田谷の特性を活かし

た幼児教育・保育の推進をこの１に挙げさせて頂いております。この内容を広く、

先ほどお話させて頂きました、現場の幼稚園の先生ですとか保育士さんらと、幼児

教育に関わる教職員や、またはその保護者、更には広く区民に対してもこういった

幼児教育を世田谷が行っていますよと、いうような形で広く理解を頂くために、例

えばなんですが幼児教育・保育の基本理念や取組などを内容とする条例化の検討で

すとか、あるいは冒頭委員長の方からもお話がありましたが、世田谷版の幼児教育・

保育要領の策定なども考えております。でまた、後程世田谷独自の幼児教育・保育

の推進の内容についても、時間は限られておりますが、ご意見頂ければと思います。

２以降につきましては、この世田谷独自の幼児教育・保育の推進や、またアンケー

ト等でもさせて頂きましたが、各幼稚園や保育園、あるいは世田谷全体にとっての

幼児教育、保育の課題などを踏まえまして、また先ほど部会でご報告を致しました

幼児教育センターの機能及び役割を見据えて、施策体系を取りまとめたのがこの図

になります。施策の柱として幼稚園・保育園・認定子ども園・小学校の連携。質の

高い幼児教育・保育の推進、教職員の資質及び専門性の向上、家庭・地域との連携

という柱にして、それぞれ現時点で考えられるような取り組み例を挙げさせて頂い

ております。本日は特にこの柱、施策の柱について時間は限られておりますが、ご

議論お願いできればと思います。以上です。 
委員長：ありがとうございました。先ほどのですね、センターの構想と、これはかなり重

なっていることになりますか。 
事務局：世田谷区と致しましては、今小学校の統廃合によりまして、この近くに小学校の

跡地が３３年度にできる予定なんですが、そこに新たに教育センターを整備する計

画がございます。その中にやはり一つ大きな機能として、幼児教育センターという

ものを整備をしていきたいと。で、今回ここで議論しております、この幼児教育・
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保育推進ビジョンに基づいた取組等々の推進拠点というような形で今考えておりま

す。その具体的な機能として、先ほどご報告致しました、幼児教育センター機能、

センター部会でのそういった取組なんかもこの中で展開をしていきたいという風に

思っております。 
委員長：はい、ありがとうございます。幼児教育センターは場所的な拠点であるというだ

けじゃなくてですね、この施策の中のここの部分はセンターで担ってもらうとかっ

ていう形で、こうなって行くんだと思いますね。はい、ありがとうございました。

じゃあその、特に施策の５つの柱を中心にご意見頂けるでしょうか。既にね、出さ

れてる意見、先ほど委員が始めの頃にこの発言して下さいました、この４の教職員

の資質及び専門性の向上というところで、ここにキャリアパスだとかですね。園内

研修とかってあって、これを少し体系化するっていうんですかね。世田谷ではこれ

は絶対受けなきゃいけないものだとかね。なんかそうして、これを受けた場合にこ

ういう仕事をやっていたことになるとか、そういうキャリアパスみたいなものをや

っぱり世田谷バージョンで作って行くのかってこととか。そうするとここで保育

所・幼稚園、共通になんかやっていく。こども園も共通に、ていうことになってい

くと思いますね。まあそれ、かなり大変ですけどね。 
委員：同時に多分、そことの絡みでいうと、この幼児教育アドバイザー部分の養成をどう

しますかっていうようなことがきっと、多分課題として出て来るんだろうなあと。

後は施策体系そのものではないんですが、引っかかっているのは、文科省の幼児教

育の推進体制構築事業の中で選ばれているので、世田谷区は。そこへの報告ってい

う問題と、これとの絡みがあって、要は、どの程度フレックスな部分で文科省がう

んって言ってくれるかってみたいなのの、このタイムラグの問題がきっとあるのか

なあと思っています。この施策の体系は本来は先ほどいったビジョンがもうちょっ

とはっきりしてから進めるべきことなんですが、報告の業務というか、その業務と

の関係の中でどうするのかっていうことでいうと、多分同時にっておっしゃられて

いるのはそういうことがあるのだと思うので、肝になっている部分は、今言ったキ

ャリアパス等の研修の中身の部分とか、もう一つはアドバイザーの部分とかってい

うのが、多分文科省との絡みはあるかなあという気がしています。 
委員長：そうです、そこは考えていることはございますか。 
事務局：今回のこのビジョンの策定に当たりまして手を挙げさせて頂きまして、国の方と

しても幅広く今回色々取り組んでいきたいということで、かなりの多くの自治体が

今回指定を受けております。これまで１回ヒアリングをさせて頂いて、まあその時

国から、具体的にまず現場の園から色々意見を聴取するといったことが必要でしょ

う、というようなお話を頂いております。また先日、私立幼稚園協会の方との意見

交換という形で、文科の方で設定をして頂きまして、首都圏の千葉県千葉市、静岡

県、とあと世田谷ですね。招集がかかりまして、ご意見を頂いて、やっぱりこの幼
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児教育アドバイザー、指定は受けたんだけれど、どういう風に進めていったらいい

のか、非常に悩んでいるという部分があるというようなお話を伺っております。い

ずれにしても来年度からはまず、特に幼児教育センターの部会でも、例えば入る様

子、子どもの対応ですとか、あるいは現場でのその幼稚園教員、あるいは保育士さ

んなんかが子育て相談を受けると。要はその部分をどう、相談受けたらいいかとい

うようなご意見も頂いておりますし、幼児教育推進部会の方においても、私立幼稚

園の方で公開保育コーディネーターみたいな取組を今しているという部分で、その

部分も何とか取り入れていけないだろうかというご意見も頂いておりますので、そ

の辺今整理をした上で、具体的にどういうような活用方法、まあ多分来年度、試行

的なもので、今回このビジョン、今日の議論を頂いて、キャリアパスとかそういっ

た部分も含めて、その辺は色々絡んでくるんだろうという風に思っておりますので、

この策定委員会で頂いたご意見等も踏まえながら、まずこういったような方向性と

いうようなものを、しっかり今年度、国の方には出して行きたいなという風には考

えております。 
委員長：あの、またちょっと解説的なことを申し上げますけれども、この幼児教育センタ

ーというのは何故今世田谷が急いでいるかというと、実はですね。今改訂されてい

る幼稚園教育要領の、改訂を考える基本文章の中にこういうのが入っていましてね。

各自治体で、大学とか養成校ときちっと連携してって事がまず書いてあって、その

後にね、各地域における幼児教育の質の充実を図るために、市区町村を中心に幼児

教育の経験を持った指導主事の配置や、幼稚園、保育所、認定こども園等を巡回し

て指導、助言を行う幼児教育アドバイザーの育成、配置や、都道府県を中心に地域

の幼児教育の拠点となる幼児教育センターの設置等、幼児教育の推進体制の整備が

求められるっていうことがあって。まあこれ、どこまで義務化するかっていうのは

ありますけれども、少なくともこの文章では努力義務、という形になっていまして、

各自治体に幼児教育センターを作りなさいと。それからそこで各園を回ってアドバ

イスをする幼児教育アドバイザーをちゃんと配置しなさいってことになってるんで

すね。で、それ一体誰がやるのか。複数いたらばですね。そういう人たちの、協議

で到達線だとか課題とかってハッキリして、区に提言するとか、色んな機能を持つ

ことなんですね。だから多分イギリスのオフステッドのような制度、みたいなもの

の芽を作れって事になる、つまりコンサルテーションもやるし、場合によっては厳

しい指導助言も場合によっては入るっていうね。ていうようなことをやるようなこ

とも、ここで施策の中にどっか入れ込んでおかなきゃいけない、という事だったり。

予算がつくかどうかはちょっと別としてですね。ま、国としてモデル事業でやって

いくので多少しばらくは予算つく可能性はありますけどもね。先々やっぱり自前で

やっていかなきゃいけないとは、なると思うんですよね。今、委員が聞かれたのは

そういうのについて、どう考えているだろうかということですね。でもあの、もう
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一つついでにね。今後とも幼児教育の質の向上をはかって行くには中長期的な観点

から幼児教育の基礎的な研究を行えと。そのために平成２８年でくくりつけを政策

研究所に新たに設置された幼児教育研究センターを中心にして、継続的に政策効果

に関する調査、言及を行っていくことが求められるということで、国で初めて幼児

教育を研究するセンターを作ったんですね。この２８年から。で、ここはまだこれ

から色々。まあ今、シンポジウム等始めていますけどね。調査をやっていくという

ことで。多分それと、世田谷等々が、これからわーって調査だけでは多分大した調

査できなくて、もうちょっと現場と結び付いたところがその調査に協力する、参加

するって形になっていきますから。多分それもやれてきますよね。だからそういう

ことをにらんだような施策の書き方にしておかなきゃいけないということなんです

ね。 
委員：先ほどの理念のところでの議論もそうなんですが、先生が仰られたように、この理

念を作って行く元になるものは何なのか。そこがまず分からないと、本当に言葉遊

びになって、受容と共感はどっちなのかとかそういうことでなく、もっとシビアに

言って、今委員長が言って頂いたような、区がこれから文科省のモデル指定によっ

て作っていかなきゃならない幼児教育アドバイザー、幼児教育センター、このこと

についてもっと焦点を絞った議論にして行って頂かないと。あの、大事だと思うん

ですよ。この基本理念の部分っての、今の前半の理論は物凄く大切な子どもの姿っ

ていうところですから。発達っていうことなんてとても大事な部分であることには

間違いありません。でもそこと、やっぱりもう一つ具体的な、さっき公開保育コー

ディネーターって言葉を出して頂きましたけども、幼児教育の現場、保育の現場、

そういうところに教育委員会のような主事制度でいいのかとか、そういうところが、

実際どんな風に現場で馴染むのかっていうことも、子どもの姿と同じくらい実は大

問題で、現場としては。この会議が何回続くかちょっと分からないんですが、少し

そういう方向に視点を持っていって頂けるとありがたいなと思っております。 
委員長：今仰った、施策を具体化していくっていうことの時に、あんまり理念だけをこう

やってる、じゃなくて実際に切実になっているテーマ、どう世田谷で具体化できる

のかっていうこと。そういうレベルの議論をした方が具体的なものが見えてくるん

じゃないかというご意見だったと思うんですが。今とかく国との関係では、この２

つ、アドバイザー、センターというのをどう進めていくのかっていうのがもう、切

実なテーマになっていますので、それに特化して少し議論したらどうかっていうご

意見でした。 
委員：そしてその特化をしていく議論の中に、この子どもの姿で見取っていかなきゃいけ

ないポイントについては、どういう風にしないと、アドバイスの意味が良くならな

いよねっていう方向のために、この１０のチャートは使って行って頂けるのは、物

凄く有効かと思うんですけども。ここから始まると幼児教育アドバイザーも幼児教
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育センターも、まあセンターはこれだけ網羅していますから、ともかくとして。ア

ドバイザー。もう少し逆の視点で、お使いになったらどうなのかなという風に思っ

ております。 
委員長：さっき５つの柱ってありましたよね。それぞれに専門家がやっぱりいなけりゃい

けなくなりますよね。アドバイザーって考えた場合。そうするとリンクしてきます

のでね。まあそういう議論、またちょっとそれを聞き取って考えて下さいますか。

ちょっとすいません。実は８時３０分終了予定だったんですが、全然まだ終わって

いませんので、ちょっと延長させて頂いて良いですか。申し訳ございません。途中

でどうしてもだめな方は結構ですので。積極的にご意見出して頂いて。まだ発言さ

れてない方もどうぞご遠慮なく。 
委員：世田谷保育親の会として来ていますので、親の意見という所になると思うんですが、

３点あります。全体の中になるんですが、先ほどのアンケート結果の中の、保育園

の先生の大事にする部分という所が、基本的にけがをさせないとか。命を守るとい

うところに７割近くが重点を置かれている反面、幼児教育に今求められているもの

っていうのが、このビジョンや図なんかにもありますけれども、ちょっと乖離して

るところがあるような気がしました。逆に相反する部分も、保育士さんを見ている

中で、けがをさせないために、やらせないことがあるんじゃないかとか、そういう

部分の乖離を何で埋めるのかなと思った時に、やっぱり施策が大事で、以前保育の

質ガイドラインの策定を一保護者としてやらせて頂いた中で、具体的に現場の保育

士さん、後は保護者も分かるような具体的なガイドラインがあると、乖離を埋める

ものとして、あるといいなと思いました。２つ目は委員長も仰っていましたし、今

配布頂いた中にも０、１、２歳が大事だという、社会的な背景があるということと、

保育所保育指針も０、１、２歳が充実させられるということで考えて行った時に、

この理念図だと、０、１、２歳っていう、まあこれ時系列なのか分からないんです

けれども、そこが家庭に全部なってしまうのか。私なんかは０歳４か月から息子は

保育園にお世話になっていたことで考えると、その０、１、２歳のところっていう

イメージと、この図が家庭に収まっているような印象を持ってしまったことがあり

ます。ちょっと感想みたいなんですけれど、やはり０、１、２歳が大事だ、乳児の

所が大事、そこで非認知的能力がっていうことであった場合、もう一点あって、家

庭で子育てをしている方は、それはどこで享受できるのか。いわゆる保育園に通わ

せている親であれば、保育士さんがそういう視点でやっていき、後は色々ビジョン

が出たり施策が出て行く中で研修を受け、子どももそれを享受して行くんですけど、

家庭でみている、いわゆる１号、２号、３号って今認定がありますけれども、そこ

の認定に当てはまらない人っていうのは、全部家庭でやらなきゃいけないのかなあ

と、一瞬、親目線で思ってしまいました。３つ目が、この何度か議論になった資料

４のところの左側の家庭から保育園、地域、社会ってこう多分ちょっと時系列なん
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ですけれども、やはりこれも親目線なんですけど、愛着の形成が家庭だけなんだろ

うかと。専門家の方のご意見も本当は伺いたいんですけれど、例えば親のいないお

子様とか、乳児院で育つ子どもは、愛着の形成ができないのかとか。そういうこと

も思いました。あと実際、愛着の形成というのは時間的な問題じゃない。例えばた

くさん接すれば良いわけではないと色んな専門書に書かれてるけど、やっぱり親は、

例えば保育園に長時間預けたりした時に、何か足りないんじゃないかと思うことを

助長させる気がすることが一点と、私は今お世話になっていますが利用者支援の相

談窓口も、一部やらせて頂いていく中の相談の中で、やはり０、１、２歳の相談で、

お母さんのプレッシャーというのはかなり大きいなという声を感じます。そうしま

すとここの、図が外に出るのか分からないんですが、愛着の形成は本当に大事だよ

と皆さんが仰っている部分が、家庭だけで示されてしまうと、もっと社会とか地域

とか、そういう風にちょっと広げて頂いた方が嬉しいかなと思いました。以上です。 
委員長：ありがとうございました。ちょっと参考のために申し上げておきますと、アタッ

チメントの形成についての研究の中でね。イギリスのマイケル・ラターっていう、

僕の好きなお医者さんがいるんですが、「母親剥奪理論の功罪」って面白い本書いて

ね。その中でイギリスで調査したら、最初に誰とアタッチメントが形成されていく

かって言ったら、母親とは５割以下だった。お兄ちゃんだとかおばあちゃんだとか

保育士さんだとか、様々な人との間に最初に形成されていくってことが分かってる

ってことでね。母親でなくても父親もあるってことで。ただ、誰か信頼できる大事

な大人との間に、この人のところにいると自分は本当に安心なんだっていう関係は、

やっぱり作っていかなければ人間自立していけないっていうことなんですよね。た

だそれが、家庭の中の狭い意味での母親と父親だけの間しかできないということは、

全くないっていう、そういう研究があります。だから保育園とか様々なね、支援セ

ンターとかの中で、本当に子どもの事よく分かっているか、受け止めて、その人の

ところにいるとほっとするというようなね。感じの保育というのをやっぱり、やら

なきゃいけないということですね。 
委員：今ちょっと事務局のお話を伺っていて、またこれは文科省の管轄の元に行われてい

る事業だっていうことを改めて認識致しまして。そうするとですね、そこに限界は

ないんだろうかっていうことをすごく感じるわけです。つまりですね、さっきから

０、１、２歳は大切だとかいうご意見も出ていますし、また保育所、あるいは幼稚

園とかこども園とか、これ全部ひっくるめた話が一方であるような気もする中で、

一方で文科省の管轄の元にとかっていうことが、こう常に拘束するわけですね。そ

うするところで、例えば文科省の中のこの構想ですか。こちらの構想の中だと先ほ

どこの委員長の方からお出し頂きました資料の中、６つですか。分けられる下のマ

ネジメント。 
委員長：それは厚労省です。 
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委員：これ厚労省から出ているものですよね。そうしますと、この中の②だけが、今この

センターの中の対象になっているような気もするわけですね。ですからこれは保育

士の養成に関する検討会ということなので、私は保育園の方の代表で出ていますか

ら、これは非常にもうストンと入って来て、そうだよね、そうだよねという風に来

るわけですけれども、このセンターの構想の中に果たしてこれが入るんだろうかと

か、それからこの中でまたキャリアパスの話とかも出てきておりましたし、このキ

ャリアパスの問題というのは現在私どもの保育園でも、研修体系としてキャリアパ

スを研修だけ作っているわけですけれども、この保育士のキャリアパスを語る時に

はマネジメントは外せなくなります。だけれども、幼児教育においてのこのマネジ

メントというものも入って来るんだろうかとか。そういう所も含めてですね、何と

なくこう、ちぐはぐしたものを第１回目から感じていたんですけれども、だからそ

の中で、委員長が乳幼児教育っていう、この０歳からの育ちなんだっていうことを

非常に強く仰った事に対して共感し、それなしには人間の教育ってものは語れない

と私は思っておりますので、非常にそこで力強い言葉だなあと思っていたんですけ

れども、それでもやっぱりこう出て来るこの施策ですね、それの構想とかそういう

ものの中には、やはり０、１、２歳というものの影は非常に薄いですし、いわゆる

幼稚園教育の教育センターなのかなっていう感じが非常にするわけで、この辺のと

ころっていうのはどのように、私自身もまた、皆さんも多分お感じになっていらっ

しゃるところなので、埋めていったらいいのだろうか、そして世田谷区独自のとか

っていうんであれば、勿論０歳からの、本当に人間の育ちっていうものを、世田谷

区の中で保障して行くという、そういう視点というものを是非持っていただけたら

と思います。 
委員長：その点については何か考えてる事はございますか。 
事務局：はい。今、幼児教育アドバイザーと、この幼児教育の推進体制なんですけれども、

これ文科省の資料をよく見て行くと、要はそこには厚生労働省、内閣府も入ってい

て、この部分に対する予算の窓口が文科省という形になっております。我々、これ

を手を挙げるにあたって、文科省の方にちょっとお邪魔して色々お話を聞きました。

で、文科省の方から、そこには私立幼稚園も入り、保育園も入りということで、要

は３歳から５歳児に限らず、全ての部分というような形で我々理解をして、手を挙

げさせて頂いているところでございます。名称は今、幼児教育センターという仮称

になっておりますけれども、この部分についても、保育園の代表の方も入って頂い

て、この間議論を頂いております。策定委員会でも最初から０歳児からという部分

のお話を頂いておりますので、そういった部分も勿論踏まえた上で、検討を進めさ

せて頂いているというような状況でございます。 
委員長：だから世田谷の幼児教育センターは当然ながら、出産から、あるいは妊娠からの

子どもへのサポートとか、いうような事を前提として考えて行くんだっていう事は、
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その通りですよ、という事でいいですか。 
事務局：はい。例えばこの施策の柱のところで、やはり切れ目のない支援という部分で、

例の３つ目のところ、「世田谷版ネウボラとの連携」っていうのがあります。これあ

の生まれてから支援して行きましょうっていう形で、本年度から取り組みを始めて

おりますので、やはり今後、将来的に幼児教育・保育の部分と、それから子育て支

援の部分というのはやっぱり切っても切れない部分であろうということ等も含めて、

進めて行きたいというような形で考えておりますので。 
委員長：仰る事はとてもよくわかるんですが、課題としてあるということと、次第に教育

というセクションを司っているところが、年齢が少しずつ下げたところからやって

いかなきゃいけないという認識を強めているという事は、間違いない事だと思うん

ですよね。私なんかは国の保育課長や幼児教育課長に、保育所はできるだけ早く文

科省が管轄すべきだっていうことをずっとうるさく言っています。それは保育って

いうのは教育であるってことがハッキリしているんであれば、人を育てるって仕事

を管轄するのは基本的には文科省ですから。いきさつはありますが、元々健康のた

めの施策をするところが厚労省ですから。人の心をどう育てるかっていうようなこ

とだとか何かについては、厚労省にはあんまり専門性はないんですよね。で、その

ために、やっぱりその辺は苦労するところでね。ただ自治体レベルで言うと、もう

幾つかのところが保育所は教育委員会が管轄していますね。最初にできたのは長野

県のある所なんですが、行って見たらとにかくね、教育委員会の中で、看護師さん、

保健師さん、保育士さん、皆一緒に仕事されています。とにかくすべてを一つの会

議でやれるなんていうことで、画期的だって仰ってましたけどね。そういう風に僕

は将来的にはなって行くべきだと思うんですね。ただ、これまでのいきさつがある

ので、そう簡単にはなかなか行かないっていうことと、教育委員会は幼稚園ってい

っても私立の幼稚園今まで管轄していなかったものですから、それも今やらなきゃ

いけなくなってきているということと、更に０、１、２歳と言われてもすぐにやっ

ぱり対応できないという問題もやっぱりあることは事実なんですよね。ただ、長い

目で見たら、勝手に切れ目を入れていたのは、まあ制度が違ってたからですけども、

段々認定こども園が増えて行く可能性があると、もうこれは０歳からずっとやって

行かざるを得なくなってきますのでね。するとどこかが一つのセクションでやって、

今回少なくとも幼児教育センターは、０歳、１歳の時から責任持ってやっていくよ

うなセンターになっていくんだっていうことで、まあご理解は頂きたい。その仰っ

ているこの不安に対してっていうのは、根拠はあるんですけども、少しずつ変えよ

うとしているという風にご理解頂きたいなと思います。それからついでに言います

と、今回幼稚園教育要領改訂、保育所保育指針改定のいきさつを見ていますと、協

力しながらやって行くという姿勢が以前に比べてはるかに強くなっています。それ

から来年の４月から説明会等が始まりますけども、厚労省、文科省、内閣府が一緒
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にやるっていうのが入ってきますね、恐らく。あの、無藤さんみたいな幼稚園の方

の責任者で、私の大学では時々話はするんですけども、幼稚園の先生には必ず保育

所保育指針を読めということを今うるさく言っている。僕なんか保育所の先生は幼

稚園教育要領をしっかり読めということを言っているんですね。ですから、本当は

認定こども園教育保育要領読めば、全部済んでるんですけれどもね。でもそういう

形で交流して行くっていう、お互いがやっぱり知らなきゃいけない。幼稚園の先生

方の中にも、１歳や２歳の時、週に１回でもあるいは月に１回でも幼稚園に来てく

れれば大分違うんだがな、と実感を持っている子どもも多くなってきます。だから

幼稚園が親を支援して行くっていうようなこともね。とても大きな課題になってき

ているということで。そういうことを含めてですね、この幼児教育センターの扱う

対象っていうのは、例えば世田谷区版の幼児教育保育要領を策定するっていう時に、

これ、勿論０歳から全部やるっていうことで。一つのものを作ろうということにな

ると思いますので。まだご不安、ご不満、あるかもしれませんけれど、そういう方

向に行こうとしてるっていうことはご理解頂きたいなと。僕が世田谷区に変わって

申し上げます。 
委員：施策の方向性の一つとして家庭、地域との連携というのがここに出ているんですけ

れども、これ全体を通して、今実際に幼児を育てていらっしゃる家庭、あるいはそ

のための保育機関、教育機関のための施策ということになっているんですが、僕は

もう一つ、この幼児教育の必要性、重要性を、それに関わっていない区民の人たち

にきちんと意味、価値を知らせていくことが大切だと思います。この委員会の最初

のところで委員長が例に出された、ある公園で子どもたちの騒ぐ声が煩くて、その

公園が、子どもたちが使えないように規制されたとのお話がありました。そこのと

ころが正に現代の病巣を代表している訳で、要するに子育ては子育てをやっている

家庭の問題であって。それを受け止める教育機関、保育機関がきちんとやればいい

というような型ができて、今のような日本の人口減などに繋がっているわけです。

世田谷区は折角幼児教育・保育推進ビジョンを策定するわけですから。世田谷区は

幼児教育を大切にする区ですということを大きな政策の柱にして頂きたいし、それ

を具体的に広報するということも一つセンターの役割として重要ではないかなと思

います。 
委員長：ただ世田谷区はね、例えば外遊びをやっぱり推奨するというようなことで、意識

的にやっている、数少ない自治体であるということも世田谷区にかわって宣伝して

おります。 
委員：元々文科省にいた人間にとっては、この施策がすごくスムーズに入ってくるんです

けれど、今皆さんのお話を伺っていて、例えば１番の世田谷独自の「幼児教育」に

なっていますよね。これ、「乳幼児教育」っていう風に変えるだけでも随分印象が違

って来るのかなあとか。それから３番もそうなんですけど。４番の、「教職員」にな
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っていますよね。文科省ではこの「教職員」というのは普通に受け止められる言葉

なんですが、保育所でお仕事されている方にとっては、すごくハードルというか壁

を感じる言葉なのかなと思います。これを例えば「保育者らの」、とか。「保育者」

っていうと保育士も入るし、あ、でも栄養士の方とかは入らなくなってしまうかし

ら。 
委員長：「保育者等」といいますけれどね。 
委員：ああ、等、ね。「保育者等の資質及び専門性の向上」と。ちょっとその言葉を加える

だけで、世田谷の０からっていうところが伝わってくるのかなと感じました。 
委員長：ありがとうございました。色々多分この施策はとても大事なことですので、一つ

ずつみたらこれはどうだ、こうだと多分あると思うんですが。今大事なことが幾つ

か出されました。先ほど仰って下さったように、家庭にいるお母さんに対するサポ

ートというようなことがやっぱりテーマにちゃんとなってほしいとありましたし、

そういうことも含めてもう少しこれを整理するっていうことを、事務局の方で今日

の意見を反映してやって頂きたいなと思います。もしまた気が付いたことがござい

ましたらメールでも結構ですので事務局の方までお寄せ頂ければと思います。それ

ではあともう一つ、ちょっとだけ時間下さい。今のご議論を踏まえた上で推進ビジ

ョンの素案のたたき台が作られていますので、それについてちょっと説明して頂い

た上で、それをどう進めていくかっていうことだけ議論させて下さい。では事務局

お願いします。 
 
 
６ 幼児教育・保育推進ビジョンの素案（たたき台）について 
 
事務局：当初の予定で、今回素案のとりまとめというお話でご予定をさせて頂いておりま

す。このビジョンの構成ということで今回概要という形で資料６を作らせて頂いて

おります。今回基本理念とか施策とか、色々ご意見出ましたので、それはちょっと

まとめさせて頂くということを前提に、全体の構成という形で簡単に説明をさせて

下さい。まず章立てと致しましては、今事務局の方で考えているのは５章立てを考

えております。１章ではこのビジョン策定に当たっての背景や国の動向、あるいは

今回実施させて頂いたアンケート結果等を踏まえた世田谷の幼児教育・保育の状況、

現状ですね。またこれまでの世田谷区における幼児教育・保育の充実に向けた取組

み等について記載をしていきたいという風に考えております。また、第２章ではこ

のビジョンの基本的な考え方である、ビジョンの策定の目的、それからこのビジョ

ンの区の計画の中での位置づけ、それから計画期間というものをお示ししたいと考

えております。なおそのビジョンの区の計画の中の位置づけと計画期間については、

恐れ入ります、この資料６の後ろの方に A４版で付けさせて頂いております。位置づ
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けでございますけれども、区では子ども子育て支援法に基づいた子ども子育て支援

制度の主旨を踏まえた、世田谷区子ども計画第２期及び教育基本法に基づく世田谷

区の教育の振興のための施策に関する基本的な計画としての、第２次世田谷区教育

ビジョンを今現在ありますけれども、それぞれと連携、整合性を図りながら、家庭、

保育、幼児教育、地域社会で乳幼児期の幼児教育・保育のあり方について基本的な

考え方を共有し、世田谷区の幼児教育・保育のより一層の充実・環境づくりをめざ

すために、作成することをこの図で示しております。また次の計画の期間でござい

ますけれども当初予定しております、来年５月にこのビジョンの策定を済ませたい

という風に考えております。今度はこのビジョン策定の後、具体的な施策の取組み

の検討を来年度行いまして、その取り組みの内容とするものを、「（仮称）世田谷区

幼児教育・保育支援計画」というような形で形作って行きたいなという風に考えて

おります。その具体的な施策を、平成３０年度から実施して行きたいという風に考

えております。こういった内容をこの計画の期間の中にお示しをしております。そ

れからまた A３の方に戻って頂きまして、第３章、第４章は今色々ご議論、また貴重
なご意見を頂きました、世田谷の目指す幼児教育・保育、施策の方向性についてこ

の中で取りまとめて行く予定でございます。それから最後、第５章では今の議論の

中でもありましたけれども、実際に幼児教育・保育を推進して行くにあたっての区

の推進体制のあり方、これ幼児期教育センターも含めてなんですが、あり方につい

てここでお示しをしていきたいと。特に施策体系にもお示ししました、施策を支え

る推進体制としての世田谷区の幼児教育、保育の推進拠点として、幼児教育センタ

ーの整備を進めて行きます。この幼児教育センターの機能や役割を中心に、この中

を具体的に、ある面まで行くと区長部局である子ども・若者部との役割分担とかそ

ういった部分も考えられますので、そういった部分についてここに記載をしていき

たいという風に考えております。本日は第３章、第４章についてはこれから色々ご

議論頂きましたので、全体を踏まえてご意見を頂ければと思っております。 
委員長：ありがとうございました。今提出されたこの資料をちょっと見て頂きながら。何

かこういう風にしたらどうかとか。あるいはご質問でも結構ですが。ご意見ござい

ますか。実はね、ちょっと言うの忘れたんですけれども、国の方もね、こんな事言

うのあれなんですが、この間ね、学校教育と家庭教育の機能分担をしっかりせよっ

ていうようなことが、政治家さんの方から出てきていましてね。あれをどうするか

っていうと実は文科省ちょっと困っていまして。家庭教育を強めろって言われても

ね。行政的に何かできるわけじゃないし。変にやるとこういう家庭が良い家庭で、

とかね。そんな事をやってしまうことになるので、困ったといって。相談に来られ

たんですけれども。それで、家庭教育支援というのをずっとやっていますよね。子

育て支援って言わずに家庭教育支援って文科省がやっていたんですが、その家庭教

育支援のやり方をですね。例えば家庭教育学級をやりますよ、という形でやっても



38 

ね。絶対出てこないっていう人たちの方が、実は大事だと。そういう人たちに対す

る支援を強めるっていう法力を持たなきゃいけないっていうことで、要するにあな

たはもう来なくていいっていう人ばっかり来るわけですよ、放っておいたらね。そ

ういうのではなくて、本当は来てほしいけどもっていう人に対して。ただそういう

人たちはね。色々傷を抱えていたりとか、課題を抱えて生きている方が多いようで

すから、支援といってもとてもやっぱり難しいといいますかね。で、そのニーズと

いうものを折角把握して、上手にこう応援して行かなきゃいけないので、ある程度

の黎明さと専門性って必要で。例えばイギリスでかなり広がったホームスタートっ

ていうのがありますよね。ホームスタートジャパンっていうのが今、活動を始めて

いますけれども、要するにその家庭にこちらがピンポンといって、ただひたすらそ

の人の話を聞いてあげるっていうこととね。それから、ちょっと買い物行くんだけ

どと言ったら、じゃ一緒に行こうかっていう形で、簡単な家事を一緒にやるってい

う、この二つしかやってはいけないっていうね。それ以上のちょっと心配な人だと

か何かあった時に、勝手にアドバイスしたりとか、そういうことはしてはいけない。

それは専門家につなぐっていうことで、傾聴とね、簡単な家事支援っていう、二つ

をやっているということで、これブレア政権の時に物凄く広がったんですね。何故

かって言ったら、ブレア政権色々やったんだけども、親家庭センターっていうのが

あるんですが、来てくれる人しか支援できないっていうことでね。一番本当に支援

しなきゃいけないのは来れない人だってことで。それはこっちから、アウトリーチ

していこうという形で、民間団体なんですけどね。そのホームスタートジャパンが

今、来年の秋にはかなり大きな大会を開くことになっているそうです。で、各自治

体でそういうのを参考にしながら、本当は手がなかなか届きにくいところに、丁寧

に支援していくようなね。そういうシステムっていうのを、どう幼児教育・保育推

進ビジョンっていう中に入れるのか。子育て支援、あるいは家庭教育支援ってまで

を入れるのか。先ほど委員がおっしゃったけれども、０、１、２歳で家庭で育てる

ね、６割以上の方がそうなので、そういう人に対する支援というのをどう、支援と

して入れるのかどうか。ちょっとこれはどこかに検討して頂きたいと思いますね。

後何かございますか。ま、今日議論されたことを元に少しご確認を。それからもう

一回ちょっと議論しなきゃいけないですからね。今日のところはあまり出ないかも

しれませんので、よろしいでしょうかね。またこれ見て、ここちょっとこの言葉入

れた方がいいんじゃないですか等々ございましたら、またご連絡頂きたいと思いま

す。今日は物凄く急いでやって頂きましたけれども、ようやく形が、見えたきたよ

うですが。それだけに詰めで、もうちょっと真剣にしなきゃいけないところも出て

きましたし。形になるわけですから、皆がもういいとなるまで議論したいと思いま

す。じゃ、引き続き事務局にはちょっと大変な努力かもしれませんが、頑張って頂

きたいと思います。 
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事務局：本日はかなり時間を超過致しまして、長時間にわたる議論を本当にありがとうご

ざいました。貴重なご意見を頂いたかと思います。まず幾つかご連絡を致します。

本日の議事録ですが、事務局で作成したのち、メール等にて各委員さんの方にお配

りしたいと思っておりますので、ご確認の程お願い致します。それから今日色々事

務局に対し宿題を頂きました。色々、大変な宿題を頂いたかなという風に思ってお

ります。今後の段取りにつきましては、今日の議論を踏まえまして、一度事務局の

方で持ち帰らせていただきまして、早い段階で皆様方に今後の段取りについてはメ

ール等でご案内をさせて頂きたいという風に思っております。実は今年度３月下旬

を最終回という風に考えておりましたが、今日の議論を踏まえまして、ちょっとそ

の辺の段取りを含めましてまたご相談をさせて頂きたいと思っております。またそ

の際、日程調整等も合わせてさせて頂きたいと思っておりますので、よろしくお願

い致します。事務局からは以上でございます。 
委員長：それでは今日は大分時間をオーバーしましたが、ご協力ありがとうございました。 
 

以上 
 


