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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 25 年６月 13 日（木） 午後６時 30 分～午後８時 25 分 

開 催 場 所 尼崎市役所議会棟第４委員会室 

出 席  委 員 

西川部会長、橋本真紀副部会長、瀧川委員、田邉委員、梅林委員 

濱名委員、宮崎委員、尾ノ上委員、木田委員、鈴木委員、松崎委員 

 

議 題 

 （１）部会長による副部会長の指名について 

 （２）部会の検討事項及び今後のスケジュールについて 

（３）幼児期の教育・保育について 

（４）その他 

資 料 

・資料１ 就学前の教育・保育のあり方検討部会について 

・資料２ 子ども・子育て審議会での審議イメージ 

・資料３ 幼児期の教育・保育について 

・資料４ 尼崎市の取組について 

 

 

開会 

● 配布資料の確認 

 
１ 部会長による副部会長の指名 

●尼崎市子ども・子育て審議会条例第８条第３項に基づき、部会長の指名により、橋本委員が 

副部会長に就任 

（異議なし） 

 
２ 部会の検討事項及び今後のスケジュールについて 

●部会の検討事項について、資料１に基づき、説明 

（部会長) 

資料１に関して、ご質問等ございますか。 

（委員） 

基本的な質問ですが、幼児期の子どもというのは就学前の幼稚園児を含めた人を指すのですか。

それとも３歳までの子を指すのでしょうか。 

（事務局） 

基本的に幼児期というのは小学校就学前の５歳又は６歳までのお子さんを指しています。 

（部会長） 

ほかに質問はございますか。用語の確認も、今後、審議していく中で大切な要素となると思い

ます。 
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（委員） 

今の質問と関連しますが、幼児期までということは０歳からという理解でよろしいでしょうか。 

（事務局） 

基本的には０歳児も含めて考えていきたいと思っています。 

 

●今後のスケジュールについて、資料２に基づき、説明 

（部会長） 

資料２についてご意見、ご質問はございますか。 

（委員） 

計画に盛り込むというアンケート内容は、どこの誰がどのように行うのでしょうか。また、対

象となる人、範囲について教えてください。 

（事務局） 

事業計画策定部会で検討するニーズ調査は、基本的に就学前のお子さんと就学後、主に小学生

の保護者を対象としたアンケートを考えています。アンケート自体は国のひな型を元にして、そ

れに尼崎市独自の項目を盛り込むかどうかも含めてニーズ調査の項目の検討を行う予定です。そ

して、できあがった調査を就学前のお子さんの保護者を対象に無作為抽出で行う予定です。就学

前のお子さんの保護者 2,000 名、就学後のお子さんの保護者 2,000 名に発送して調査する予定で

す。 

（部会長） 

事業計画策定部会のアンケートですが、非常にこの部会と関連性が高いという説明がありまし

たが、私の方から一点質問いたします。今の説明を聞いていますと、この部会としては、どの部

会も中間まとめがかかっているわけですが、ここまでにある程度の形というか、中間的なものを

出す必要があり、そこに事業計画の策定が乗ってくるということですので、一つの目途としては、

11 月ぐらいにコアの部分が作られるという考えでよろしいですか。 

（事務局） 

そのとおりです。国が示す時期が遅れるとスケジュールが変更される可能性もありますが、基

本的には中間まとめを目途にコアな部分をまとめていただければと考えています。 

（部会長） 

承知しました。もう一点、パブリックコメントがこの部会には入っていませんが、事業計画策

定部会の方でパブリックコメントがあるということは、そういうあり方が盛り込まれたものがこ

こで問われるという考え方になるのですね。 

（事務局） 

はい、そうなります。 

（部会長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

（委員） 

検討事項の中の一つ目、何を身に付けるかということが平成 25 年 11 月からの検討項目になっ

ていると思います。そうすると、２番の施設や地域型保育給付事業等に対する基本的な考え方と

いうのは、今から 11 月までにそれをある程度決めていくと考えたらよろしいでしょうか。 

（事務局） 

基本的に資料１の①も②もということになりますが、まず事業計画を作るに当たり、特に②に
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ついては、この施設を進めた方がいいか、そうではなくて今までやってきたことをこれまでどお

り進めていくことになるのか、①のような考え方をある程度持っていなければ供給量を定めるこ

とは難しいと思います。ですから、特に②を考えるに当たっては、こういう考え方で子どもを育

てていきましょうという大きな方向性がないと難しいと思います。スケジュール的にかなり厳し

いところがあると思いますが、ある程度、計画の中に組み込めるコアの部分、どこまで組み込む

ための中身を作るかという難しいところはありますが、スケジュール的にはそういった形で進め

ていけたらと考えています。 

（部会長） 

今の話を聞いていて思ったのですが、①がなければ②が出てこないですね。どちらかというと

②というのは、この部会というよりも事業計画の策定の方に入っていくような感じがしないでも

ありません。何を身に付けるかということを出すことによって、給付事業等についてはどのよう

にやっていくかというような考え方が素直かなと思うのですが、そうではないのですか。 

（事務局） 

流れとしては①があって、②という形になろうかと考えています。ただ、この部分は事業計画

の策定部会とこの部会、どちらにも関わる部分ではないかと思います。身に付けるべきものがあ

って、それに対して環境を整えていかなければならないということも十分あろうかと思っていま

す。どちらが主か、どちらが副かということはあろうかと思いますが、まず、①の基本的な考え

方があって、②の部分もあるということになりますが、この部会で議論いただくことがよいので

はないかと思っています。 

（事務局） 

補足いたします。事業計画策定部会とも関連はしています。私どもが就学前教育・保育のあり

方検討部会で検討いただきたいのは、①を踏まえて②を検討するということで進めていただきた

いと思っています。事業計画策定部会で議論すると、やはりニーズに対する供給量を踏まえます

ので、どうしてもそちらの方の視点に引っ張られる部分があります。基本的な考え方をまとめて

おいて、その事業を実際にどうしていくのかということについては、当然、ニーズ調査等も踏ま

えた中で検討していくことが必要だろうと考えていますが、事業計画ではニーズ量と供給量があ

っているか、あっていないかという点で事業の基本的な考え方が引っ張られることもかなりある

ということで、この部分では①を受けて、②を検討いただければと思います。 

（委員） 

ということは、①はあるべき論みたいな形が出てくるわけですね。それと現実とを擦り合わせ

てどうやっていこうかという話なのでしょうか。 

（事務局） 

①を受けて、②の考え方をまとめていくという形になります。実際に事業計画を作る時には、

それは実際のニーズ調査を踏まえた上でやっていくという形になります。ですからこの部会では

②の方は、ニーズ量を踏まえてということはあまり意識していません。 

（委員） 

 それが例えば、ニーズ調査の結果も反映されるということになりますか。 
（事務局） 

 そういうことも踏まえて、ニーズも踏まえた上で計画を立てるということです。 
（委員） 

 これも見ていると７月の後半に議会がありますから、今日はとても大切な会ということになり
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ますね。 
（委員） 

 ①を検討するときに、たたき台のような感じで使う方がいいのでしょうか。 
（部会長） 

 これはまた後で資料の３、４にかかわってきますので、そこでご説明いただきますが、もちろ

んこれがそれるようなことではだめだとは考えます。ただ、①と②というのが、皆さんイメージ

として共有できるかということですが、いわゆる施設型給付や地域型給付のあり方についても、

基本的な考えを出すというのは分かるのですが、そこが①との兼ね合いで、いまご意見いただき

ましたが、理想を出す。現実が下りてくる。どうするかという、現実がないとは言えないという

ことですね。 
（事務局） 

 今おっしゃっていることですが、幼児期というのは非常に重要な時期ですので、尼崎で育つ子

どもに幼児期において就学前にどのような力を身に付けさせるべきかということを考えるのが

①だと思っています。そして、子ども・子育て関連三法自体が幼児期の質の改善であるとか、量

の拡充とか、待機児童の問題、小学校に向けた滑らかな接続の部分であるとか、子育てをされて

いる保護者の不安の解消や情報の提供といった、様々な課題に対応していかなければならないと

いうことで、何を身に付けるべきかということを検討していただいた後に、次はこれらの課題に

対応するため環境を整えていきましょうということで、環境整備をはからなければならない。ま

ずは施設としてどのような役割を果たしていったらいいのかというところを検討いただきたい

ということになりますので、まず①があって、②というような形で進めていただきたいと思って

います。 
（部会長） 

つまり、①でどのような力を身に付けるかということを核にしながら、先ほど事務局からも説

明がありましたが、事業計画はニーズや供給量にひっぱられてしまいますので、その辺りをしっ

かりとそこだけではないよと。こういう理念の下に尼崎市は動いているのだというところで、こ

ちらからも発信することが大切ではないかという説明だったと思います。その辺りいかがでしょ

うか。委員の皆さま、イメージとして共有できますか。 
（委員） 

 子どもの最善の利益をということで、子ども中心に考えていくのがこの部会で、就労支援とい

ったそれ以外の部分は事業計画でやっていくということですよね。子どもの成長や発達をメイン

に考えましょうと。それ以外の保護者の問題、働き方の問題などいろいろあるでしょうが、子ど

ものことを中心において考えましょうということですね。 
（部会長） 

 この部会としては、理念を出して、ある程度の具体を出していくということという意味でとら

えてよろしいでしょうか。いかがでしょうか、委員の皆さま。ここは大事なところです。言うだ

けではなくて、こういうふうなものをしっかりやりましょうというところまで議論する必要があ

るということです。これは 11月までに決めなければならないのでしょうか。 
（事務局） 

 完成形ができた状態で 11月の中間まとめに臨むというのは難しいと思います。それがもう少
し上の視点で、こういう方向ですというものがあれば、それは事業計画にある程度は盛り込めま

す。事業計画も引き続きずっと策定していきますので、その策定段階で、お互いに部会としても
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調整しながら進めていくということになっていくのだと思います。つまり、中間報告的にこうい

う形でまず報告いたしますが、お互いに引き続きやっていきます。また、部会同士でも調整しな

がら進めていくことになると思います。 
（部会長） 

 ということで 11月までに①と②を併せて考えていき、その後、さらに具体的な部分について
はかなり長い間、ざっと検討していけるということですね。委員の皆さま、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 
 
３ 幼児期の教育・保育について 

 ●資料３に基づき、説明 

（部会長） 

 資料３は、法律やワーキンググループの資料から取っていただいたということです。次が尼崎

市の具体になりますが、資料３についてご意見、確認しておきたいことはありますか。 
（委員） 

 ５ページの中央教育審議会のところに、国の方針で、家庭、地域社会、幼稚園等の施設と出て

います。このフレーズは何回か出てきましたが、幼稚園は義務教育ではありません。国としては

小学校入学前にどこかに行くという前提でお話が進んでいるのでしょうか。 
（事務局） 

 家庭、地域社会、幼稚園等施設の並びが最初に出てくるのが５ページ上段、幼児に対する教育

機能を担う幼稚園や保育所等の施設を言うとカッコして書いてあります。一番前に家庭があり、

かつ地域社会もありますので、家庭とそれを取り巻く地域社会、あるいは施設、幼稚園、保育所

等でやっていく教育というものということで、それぞれいろいろな場合があります。年齢に応じ

て通っているお子さんもいます。実際、これは幼稚園だけではありませんし、特に４、５歳にな

りますと、ほとんどの方が保育所か幼稚園かどちらかに通っているのが実際です。それに家庭を

合わせれば、すべてがカバーできているということが記載されているもので、実態として４歳、

５歳は、保育所や幼稚園いずれかの施設に通われていることが多いということだと思います。 
（委員） 

 どこにも行かない子どももいると思うのですが、そういう人はこれには入っていないというか、

この書き方はどうなのかなとちょっと思いました。 
（事務局） 

 施設に行かないと教育ができないというわけではないと思いますので、家庭と地域社会に含ま

れているということになろうかと思います。 
（部会長） 

 そういったところが連携していくというのがこの文の主旨だと思います。入っているというこ

とです。 
（委員） 

 この部会で連続性を意識しながらという辺りは、何を身に付けていったらいいかという観点か

らみていくと、中身はこのままでいいかなとは思いますが、３歳で区切ろうとしているところが

気になります。保育園は０歳から６歳までで、大人がしていることを見て学んで、教育を受けて

いるということで０歳から教育だと思っています。その辺り、連続して考えていきたいと思いま

す。その一方、あまりここが教育だというのではなく、連続性でみていくことは無理なのでしょ
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うか。人を育てようとする辺りですので、連続性とその課題についてです。３歳からが、教育だ

ということではなく、もう少し人を育てようとしているのだ、心を育てようとしているのだとい

うあたりの連続性を意識して議論できないでしょうか。 
（部会長） 

 その辺りについては、次回の話になってくるのかしれませんが、教育は３歳からということで

はないと思います。やはり０歳からであろうと思います。ただ、教育と養護の割合というのが、

やはり小さい子は養護の割合が大きいかもしれないというところがあるのは事実だと思います。

教育がないということではなく、その辺りの連続性を見ていくということは十分大切な視点では

ないかと考えるのですが、いかがでしょうか。非常に大事なところです。一般的には３歳から教

育と割切ってしまうところがあるのですが、０歳からの教育、子どもの育ちという部分を連続し

てみていくということです。 
（委員） 

 その意味で、保育所の保育指針においては、養護と教育を一体的に行うという文言がたびたび

出てきますし、また、０歳であっても、はいはいしはじめてきた、いろいろなことに興味を持ち

始めてきた、その興味を引き出していきながら、意欲を育てていく。その意欲を育てていくとい

う辺りは、やっぱり教育的な関わりになると思いますので、やっぱり養護的な側面、教育的な側

面というのは、０歳からずっと発達に合わせて小学校に上がっていくまで育てていくべきです。

その連続性はあると思われます。補足で解説いたしました。 
（部会長）  

 ありがとうございます。すなわち０歳からも教育という部分でもしっかり連続性は担保できる。

見ていけるということですね。 
（委員） 

 はい。 
（委員） 

 ないものねだりで申し訳ありませんが、広い意味でのハンディキャップを持った子どももイン

クルージョンという形で含めて欲しいなと思います。特に０歳から養護があって、教育も必要で

すから、発達障害を持った子どももいれば、社会的ハンディキャップをもった子どもたち、例え

ば、家庭的に恵まれない子どもたちで育てられない子どもたち、そういう子どもたちに対する教

育権はものすごく大切ではないかと思います。諸外国の例を出しても意味がないかもしれません

が、ある程度、全体的な教育水準が高くなってきましたら、ハンディキャップを持った子どもに

ももっときちんと教育をしていくことが大切なのではないかと思っています。なんとか一緒に、

含めるような方向性もあったらなと感じています。 
（部会長） 

 貴重なご意見をありがとうございます。この部会はさまざまなお立場からご参加いただいてい

ますので、今はご専門の立場からのご発言だと思いますが、それぞれのお立場から、こういう視

点でということを今日、出していただけるのは大変これからの作業が具体的に、より明確に進ん

でいくと思いますので、どうぞ、ご意見をどんどんちょうだいできればと思います。 
（委員） 

 ３ページに書かれている、幼児期の教育における「接続」の記述について、幼稚園教育要領と

保育所保育指針、園とか幼稚園、保育所にとっても、それぞれのカリキュラムが違ったりして、

こっちの幼稚園では字を教えて、漢字も教えている。でもこちらの保育園では身体をいっぱい動
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かして、ひらがなは一切教えていないという状況だったりします。接続のフェーズがしっかりあ

るのに、いざ１年生になった時に学力が違うとか、発達の違いが多少でもあるという実態があり

ますか。 
（委員）  

入学時点で差はありますが、小学校は小学校で教える教育課程をしっかり教えていますので問

題はありません。もちろん、個人個人の差は認めざるを得ません。答えになっているかどうか分

かりませんが。 
（委員） 

 小学校１年生になったら、座って授業を受けるという基本的な部分ができているかできていな

いかが元になるのかなと思います。その部分をしっかり育てられるか、それを身に付けられるか

が小学校までに身に付けたいことではないかと考えながら聞いていました。 
（委員） 

 小学校の現場とすると、ひらがなや水泳のできる子よりも、席に座って先生の話を聞けるとか、

そういった基本的な生活習慣を求めています。そういった基本的なことができてほしいなと思い

ます。ただ、その辺り、これから検討していく大きな課題かと思います。 
（委員） 

 先週、教育委員会の学校教育課の方に尼崎の学力向上についてのお話を聞きに行きました。そ

の時に小１プロブレムの話が少し出て、いま小学校と幼稚園や保育所の垣根が低くなるように連

携して就学までに小学校の図書室を使うとか、運動会に参加するとか、いろいろな試みが行われ

始めているというお話を聞きました。この連続性とか、連携はもちろん、垣根が低く感じるよう

になったら、それはいろいろなひらがなが書けるかどうかという問題も、お母さんが安心して子

どもを送り出せるのではないかと思ったところです。連続性と同時に、垣根が低くなっていて、

それが連続性になっていくという形だといいかなと、個人的な感想ですが思いました。 
（部会長） 

 ありがとうございます。今出していただいている意見は、この部会で絶対に避けては通れない

部分だと思います。いろいろとご意見いただければと思います。 
（委員） 

 先ほど０歳から６歳でこの部会を考えると言われていましたが、０歳の初めはどこかにアピー

ルするというのは、生まれたばかりで難しいと思いますので、生まれる前の妊婦さんに対しての

こととかはここでは考えないでしょうか。早過ぎますか。０歳からということでいいのでしょう

か。 
（部会長）  

 お腹の中から、胎教ということですか。 
（委員） 

 そういう意味ではありません。０歳から６歳までが大事という中で、妊婦さんに対する情報が

今は不足しているなということを妊婦の時に思っていましたので、もしそういった部分を充実す

るようになれば助かるなと思っています。 
（部会長） 

 法律で位置づけられた事業の中に、そういうお母さんを支える事業というのはありますね。 
（委員） 

 妊娠期からということですか。 
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（部会長） 

 はい、妊娠期からです。こんにちは赤ちゃんは生まれてからの事業ですが、たしか法律の改定

によって、その辺りが位置づけられたと理解しているのですが。 
（委員） 

 ここで詳しいことについて、お話しすることはできませんが、先日も尼崎市さんから報告いた

だいていました妊婦健診の時の情報提供や、またそれ以外にも保健師が少し心配な方を訪問され

るといったことがあると思いますので、そういった際に発達についての情報をお父さん、お母さ

んにお話しするというような資料を作って、それを説明いただくこともできるのではないかと思

います。すごく大事な視点だと思います。 
（部会長） 

 おそらくこの部会の①の部分では、０歳から６歳までの何を大事にするかという論議には入ら

ないかもしれませんが、そこを核にした時に、例えば、いまあったようにお母さま方にこういう

教育を大事にしていますよという啓発であるとか、そういうことと、具体として②に完全に入る

かどうか分かりませんが、たぶんその辺りで非常に重要なファクターになってくるのではないか

と思います。貴重な意見をありがとうございます。 
（委員） 

 今のことと関連すると思いますが、根本的なところは０歳の教育とは何だといった時に、子ど

もの教育も養護もたえず家族関係の中で育まれてくるのだという視点が必要なのではないでし

ょうか。テキストで見てしまうと、子どもが中心に置かれて、いつの間にか花がつくように成長

して伸びていくという感じがありますが、子どもというのは、たえず関係性の中でしか成長と発

達がありえないという視点はやっぱりきちんと押さえておく。関係性の発達です。その中で子ど

もも親も一緒に成長していく。それを地域も取り囲んでというイメージの方がよりリアルなので

はないかと個人的に思っています。今のご発言は実感としてはよく分かりました。 
（部会長） 

 関係性という言葉は、今の法規の中にも結構出てきていました。その辺りも重要ではないかと

いうご意見だと理解します。いかがでしょうか。 
（委員） 

 先ほどおっしゃったように、０歳から教育ではないかという視点が、０歳から保育なさってい

る方の中には当然あってしかるべきだと思います。ただ、３歳までの子どもの８割ぐらいは家庭

で育っておりますので、幼児期の教育が家庭教育という大きな支えの下に、ある程度社会性が発

達した幼児期後期から友だちを求めて、さまざまなものに対して好奇心を寄せながら環境と関わ

りながら成長していくという姿があると思います。 
そう考えた時に、小１プロブレムというのが、実は幼稚園や保育園で培われてきたものなのか、

そうではなくて家庭環境、家庭教育の中での関係性のものから出て、それが幼稚園や保育園、あ

るいは小学校で甘えられない子どもたちが注目喚起という形で自分に振り向いてもらいたいと

か、あるいはもっと自分をかまってもらいたいという形で様々な問題行動を起こしているという、

そういう指摘もあります。ですから、何か子どもたちというのは、算数みたいに、一つ一つ１＋

１で階段的に登っていくというわけではなく、実は０歳からの母子関係、家族関係の中での安定

性というものがずっと続いていって、それが完結できないまま次の幼児期になったり、小学校に

行って、さまざまな訴えを子どもがしているというふうに私は思っています。 
そう考えると、子どもの発達の姿はいろいろありますが、エリクソンという心理学者が子ども
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の心の発達の中で、発達課題として、乳児期にしっかり子どもが愛されているという実感を持た

ないと自分や他者に対する信頼感を持てないと。そして、それができなければ自律心も育たなく

なります。学校教育でも、３歳の壁、10歳の壁、12歳の壁とありますが、３歳のころの生活自
律ができるかどうか、セルフコントロールができていれば、自立心ができると。この時期に本来

おさえておくべきことができないまま育っていくと、ずっと不信感を持ちながら子どもたちはい

るということです。そういう意味で、乳児期の家庭教育の重要性、並びに家庭教育、保育に欠け

る子どもたちは家庭に代わる施設での教育の重要性、そして３歳以降の生活自立をすべき時に、

しっかりと生活自律ができているかどうかというところ。そしてその次の段階、後期に入って、

友だちとの中で、どれだけ豊かに遊びを展開しながら、物事に興味、関心を持っていけるか。そ

して人の話が聞けるかだとか、ものごとを最後までやり通すことができるかということを幼児期

にしておかなければならないというふうに思います。 
 ですから家庭教育、学校や保育所の教育、それから地域というものがありますが、この三つを

やっぱりしっかりと踏まえながら、それぞれの役割は何なのかということを議論していく必要が

あると考えます。ただ、この地域というのがなかなか難しくて、昔、公園デビューという言葉が

ありましたが、最近、公園に行っても子ども同士が遊んでいるとか、親同士が一緒になって遊ん

でいるという姿はありません。地域で子どもが育つということが、本当に難しくなっているんだ

ろうと思います。家庭、施設、そして地域というのが非常になくなってきていて、大きな課題か

なとは感じています。 
（委員） 

 そうだったという世の中から、そうでなくなってきたことを踏まえて、私は０歳からの連続性、

そしてまた６歳で終わるのではなく、最近では 10歳まで見据えてやっていかないと駄目だぞと
いう研究が始まっていて、なるほどなと思っています。家庭へのお母さん指導というのか、お母

さんも分かってねということもありますので、０歳から考えていきたいと思います。 
（委員） 

 少しずれるかもしれませんが、私も小学校で校長をしていて、子どもたちはゲームばかりして

いていけないという話は聞きますが、実際、すごく慕ってくれますし、私が朝礼で話をしても、

先生は聞いていないのに子どもは聞いてくれるということも多々経験しています。結構、うまく

育っていると感じることもあります。私は幼稚園の園長を兼ねていますので、幼稚園と小学校を

比べてみた時に、幼稚園というのは毎日お母さんが送り迎えをして、先生と保護者の関係は非常

にいい関係ができていると思います。何かといったら、教師が保護者に直接言いやすいのです。

ところが小学校になると、保護者は学校に来ませんので、保護者と先生の関係というのは、だい

ぶん遠くなって、幼稚園と比べてちょっと垣根が高くなったと言われる保護者の方もおられます。

幼稚園時代は毎日先生と話すことができていたけれども、小学校ではそういうチャンスが減って

きたと思います。これも何かヒントがあるかなと思って考えているのですが、さらに中学に行く

と、もっとそれが大きくなります。小中連携と言われていますが、幼小の辺りも、その辺りがヒ

ントかなと思っています。 
（部会長） 

 ありがとうございます。今までの話でも結構、いろいろなことが見えてきました。まず一つは

連続性ということがありました。０歳から６歳、10 歳という話もでましたが、そこを意識した
という視点で１の何を身に付けるべきかを考えるということで、もう一点は、やはりこれは共通

していたと思いますが、家庭、地域、学校とそれぞれの立場から、じゃあ、どういう力を付ける
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かです。この三つの家庭、地域、学校の視点を失わないということ。三点目は、ハンディキャッ

プを持った子ども、特別な支援を要する子どもがたくさんいるという話を現場でも聞きます。そ

の辺りの視点を盛り込んでいきたいという三つが今のご意見の中で出てきたことではないかと

感じています。 
 

●資料４に基づき、説明 

（部会長） 

 今ご説明いただきましたのは尼崎市の教育、保育に関しての取組についてでしたが、様々なと

ころから抜粋していただきました。これについてご意見、ご質問がありましたらお願いいたしま

す。資料３に関わることでも結構です。 

（委員） 

 先ほどの資料にも関連するかと思いますが、①の子どもの発達や学びの連続性を意識しつつと

いうところ、①というのは私たちが理念として、こうあって欲しいというところを考えればいい

とは思いますが、現状として連続性が保証できないようなことがあるとしたら、どういうところ

で課題があるのかとか、どうあればいいなと現場の先生達は思っていらっしゃるのか、そういう

ところも少し教えていただくと傾向のヒントになるのかなと思います。 

（委員） 

 例えば、幼小連携などで、理想的なのは、まずお互いを知るというか、小学校の先生が幼稚園

に行って、幼稚園や保育所でこんなことをしているんだなと。子どもたちの姿はこうだ、先生方

はこんな努力をされているのだということを多くの人が知ることがすごく大事だと思います。た

だ、時間的なことや、そればかりにかかっていられないというのが現状です。たくさんかかわっ

て連携すればいいのですが、一つの小学校に四つ、五つ、もっとたくさんの園や保育所から子ど

もたちが来ますので、それぞれのところへ行ってというのも非常に難しい。でも、本来はお互い

を知るということがすごく大事かなと思います。時間的なことが難しいと感じています。 

（部会長） 

 今は連続性を意識するにおいての課題とは何かということをここで明らかにしたいというこ

とです。今日は資料もないでしょうし、これは次回になると思いますが、それぞれがそれぞれの

立場で感じておられる、今は小学校のお立場でご発言いただきましたが、たぶん保育現場でもそ

の辺りの意見があると思います。これは一般的なことになりますが、連続性の担保ということで、

例えば、小学校の先生がいいなと思っている子が、実は保育所や幼稚園ではちょっと課題がある

子であったり、あるいは逆に小学校で問題だよというような子は、いや、あの子はすごく良かっ

たよといった、そういう話もよく聞くわけです。その辺りの見方の違いというものも、またこれ

は大切な視点になるのではないかと感じています。ですからやはりそれぞれの立場で出していた

だくということがなければ、やはり見えてこないし、何が違っているのかということが見えてこ

ないので、ぜひともその辺りを出していただければと思います。 

（委員） 

 そういう意味では、尼崎市が子どもをどのように育てようとしているのかという、これですと

いうものを最初に聞かせてもらいましたが、そういうことをもっと知りたいなというのと、３ペ

ージ、４ページから例を出していただきましたが、これは何年度のものですか。 

（事務局） 

 まず教育委員会の基本方針は今年度の方針です。 
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（委員） 

 努力目標のあたりもですか。 

（事務局） 

 努力目標も今年度のものです。 

（部会長） 

 公立保育所や市立幼稚園における教育は、これはいつのでしょうか。 

（事務局） 

 今年度のものです。目指す子ども像というのは、公立保育所でずっと掲げているものです。今

年度というよりも、今年度も続いているものです。 

（事務局） 

 市立幼稚園についても同じです。昨年度、その前も同じように、育つことの重要性というのは

変わらず、この考え方に基づいて保育を行っている状況です。 

（部会長） 

 踏襲されていても、今年度のものであるということですね。条例も平成 21 年度に制定されて

いますが、生きていると。平成 25 年度のものであるということです。 

（委員） 

 資料３、資料４両方に関わることですが、全体を通して保護者の情報というのが非常に分断さ

れているように感じます。先程おっしゃったように出産前から子どもに関する情報、幼稚園と保

育園の違いとか、小学校に行ってからも大丈夫なのかという、私も子どもが先日から小学校に通

っておりまして、このプリントにありましたように本当に座っていられるのだろうか、自分のと

ころの教育のレベル、ひらがなを教えているレベルはこれで小学校でやっていけるのだろうかと

いうことが非常に不安だったのですが、保育園の先生に相談したところ、皆さん心配されるけれ

ども、学校で座っていられない子どもは今までいなかったので大丈夫ですよというような、そう

いう答えを聞いて、私たちは安心するレベルなのですが、こういった児童福祉法や教育基本法に

書かれていることが、保護者の中にもともと観念というか、思想というか、教育方法というのが

はっきり分かっていれば、少々のことがあっても、大人が子どもを守ってくれるという安心感の

もとに子育てができるような気がします。保育園に行くと、非常に共働きの親が多いので、個人

個人が子どもを見ているような感覚になってしまって、自分の相談を先生にすることはするので

すが、他の子どもたちを含め広く見るという観点は非常に少ないと思います。それも基本的に時

間が少ない。子どもが生まれても０歳から預けるお母さんもいますので、そこから勉強しようと

すると、非常に時間がないので、まず大人が意識を持つためにはまず出産前の大人に情報を提供

する。基本的なことも欠けている方が中にはいらっしゃるのではないかと思いますので、この辺

りをもうちょっとしっかりする必要があるのではないかと思いました。 

（部会長） 

 ありがとうございました。先ほどもご意見いただきましたが、母親や親に対して、やはり啓発

していくようなことということで、家庭や地域も関わっていくというところをさらに補足してい

ただいたご意見だったと思います。 

（委員） 

 先日、他の会議で、小学校や中学校のいじめの問題だとか学力不信の問題に関して、そういう

子どもの多くは自尊感情が低いのだという話を聞きました。尼崎の基本方針が人間尊重の精神に

徹していくということで、最初に書かれていますが、現状として、もちろん元気ですくすく伸び
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ている子もいるでしょうが、幼稚園の５歳児ぐらいになって、どうせ僕なんかという子はやっぱ

りいるんです。 

そういう意味で、幼小の垣根の問題だとか、あるいは連続の問題ということもとても大切な一

方、乳幼児期からの自尊感情の育ち、それが小学校の学力の問題、ひいてはそれがいじめ等々の

問題になっていくのかどうか分かりませんが、そういうところが実は大変大きな課題ではないか

と思います。資料３の８ページの上、保育指針の乳幼児期の発達の特性の１番に書いていますが、

子どもは大人によって生命を守られ、愛され、信頼されることによって情緒が安定するとともに、

人への信頼感が育つということがあります。まさに自尊感情というのは、人から信頼されるとい

うことではないかと思います。幼稚園でも保育園でも小学校でも同じだと思いますが、先生によ

っては、子どものことをどういう評価をしていくかという部分が非常に不明確になっていると言

いますか、ぶれている方もいらっしゃるのではないかということを問題として感じています。 

資料３の４ページ、＜三つの自立＞として、学びの自立、生活上の自立、精神的な自立と書か

れています。これは欄外に書いていますが、私は一番大切なのは精神的な自立ということだと思

っています。自分の良さや可能性に気付き、意欲や自信を持つことによって、現在及び将来にお

ける自分自身のあり方や夢や希望を持ち、前向きに生活していくということ。これが一番大切か

なと思っています。時々やってくる子どもたちの話を聞きますと、こういうところを非常に大切

にしていかなければならないのではないかというふうに思っています。それが尼崎の教育の中で、

どのように反映されているかというのは、なかなか読み取りにくいのは事実ですが、またその辺

りを教えていただければと思います。 

（部会長） 

 連続性の中でも、特に精神的な部分、自尊感情という部分を小さいころから大事にするという、

一つのご意見としていただけたと思います。ありがとうございました。 

（委員） 

 今のことに補足と新たな提案ですが、例えば、資料３の３ページ、下の図について、下の図の

中に養護が土台として下の方に示されていて、その上に教育が乗っているというような図ですが、

その養護というのは、生命の補助、情緒の安定があり、その情緒の安定の中に、実は主体として

受け止められることによって自分自身が自己を肯定する気持ちが育まれていくようにする。それ

を保育士等が行わなければならないというふうなことが書いてあります。つまり、この部会では、

基本的に子どもがどう育っていくかという育ちのゴールがあるのですが、その一方で私たち大人

がどのようにそのために関わっていかなければならないのかというところも併せて考えていか

ないと、自尊感情とおっしゃったことは、保育所保育指針では自己肯定感という表現になるので

すが、そのところの育ちの連続性を支えていくような大人の関わり方というのも考えていかなけ

ればならないのではないかと。小学校の生活科になったら、校長先生の方がお詳しいと思います

が、生活科の中で、自分に気付いていく。自分の大切さに気付いていくということが書き込まれ

ていますので、そういうところにちゃんとつながってくるのではないかなというふうには思いま

す。ですから、この部会の中では、できましたら養護という言葉を出すかどうかは別にして、自

尊感情、自己肯定感の育ちというところを考えていく必要があるのかなと。それは資料４の方に

書いていると思います。資料４の１ページのところに、下の図ですが、子どもの主体性の育みと

いう中の下に直接関わる大人の責務、そこに子どもの人権を尊重する。年齢や成長に応じた思い

や意見を聞く。子どもが学び、主体的に考え、行動するように支えるということが書いてありま

す。これが保育所保育指針のいうところの養護、情緒の安定ともつながると思いますし、幼稚園
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教育要領は前文の方に書いてあることですが、安定した情緒の下に子どもが主体的に活動してい

くというふうなことを書いていますので、やはり、提案されたことと、今私があらためて再提案

していることですが、そこのところは尼崎市の今後の教育を考えていくに当たっても、入れてい

ただければうまいことつながりがあるのではないかと、いまご提案を聞きながら感じたところで

す。 

（部会長） 

 ありがとうございます。一つキーワードを入れるならば、先ほどから出ていましたものに加え

るならば、関係性ということですね。大人と子どもの関係性によって、例えば、自尊感情とか自

己肯定感もそうでしょうし、あらゆる関わりにおいて、例えば、学びの質を見ていった時に、い

ろいろな項目が出てきたときに、常に関係性で見ないと、はっきりしないというところが一つは

あるかもしれませんね。そういう部分も含めたご提案だったと思います。もちろん自己肯定感と

いう部分はすごく大事であるよという意見もございましたので、その辺りも検討していく一つの

視点に入っていくだろうと考えます。いかがでしょうか。 

（委員） 

 私は保育士をしていますが、自尊心や自己肯定感が今の子どもたちは不安定で、特に感じるの

が地域にいる子どもたちです。保育園に０歳から通っている子どもたちはお父さん、お母さんが

仕事をして、それなりにお父さん、お母さんと距離を取って子どもたちもそれなりに保育園で楽

しくやっているのですが、保健所で母子分離した方がいいということで一時預かりで私たちの園

に預けてくる保護者が多いのです。やはりそういうお母さんとお話をすると、涙ながらにこの子

といることですごい虐待をしてしまったりと、育児ノイローゼ気味のお母さんたちが地域には多

くて、保育所の方もちょっとやりくりしながら、子どもを一時預かりで預かって母子分離するこ

とでお母さんの精神状態もよくなり、子どもも集団の中に入っていくことなどで、見えない地域

の隠れたお母さんたちに向けて、私たち保育所はやっていかないといけないのかなと現場にいる

私は強く思っています。 

（部会長） 

 今までのお話を聞いていますと、いわゆる自尊心とかそのあたりが出ていましたが、それを大

事にしましょうねということの提案をこの部会でするのではなく、それを育むためには、さっき

申し上げましたような関係性や、あるいはいろいろなところとの連携とか、そういうことを抜き

にしては、絵に描いた餅といってはなんですが、そういうものにはしたくないという委員の皆さ

まのご発言から、そういうことは感じられるかなというふうに思います。ありがとうございます。 

 時間がかなりせまってきているのですが、どうでしょうか。ご意見、ご発言はありますか。す

べての委員の方にご発言いただきましたが、何かこれは最後に言っておきたいということがござ

いましたら。 

ないようですので、本日はこの程度にしたいと思います。次回に向けて、皆さんには本日共有

したことを受けて、幼児期までに身に付けておくべきものを考えておいていただきたいと思いま

す。次回の会議でかなり今日のことを受けて、具体的なものが出てくるだろうと思います。それ

ぞれのお立場でということも申し上げましたが、今日のことを受けて、さらにご発言をいただけ

たらと思います。口頭でも結構ですが、参考になる資料がご提供いただけるとありがたいと思い

ますし、もし必要であれば事務局にご連絡いただければ用意いただきます。例えば、ハンディキ

ャップの部分など、何か適当な資料、各委員の皆さま方、これはというものがありましたら、ま

たご用意いただくなり、事務局にご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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４ その他 

●次回の日程等についての事務連絡 

（部会長）  

これをもちまして第１回就学前の教育・保育のあり方検討部会を終了いたします。 

 

閉会 

 

 

以 上 


