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尼崎市子ども・子育て審議会 

第１回就学前の教育・保育のあり方検討部会 議事録 

 

開 催 日 時 平成26年５月19日（月） 午後６時30分～午後８時30分 

開 催 場 所 尼崎市立すこやかプラザ多目的ホール 

出 席 委 員 
勝木委員、小﨑委員、田邉委員、西川委員 

橋本真紀委員、梅林委員、濱名委員、宮崎委員、尾ノ上委員 

議 題 
（１）就学前の教育・保育のあり方について（これまでの意見のまとめ） 

（２）その他 

資 料 

・資料１ 就学前の教育・保育のあり方検討部会の今後のスケジュール 

・資料２ 第９回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 

・資料３－１ 家庭での取組 

・資料３－２ 幼稚園・保育所・こども園等施設での取組 

・資料３－３ 地域社会での取組 

・資料３－４ 行政の役割 

・資料３－５ 尼崎市の就学前の教育・保育の推進に向けて 

・資料３関連資料 尼崎市の就学前の教育・保育において重視すること 

         就学前に重視する５項目 

・参考資料 平成26年４月30日 官報（号外第96号） 

 

 

開会 

●配布資料の確認 

１ 就学前の教育保育のあり方について(これまでの意見のまとめ)  

 ●資料１に基づき、説明   

（部会長） 

 資料１を基に本部会の具体的なスケジュールをお示しいただきましたが、質問や確認してお

かなければならないことがありましたらお願いします。６月か７月に報告書素案の提示があると

いうことしか、ここからは見えてきませんが、その辺りのスケジュールで動くということで進め

ていきたいということでお願いします。また何かありましたら、よろしくお願いします。 

 (質疑なし) 

では、次に進みます。先ほど申しましたように、前回からかなり時間がたっていますので、今ま

での議論を思い出す意味でも、前回いただいた意見について振り返りを行いたいと思います。事

務局から資料に沿ってお願いします。 

 ●資料２について説明  

（部会長） 

 前回の議論をまとめていただきましたが、質問、確認しておかなければならないことがありま

したらご発言願います。よろしいでしょうか。この議論がまた出てくるかもしれませんので、併
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せてご意見よろしくお願いします。 

 では、本日の議題に入りたいと思います。資料１のスケジュールをお示しいただきましたが、

答申、つまり報告書を意識して議論を進めていく必要があるということは、皆さまも考えておら

れることだと思います。これまで自由にご意見をいただく形で議論を深めてきまして、そこで重

要なご意見をたくさんいただいているということを感じています。 

今回は報告書ということが出てきましたので、それを意識しながら視点を明らかにするという

言い方がいいのかどうか分かりませんが、視点を定めて議論を進めていきたいと思います。その

ための資料を事務局の方で用意していただきました。かなり量は多いのですが、一括して事務局

から説明をお願いします。 

●資料３について説明  

（部会長） 

一括して説明していただきました。これまでのこの部会の話し合いというのは、まず大人とし

て意識していくことはというところがかなり話し合われた中で、話の展開としては、資料３の

皆さん何回も目にされています重視する５つの項目についていろいろとご意見をいただいてい

たかと思います。今日、事務局が提案していただいたのは、この５つの項目を大事にしていくに

はということで、家庭では、施設では、地域社会では、そして行政では、最後に総論的に就学前

の教育・保育の推進に向けてというテーマに分けていただいています。これはかなり報告書を意

識して、それぞれの役割で何ができるかということを具体化していこうという、一つの次の段階

に入っていくものだと思います。 

今、資料として説明していただきましたのは、これは事務局が勝手に作ったものではなく、こ

れまでの議論の内容がかなり入っていると思います。われわれは愛着がこうだよ、こうだよとい

っているところが、結構、家庭での取組が多いというように整理をしていただいての資料だと理

解してください。したがって、報告書はこのテーマというか、この視点で書いていくことになる

とは思います。ただ、まだ書き込むには薄いところがあるなと思います。例えば、こうしてまと

めていただいた今日の資料を見ますと、結構、家庭での取組は、まだ具体的な部分が十分ではな

いと思いますが、結構出てきているなと。それと、資料を見ていただいたら分かりますが、施設

の役割は、どこかの本に書いてあることがそのまま貼ってあるような感じとも取れるといいます

か、もちろん大事なことですが、きれいごとといったら何なんですが、そのとおりであると。前

回の資料、議論を振り返ったところでも、そのままでいいんだよとか、できなくてもいいんだよ

とか、みんな悩んでいるんだよとか、そういうところを大事にしなければいけないねというのが、

前回、前々回にも出ていたと思います。 

したがって、特に今日、どの部分でもいいのですが、一応、このテーマに沿って若干弱い部分、

地域社会の役割はやっぱり弱いのかなと。それから施設の役割という部分も、先ほど申しました

ように、ちょっと抽象度が高いかなということで、できるだけ具体的な、例えば、こうしなけれ

ばならないということではなく、こういうふうな姿があってもいいんだよとか、いわゆるネガテ

ィブな姿には見えるけれども、その経験がすごく大事なんだよということをご意見、色々といた

だければと思います。例えば、事例を出していただけると分かりやすいと思います。 

最初に私の方から、例えば、施設の部分がありましたが、資料３－２、５領域でこのような

ことを大事にするんですよと。例えば、もっと具体的な例を出していただいたらいいのですが、

子どもたちは愛着、先生との信頼関係で育ってはくるけれども、本当は自分はこうしたいという
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思いを出していくときに、３歳なり、４歳ぐらいで、友だちとのいざこざを起こしそうになる。

そういうふうないざこざというのは、起こってしまったから押さえようとするような取組ではな

く、子ども同士が自分で解決するようなことを遊びの中で経験していく。そういういざこざとい

うか、けんかというものも非常に大事な姿なんですよとか、具体的ではないですけど、そういう

ふうなことを今日はどんどんご意見をいただくことで、次回の報告書の素案に書き込んでいける

のではないかと思います。 

今日はテーマを設定していただきましたが、そこで色々と具体的なご意見、こんな姿でもいい

んですよ、ということも含めながら、ご意見をいただければと思います。 

今日は、この論議がすべてです。ですから、できるだけご意見をいただければと思います。よ

ろしくお願いします。どなたからでも結構です。 

（委員） 

 文言のチェックでもよろしいでしょうか。 

（部会長） 

 具体的に教えていただけますか。 

（委員） 

 資料をいただいて、どうかなと思うところがありました。例えば、資料３－１では、「育児」

と「子育て」という言葉が混在している点が気になりました。それから、資料３－１のところ

で、大きな愛でお腹の中の命を守り、育て、そして出産を迎えるという辺りで、ちょっとどうか

と思いました。欲しかったけど産めなかった人、子どもを産むことができない人も子育てはして

います。レアなケースですが。その辺りの配慮はどうなっているのかということ。そして、後ろ

のページ、「４家庭での取組」では、文末に「あげる」が多すぎます。何々してあげる、してあ

げる、与えてあげる。保育の指導案には、「あげる」は絶対に出てきません。何々できるように

なるために何々する、という言い方をしますので、ちょっと違和感を覚えました。 

 それから１歳のところで、「ひなたぼっこをしたり」という辺りで、何年か前に母子手帳から

日光浴はなくなりましたので、ひなたぼっこは入れない方がいいと、細かいところですが思いま

した。 

 資料３－２で、今、部会長が言われましたように、尼崎市のオリジナルってなんだろうとい

ったところが見えなかったので、オリジナリティとして、コラム的に事例を書きあげたらどうか

なと思いました。また、図表の右下に「ニーズ調査結果より」と書いてありますが、2013年尼

崎市ニーズ調査とした方がいいと思います。 

 資料３－４の行政の役割について、一文が長すぎて非常に読みづらいので、２文、３文に分

けた方がいいのではないかと思いました。 

 資料３－５で、「共通した子育てに関するバイブル」とありますが、バイブルという宗教的な

表現になるので、どうかと思いました。最後ですが、文章の中に「きちんと」という言葉が２回、

３回出てきます。きちんと教えてあげる、きちんとした生活習慣とありますが、きちんとしたと

いうのは、具体的ではないので、「きちんとした」に代わる言葉を入れた方がいいかなと思いま

す。以上です。 

（部会長） 

 いくつかの点を確認していただきました。要望や気になる言葉や言い回し、表記上の問題とか

を出していただけたらと思います。「育児」「子育て」を統一した方がいいということ。それから、
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子どもを産めなかった人への配慮が２点目。「してあげる」というのは、育ててあげるとか、で

きない者に対してできる者がするという感じで、やはり共に育っていくという子育て、親育ちと

いうのがあるのであれば、その辺りの表現についてが３点目でした。ひなたぼっこはなくなった

のですか。 

（委員） 

 母子手帳から消えました。 

（部会長） 

一つの事例でしょうが、その辺りをどうするか。例えば、ひなたぼっこではなくて、おさんぽ

といった用語にするというのはどうでしょうか。大変細かく出していただき、ありがとうござい

ました。それから尼崎市のオリジナルという意味で、私もやはり事例というふうに言いましたが、

コラム的に入れたり、あるいは抽象度が高いものを、例えばということで出していったり、この

辺りは次の議論になるかもしれませんが、そういう具体的な事例を入れていくといいだろうとい

うことでした。それから、データについては、何年のデータであるかということをしっかり表記

していく。それから行政の役割の部分で、一文が長くて分かりにくいので、短く切って分かりや

すくするということ。それから、バイブルという言葉がいいかどうか。このように気になる言葉

は、どんどん出していただいければと思います。それから、「きちんと」という言葉は、ついつ

い私たちも使いたくなるのですが、分かったようで分からない言葉ですので、この辺りを気を付

けて使っていく必要があるということです。的確な、非常に読み込んでいただいてありがとうご

ざいます。 

（委員） 

まとめて全部というよりも、資料３－１から順番にいこうかなと思っていたのですが、資料

３－１子どもと向き合うことの大切さの中で、子どもの発達においては、個人ごとにスピード

の違いがあるが、その順序は同じであるというところに、「限界もある」という言葉を入れてほ

しいと思います。 

資料３－２、尼崎のオリジナルというよりも、この書類の中に食のことが何も載っていない

なと資料を読んだときに思いました。食そのもののことが生きる力なのに、大切にされているこ

とが一言も出てこないなと思いますので、食について資料３－２あたりに入れてほしいなと思

います。 

（部会長） 

まず、今、委員がいみじくもおっしゃっていただきましたが、資料３－２に関しては、具体

的な記述が少ないと思います。例えば、食育であれば、施設ではこのように取り組むことが大事

であるとか、食育についても具体的な事例がほしいなと思いました。 

資料３－１について、スピードに違いはあるが、その順序は同じであって限界もあるとする

ということでしょうか。私は不勉強で分からないのですが。 

（委員） 

保育を勉強したときに、やはり限界があると。０歳・１歳であれば、走ったりはするけれども、

そんなに高いところから飛び降りることはできないと。ある意味、年齢によって発達の順序があ

るけれども、限界もあるよというところをもっと知っておかないとならない。限界があるという

ことを教えてもらいましたので、ああ、なるほどなと実践の中で思っています。ここに言葉とし

て入れるのがいいのかどうか分かりませんが、今のお母さんたちは、うちの子はまだ両足飛びも
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できないのに、高いところから飛び降りるんですと自慢したがったり、落ちてしまって、ちゃん

と着地ができなくてけがをしたりという、その辺りも教えてあげる必要があるのかなということ

を学びました。 

（部会長） 

 今のような事例があるとだいぶ分かりやすいです。周りは色々なことができるからといって、

どんどんさせようとしますが、その子の年齢ということではなく、その子自身の育ちもあるでし

ょうが、その子の中でのやはり無理なことをどんどんさせていくということとは違うよと。横並

びでみんなできるからしようねということではないということですね。分かりました。 

（委員） 

 資料３関連資料から、５項目ということですが、これは最終的にはどうか分かりませんが、

全体的に見た時に、文章量のバランスで（４）は、他と比べて非常にボリュームがあるのではな

いかと思います。（１）「愛着の形成」の、全体に見て、色々な方が見るということを思うと、こ

こにおられる多くの、いわゆる専門家、保育業界の人間が読むと、すっと読めると思いますが、

分かりにくい言葉が結構あるのではないかと思います。例えば、「愛着の形成」の２行目、親子

間の密着関係によって信頼関係が作られる、とありますが、密着関係で信頼関係がつくられるの

ではないように思います。 

 （３）「基本的な生活習慣の確立」の１行目、基本的な生活リズムや食育など、とありますが、

食育がイコール生活習慣の確立ではないと思います。さきほど委員がおっしゃったような食事の

かかわりやしつけの問題が出てくるのかなと思います。下から２行目、基本感情という言葉があ

りますが、あまり聞いた事がないので分かりにくい言い方かなと思います。 

文章的なことになりますが、（４）「様々な体験・経験の蓄積」の３段落目、「例えば」で始ま

る文章の途中に「実は」という言葉が入るのは文章としておかしいと思います。 

（５）「いろいろな人と関わる力の獲得」の下から３行目、自分の思いどおりにならないこと

があることに気付き、悲しい思いをすることもある、とあります。確かに悲しい思いをすること

もあると思いますが、あえてここに否定的な文章を入れる必要があるのかなと。下から２行目、

一緒に気持ちよく過ごすために、自ら我慢することができるように、とありますが、あえて我慢

を強調することは必要なのかなと思いました。 

資料３－１、１の（１）と（２）の文章量のバランスが悪いと思います。（１）「あなたの子

育ては間違ってないよ」「子育て大変ね」など「保護者の自尊感情」を高めていく声かけ、とあ

りますが、否定的な感じが出てくる。「あなた、子育てを上手にしているね」とか「素晴らしい

ね」という肯定的な文章の方がいいのではないかと思います。２の子どもと向き合うことの大切

さ、下から２つ目、３つ目に、しっかり、という言葉が使われていますが。求めるものが「しっ

かり」では大変ではないかと思いました。 

資料３－２の最後、より良い指導・教育、とありますが、指導という言葉は使ってはいけな

いわけではありませんが、強い言い方になるのではないかと思いました。 

資料３－３、一番上、地域の大人が、子どもたちによってよき先生であった、とありますが、

先生よりも「見本」の方がいいのではないかと思いました。中段、「尼崎では」の二つ目、「テー

マ型団体」とありますが、これも聞き慣れない言葉のように思いました。 

資料３－４の図について、三者があって、真ん中に行政の役割がありますが、真ん中には子

どもが入って、行政が全体を支えていくという図の方がいいと思います。これだと行政が中心に
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あるようなイメージを受けます。 

資料３－５、右側の矢印の２つ目、家庭・幼稚園・保育所・子ども園等施設と地域社会の間

に、子育て関係者や子育て支援関係者を入れてはどうでしょうか。尼崎市のひとつの特徴は、ネ

ットワークや広場ということで、非常に子育て支援に関わる人が多いので、子ども園等施設と地

域社会との間に、子育て支援関係者、関係団体を入れたらどうかなと思いました。 

（部会長） 

追いきれなくてすみません。ただ、あまり聞き慣れない用語や、意味が難しいという言葉も挙

げていただいたと思います。 

（委員） 

要検討です。 

（部会長） 

密着関係ということをおっしゃってくださいましたが、この部分についてはどうでしょうか。

それだけでなく、今のご意見や他のところでも結構ですが。 

（委員） 

 今、ご指摘いただいたところは、私も気になったのですが、０歳から３歳の親子の密着関係に

よって信頼関係がつくられることになり、生まれてきてよかったと、子どもが思えることが重要

である、と書いてしまうと、どうしても読み手側の意識からいうと、やはりお母さんがしっかり

と育てた方がいいというふうに受け取られかねないと思いました。０歳から３歳の親子間の適切

な相互関係、親子関係によって、信頼関係がつくられるというような意味合いで書かれているの

かなと感じました。何がふさわしい言葉かということは、もう少し検討が必要だと思います。こ

のまま私の意見をお伝えさせていただいてよろしいでしょうか。 

（部会長） 

 今の密着関係と適切な関係、例えばといいますか、具体的な例はありますか。これを読むと、

密着して片時も離れてはいけないというのは、かなりしんどいですよね。 

（委員） 

しんどいのもそうですし、逆に今、問題になっているのが、お母さんと子どもの関係が、特に

専業主婦の場合、密着しすぎて弊害といったら適切ではないのですが、親子共にしんどくなって

いる状況があります。 

（部会長） 

 例えば、こういうときはこうしてもいいんですよとか。 

（委員） 

ここに具体的なことを入れた方がいいかどうかは分かりませんが、親子の関係が密着しすぎて

いるときは、一時預かりやサービスを活用しながら、抽象的ですが、適切な関係に戻すというこ

とも時には必要かなと思います。 

（部会長） 

ここにそれが入るかどうかは別にして、例えば、これも行政の役割なのかもしれませんが、そ

ういうご意見をたくさんいただくことによって、多分まとめて書いていただきやすいかなと思い

ましたので。 

（委員） 

細かいところに入る前に、全体として表現にも影響するかなと思いますので、しっかりとこの
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文章をつくる上での視点というものを持っておいた方がいいと思います。それが先ほど、ご指摘

くださっていたところとも関連すると思いますが、子どもは弱者で何もできない未熟な存在で、

大人が何かをしてあげないと何もできない人たち、という視点がそこにあるのではないかと読み

取れてしまいます。してあげるという言葉を私が読むと、子どもは弱者とか何もできない存在で

大人がしてあげないといけないという視点がそこにあるのではなく、子ども自身が主体的な環境

にはたらきかけて、自らを育てる存在なのだという視点を持っているということを、報告書で表

現していくことが必要かなと思います。やはりそこはこの部会なり、あるいは尼崎市なりが子ど

もをどうとらえているかに表れると思います。 

そこからいうと、もう一つは、子どもの最善の利益ということが非常に重要だということを、

この委員会の中でも話が出ていたと思いますが、その子どもの最善の利益をどうとらえるのかと

いうことも、この報告書の中に表現されていくことなのかと思います。子どもの最善の利益とい

うことは、子どもがなんでもかんでも最優先であるとか、子どものストレスをすべて取り除くと

いうことではないと私は理解しているのです。そういうことが、先ほどネガティブなことが書か

れています、とおっしゃっていたかと思いますが、色々な人と関わる力の獲得など、そういうこ

とを体験しながら人と関わる力を育んでいくのだということを、言葉を付け加えれば、こういう

ことは、結局は、子どもが社会の中に出たときに、一人の社会を構成するメンバーとして、人と

交渉しながら生きていく力というものが育まれていけば、それは正しい報告書になると思います。

社会にもいい影響を与えていくと思います。それが子どもの最善の利益につながっていくという

ことで、私たちはイメージしているのだということを書き込めればいいのではないかと思います。 

そこでは、やはり先ほどお話をさせていただいた、最善の利益ということをどのようにとらえ

ているのかと。すべてのストレスを取り除くものではなく、子どもを何でもかんでも最優先する

ことでもないというということ。社会の中で子どもが育っていくということを、子ども自身が最

終的にその力を獲得することができるように支えていくことが必要だと、私は大きな視点を定め

て文章を構成していく、あるいは文言、方法を選んでいくということが必要かなと思います。 

あともう一つ、全体的に感じたことは、昔はよかったということにはならないように、よき先

生であってよき大人であったというなら、私たち大人が本当はもっといい社会をつくっていかな

ければならなかったんだろうと思いますが、やはりそうではないことも昔からあったと思います。

ただ一つ言えることは、今よりも確かに色々な見本やモデルが側にあったということではないで

しょうか。色々な大人が周りにいて、理不尽なことも含めて子どもに影響を与えていたというこ

とは間違いないと思います。 

ただ、今は親が影響する、そこだけがかなり残っていて、周りからの環境というのが少なくな

って、子どもが様々な価値観にふれることが少なくなってきたのが、先ほどの社会環境に影響し

ていると思います。そういうところを考えていかなければならない。昔がよかったから昔のよう

にしましょうではないという。今の社会の中で、子どもの育ちに必要なものを社会の中に再構成

していくのだという視点が私たちには必要かなと思います。それが地域社会の、それぞれの立場

で役割を果たしていくということにつながっていくのかなと思いました。 

（部会長） 

大きく３点述べていただきました。１点、２点は、やはり、子どもをどのようにとらえている

かによって書き方が変わってくる。例えば、一つは未熟な存在ではないということ。これは確認

というか、この部会でずっと話し合ってきたことで、子どもの主体性、自ら環境に働きかけて遊
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びを創造していく存在であるということを確認できていると思いますので、その視点で、何々し

てあげるというのは、やはりその文章があること自体、何か未熟なものだからというところです

ので、その辺りを訂正していくということ。 

それから、やはり我慢させる、悲しい思いをさせるとかいうことで終わるのではなく、そのこ

とを通して子どもがこの段階でこういう経験をした時に、こういうことが自分たちで分かってく

るんだよとか、こういうことができるようになるんだよという経験、そしてこれも具体的なもの

があれば分かりやすいのかもしれませんが、一つは私が最初に申しあげたけんかが重要であると

いうこと。けんかは悲しい思いをするし、泣いたり、非常に荒れたりするけれども、その経験が

相手を思いやったりするような心になるというところで、何々を我慢させなければならないとか

いうことではない。あるいは、悲しいものを遠ざけるということでもない。これが１点、２点目

でご指摘いただいた、子どもが主体的に生きていくということ。その辺りの、やはり書きぶりは

大事だなと思います。 

それから３点目、たしかにおっしゃるとおり、昔の方がよかったんだから昔回帰ということで

はなく、今は今の社会での良さもある。ただ、前回若しくは前々回に触れていました、昔に比べ

てあまりにも情報があり過ぎる。昔以上に情報はあるけれども、どの情報のどれが正しいか本当

に迷ってしまうというようなところで、色々な価値観が多様化してきているということです。で

すから、今の社会で大切なものは何かということをやはりもう一度整理していく、考えていく必

要があるというご指摘でした。いかがでしょうか。 

（委員） 

資料３－４のことについて教えていただきたいのですが、仕組み的には図面で分かるのです

が、これがもっと文章化されないでしょうか。これだけでは読み取れません。そこで、責任が持

てる仕組みという、その辺りがちょっと見えないと思います。 

（部会長） 

 もちろんここでもっと文言を付け加える、例えば、行政の役割などでも、この部会で出ていた

ソムリエでしたか、コンシェルジュでしたか。例えば、行政の中でそういうものを手厚くやるよ

うなコンシェルジュというものも意見が出ていました。ただ、それを具体的にどうしていくかに

ついてはということであって、それをしろということはありませんが、そういうものがどんどん

入ってくると思います。先ほどありましたように、子どもをもっと中心にしなければならないし、

行政がその周りを支えるというようなところも、もう一度書き直す必要があります。今日、ご意

見いただいたこと、発言していただいたことが、具体的にこういうところに表れると思いますの

で、ご意見いただければと思います。 

（委員） 

よくこれだけまとめられたということに感心しました。なるほど、こういうまとめ方があった

かと思いました。ターゲットは保護者ですね。それから、それを取りまく地域の人たちというこ

ともあるのかもしれませんね。そうすると、ちょっと具体性に欠けているという部分は確かにあ

ると思います。例えば、資料３－１でいくと、育児を取り巻く環境の中の育児スタイルの多様

化というのが、具体的にどういうことかということですね。だから、これを読んだだけで取り巻

く変化の多様化というのが、いい部分もあるだろうし、逆にしんどい部分もあるだろうし、そう

いう部分を書き加えるということが必要だと思います。読んでいて、ああ、そうなんだと、ある

意味、勉強するというか、実態をつかむという意味では、もう少しいるのかなと思います。 



 
 

9 

それから、育児を取り巻く環境の中ですごく思うのは、お年寄りが子どもに優しくないのでは

ないかということです。公園の音がうるさいとか、子どもは騒ぐなとかいうことを言ってしまっ

ている人がいるということを非常に感じます。お年寄りが子どもの声を騒音扱いされるというこ

とに対して、そういうところを啓発しなくてもいいのかということを思っています。もちろん、

その方にも小さい頃があって、同じだったはずだというところも、自らだけがいいということに

なっていないかについても発信したいと思います。 

資料３－１、家庭での取組ですが、ここでいろいろ論議がなされています。家庭での取組で

あげるとありますが、こういうあるべき論になってしまうだけではなく、こうするためにどうし

たらいいのかが知りたいところではないかと思うわけです。２歳児は、自分で何でもしたいと思

うようになり、できたことをほめてあげるというけれども、ぐちゃぐちゃに散らかしたときにほ

めてあげられないとか、色々あると思います。そういうときに、特に家庭のものとして発信する

ならば、お散歩とかひなたぼっことありましたが、こういう具体性があった方がいいのではない

かと思います。こういうことの中で、ほめてあげるとか、逆にいうと、２歳児などはいやいや期

ですから、自分の意志が出てきて、親の言うことにいやいやと言うことに対して、どう見ていく

かということです。そういうときに、あんまりあせらないとか、好きなようにさせてあげたらよ

いということを、こういうことでいいんだよと、こういうふうになっていても、それはそれでみ

ていきましょうということではないでしょうか。３歳、４歳、５歳もそうですが、友だちとの関

係を大切にしてあげるということを書いていますが、では具体的にそれはどういうことなのかと

いうことです。こういうものが狙えるというようなものが書かれているけれども、それは分かる。

では具体的にどうしたらいいのというのが、おそらく保護者の方のニーズだと思います。この量

でそれが書き切れるかという課題とか、一部の例になってしまうかもしれませんが、例えば、公

園にいきましょうとか、あるいは友だちと遊びたいというなら、都合があったとしても、そうい

う機会を持ってあげましょうということにもなるでしょうか。あるいは、そういう体験ができる

ようなところに出掛けて行きましょうということとか、具体例、こうしたらこういうことが実現

できるよね、という手がかりのようなものがあってもいいと思います。 

例えば、その次の基本的生活習慣の確立のためにとあります。これは本当によく分かりますが、

４歳児の食事のマナー、正しいお箸の使い方なども分かるようになるので、きちんと教えてあげ

れば身につくようになるということができないから、現実はきちんとできていないわけで、正し

いお箸の使い方は、一般の家庭のお母さんが正しいお箸の使い方を子どもに伝授しているかとい

うのは、結構ハードだなと思います。このあたりもコラム的に、こんなやり方もあるよというよ

うなこととか、具体的にこうしましょうとか。確かにお箸は正しい持ち方を学ぶ必要があります

が、その前にスプーンの持ち方があります。そういう流れの中でどうしていくかということも、

これは具体性があってもいいのかなと。こういうふうに書いてあるけど、こういうふうねという

ことが、具体例があった方がいいと思います。 

５歳児、新しいことを提供してあげるとありますが、これはどういうことかと感じます。新し

いことを提供してあげるというのは、例えば、お手伝いですよとか、一緒に調理をしましょうと

か、片付けを一緒にして、できるならば食器洗いなども一緒にやろうとか、そんな具体性がない

とイメージがわかないし、説教臭い感じになってしまうということを思いました。 

それから、大切なのは資料３－３、自らが育ち、生活する活動ステージとなる地域で育つ子

どもたちのために、さらには、この地域全体を豊かにするため、構成員である私たち一人ひとり
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がしっかり子どもの成長を意識して、それぞれの立場で役割を果たしていくことが何よりも大切

であると書いてありますが、地域のお年寄りがこれを読んで何かをしようと思わないですよね。

子どもが元気で明るくにこにこと成長することが、この地域の活性化であり、やはり地域の活力

でもあり、この地域の住みやすさであるということも分かるのですが、もう少し発信してほしい

です。特に子どもなんて関係ないと思っている人々に対して、何かできないかなということを思

います。 

 資料３－４、結局、私たちは新制度の中で色々やっていくわけですが、やっぱり生み育てや

すい尼崎というまちづくり構想を、ここできちんと明確にしていくべきだと思います。尼崎市の

総合計画の中に４つのありたいまちというのがあります。「人が育ち、互いに支えあえるまち」、

「健康、安全・安心を実感できるまち」、「地域の資源を活かし、活力が生まれるまち」、「次の世

代に、よりよい明日をつないでいくまち」。まさに総合計画がまちづくりであり、まさに行政の

役割でもあり、そういう意味では、保護者がこれを見て、例えば、ここに行けばこんな体験がで

きますよとか、こういう場所があって、こんなことができますよ、保育所に行ったらこういう事

業をしている、要するに、子育ての支援の団体もあるしとか、そういう中で子どもたちを育てま

しょうという、まちづくりの中の、そういう具体性とか広がりという中で、これが構築できれば

いいなと思います。今から展開されていくのだと思いますが、ちょうどここは尼崎子ども版『る

るぶ』を見ているような感じで、ここに行けばこんな活動があります、ここの公園ではこんなこ

とで子どもたちが遊べますと。各小学校には見守り隊があります。児童ホームなどにも行っても

らっていいですよ。地域の取組をより具体的な形で、見える化していくことができたら素敵だな

と思います。 

（部会長） 

５点、お話しいただきました。まず、資料３－１、全体的に抽象度が高いということ。もっ

と具体的にできることだけを書くのではないというところだったと思います。育児スタイルの多

様化もそうで、多様化というのはなんだろうと。例えば、鬼からの電話もその一つですよね。悪

い例というか、鬼からの電話を書くかどうかは別にしても、それで子育てしているということ。

私もその話を聞いて、地元へ帰って保護者研修会の時に必ず聞くんですが、９割の方が使ってい

ますね。びっくりしましたが、それはまさに使い方として、子育ての方法としていいんだよとい

うことが広がっているということに、ある意味驚きました。悪い部分ももちろんあるけれども、

よい部分もやっぱりあると思うので、その辺りを具体的に書いていくということが一つでした。 

（委員） 

 先日、臨床心理士の方にその話をしたら、それは絶対にトラウマになると言っておられました。 
（部会長） 

 私もそう思います。４歳、５歳児が真剣に泣きじゃくるという状況が生まれているようです。

恐ろしいことだと思います。 
（委員） 

 子どもが泣いて、ごめんなさいと言うから気が晴れるというお母さんもいます。 
（部会長） 

子育ての主体が子どもの育ちではなくて、子どもがちゃんとそれでひれ伏してくれれば親とし

てはいいという人もいるということですが、子どもの最善の利益ではないということですね。親

の自己満足になっている。そういう言葉を入れると、分かりやすいかも知れません。 
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 これは一つの例としてご指摘いただきました。できた部分をほめてあげるということだが、ほ

めるところがないんだよ、どうしたらいいんだというところです。こういうものが愛着の形成や

情緒の安定のためで、いいことが書いてあるけれども、例えば、できないことは多いけれども、

それがいやいやというんですよとか、そういう姿があるんです。その中でもできたことがあった

ら、一点集中でほめてあげたらいいとか、そういう書きぶりが必要で、こうすればちゃんとでき

るというのはあるけれども、それができないというのが子育ての悩みなので、それが２点目です。 
 次は、できないこともあるということを書いていく。５歳でも新しいことというのは何かとい

うこと。例えば、そんなに冒険やアドベンチャーではなくて、家の中の片付けや手伝いというこ

ともあるんだよというお話があったと思います。 
それから、行政について。これは総合計画を今、例に挙げていただきましたが、それをかなり

具体化していくようなものが書き込めれば『るるぶ』というか、こういうところに行けばこうい

うことがあるんだ、こういうことを行政はしてくれるんだということを、どこまで書き込めるか

というところの問題もありますが、そういうご提案をいただいたように思います。 
他にいかがでしょうか。 

（委員） 

 ほとんど皆さんが意見を言ってくださいましたので、私の方は、最初に子育ては肯定的な文章

でという話も出ましたが、子育てというのは大変だというとらえ方ではなくて、子育てって楽し

いよ、子育ては素晴らしいよ、大変だけれども、価値のある、値打ちのあるようなことをうまく

表現していただいて、若い世代が見て、子育てしてみたいな、子どもを産みたいなということを

思えるようになるといいのではないかと思います。先ほどから色々出ていますが、例えば、幼稚

園、学校の中でもそうですが、課題がある子がいた場合には、それによって周りが育つし、その

子たちの支援を子どもたちがよくやってくれるのをこの頃感じとっています。先生が答えを出し

て解決するのではなく、子どもたちが時間をかけながら、どんなふうに接したらいいのかという

のを、幼稚園、小学校低学年の子でも、ちょっと待ってやるということで様子を見ていると、そ

ういう動きがあります。どの子も必要な子ですし、大切な命ですから、そういった大きな話にな

ると、我々はそういった子を育てている。それに使命感を感じながらやっていくべきであると。

いずれ子どもたちが大人になって、私たちを支えてくれる。順繰りなので、子どもは宝であると

いう思いをずっと持っておかないといけないと思っています。以上です。 
（部会長） 

子育てって楽しいよねと。大変だけど。例えば、そういう話というのは、何かありますか。楽

しいよと。楽しいと思うのですが、全体を振り返ってということもあるのでしょうが。 
（委員） 

 例えば、学校などでいえば、クラスでもめごとがあっても、そこで解決したときに仲間として

一つにまとまったときなどはすごく充実感があって、しんどいクラスだけれども、だからこそ得

られるものがあるというのはよくあると思います。幼稚園や保育所でも、もちろんそういうこと

があると思いますが、私たちも実際、自分の子どもを育てた中では、やっぱりしんどいときもあ

ったけれども、振り返ると楽しい、よかったなという思いを持っていますので、それぞれ例は人

によって違うと思いますが、育ててきた人たちが共有できるものがあるのではないかと思います。

具体的には、なかなか言えないのですが、そうではないかと思っています。 
（部会長） 
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 すみません、難しいことをお願いしまして。 
（委員） 

 クラス懇談などで、保護者の方が、「この頃口答えをするようになりました」とおっしゃるん

ですが、それはそれだけ論理性が出てきたということですね、それは子どもが育ってきていると

いうことなんですよと言ったら、「そうか」と気付かれます。楽しみというのは、どこかに行っ

て楽しかったという娯楽ではなくて、ちょっとゆとりを持って、子どもの見方を変えれば、そこ

に成長が見えたり、ちょっとしたときに子どもから優しくされて、すごくそれが親もうれしかっ

たりというようなことだと思うのです。ですから、実は青い鳥で、目の前にたくさん子どもの良

さとか成長があるのだけれども、どうしても親は余裕がないから、自分のスケジュールどおりに

動かしたかったりとか、いらいらしたりして、ついついガンガンやってしまっているという悪循

環が起こっているような気がします。それがやっぱり自尊感情を低くしているということもある

と思います。きっと余裕がない。だからいらいらする。気持ちの余裕やゆとりがあれば、いらい

らしないのでしょうが、ちょっと待ってと問いかけてみる。ネガティブに見るとこうだけれども、

ポジティブに見ていったら、すごく子どもは頑張っているとか、育っているよねという、そうい

う見方ができたときに、おそらく子育ての喜びを感じるのかなと思ったりします。 
（部会長） 

 今、委員が答えてくださった中にあると思いますが、ある部分で楽しいよというのではなくて、

こんなにしんどいようなことでも実は成長なんだよとか、こういう姿が見えてきたというのは、

見方を変えると悲しみではなくて、喜びなんだよということが分かるようなものを文章で、文脈

でつづっていくということが全体として、楽しいんだと。駄目だと思っていたことは成長なんだ

と。次の段階に行くための大事な経験なんだ。子どもの自尊感情が育てていくという、この部会

が常に帰っていくところに文章として表現していけるということだと思います。 

（委員） 

 文章にできないもどかしさも保育園の場合はあります。２カ月の子どもさんを預かったりして

いるのですが、赤ちゃんはくっついてくるものと私たちは思っています。くっついてくるんだけ

れども、赤ちゃんには「にこっ」と微笑みを返せる特技もあります。微笑みを交わすときに、楽

しいなあ、会いたいな、またおしゃべりしたいなというような、人間との関係が始まっているよ

という学びがすごくあるので、０歳児と楽しい毎日を送らせてもらっています。やっぱり０歳は

０歳なりのすごくいいもの、例えばくっついてくるのも赤ちゃんだし、「にこっ」と笑ったら「に

こっ」と微笑みを返してくれるし、そこにはすでに人間関係が始まっているなと思います。文章

にするのは難しいけれども、楽しんでいます。 

（部会長） 

 今、しっかり文章にしていただいたと思います。ただこれは施設でということではなく、やっ

ぱり家庭でもそうだと思いますが、そういう具体的な姿というのは、本当に、これは保育士の方

やお母さんもそれは感じておられると思います。しんどいときに、もうっと思ったときに、無邪

気に笑う笑顔を見て、ああ、そうだ、頑張らなきゃというふうに思う。そういう姿があるなとい

うことはあると思います。 
（委員）  

 ちょっとないものねだりで申し訳ないのですが、どうしても文章がある程度、抽象化されてし

まっているので、ここに出てくる子どものイメージというのが、社会全体の子どもとして、伝わ
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っていくと思います。子どもの最善の利益を守るという視点を出すならば、社会的ハンディキャ

ップを持った子どももいっぱいいると思いますので、そういう子どもたちもインクルードしてい

るという視点を、なかなか抽象的な文章の中には書きにくいと思いますので、わずかでも構いま

せんから、そこの取組についてもコラムでもかまいませんから書いてほしいと思います。どうし

ても私は福祉の方になってしまいますが、お腹の中での小さな命というところで、今、出生前診

断が行われています。かつては血液検査や羊水検査でしたが、今は病院に行けばお腹の中の子ど

もの様子を含めて、全員がそれに引っかかってしまうし、それでちょっと何かを感じたら専門家

へつなぐ。そこでやっぱり何らかのハンディキャップを持っている。そのときにドクターが言わ

れたのは、どうですかと。ちょっとショックかもしれないけれども、子どもに会っていきますか

とおっしゃられたんですね。子どもに会っていくというのは、お腹の中に子どもが育っていると

いうわけです。あまり深く考えなければ、普通に出産なんですが、よく考えてみると、命の始ま

りは奇跡の連続であるということなんですね。ですから、先ほどあった、子どもを産めなかった

人への配慮もあれば、産まなかった人もいれば、生まれてきて名前を呼んであげることができな

かった方もいるなと思うわけです。ここまで含めるのはちょっと難しいかもしれませんが、私が

感じていることです。 
特に３歳ぐらいになると、いわゆる学習障害など、外に出てくるようになって、自我の成長と

共にそれがものすごく際立ってくると思います。ただ、基本的には普通の子どもと比べると適応

するのにちょっと時間がかかる。ただそれが２か月、３か月、場合によっては６か月かかるとい

う部分があると思います。やっぱり、共に持ちこたえるという表現もよくありませんが、それを

乗り越えていく。そういう子どもたちも含めて支援していくというところをちょっと書き添えて

いただければ、子どもというイメージが広がっていくのではないかと思います。 
（部会長） 
社会的ハンディキャップという部分で、その視点でもやはり書き込みが必要ではないかという

ご意見をいただきました。 
（委員） 

 私は全体的に文章であるので、具体的ではないなと思ったのですが、具体的な事例などをコラ

ムで掲載することによって、補足という形で分かりやすくなるのではないかと思いました。あと

は、表現が分からないという部分があったのですが、本当に表現が分からないところは、何回か

部会に出ているうちに私も勉強させていただいて、私は理解できると思うのですが、部会に出て

いない一般の保護者の方には、非常に分かりにくい表現が多いと思いました。 
あとは施設での取組で、友だち同士のいざこざについての話がありましたが、それを通して経

験を積んでいくというのは、本当にそういうことが大事で、学校に行きましょうとか、幼稚園、

保育園でこんなことをしていますよ、こういうサークルをやっていますから行きましょうと言っ

ても、実はお母さんもそこに入ることができなかったり、子どもも引っ込み思案だったりとか、

仲良くできないとか、そういう例が結構多いような気がします。ただ、こんなことがあるので行

きましょうというだけなら、うちの子、そこでうまくやっていけるかどうか分からないと。ただ

そこで、例えば、事例を挙げて、けんかをして仲直りできました。引っ込み思案でも、そこに参

加しているうちに、どんどんこんなことができるようになりましたよ、という前向きな事例があ

れば、今は引っ込み思案でお友だちとしゃべれなかったり、みんなと一緒に遊べなかったりして、

うちの子はよその子と違って駄目なのかなと思ってしまいがちですが、外に出ることによって、
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いいことばかりではなくて、人の子と比べる機会も増えるので、自分の子どもはもしかしたら駄

目なんじゃないかと思う機会も増えることもデメリットとしてあると思います。そういうときに、

それも大事な経験だという表現があると、ああ、今はできなくても、こういうふうになっていけ

ばいいなと。例えば、保育園でできなくても、小学校に上がればこんなふうにやっていけるよう

になるしというように、前向きな事例をたくさん載せてほしいなと思いました。 
 先ほど、今の時代、DVDを使ったり、スマートフォンを使ったりして教育をしているという
話が出ていましたが、私も鬼のアプリに関しては、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあ

ちゃんなどの周りの大人ができることをアプリに対応させているので、それは親がなぜそれをし

ないのかなと思うんですね。大人が怒ることができるはず、おじいちゃんでもできるはずなんで

す。例えば、お母さんが怒れなくても、パパに怒ってねと頼んで子どもをしつけてもらうとか、

昔はそうだったのですが。鬼アプリというのが、ただ駄目というのは、私も使っていないので、

あまりいいとは思わなかったのですが、心理的に本当に良くないと思うのは、親が怒ればいいの

に、どうして人に頼るんだろうと。ただ、お母さんがご飯づくりなどで忙しい間、テレビを見せ

たり、DVD を見せたりしているのを、機械に頼って子育てしていると悪く言われがちですが、
この間、私もそう思ってお母さん友だちと、どうなのという話をしたんですね。そうしたら、だ

いたいみんな、ご飯をつくっている間や朝、共稼ぎで忙しくて、お母さんも用意をしなければな

らないときに、子どもを誰も見る人がいない場合は、やっぱり DVDを見せたり、テレビを見せ
たりするというんですね。私は、では具体的に、先ほど意見が出ていたと思いますが、そういう

のを使ったら駄目だよと言ってしまったら、じゃあ、どうするのよとなると思います。それが駄

目なのではなくて、時間を決めて見せるとか、ある部分、有効な部分は使っていいけれども、そ

の使い方ですよね。何もかも駄目と言ってしまったら、実際、お母さんがご飯をつくっている間、

子どもにじっとしていなさいと言っても、じっとしているわけがないんですよ。そうしたらどう

したらいいのと。お母さんは DVDを見せなくて、子どもを一人で置いておいて絵本を読んでお
きなさいと言って、子どもがうろうろして、じっとしなさいと言っていて、それを子どもは DVD
を見ていたらじっとできていたかもしれないけれども、じっとしていなくて、棚のものを倒しち

ゃったと。そうしたら怒ってという悪循環になるデメリットもあると思います。 
 ですから、その部分を片一方だけでとらえるのではなく、こういうメリットもあるけれども、

デメリットもありますというような、双方向からの意見のようなものもあってもいいのではない

かと思いました。 
 お年寄りに限りませんが、基本的にお年寄りが子どもに優しくないと思います。今どきの子ど

もは、と大人は言ってしまいがちなので、やっぱりそういうふうに見てしまいがちなところはあ

りますが、一所懸命、色々手助けしてくださろうとしている方もいらっしゃいますし、地域活動

をしてくださっている方もいるのですが、そこの部分の歩み寄りをどのようにもっていくかとい

うのは、資料３－４の行政の取組で、お年寄りの方を見守る役目というか、子どもも見守らな

いといけないのですが、それに関わるお年寄りも第三者の目で、冷静な立場で見て、例えば、子

どもがうるさいと言ったら、うるさくてもいいんじゃないのという人がいればうまくいくと思い

ます。一対一で、お年寄りと子どもだけでどうにかさせようとすると、非常にぎくしゃくした関

係があるし、基本的には分かり合えない間柄であるような気もします。年も離れていますし。そ

ういう部分で、一つ違う目線を入れるというのを、システムといったら変ですが、そういう仲介

者のような方がいたらうまくいくのではないかと思って、行政の役割の中で、家庭での取組の中
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に、お父さんとお母さん以外におじいちゃん、おばあちゃんの図もあっていいと思います。 
（部会長） 

 大きく３つ挙げていただいたと思います。やはり一つは、具体的な事例というものが、それも

大事な経験なんだなと分かるように、具体的に書き込んでいくことが大事である。これはかなり

今日、意見が出ていたと思います。それが１つ。 
それから２つ目は、やはり表現が分かりにくいということ。大分慣れたとはおっしゃいました

が、専門用語がやはり分かりにくい。その辺りを平易な言葉にしていくという作業が一つ必要で

あると。それも今日、たくさんの委員からいただいた意見だと思います。 
３つ目は、仲立ちが必要だということです。子どもとおじいちゃんを仲立ちするためには、家

庭や行政の中にその辺りをしっかり書き込みながら、どういうことができるかということを書い

ていくということをご意見としていただきました。 
かなり時間がきているのですが、今日はたくさんのテーマを挙げていたこともあり、時間も空

いたこともあるかもしれませんが、かなり活発なご意見をいただきました。今度は書き込んでい

ただいたものを話し合っていくということですが、今日、出たご意見を基に事務局に書いていた

だくことになると思いますが、その一つとして、今日、出ていた意見でコラム的にということ。

例えば、抽象度の高いような言葉を、例えば具体的に、そういうものが載っている報告書で、可

能ならば、例えば、次の議論、言葉をチェックすると同時に、こういうことを表すコラム的なも

のはないですかというところで集中審議ができるかもしれません。あるいは文章の中に書き込ん

でいかないと無理だというところもありますので、ちょっとその辺り、事務局、なんとか次回よ

ろしくお願いします。かなりコラム的なことは、この部会で諮っていただくならば、それぞれの

立場がありますので、かなり出てくるのではないかと思いますので、ぜひともよろしくお願いし

ます。 
 それでは本日はこの程度にしたいと思います。続きまして、議題（２）その他について、事務

局から報告願います。 
２ その他について 

次回の日程調整等の事務連絡 
（部会長） 

 それでは委員の皆さんから何かご意見ございますか。 

（委員） 

 一部変わるかもしれませんが、今日、勉強会をしたのですが、そこの中でブックスタートとい

う言葉を聞きました。DVDの話もありましたが、最終的に夜、親が子どもに添い寝をしながら
絵本を読んであげるという行為が大切だということをご存じだと思いますが、そういうブックス

タートという、絵本の大切さというものは、ぜひ書き込んでいただきたいと思います。それから、

今日その中でもあったのは、自尊感情を損なう親の対応の仕方、例えば、比較をするだとか、駄

目と言い続けるとか、結果を求め続けるというような、これはネガティブになってしまっていま

すが、こうなっていませんかという、親の基本的な関わりのあり方、そういうものも少しターゲ

ットを保護者とするならば、自尊感情というならば、具体例の中に関わりのポイントだとか、絵

本の活用ということもぜひ入れていただければと思っています。それがきっと小学校の学力につ

ながっていくと思います。それだけではなく、ファンタジーの問題も今日、言われていましたが、

ファンタジーというものをどのように取り扱うのかということも要望で、できるかなと思います
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が、そういうことも大切なのでお願いしたいと思います。 

（委員） 

 この間、神戸市教委がデータを取っていましたね。スマホで遊ぶ子と読書をする子とでは、や

っぱり成績が違うということを数量的に出していました。 

（部会長） 

 ブックスタートの話と自尊感情を損なうような関わりについて、こうしたらいいんだよという

ことも書ければいいのかなというご意見をいただきました。書き込むための要素は、今日、たく

さん出していただいたと思いますので、本当に大変だと思いますが、何らかの形を出していただ

くということが目標になりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

閉会 

 

以 上 


