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　はじめに

　「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」（ロバート・フルガム著）がベス

トセラーとなり、幼児期の体験が生きていく力の基礎となっていることが改めて注目さ

れることとなりました。現代の子どもたちの生活や遊びから、空間・時間・仲間の喪失

が指摘される中、保育所や幼稚園においては、集団生活の中で、乳幼児期にふさわしい

豊かな経験の機会を保障することが求められております。一人一人の発達に寄り添い、

支えつつ、教えて、子どもの世界を広げていく保育（エデュケーション・アンド・ケア）

の質や、すべての子どもを対象とした就学前教育の在り方については、我が国はもとよ

り、諸外国においても大きな課題であります。

　 県教育委員会においては、平成13年度以降、幼児期からの心の教育を推進するため

「ゆめ21プレスクールプラン支援事業」や「障害幼児ティーム保育事業」に取り組み、

平成14年度には、公立と私立幼稚園業務の窓口を一本化し、教育ソフト事業を中心に幼

稚園から高校まで一貫した教育を推進してまいりました。平成15年度からは、文部科学

省委嘱の「就学前教育と小学校の連携に関する総合的調査研究事業」や「幼稚園教育要

領の実現状況把握に関する調査研究」等を推進しつつ、県所管の幼稚園教員研修のすべ

てと事業を保育所にも呼びかけ合同で実施するなど、幼児教育の充実と成果の発信に努

めてまいりました。

　そして、平成16年４月、保育所と幼稚園の行政窓口を一本化した「幼保推進課」を新

設いたしまして、新たなステージから取り組んでまいることとなりました。

　秋田の子どもの健やかな成長のために、はじまりは乳幼児期からを基本コンセプトに、

すべての子どもに視点を置き、心の育ちを大切にした保育・教育の充実や保育士・教員

の資質の向上、保護者支援の充実等に取り組んでまいります。同時に、県民や市町村等

の相談に対してもワンストップサービスが図られ、幼保行政の先を見通した適切で迅速

な対応も期待していただけるものと考えております。

　最後になりましたが、本プログラムの活用と、市町村における「幼児教育振興プログ

ラム」の策定が進みますよう祈念いたしますとともに、策定に参画いただいた委員の皆

様を始め、パブリックコメントなど多くの方々より貴重な御意見・御協力をいただきま

したことに、厚くお礼申し上げます。

　　平成16年３月

秋田県教育委員会教育長　　

小 野 寺    清
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Ⅰ  プログラムの策定に当たって

　幼児期は、大人への依存と信頼を基盤として情緒を安定させて自立に向かう時期で

あり、子どもは、生活や遊びの中で直接的・具体的な経験を通して、社会で生きるた

めの最も基本となることを獲得していく。特に、３歳になると、まわりへの興味・関

心、人とのつながりなどが急速に広がり、環境からの影響を大きく受け始める。

　ところが、近年の子どもを取り巻く環境は、少子化や価値観・ニーズの多様化、育

児不安の傾向が強まるなど急速に変化し続けており、子ども本来の自然なリズムや心

身のバランスの不安定な状況などが指摘されている。

　このため、特に、幼児期からの心の教育や幼児期にふさわしい学びの在り方が問わ

れている。小学校以降の子どもの発達を見通した上で、幼児期に育てるべきことを

しっかり育てるための条件整備を図る必要がある。

趣　旨

　明日の秋田を担う子どもは、家庭にあっても、社会にあっても「宝」であり、健や

かな成長は県民すべての願いである。同時に、子ども一人一人が本来もっているよさ

や可能性を開き、望ましい発達を促していくことは、活力ある秋田を創造する重要な

課題でもある。

　特に、幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期であることから、

３歳から５歳までの子どもを対象に、「ちびっ子県民」と称して、生きる力の基礎を培

う就学前教育のより一層の振興と充実を図るために、基本的・総合的な実施計画とし

て、本プログラムを策定する。

背　景

◇　国における状況

　平成12年４月には、中央教育審議会報告「少子化と教育について」において、「幼

児教育振興プログラムといったものを新たに策定・推進する必要がある」という考え

方が示された。翌平成13年２月、幼児教育の振興に関する調査研究協力者会合報告

「幼児教育の充実に向けて」において、幼児教育の振興に関する政策プログラムの策定

の参考となる具体的な施策が提言されている。

　文部科学省は、平成13年３月「幼児教育振興プログラム」を定め、幼稚園教育に関

する一層の条件整備を推進するとともに、全国都道府県及び各市町村において、より

地域の実情に応じた幼児教育の振興に関する政策プログラムを策定するよう求めてい

る。
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　本県においては、「秋田県幼稚園教育振興計画」（平成10年３月）が、平成 13年度

当初をもって実施期間を終了している。

　平成15年度から展開中の「あきた２１総合計画第２期実施計画」において、就学前

教育は、学校教育の枠組みの中で「遊びから学びへ」をキーワードに、 「生きる力の

基礎を培う魅力ある幼稚園づくり」を掲げ、地域社会の子育てサ ポート体制の充実と

ともに、すべての子どもを対象として、その振興と充実に努めている。さらに、平成

16年４月より、県教育委員会に「幼保推進課」を設置し、保育所と幼稚園の行政窓口

の一本化を図ることとしている。

平成16年度を初年度とし、平成18年度までの３か年にわたるプログラムである。

期　間

◇   本県における状況
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Ⅱ  就学前教育の現状

　本県の子どもは、「児童生徒のライフスタイル調査」や「体力・運動能力調査」等の

全国比で、発育状態や睡眠時間が上回っており、豊かな自然の中で、のびのびと育っ

ていることが推察される。反面、恵まれた体格に比して、体力やむし歯・肥満傾向な

どの健康状態は、全国平均を下回っている。

　また、三世代同居世帯が全国比で約２倍という状況にある。子どもは、約７％が自

宅等で、約93％は保育所や幼稚園で過ごしている。幼児教育関係者からは、身体を操

作する能力・体力の低下やアレルギー性疾患の増加、人とかかわる力の希薄化などに

ついて、気掛かりなこととして話題に挙げられている。

　さらに、少子化対策を県政の基本課題とする本県では、兄弟姉妹の数が減り、戸外

で群れて遊ぶ子どもたちの姿が見られなくなり、切磋琢磨し合う機会が減少している。

上記調査でも、子どもの生活は、室内で、一人で、テレビ・ゲーム・ビデオを楽しむ

傾向へと変化している。

　心と体は相互に密接な関連をもち、一体となって形成されていくことから、数値に

は表れない心の育ちについても、見過ごすことができない状況がある。

　これらを踏まえ、すべての子どもに、心の育ちを大切にした意図的・計画的な教育

の営みを、幼児期から展開できるよう進めていかなければならない。

全国との比較等データから見る秋田県

‐座高‐ 男子身長：全国１位

女子身長：全国１位

男子体重：全国１位

女子体重：全国３位

男子座高：全国２位

女子座高：全国２位

【３～５歳児の居場所】

厚生労働省人口動態調査､

子育て支援課調査より

【５歳児の体格】

‐身長‐ ‐体重‐

【６歳未満の子どもがいる世帯

における核家族の割合】

【出生率の推移】

Ｈ12国勢調査結果報告より 厚生労働省人口動態調査より

Ｈ14学校保健統計調査より

１ ちびっ子県民の状況
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　幼稚園は、３歳から小学校入学までの子どもにとって、はじめて出会う学校で

ある。教職員は、県の事業等を通して公立・私立間の連携を深める方向にあり、

新しい幼稚園教育要領（平成12年４月施行）の下に、小学校以降の生活や学習

の基盤である生きる力の基礎を培うことを目指している。特に、小学校入学まで

に、人とのかかわり方や基本的な生活習慣、善悪の判断などが身に付くよう、幼

稚園はもとより家庭においても大切にされている。

　保育所は、児童福祉の立場で、養護（生存を保障する）と教育（心身の健全な

成長・発達を助長する）を一体とした保育を目指している。保育所のもつ機能の

うち教育に関するものは、幼稚園教育要領に準ずることが望ましいという指導通

達や保育所保育指針と幼稚園教育要領との内容の整合性が一層図られるなどの流

れの中で、３歳児以降については、教育活動の充実を目指す方向にある。

　また、保育所や幼稚園は、保護者の要請や地域の実態等を踏まえ、保育時間の

拡大など子育て支援にも取り組んでいるものの、教職員においては、時差勤務や

臨時採用者の増加、共通理解を図る機会の減少、園外研修への参加の制限など、

ひいては、保育の質にかかわる厳しい状況も見られる。

　これらを踏まえ、保育所と幼稚園が互いに歩み寄り、共に、小学校との連携を

深めたり、専門性を磨いたりするなど、在宅児も視野に入れた就学前教育全体の

質の向上と子育て支援機能の充実を図っていかなければならない。

＜家庭で大切にしていること ベスト５＞

【幼稚園５歳児保護者】（複数回答）　H15幼児・養護教育課調査より

＜小学校入学までに身に付けることが大切だと思うこと ベスト５＞

【幼稚園教諭】（複数回答）             H15幼児・養護教育課調査より

【小学校教諭】（複数回答）

２　就学前教育の状況

幼児・養護教育課調査より

【幼稚園：預かり保育の実施園】

子育て支援課調査より

【保育所：延長保育の実施園】

幼児・養護教育課、子育て支援課調査より

＜Ｈ15保育所・幼稚園の状況＞

【設置者別比率　H15秋田県】
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　少子化による定員割れや施設の老朽化、子育てと仕事の両立支援、市町村の財政事

情等の下、地域では、保育所や幼稚園の統廃合が進んでいる。

　子どもは、友達が増え、近代的な施設にバスで送迎されるなど快適で楽しい生活へ

と変化し、地域は、子どもの姿が遠のき、子ども・保護者・地域住民間の日常的に交

わす温かいつながりが希薄になりがちである。併せて、通園距離や方法の変化は、子

どもの身近な自然に触れる機会や歩く機会の減少につながっている。

　また、長時間保育や就学前の教育、その両方を同時に満たしてほしいという保護者

や地域のニーズの高まりに対応するため、地域における就学前教育の在り方が模索さ

れている。幼稚園の廃園に伴い保育所のみとなった地域では、保護者等の要望により

保育所の保育計画を見直したり、就学前教育に係るノウハウが幼稚園と共に消失した

りしている。一方、保育所と幼稚園の一体的運営により、幼稚園が長年蓄積してきた

幼児教育のノウハウを生かして、保育サービスの充実を目指している地域もある。

　なお、幼保一体などの望ましい保育については、意欲的に特区の認定を受けるなど

地域の実情に即して前向きに取り組まれているものの、市町村合併の協議の場におい

て就学前教育の在り方に関する検討が後に回り、さらに、市町村における幼児教育振

興プログラムの策定が進まないなど懸念される状況がある。

　これらを踏まえ、就学前教育の理解・啓発に努めるとともに、各市町村の実情に即

した「就学前教育振興プログラム」の策定を求めていかなければならない。

◆　保育所と幼稚園

　共用化（一体化）  … 保育所と幼稚園の施設を一つの施設として運営したり、両

者の施設及び設備を相互に利用したりすること。

　一元化  … 保育所と幼稚園に関する行政の窓口や制度を一つにまとめようとす

ること｡ 教育委員会に保育所の事務が委任されるなどの例がある。

　特区（構造改革特別区域）  … 幼児教育関係の特例

　　特区番号８０７：幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業

　　特区番号９１４：保育所における保育所児及び幼稚園児等の合同活動事業

　　特区番号９１６：保育の実施に伴う事務の教育委員会への委任事業

Ｈ15幼児・養護教育課調査より

３　地域における状況

保 育 所 と 幼 稚 園 の 共 用 化 施 設

№ 　　　　策定済みの市町村

１ 秋田市 ５ 太田町

２ 横手市 ６ 千畑町

３ 天王町 ７ 仙南村

４ 西目町

№ 所在地 　　　　　施　設　名 № 所在地 　　　　　　　施 　設 　名

１ 飯田川町 若竹幼児教育センター ５ 象 潟 町 白百合保育園・白百合幼稚園

２ 六 郷 町 六郷保育園・六郷幼稚園 ６ 象 潟 町 きさかたひまわり保育園･ひまわり幼稚園

３ 井 川 町 井川こどもセンター ７ 千 畑 町 千畑町幼児教育センター

４ 鷹 巣 町 鷹巣教会幼稚園・鷹巣保育園

幼児教育振興プログラムの策定状況
検　　討　　中

大館市

平成16年度以降策定予定

鹿角市、若美町、大潟村、中仙町、西木村、 八竜町、

東由利町、矢島町、山内村
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Ⅲ　秋田県の就学前教育

１　基本的考え方

ちびっ子県民を対象に

就学前教育の振興と充実を目指します

　「はじめに子どもありき」は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われ

る幼児期はもとより、すべての教育活動の基盤となるものです。

　規制緩和や地方分権の流れの中で、大人の側の要請にのみとらわれ

ることなく、また、小学校の教育を先取りすることなく、ちびっ子県

民の目線に立って、一人一人に寄り添いつつ、思いやりとたくましさ

など「心の育ち」を核に据えた就学前教育の振興と充実を目指します。

◆　策定の基本方針

「はじめに子どもありき」  を基盤に据えて ･･･

◇　「心の育ち」を核に、豊かな遊びと学びを大切に

◇　「福祉・教育」の行政が共に手を取り合い

　　　　　　　　　･･･　「生きる力」の基礎を培う

健康福祉部教育委員会

心・体いきいき、思いきり遊ぶ子ども

◇◆◇　秋田県が目指す子どもの姿  ◇◆◇
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２  全体構想

　子どもにとって、初めて集団生活を体験する保育所や幼稚園は、就学前教育が展開

されるとともに、小学校へと接続する極めて重要な場である。

就学前教育の振興と充実を目指して

〇　豊かな遊びを通して生きる力の基礎を培い、小学校への円滑な接続を図る。

〇　教職員の研修体系を整備・充実し、専門性や資質の向上を図る。

〇　家庭や地域社会との連携を深めるとともに、就学前教育の理解推進を図る。

３  推進の重点

教育活動の充実　   … 教育内容・方法の充実、体験活動の充実、特別な配慮

が必要な幼児への支援、保育所と幼稚園の連携、小学校

との連携　

教職員の資質の向上　   … 教職員に求められる専門性、研修の充実

家庭や地域社会との連携   … 子育て支援の充実、説明責任と外部評価の推進

就学前教育等の理解推進　… 就学前教育の理解推進、プログラム推進体制の

整備
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Ⅳ　推進のための方策

  １　教育活動の充実

    (1)  教育内容・方法の充実

　子どもは、様々な遊びを通して、うまく人とかかわることができるようになったり、

言葉が豊かになったり、自然の美しさや不思議さに気付いたりすることで、小学校以

降の学習の基盤をつくっている。

　幼児期の「遊び」をより豊かにするため、次のことについて推進する。

〇　一人一人の発達の課題に応じた遊びの充実を図る。

〇　発達の道筋を見通し、計画的な環境の構成の充実を図る。

生きる力の基礎を培う遊びの充実

(1)  身近な環境と十分にかかわりながら、多様な感動体験

　や表現活動を通して幼児の豊かな心情や感性を育てる

(2)  適切な環境の構成に努め、遊びを通して総合的な発達

　を促す

(3)  幼児の興味・関心を広げ、気付きや発想を大切にし、豊

　かにイメージし、様々に表現できるようにする

〇　環境は「遊びや学びの根源」、環境の構成は「教科書の役割」、

　　環境の構成の充実は、子どもの活動が生まれやすく、展開しやすい

「意図をもった構成」

～ 子どもは、環境と主体的にかかわる中から、本来もっているよさや可能性が開かれる

教職員は、様々な役割を果たし、遊びを豊かにしていく ～

支えるもの

●　幼児の実態をとらえ、ねらいを明確にした指導計画の作成

　・一人一人の発達の特性や内面を理解する工夫

　・ねらいに基づいた指導の方法と評価の工夫

●　一人一人の心の安定と対人関係の広がり

　・安心して自己を発揮できる生活・集団づくり

　・友達や教職員と通じ合う、支え合う生活・集団づくり

推進のための具体的方策

□　訪問指導の充実、要請訪問への対応、指導員等の配置や派遣

□　「ちびっ子県民交流推進事業」の推進

□　「幼児期における心の育ち調査研究事業」の推進

□　秋田県幼稚園教育課程研究協議会の開催

□　各種研究団体等への支援の充実

～ 子どもにとって意味のある「遊び」づくり ～

　　　　基本は、一人一人の内面に寄り添い、環境を通して行う
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遊びは幼児期特有の学び

◇◆◇　遊びについて  ◇◆◇

　子どもは、遊びを通して周囲の環境や友達とかかわります。

　見たり、触ったり、感じたりして様々な意味やかかわりを発見し、好奇心や探

求心を広げていきます。子どもが夢中になり、没頭して遊び込む姿は、その子ど

ものよさがあふれ出し、輝きが増しています。

　主体的な遊びの楽しさが大切にされ、充実していく中に、生きる力の基礎を培

う教育活動が展開されています。

生きる力の基礎
生涯にわたる人間形

成の基礎となる、豊

かな心情や自ら物事

にかかわろうとする

意欲、健全な生活を

営む態度

生活習慣に

かかわる部分

遊びを中心と

する部分

幼児期の生活

　子どもは、遊びを通して、達成感や充

実感、満足感、挫折感、葛藤などを体験

し、様々な能力や態度を身に付け、成長

していく。
・どんな感情体験をしているのか

　・内面に何が育っているのか

遊びの主役は幼児 ･･  内面に寄り添うこと

どんな願いをもっているのか

（食事、衣服の着脱、

　　　　片付け･･･）

一人一人の遊びに注目すること  ･･･

・聴く

　・受け入れる

　　・心の流れに添う何に意欲的に

取り組んでいるのか

何に取り組もうとしているのか
何に関心を抱いているのか

何に行き詰まっているのか

遊びは、遊ぶこと自体が目的

・・・・・
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    (2)　体験活動の充実

　子どもは、自然や身近な事物等との様々なかかわり方を通して幼児期なりの世界の

豊かさに出会い、豊かな感情や表現力などの基礎が形成され、21世紀の担い手として

より心豊かにたくましく育っていく。そのため、次のことについて推進する。

〇　一人一人の世界を広げる直接的・具体的な体験活動の充実を図る。

〇　感動体験を共有し、豊かな感性をはぐくむ活動の充実を図る。

生きる力の基礎の育成

推進のための具体的方策

□　「ちびっ子県民交流推進事業」の推進

□　「保育所地域活動事業」の推進

□　「あきたセカンドスクール推進事業」の活用

新たな世界との出会い

一人一人の世界の広がり

心の育ち

 ●　郷土の自然や文化、人間、社会、身近な動植物などとの直

　 接的な触れ合いを深め、感動を伝え合い、共感し合うことを

　 通して、幼児期にふさわしい道徳性の芽生えを培う。

～ 思いやり、感動、思考力の芽生え、感性、弱いものへのいたわりなど ～

～ 感動体験の共有化 ～

ふるさとの自 然

一人一人の特性に応じ、驚きや感動など心を揺り動かす出会いの創造

文 化

社会との触れ合い

体
験
活
動
の
充
実

体
験
活
動
の
充
実

豊かな人間関係

友達・教職員・保護者

高齢者・地域の方々

との触れ合い
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    (3)　特別な配慮が必要な幼児への支援

□　「個別の教育支援計画」作成の推進　

□　「幼児児童生徒学校生活サポート事業」の推進

□　「担当者研修会」の充実

□　「障害児保育事業」の推進

□　「特殊教育学校のセンター的機能充実事業」、「巡回教育相談活動」の活用

推進のための具体的方策

　特別な配慮が必要な幼児一人一人の実態に応じた適切な支援が行われ、他の幼児

と共によりよい教育を受けることができるようにする。そのため、次のことについ

て推進する。

〇　家庭や専門機関との連携を密にし、個々の実態に応じた支援の充実を図る。

〇　集団の中で生活することを通して、特別な配慮が必要な幼児の全体的な発達を促す。

保育所・幼稚園 … 多くの幼児との集団生活を通して、

生きる力の基礎を培う体験を重ねる場

発達を促す環境の整備

～個々の実態に応じた適切な配慮～

　・特別な配慮が必要な幼児に係る研修の充実

　・教職員全体の協力体制の整備

～日常の生活・安全の確保への配慮～

　・施設・設備の整備

　・学級編制

　・教職員の配置

特別な配慮が

必要な幼児
他の幼児

家庭との連携

医療機関

専門機関との連携

・教育事務所・出張所

・特殊教育地域センター

・盲・聾・養護学校

 ※　詳細は、資料編p40参照
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    (4)　保育所と幼稚園の連携

　保育所と幼稚園は、各々の目的と役割を有するとともに、双方とも小学校就学前の

幼児を対象としていることを踏まえつつ、子どもが幸せに育つという観点から、子ど

もの目線に立った保育の充実や子育て支援のための連携強化が求められている。その

ため、次のことについて推進する。

〇  「はじめに子どもありき」の下に、保育・教育の充実を目指す。

〇　保育所と幼稚園教職員等の研修に関する機会の充実を図る。

〇　幼児間や教職員間の交流・連携を促進する。

保　育　所

推進のための具体的方策

□　訪問指導における合同研修など研修の拡充

□　保育所と幼稚園関係者参画型の事業の推進

□ 「就学前教育推進連絡会議」の開催

□　就学前教育整備推進のための調査研究

幼　稚　園

保育所・幼稚園の共生

 □　保育士と幼稚園教諭の人事交流

 □　合同の保育・行事・研修等の実施

 □　子育てサークル育成における連携

 □　幼・保・小連絡協議会等の開催

連携の具体的な事例

＜支えるもの＞

　・子どもの育ち等ビジョンの明確化

　・教職員間のコミュニケーション

　・管理職等のリーダーシップ

　・行政の理解と支援

●　国の通達等

※ 詳細は資料編p41～参照

・厚生行政と教育行政の連携による

　効果的な施策の実現

・施設の共用化に関する指針
・保育士資格・幼稚園教諭免許の

　相互取得の容易化

・「幼稚園と保育所の連携事例集」
・就学前の保育・教育を一体と

　捉えた「総合施設」の検討

●　「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」は、双方の関係者がその改訂に参加

　するなどして、内容は一層の整合性が図られている。
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・合同研修会、研究会
・教育活動への相互参画
・一貫した子ども像づくり等

・生活科等での交流
・合同行事・給食
・園・校庭の開放等

・合同講演会
・合同ＰＴＡ
・合同行事等

・連絡協議会等の設置
・学校訪問等の機会の工夫
・校長・園長等意識啓発の
　ための合同会議、研修会

    (5)　小学校との連携

□　「就学前教育地区別合同研修会」の充実

□　「就学前教育と小学校の連携に関する総合的調査研究」等事業の推進

□　「保育所地域活動事業」の推進

推進のための具体的方策

　幼児期から児童期へと子どもの発達は連続している。幼児期の遊びから児童期の

学びへの指導の流れが一貫したものとなるよう、円滑な移行や接続を図る視点から、

互いに共通理解を深め合うことが求められている。そのため、次のことについて推

進する。

〇　幼児・児童間、教職員間、保護者間の交流活動の充実を図る。　　

〇　教職員間の連携を推進するとともに、積極的な情報の発信を目指す。

遊びから学びへ
交流から

連携へ

交流活動

の充実円滑な接続

児童期の学び

◆ ①～④：子どもの発達にとって意味のある戸惑い  … 指導方法や学習環境の面で配慮が必要

◆ ⑤～⑦：軽減・解消が望まれる戸惑い … 子どもが小学校の施設の中で一緒に活動するなど環境に親しん

　　　　　だり、就学前教育と小学校の教職員間、保護者同士が交流や連携の機会を工夫したりすることが必要

交流・連携の具体的事例
幼児期の遊び

教職員間 幼児・児童間 保護者間 市町村・地域

①　教師の子どもに対する声かけや支援の仕方の

　違い

②　遊びを中心とした総合的な指導から各教科等

　の学習指導を中心とした生活への変化

③　柔軟な生活時間と細かく区切られた学習時間

④　遊びや生活への配慮が細やかな環境と学習活動

　のために構成された環境の違い

⑤　友達や教職員等との人間関係、人的環境の違い

⑥　施設の広さや大きさ、掲示、色使いなどの違い

⑦　最年長の学年から最小学年になることの戸惑い

◇◆◇ 小学校入学後に子どもが戸惑う事柄（例）◇◆◇

－13－



求められる専門性

  ２  教職員の資質の向上

  （1）教職員に求められる専門性

　幼児期は、一緒に生活している大人の影響を強く受ける。
　保育所・幼稚園等の教職員は、子どもの育ちに大きな影響を与える環境の一部分で
あり、就学前教育の中核的な役割を担っていることから、通常の保育活動を含めた
様々な機会を通じて、自ら向上させていくことが求められている。そのため、次のこ
とについて推進する。

〇　教職員の専門性や資質を高めるため、ライフステージに応じた研修体系の充実を図る。

〇　教職員自らが専門性を磨き、資質の向上に取り組む機会の充実を図る。

幼児を理解し、

 活動の場面に応じた

　適切な指導を行う力

推進のための具体的方策

□　研修体系の整備、訪問指導等の充実

□　研修講師への教職員の活用の促進

□　幼児教育関係事業における企画や運営への教職員の参加

家庭・地域との連携を

 十分に図りつつ

　教育を展開する力

教
職
員

一
般
の
資
質

幼児を対象

とする教職員

固有の資質現
代
を
生
き
る

社
会
人
の
資
質

… 指導する人であると同時に、生涯をかけて

　 学んでいく人であり、成長し続ける人

・幼児を内面から理解し、総合的に指導する力

・具体的に保育を構想する力、実践力

・得意分野の育成、教職員集団の一員としての協働性

・特別な教育的配慮を要する幼児に対応する力

・保育所と幼稚園、小学校との連携を推進する力

・保護者や地域社会との関係を構築する力

・園長など管理職が発揮するリーダーシップ

・人権に対する理解　他

求められる専門性

自ら学ぶ

　教職員
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    (2)　研修の充実

□　幼稚園１０年経験者研修・保育技術協議会・預かり保育担当者研修会等研修内

　容の充実、指導主事・幼稚園教育指導員・保育指導員の要請訪問への対応

□　訪問指導を活用した合同研修の推進

□　総合教育センターにおける研修講座の充実

□　専門講師派遣事業、認可外保育施設職員研修の実施

推進のための具体的方策

　教職員に求められる資質は、使命感や教育的愛情、専門的知識、広く豊かな教養、そ
してこれらを基盤とする実践的指導力などいつの時代にも求められる普遍的なものと、
時代の変化により新たに求められるようになってきたものなど多岐にわたる。
　研修の役割を踏まえ、経験年齢や多様な保育ニーズ等に対応した効果的な研修の展
開が求められている。そのため、次のことについて推進する。

〇　教職経験と職能等に応じて高める能力を明確化し、到達目標に照らした効果的な
　研修内容の充実を図る。
〇　保育所保育士と幼稚園教員等が共に高め合う研修機会の充実を図る。

保育所保育士
幼稚園教員等
が共に高め合う

公営・民営保育所
公立・私立幼稚園
が共に高め合う

園外研修の充実…ライフステージに応じて

職務別研修

経験年次別研修 …＜研修項目の例＞

…幼児期の特性(生活･発達)、特別な配慮が必要な

幼児、教育相談　

…指導計画の立案、指導案の作成、教材研究

…保育技術、個への対応、教具・機器の活用

…評価についての理解、幼児観察、評価の活用

…学級経営案、学級経営の評価、家庭との連携、

　教室環境、学級事務

…分掌、教育課程の編成　その他(小学校との連

携、子育て支援、情報機器活用)

〇園 運 営

～保育所・幼稚園における日々の研修～
□　時間の確保と研修計画の作成
□　資料の整理と活用
□　園外研修や自己研修の成果の還元

国内研修の充実…園の目標達成のために

自己研修の充実…研究団体の活動など自らの向上のために

基本研修

専門研修 〇幼児理解

〇計　　画

〇実　　践
〇評　　価
〇学級経営

専門性や資質の向上を目指して専門性や資質の向上を目指して
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  ３  家庭や地域社会との連携

    (1)　子育て支援機能等の推進

　子どもの生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであ
ることから、家庭教育の重要性を見つめ直す機会を提供するなど家庭における教育の
充実や地域で子どもを育てる環境の整備は欠かせない。
　特に、保育所や幼稚園は、子どもたちの生活全体を豊かなものにしていくため、子
育て支援の観点から地域における諸活動との連携を図るなど多様な役割を果たすこと
が求められている。そのため、次のことについて推進する。

〇　保育所や幼稚園の施設や機能を開放し、親と子が育ち合う場の充実を図る。

〇　心の育ちを大切にした家庭教育への積極的な支援を推進する。

推進のための具体的方策

□　「預かり保育推進事業」、「特別保育事業（延長保育、一時保育、休日保育等）」の充実

□　「共に生きるための家庭教育事業」の活用

□　関係機関における施設・設備・施策の充実

心の育ち

保護者

地域社会

在宅等

保育所

幼稚園

関係機関

民間団体等

連 携 連 携

・保育参観・保育参加

・園便り、園開放

・園外活動への参加

（地域の文化・伝統・自然や

　世代間交流など）

□施設設備及び運営施策の充実
・地域子育て支援センター、児童
館・児童センター、ファミリーサ
ポートセンター、公民館、児童相
談所等

□子育て中の親や家族のニーズに応
じた多様な支援策の充実

□民間団体等における活動の充実・
地域ボランティアグループ等

□子育てや家庭教育に関する
学習への参加

□子育てサポーター等の地域
で子どもを育てる活動への
参加

□子育てを核としたネット
ワークづくり

□子育て支援センターとしての体
　制づくり
□第三者評価の推進・学校評議員
　制度の導入
□地域への園便りの配布やホーム
　ページの開設
□地域ボランティア等の活用

連 携

子育て支援

（子育て中の親・家族への支援）
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    (2)　説明責任と外部評価の推進

□　第三者評価や学校評議員制度などの外部評価の推進

□　保育所の運営状況等に関する市町村における住民への情報提供の推進

□　認可外保育施設における運営状況等の公表、各施設の情報公開の推進

推進のための具体的方策

　保育所や幼稚園等は、地域住民の信頼に応え、家庭や地域社会と連携協力し、一

体となって幼児の健やかな成長を図っていく必要があり、より一層地域に開かれた

運営が求められている。そのため、次のことについて推進する。

〇　自己点検・自己評価を積極的に行い、結果を広く説明するなど開かれた運営を推進する。

〇　保育所や幼稚園において、第三者評価機関を活用したり、学校評議員制度を導入したりす

　るなど外部評価を生かした運営を推進する。

□　提供サービスの掲示

□　契約書面の交付

【公正・中立な第三者機関】

【専門的・客観的評価と結果の公表】

第三者評価機関

認可外保育施設

地域住民・保護者等

□　保育に関する情報提供
□　運営状況の自己評価
□　苦情対応窓口の設置等
 　 （第三者委員の設置）
□　保育サービスの質の第三者
　　評価

保　育　所

幼　稚　園

□　教育活動、運営状況の自己点検・自
己評価の実施、結果の公表

□　教育活動、運営状況等の外部評価
の推進（学校評議員制度等）

・学校評議員

・地域ボランティア
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  ４  就学前教育等の理解推進

　子どもの生活は本来遊びを中心としている。幼児期の遊びは育ちの根源として大切
にされなければならないものであり、ここに教育の役割がある。
　就学前教育の重要性・優先性や内容・方法、幼児教育施設で展開されている諸活動
について、幼児教育関係者内にとどまらず、保護者や小学校等学校教育関係者、市町
村行政の担当者、地域住民など広く県民全体に対して、理解と信頼を得られるよう積
極的に発信していくことが極めて重要である。
　同時に、幼児期における教育の重要性にかんがみ、これまで以上に、幼児期に育て
たいこと、就学前に育てる力など遊びの中の学びを明らかにするとともに、就学前教
育の条件整備等を一層推し進めていかなければならない。

推進のための具体的方策

□　幼児教育関係事業の推進・充実、成果の発信

□　研修会等における本プログラムの活用

□　研究協議会・研修会等の機会の活用

□　市町村訪問、就学前教育出前講座の推進

□　パンフレットや各種資料、ＨＰ等による情報の提供等

実 施 主 体

(1)　就学前教育の理解推進

(2)　プログラム推進の体制
　就学前教育の一層の振興と充実を目指し、実施主体である市町村や民間団体から寄
せられた意見・提言、報告を施策に反映させるなどしながら、就学前教育の理解推進
と併せて、県として本プログラムの成果があがるよう推進する。
　また、明日の秋田を担うちびっ子県民の育成のため、各市町村におけるプログラム
の策定が一層進み、県全体として展開されることが必要である。

□　教育委員会・福祉部局

　・公営保育所

　・公立幼稚園　他

□　保育所・幼稚園関係団体

　・民営保育所

　・私立幼稚園　他

市　町　村 民  間  団  体

県
□　教育委員会・健康福祉部 所活動状況の把握

情報提供・広報等

意見･提言･報告等
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  ５  幼保行政の総合的な推進

□　訪問指導における保育・教育の充実、カリキュラム開発の推進

□　保育・幼児教育関係事業の推進

□　新しい幼児教育の在り方に関する調査研究の推進

□　「保育所施設整備助成事業」等の推進

□　市町村訪問・出前講座等の充実

推進のための具体的方策

　近年の社会構造・就業形態等の著しい変化の中で、子どもの育ちにこれまでにない
課題が生じており、乳幼児期における保育・教育の在り方が問われている。
　すべての子どもに健全な育ちの機会を提供するため、子どもに視点を置き、幼保行
政の先を見通した適切で迅速なサービスの充実を図る必要がある。
　そのため、教育委員会に幼保推進課を設置し、次のことについて推進する。

〇　幼保行政窓口の一本化の下に、保育所や幼稚園、幼保一体化施設等における

　質の高い保育・教育の展開を目指す。

秋田の子どもの健やかな成長のために

～　はじまりは　乳幼児期から　～

乳幼児期の育ちに係る課題全体を視野に、保育所・

幼稚園が蓄積してきたノウハウを有機的に活用し合う。

質の高い保育・教育の展開

□　カリキュラムの開発と実践

□　訪問指導等による保育・教育の充実

□　子どもの視点に立った延長保育や預

　かり保育等の充実

□　研修体系の整備

□　研修内容の充実

□　保育士資格と幼稚園教諭免許併有の

　推進

市町村への対応

□　保育・教育への支援

□　幼保一体化施設への支援

保護者等への支援

□　親としての育ちへの支援

□　地域における子育て支援セン

　ターとしての役割の充実

保育・教育の理解推進

□　関係事業の展開

□　市町村訪問等の実施

保育士・教員の専門性や資質の向上
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