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尼崎市子ども・子育て審議会 

第３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７月25日（木） 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 
小﨑委員、瀧川委員、西川委員、橋本真紀委員 

梅林委員、宮崎委員、尾ノ上委員、木田委員、鈴木委員、松崎委員、 

議 題 

（１）尼崎市の子どもが就学前までに何を身に付けるべきか（これまでの意見のま

とめ）について 

  ・これまでいただいた意見について 

  ・子どもの発達の連続性について 

（２）その他 

資 料 

・資料１ 第２回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 

・資料２ 就学前に身に付けておきたいこと 

・資料３ 尼崎市の就学前の子どもに関する教育・保育のあり方の位置づけ 

（イメージ） 

・資料４ 子どもの発達過程について 

・委員提供資料②   

 

開会 

● 配付資料の確認 

 

１ 尼崎市の子どもが就学前までに何を身に付けるべきか（これまでの意見のまとめ）について 

 ●委員提供資料②に基づき、説明。(各委員から） 

 

（委員） 

 子どもが、就学前までに何を身に付けるべきかという事で、考えてみたいのは、尼崎の子ども

像との関係がどうなっているのかという事、総合計画の「ありたいまち」で言っている事との関

係性。保育園で育てたいと思っている項目。個人の事と自立していく事。それも細かくいうと、

生活習慣など、子どもの自立が始まりますが、社会性という辺りも、もっとしっかりと育ててい

かなければならないという事。胎教から０歳の保育。そして10歳までの育ちを考えながら、計

画的に見ていきたいという事をざっくりと書いています。 

 次のページは、厳守する事、守らなければならない事、努力義務である事がありますが、内容

的には、就園前も幼稚園、保育園も同じだと思います。 

 大事だと思うのは、尼崎の事を決めようとしていますので、やはり尼崎の子どもが、どのよう

な育ちをしていくと良いのかという事と、総合計画との関連性がどうなっているかという事で、

これらをもっと審議しても良いのではないかと思います。 

 



 
 

2 

（部会長） 

 関連性は、非常に重要だと思います。これから、まとめていく上において、どのような立ち位

置にするのかという事が重要です。その辺りが分からないと、審議ができません。これは、まず

確認といいますか、共通理解しておく必要があると感じます。それでは、次の方、お願いします。 

（委員） 

 前回の、皆さんのご意見を読んで、先生方の提案された、身に付けるべき考え方について、私

も参考にいたしました。身に付けるべき考え方を検討する上で、あるいは、運用する上で、留意

点として、以下の事を書いております。 

 一つは、色々な文言が、使われていますが、その文言は、文化によって読みが変わってしまう

という事が考えられます。例えば、発達一つとっても、心理学的には、皆さん、順序性や連続性

という事は理解されていると思いますが、実際の現場の中で、少し異なっているという事も、実

際に保育所、幼稚園教育行政、それから教員養成をするに当たって、感じる所でもあります。実

際に身に付けるべき考え方を運用するのは、現場の先生方、あるいは親御さん方である事を考え

ると、いずれの言葉をどのように捉えるかという事を、共通認識を持っておく必要があると思い

ました。 

 また、先ほどは今の尼崎市との関連性について、ご意見がありました。「提示後」とあるのは、

教育者、保育者、その他関係者が文言の理解を図り、それを各領域で、どのように具体化し、具

現化していくのかという所を、しっかりと共通認識を図りながら行っていかないと、せっかく作

った物が、絵に描いた餅で終わってしまうのではないかという事で、必要な事だと思いました。 

 ただ、身に付けるべき考え方を提案する時には、かなり幅広い年齢の子どもに対応できる文言

という事になりますので、その文言に関しては、一定の包括性が求められる。では、どのような

文言を使って表現していくかという事を検討する必要があると考えました。私は、「身に付ける

べき考え方」の主語は、「子ども」と理解していますが、やはり、それをどのように保証してい

くのか。それを実現するためには、子どもの、人としての「尊厳の遵守」「主体性の尊重」が重

要であると考えました。 

（部会長） 

 まずは、この検討部会の立ち位置について、ご意見いただきました。また、発達の連続性とい

う部分を、広範した上での姿を出していくべきだというところがあったと思います。それから、

抽象度をどのように出すかによって変わってくると。その辺りが、やはり明確にならないと、話

ができないというご意見だったと思います。また、本部会でも出ていた、大人の存在という部分

について触れていただいているというところについて、ご意見いただきました。 

 それでは、次の提供資料は、事務局より説明をお願いします 

（事務局） 

 本日、ご欠席の委員から、「就学前までに何を身に付けるか」という事で、資料をいただいて

います。 

基本的な生活習慣の確立という事で、早寝・早起き・朝ご飯と学力との相関が高いという事。

あるいは、寝ている時間ではなく、就寝時刻の問題、睡眠が重要であるという意見。それから、

インスタント、レトルト食品が多くある中、食事、また、排泄が重要であるという事。 

 また、将来の自分像やあこがれ、遊びを通したキャリア教育、ユニバーサルデザイン体験、障

害のある子どもへの思いやりといった事が必要ではないか。あるいは、戸外で仲間や家族と遊ぶ
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楽しさを体験する、自然に触れるといった体験。それから、友だちを大切にするという事で、自

分にしてほしくない事や言われたくない事は言わない。ノーと言えるとか、進んであいさつがで

きるといった事で、キーワードでご意見をいただいています。 

 それに加えて、これまでから大人の視点という意見をいただいていますが、大人として、お手

伝いを通じて褒めるといった事が、大人の接し方として必要ではないかといった意見を補足でい

ただいています。以上です。 

（部会長） 

 今まで出た意見を、このようにまとめていただくと、非常に分かりやすいと思います。また、

大人の視点、という意見が出ていますが、大人がどうすべきかというよりも、子どもの姿におい

て、どうさせられるかという事が、一つのポイントになると思います。どうしても、その辺りが

見えてくるという事を意見としていただいています。 

（委員） 

 世代間交流や子育てサークルを運営している、日頃尼崎の子育て中のお母さんに接しておられ

る方に意見を聞いてみました。その時に、就学までに何を身に付けるかという事で、尼崎ならで

はという事でもありませんが、朝食の重要性についての意見が出ました。本来は、子育てサーク

ルは、子どものためのものですが、お母さんの居場所としても重要になっているようで、そのた

めに、集合時間に間に合わないから、朝ご飯を食べさせてこなかったとか、それを当たり前に言

われる方もおられるという事で、尼崎は11歳健診、14歳健診と大きくなってくると、健康面に

も力を入れている市なので、是非、朝食について伝えてもらえないかという意見をもらってきま

した。 

 また、基本的な事ですが、最近気になる事としては、保護者の方が、顔を合わせてあいさつが

できないというか、おはようございます、といっても視線が合わない。どうしても、スマホの方

に目がいってしまうという事で、子育て支援の場でも、なかなか、お母さんと子どもが向き合う

事が少ないので、あいさつが大事だよとか、朝食が大事だよとか、基本的な事ですが、ここ数年

感じている事だという事でした。 

 また、世代間交流ですが、年配の方とお母さんが交わる中で、上手くいくときは良いのですが、

ともすると、アドバイスではないのですが、差し伸べた手が、逆に指導と思われて、次から行き

ませんとなってしまって、残念な結果になる事がままあるという事実も伝えて欲しいという事で

した。以上です。 

（部会長） 

 健康的な生活習慣の中で、かなり具体的な事について、ご意見をいただきました。最後のとこ

ろは、せっかく言っているのに、おせっかいとか、きついと取られる方が多いという事ですか。 

（委員） 

 そうです。上手く伝わらなくて、言った方も、言われた方も傷付く事があります。 

（部会長）  

 生々しいご意見をいただきました。ただ今、補足資料の説明をしていただきましたが、続けて、

資料１「第２回の就学前の教育・保育のあり方検討部会での主な意見」、また、資料２「就学前

に身に付けておきたいこと」について、事務局より説明いただきます。 

 

 ●資料１・２に基づき、説明。 
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（部会長） 

資料１は今までいただいた意見、資料２は、その意見をまとめた物として、理解してよろし

いですか。 

（事務局） 

はい。 

（部会長） 

これまで、色々な意見を頂戴してきましたし、これからも、色々な意見をいただくわけですが、

先程、委員からも出ていましたが、尼崎市には行政計画があり、条例もあります。その関係の中

で、本部会が作る姿というのは、どの辺りにあるのかという事を、私たちが共通理解していない

と、何を作って良いのか分からないと思います。抽象性という言葉もありましたが、どの程度に

していくのかという事は、場所によって全然違うと思います。どういう立ち位置になるのかをは

っきりと示して欲しいという事で、その事が、資料３になると思いますが、事務局より説明い

ただけますでしょうか。 

 

 ●資料３に基づき、説明。 

（部会長） 

資料１、資料２は、今までの議論を振り返る資料です。資料３は、本部会の関係する分野で

あるとの説明もありました。資料について、委員の皆様より、ご意見いただきたいと思います。 

（委員） 

 仕組みは、分かってきているのですが、どのような言葉で表せば良いのかという辺りで迷いま

す。「尼崎市の子ども像」も含まれた言葉と言いますか、総合計画のいう「ありたいまち」のイ

メージと合わせたものを、言葉にできると良いと思います。 

「すこやかに子どもが育ち、笑顔が輝く」には、子どもの人間像としての関係も入っています。

「ありたいまち」とか、総合計画の中にも、人が育ち云々という言葉もあります。その辺りを、

どのようにまとめたら良いのだろうなと。分かってはいるものの、なかなか、言葉として表す事

が、難しいと感じています。 

（部会長） 

 良いまとめ方はないかという事ですね。 

（委員） 

 そうです。抽象的な言葉でも良いですから、尼崎市で進めていてとても良かった事を具体的に

表現できると良いと思います。 

（部会長） 

 抽象度ですね。さきほど言われたように、どの辺りで表現するかが重要です。その言葉を降ろ

してきているのですが、それでは少し物足りない。 

（委員） 

それが、明確になったら、広がるかなとは思います。 

（部会長） 

この部会では、それを明確にします。資料３でいうと、条例があり、その中で特に就学前の

子どもについて特化している。さらに、もう少し踏み込んだ表現にする事は、イメージとして必

要です。下からも、今は各家庭、幼稚園等で取り組んでいる事を吸い上げてまとめていく。その
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作ったものを基にして、また今度作っていく事になる。あるいは、家庭が実践していく事になる。

それは、さきほどの委員の言葉を借りるなら「抽象度」です。決して、この表現が良いという事

ではなく、ただ、意見として私たちが系列的に並べているだけで、事務局でまとめていただいた

という理解で良いと思います。まだ、これは最終形ではありません。私たちが、今までの議論を

整理する上で、このような形にしているという事です。この部会は、理想を語るだけの部会では

ありません。意見をまとめて出さなければなりませんので、その辺りを、意識しなければなりま

せん。また、全委員が情報を共有化して、こういう物だとイメージする事が大事だと思います。

考えていきましょう。 

 他に、何かお気付きになった事はございますか。 

（委員） 

資料３の図は、大変分かりやすいと思います。家庭の役割については、前回の部会でも大き

く議論された事かと思います。また、就学前というのは、幼稚園、保育園に通う子どもが対象と

なるという事が書かれています。尼崎市は、子育て支援の活動、取組みは熱心で、様々な機関や

行政を挙げて支援しています。イメージは、施設の方に入っているのかなとは思うのですが。施

設というと、民間のボランティア等もありますので、この間に位置付けるのが良いかどうか、そ

の議論も必要かと思いますが、子育て支援の取組みの方々や、運営主体という事も位置付けの中

で明記して、尼崎市は、このようにして一体となって進んでいくという事を、共に歩んでいける

ような伝え方や、その後の研修など、計画の位置付けという意味では、後期計画は平成27年ま

で続きますので、その中に盛り込んでいくという、そこの関係性を伝えていければと思いました。 

（部会長） 

施設には、教育、保育をしている所や、子育て支援をしている所も加えてはどうかというご意

見でしたが、入っていますか。 

（事務局） 

入っています。各施設、各家庭という分け方をしておりますので、含まれていないように思わ

れるかもしれませんが、そういった所も含めて考えています。資料の書き方について、調整いた

します。 

（部会長） 

そこからの意見も吸い上げながら、計画を作り、就学前の教育、保育のあり方が大事であると

いう事を受けて策定するという事です。 

資料３と併せて、資料１、資料２についても、ご意見いただきたいと思います。広げながら

まとめていくという、非常に難しい部会ではありますが、どんどん意見を出してください。 

（委員） 

例えば、抽象度で言うと、今現在提示されている自分自身の事と、他者に関する事は、全然抽

象度が違っていますので、どういう所を目指すのかが一つの理由になると思います。自分自身に

ついてですが、例えば何に対しても興味を持てるとか、その気持ちを調整し対応ができるとか、

すぐにあきらめずに挑戦するとか、確かにそうだなと思うのですが、発達支援の必要な子ども、

障害の子どもになると、このように掲げられると、すごくしんどくなる子どももいると思います。

そういう意味では、少し抽象度を上げて、どういう子どもに対しても、対応できるような言葉に

する必要があると感じました。また、他者に関する所に書かれている言葉をみると、発達支援の

必要な子どもも、その子なりの自己統制や自己調整力という理解もできるのではないかと感じま
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した。 

あいさつがきちんとできるとありますが、「きちんと」の捉え方が難しいと思います。「おはよ

う」と言うのが、きちんとしていない事になるのか、「おはようございます」と言うべきなのか、

少し難しいと思いました。そういった所も配慮しながら、言葉を作っていければと思います。以

上です。 

（部会長） 

非常に難しいです。例えば、今のご意見のように、抽象度を上げる事によって発達支援の子ど

もたちを含めるという意見もありますし、逆に、もう少し抽象度を下げて、支援の必要な子ども

たちについてしっかり書くという事も考え方としてありますね。そうすると、また、抽象度はど

うなるかという問題が出てくると思います。一つのご意見として、あらゆる子どもを想定して、

就学前の教育、保育を考えていくべきだというご意見でした。 

（委員） 

今の話を聞いて思ったのですが、資料２の（３）他者に関すること③自己抑制・自己統制・

自己調整力という言葉は、一般の方や保護者の方にとって分かりにくいと思います。全体のトー

ンの調整も同時に必要だろうと思います。 

（部会長） 

確かに、普段、使わない言葉だと思います。資料２の（２）①あいさつがきちんとできる、

という言葉とは、トーンが明らかに違います。資料２は、これをたたき台にして、完成版にす

るというものではなく、整理をするだけのものですが、整理するためのたたき台にすると良いと

は思います。 

他にご意見ございませんか。 

資料１、資料２から今までの議論の内容が分かりますが、さらにこれを加えて、もう少しこ

こを具体的にして欲しいとか、加えて欲しいといった意見でも結構です。また、資料３の関係

する位置についてのご質問でも結構です。 

（委員） 

 委員の提供資料は、基本的な生活習慣の確立、睡眠、食事と細かく分かれていて、このように

したら良いという事が分かりやすく、実践しやすいと思います。自分の子どもに照らし合わせて、

具体的にするべき事が分かりやすくて良いと思いました。 
（部会長） 

 勝木委員の提供資料は、分かりやすいというご意見でした。一つの参考意見になるという事で

す。 
（委員） 

 勝木委員提供資料の②は、確かにそうだと共感しました。人間像についても、総合計画の中に

「次の世代に、よりよい明日をつないでいくまち」という言葉がありますが、学力の事にばかり

捉われるのではなく、将来の自分像や憧れをもっと計画中に打ち出していく事ができたら夢が持

てると思います。今も、大人たちが示す事のできる憧れや夢、それを実現可能にしていくような、

次の世代によりよい明日をつないでいく事にもつながっていると思います。勝木委員の提供資料

は学習面の課題ではなく、今の大人が示す事のできる事が示されており、よく分かります。 
（部会長） 

 総合計画の「次の世代に、よりよい明日をつないでいくまち」という言葉と、勝木委員提供資
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料②将来の自分像や憧れという事で、具体的にする事まで書ければ、上位計画との関係性が分か

りやすくなるというご意見をいただきました。この方向で進めていきましょう。 
 他に、ご意見はございませんか。 
（事務局） 

 総合計画のお話をいただきましたので、少し説明させていただきます。尼崎市では、総合計画

に関する冊子を発行しています。総合計画は、平成 25 年４月から 10 年間の計画となります。
総合計画では４つの「ありたいまち」という将来像を掲げております。「人が育ち、互いに支え

あうまち」「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」という４つのありたいまちを掲げ、10 年後
にこういうまちを目指していきましょうという目標を掲げて、それぞれ取組みを進めていく事に

なっています。この４つの「ありたいまち」に向けて、総合計画の中では、各分野で、例えば子

育て、教育、都市整備等、それぞれができる事に取り組もうという形で書いています。子育てと

いう分野は、「次の世代に、よりよい明日をつないでいくまち」に関係する分野であるという記

載をしています。というのは、子どもの育ち支援条例には、今のお子さんを育てる事で、次の世

代で様々な責任を果たせる大人に成長していき、また、その大人が、次の子どもを育てるという

事で、繰り返す事で良くなるという理念があります。そういう仕組みを併せて作っていくという

のが、子どもの育ち支援条例の元々の理念です。そもそも、条例の考え方が、そういう形になっ

ていますので、就学前の教育・保育のあり方についても、そういった考え方を含む物になってい

くと思います。 
「子どもの笑顔が輝くまち あまがさき」という言葉が、色々な所で使われています。総合計

画の中でも、子育ての部分では、どういうまちを目指しますかという事で、「子どもの笑顔が輝

くまち」という書き方をしています。ただ、子どもの笑顔が輝くまちだけでは、具体的にどうい

った事をすれば良いのか、イメージしにくい部分もあるのではないかと思います。勝木委員の提

供資料のように、項目で書かれていると、分かりやすく、実践しやすいのではないかと事務局と

しては考えています。 
（部会長） 

委員の提供資料が分かりやすく、読みやすいという意見をいただきました。また、事務局から

も説明をいただきました。もう少し議論を深めたいのですが、資料１、資料２を読んでいただ

いてお気づきだと思うのですが、発達の連続性が散りばめられているように感じます。例えば、

３歳は、とか、０歳は、といったように、特に年齢を意識して、こういう姿が大事だという事が

示されています。実は、第１回の資料の中にもあったが、時間的な制約から深めることができな

かったものですが、改めてということで発達の連続性について見ていくことは大切な視点の一つ

だと思いますので、資料４の説明をお願いしたいと思います。 
 

 ●資料４に基づき、説明。 

（部会長） 

 ここで本日の議論を整理したいと思います。第１回、第２回の話し合いの内容が、資料として

提示されています。そして、資料２は、今までの意見をまとめたもの物になります。資料１に

は細かく書いてありますが、その中には、発達を意識した意見が非常に多くありました。また、

多くの委員の方から、勝木委員の提供資料が非常に分かりやすいという意見をいただいています。
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発達の特徴について、計画に盛り込むと説得力が増し、条例よりもさらに具体的な物になってい

くのではないかと思います。意見の中にも、年齢に応じた発達についての意見はかなり出ていま

すが、このようにまとめると、例えば、「きちんとあいさつができる」というようになってしま

う。その辺りについて、ご意見いただけますか。 
（委員） 

 まとめ方が、とても重要になると思います。どのようにまとめていったらいいのかと思います。

資料４は、運動面に重点を置いて書かれているように思います。生活面と遊び面で分けた方が

良いのか、もっと細かく分けた方が良いのか。食事が乱れているように思いますので、もう少し

食について取り上げて欲しいと思います。 
（部会長） 

 これは、保育所保育指針ですので、全て網羅しているわけではありません。この部会では、食

育の部分もありますし、資料２では、（１）自分自身のこと、（２）生活に関すること、（３）他

者に関すること、（４）遊ぶ力・遊びを作り出す力、と項目が分けられています。こういうとこ

ろに、発達の過程を盛り込んだ方が良いのか、その辺りについて、どのように思われますか。  
（委員） 

資料４の一番上に、「発達段階にふさわしい生活や活動を十分に経験することが重要である」

と書かれていますが、１歳半健診で「積み木を積めますか」と聞かれたから、今は積み木ができ

なければならない時期なのだと気付くお母さんが沢山います。今の時期に何で遊ばせたら良いの

かという事が実際に分からなくて、「こどもちゃれんじ」をしている人もたくさんいます。そう

いう所から情報を得て、今、何をさせたら良いかを勉強したり、今、全国でエコチル調査がされ

ているのですが、そのアンケートで、こういう行動をしますかと聞かれて、初めてそういう事を

させた方が良いと気付くとか、今、そういう事ができる時期だという事を知る状態です。発達に

関する資料を作成いただき、保護者に配布していただけると、子育てに役立つと思います。 
（部会長） 

 資料１にもありましたが、例えば、この年齢はけんかが多発するといったような情報があれ

ば、安心にもつながると思います。発達の過程を追って書かれている物があると良いという事で

すね。 
（委員） 

 あまり詳しく発達段階を追ってしまうと、それができなくて、不安になる方が出てくると思い

ますので、大まかな書き方をする方が良いと思います。 
（部会長） 

 確かに、その問題はよく論議されます。それを、基準とするのではなく、発達過程というのは、

一人ひとりの育ちを大事に見ていくという理念を盛り込んだ物であるべきで、それを見てできる、

できないで一喜一憂する物では駄目だという事です。しかし、何らかの目安があると良いという

ご意見ですね。 
（委員） 

 年齢にふさわしい生活とは、どんな物かという事がよく話題に上ります。 
（部会長） 

 発達段階にふさわしい生活とは、何だろうと考えてしまいますね。 
（委員） 
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 「こどもちゃれんじ」等が流行っているのは、それが理由かと思います。 
（委員） 

 私もよく、育児雑誌の原稿を依頼されます。有名な雑誌ですが、難しいのは子どもの発達を３

か月ごとに細かく区切って、その時の対応を、丁寧に書いて欲しいと言われます。子どもによっ

て発達は違いますし、継続していくものであるということもあります。発達の捉え方は、本当に

難しいと思います。保育指針も、半年単位で区切って考えていますので、大きな区切りの中での

連続性を考える必要があると思います。よい例は、母子手帳の身長体重発達曲線ですが、昔に比

べてかなり幅広くなりました。昔は、あそこに入る、入っていないでナーバスになっていました。

ただ、何らかの指針を示していく必要はあると思います。バランスというのは、重要な視点だと

思います。 
（部会長）  

大きな区切りの中での連続性という言葉がありましたが、それが一つ大切ではないかという意

見をいただきました。 
（委員） 

 私も、大きな区切りでの発達過程で示すという意見に賛成です。これは今、議論されている事

と全く違う事ですが、私たちが作ろうとしている就学前の子どもに関する教育、保育のあり方が

目指しているものは、Ａ４用紙１枚ぐらいで収まるものなのか、パンフレットのようなものなの

か、報告書のようなものになるのでしょうか。せっかく作るのなら、市民の方々が読みたくなる、

共有できるようなものにした方が良いと思います。その辺りのイメージも、共有しておくと、ど

こまで具体的にするかとか、どこまで抽象度を上げるかという事も議論しやすくなると思いまし

た。 
（部会長） 

 事務局のお考えをお聞かせください。 
（事務局） 

 書くべきことが多くなってしまえば、量が増えてしまうことはやむをえないと考えますが、も

ともとみんなで共有しようということで進めていますので、誰も見ないものを作っても意味がな

いとも思います。ご提案のようにＡ４用紙１枚にまとめることはかなり難しいと思いますので、

それなりにページ数はあるものの、できるだけ、見やすい物にするべきだとは思います。 
（部会長）  

 市民の方に見ていただきやすいものというのが、原則だという事です。貴重な意見をありがと

うございます。 
（事務局） 

 少し補足します。色々と意見いただいていますので委員の皆様の意見を、なるべく盛り込んだ

物を作成したいと思っています。一方で、あまり枚数が多いと、読んでいただけない可能性もあ

りますので、もし、ボリュームが多くなった場合は、その中の大切な要素だけを抜き出した物を

別で作る、例えば、保育士さんや幼稚園教諭さんなど日常、子どもと関わる方は、ボリュームが

多くても読んでいただけるし、一般の保護者は難しいので簡易版を作るという事も、最終段階で

検討いただければと考えています。 
（部会長） 

 ボリュームが多くなった場合は、簡易版を作る事も可能だから、分厚くなっても良いという事
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です。つまり、我々にかかっているという事です。 
 今は、発達の連続性という所で議論していますが、その辺りについていかがでしょうか。 
（委員） 

 計画は数年ごとに見直すと思いますが、色々な事がつながっているという辺りをしっかり示す

事ができたら役に立つと思います。やはり、何かにつながっているという仕組みをしっかり示し

たいと思います。尼崎の子どもとして、その辺りを大事にしたいと考えています。 
（部会長）  

つながっているというのは、どのようなイメージでしょうか。連続性ということですか。 
（委員） 

 総合計画とつながっているといったような、大きなつながりです。 
（部会長） 

 総合計画や条例とつながっていて、それを意識すべきだということです。 
 ここがあって、さらに就学前の子ども達にとって身に付けたい事は何かという事を、さらに具

体性を高めていくというところで、発達をどのように加味していくかと。今のご意見では、大き

な区切りの中での連続性を提示する事によって、概ねそうならなければならないではなく、目安

として提示できれば良いという意見が出ています。 
（委員） 

 確認ですが、尼崎市子どもの育ち支援条例をかみ砕いたような形の物を作るということですか。 
（部会長） 

 先程からの事務局の説明では、条例の中には０歳から 18歳までと。 
（委員） 

 小学生までの子どもに特化した物をここから引っ張ってくるわけではなく、ここから出てくる

物をまとめるということですか。 
（部会長）  

 出てくる物もあるでしょうし、ひょっとしたら条例に入っていない物もあるかもしれません。

条例は、抽象度が高いと思いますので、例えばイメージとしては、早寝早起き朝ごはんやあいさ

つ、朝食といった辺りを落とし込んでいく事になると思います。 
（委員） 

 そうしたら、この条例のリーフレットより分かりやすい言葉になると考えて良いでしょうか。 
（事務局） 

 お持ちの条例のリーフレットには、具体的に書き込んでいない物もあります。条例ですので、

法律的な用語が並んでいます。この条例には、様々な責任を果たす事ができる大人に成長するた

めにという事で、求められている力として、例えば自分を大切にする心、他者を大切にする心、

規範意識、例えば駄目な事はしない、自分で主体的に考えて行動する力、豊かな人間性、社会性、

様々な責任を果たす事ができる大人に成長するためにといった事が書いてあります。この条例に

は、大人になるまでに、身に付けて欲しい事を書いていますので、それを目指して就学前に身に

付けるべき事を考えていくという事になると思います。この計画で、リーフレットを作成するの

であれば、具体的な例を盛り込みながら、見て分かりやすい物にしたいと思います。 

 先程、数年後に条例は見直す予定ですねと言われましたが、今のところ、見直す予定はありま

せん。考え方は不変的に変わらない物だと思っています。この計画についても、何年かごとに変
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えていく事は考えていません。それを、ずっと使う事になります。 

 総合計画は、10年という言い方をしていますが、実施するための計画のため、何年かごとに

置き換える事はあると思いますが、条例や考え方については基本は変わらないと思いますので、

現段階で何年で置き換えるという事は予定していません。出来上がった物をずっと使う予定にし

ています。 

（部会長） 

 条例をどう落とし込んでいくかという作業ではなく、ここで話し合った事を整合性をみながら

進めたら良いと思います。 
 また、計画を作ったら見直す事はせず、流行を加味して不易な部分を話し合っていく、そうい

う物を作りたいという事です。 
（委員）  

 話を元に戻してしまいますが、発達の過程という事と、委員からの資料、そして今回の資料

２を併せて考えていたのですが、例えば具体的にという事を考えた時に、あいさつがきちんと

できるの、「きちんと」の意味について、例えば、発達過程という事を加味した時に、年長ぐら

いになると、「おはようございます」のあいさつも自主的にできるようになる。では１歳、２歳

はどうかと考えると、大人が「おはよう」と言ったら一緒にうなずくとか、「おはよう」と言お

うとするとかが初期の頃であると。３歳、４歳ぐらいになると、自分で言える時もあれば、言え

ない時もある。それが年長さんになると、自主的にあいさつができるようになるわけです。この

ように発達過程を併せながら、具体的に親御さんも分かりやすいように整理ができると思います。

それを載せる事を考えると、冊子は分厚くなるとは思います。リーフレットにするのであれば、

いくつか例を挙げていく。そうすれば発達の道筋が少し見えるだろうし、そこでの大人の関わり

方も分かると思います。抽象度として大きな柱をいくつか置く。その中の具体的ないくつかにつ

いては、発達過程に併せてという形の物をリーフレットに載せていくと良いと思いました。 
（部会長） 

 非常に分かりやすい説明でした。今、資料２にある「きちんとできる」という事を例に挙げ

て説明いただきましたが、「きちんと」という事を発達過程において書いていく。ですから、今

後の方向としては、身に付けたい事をしっかり明記していくと共に、発達過程の連続性を意識し

て作成していく。できあがりをイメージしたようなご意見でした。 
 それに関わるご意見、あるいは他の視点からのご意見でも結構です。 
（委員） 

 私も委員の意見に賛成です。できる、できないという書き方はしてほしくないという事と、～

せねばならぬ、といった書き方は避けていただく事、こうしましょうといった提案のような書き

方をしていただければ、親御さんも受け入れる事ができるのではないかと思います。 
（部会長） 

 こうしなければならないという、不安感を煽るような書き方は止めて欲しいという事ですね。 
(委員) 

 はい。 

（委員） 

 子どもの発達段階の資料には、何歳で何ができると書かれていますが、就学までにできていな

ければならない事、例えば学校に行って、先生にあいさつするのは当たり前です。学校の朝礼で、
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校長先生が「おはようございます」と言われたら、「おはようございます」と返せるといった事、

小学校での生活について親が分かっている事が必要なのではないか、と思います。情報が多い人

ほど、安心して子育てができますので、入学前の不安を解消するために、小学校の細かい情報を

提供していけば、保護者の方も安心されるのではないかと思います。 
（部会長） 

 今のご意見は、小学校入学後の姿を示して、それにつながるという事を伝える事ができたら良

いという事です。例えば、けんかをしてもだんだんと自分で解決していくようになって、小学校

以降のこういう姿につながっていくと。ひいては、こういう大人になっていくという所まで持っ

ていけたら良いと思います。 
（委員） 

 細かく書く必要はないと思います。子ども達の成長過程には、非常に個性があって、例えば言

葉が遅い子もいますし、歩くのが遅い子もいます。ただ、入学後こういう事をしなければならな

いから、それまでにこれをできるようにしようという目標になるとは思います。また、情報がな

いと不安になると思います。 
（部会長） 

 形としては非常に難しいと思います。こういう姿にするために、これをしなければならないと

いうように取られたら駄目なのです。こういう姿があるから、こういうふうに育っていくという

事で、それに併せて特別な支援を要する子ども達の事も書くという事も、一つの方法としてあり

ます。その辺りを、どのようにまとめていくかという事になると思います。 

（委員） 

 皆さんの意見を伺って、ああ、そうだなと思う事が多くありました。尼崎市は通勤が便利なた

め、初めて子育てをするお父さん、お母さんも結構住んでおられるようです。先程、委員がおっ

しゃったような、ちょっと手を差し伸べたような詳しいインフォメーションがあれば、このまち

で子育てするのは安心だと。子どもに愛情を注げるのも、お父さん、お母さんが安心しているか

らこそだと思います。違う地域から来て、尼崎で子育てをしているお父さん、お母さんにとって、

子育てしやすいよう手立てがあると良いと思います。 

（部会長） 

 資料１、資料２にまとめた意見を、今後さらに膨らませていくのと同時に、まとめていかな

ければなりません。まとめ方として、発達過程を追いながら身に付けたい姿を書いていくわけで

すが、どういうまとめ方、どのような形式をイメージされますか。例えば、概ね何歳という形を

文章で書くとか、どのようにお考えかをお聞かせ願います。資料２、委員の提供資料、それら

に発達段階を加味した物になるかと思います。11月にはまとめに入りますので、意見を膨らま

せるのと同時に、内容をしぼらなければなりません。 

（委員） 

 私が持っている他市のをみると、分かりやすく発達の順序も追って書かれています。つながる

力も挙げられています。表にしてあると、われわれ使う方としては分かりやすいです。全部読ま

なくても良いかなとか、お母さんが見てもつながりが見えるかなと。どう育てていこうとしてい

るのか、つながりが見えるという面が良いと思います。尼崎として考えていけたらうれしいと思

います。 
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（部会長） 

 ぜひ考えましょう。おおよその物を出していただいたらどうでしょうか。例えば、委員の提供

資料でも、もしくは資料２でも良いのですが、大事な事を私たちは話してきた。それをまとめ

ていった。その後、資料２の物が出るかどうかは別にして、大事な物をトピックとして挙げて、

そして発達過程を意識した書き方にするのか、それとも委員がおっしゃったよう年齢別にするな

ど、それぞれのトピックが絡み合っているという意味で、無理だよそんなの、という事で書いて

いくという書き方もあります。ご意見いただければと思います。 

（委員） 

 乳児期からの積み上げで小学校の姿になるという事を文章だけではなく、視覚的にもぱっと読

み取れるような物があると良いと思います。文章が書いてあっても、読み込む力がない場合もあ

りますので、それを幼児期の姿、幼児期、小学校と積み上がってきたというように視覚的にも取

れるような、そして文章にも組み込まれているようなになれば良いと思います。 

（部会長） 

 具体的に書いていって、そしてポンチ絵のような物を作って、リーフレット等で視覚に訴える

という事ですね。 

（委員） 

 読み手である大人も文字の得意な人と絵が得意な人がいると思いますので、両方に伝えられる

と良いと思います。 

（部会長） 

 では次の意見をお願いします。 

（委員） 

 あまり具体的なイメージはありませんが、まず尼崎市の特徴、そして尼崎市の子どもたちの特

徴を捉えた上で、尼崎市としてこういう子どもを育てると目標を立てたら良いのではないでしょ

うか。これは条例に基づくものですので、そこを考える事が大事かと思います。もう一つ、就学

前の教育、保育のあり方を考えていますが、小学校入学は決してゴールではなく、その上にさら

に成長した子どもの姿があるわけです。図で、それを表現できたら良いと思います。 

保護者の方に向けてのメッセージは、子育てを楽しめるようにとか、分かりやすい文章でとい

う事と、多くの子どもたちが就学前を過ごす施設、保育所、幼稚園の専門家の意見として、専門

的な内容があっても良いのかなと思います。 

（部会長） 

 今日の話をまとめていただきました。尼崎の子どもたちの特徴を盛り込むという事は、多くの

委員からもご意見いただいています。それから、保護者や保育者と立場を変えて、色々とビジュ

アル系、文書等ありますが、まとめ方を工夫する。それから、これで終わりではなく、小学校以

降大人になった時の姿を見通した書き方をしていきたいという事です。 

（委員） 

 先程、委員から、絵で分かるようにできないか、というお話を聞いて思いついたのですが、行

きつ、戻りつしながら、段々成長していって、ずっと先までという事で、すごろくのような物が

イメージできました。こういう絵はよく見るのですが、ああ、またこの絵か、とも思いますので、

あまり文章を読まれない保護者の方でも、すごろくのようだとどんどん進んでいって、大人にな

っていく、というのが分かりやすいかなと思って提案いたしました。 



 
 

14 

（部会長） 

 思いつきが大事だと思います。他によろしいでしょうか。 

この部会で、やる事を確認いたします。就学前の教育・保育のあり方で、しなければならない

事という事ですが、今、二つ用意しています。一つは身に付けたい事は何かという事。さらに、

膨らませるという言い方が正しいかどうか分かりませんが、もっとご意見いただきたいと思いま

す。それを続けながら今日の話の主流でしたが、どのようにこれをまとめていくかという事を、

文章とビジュアル系という話もありましたが、その辺りをイメージしていく。これから多分、そ

の両方をしながら、膨らませてまとめていくという、これから、少し大変な作業になるかと思い

ます。今日は、ご提示させていただいたような形ですので、次回までに、形式についてご意見を

提供いただけるとありがたいと思います。次回、それをたたき台にしたら、また話が進んでいく

のではないかと思います。可能なかぎり、その辺りをまとめるという宿題を出して良いでしょう

か。 

 次回の日程等とも関係しますので、事務局の方から、この宿題の期限を言っていただきたいと

思います。では、（２）その他として、事務局から説明願います。 

 

２ その他 

●次回の日程調整及び宿題の期限について説明。 

（部会長） 

これをもちまして、第３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 

 


