
尼崎市子ども・子育て審議会 

第７回就学前の教育・保育のあり方検討部会 次第 
 

日時：平 成 ２ ５ 年 1 1 月 7 日 （ 木 ） 
午後６時 30分～ 

場所：尼崎市立すこやかプラザ多目的ホール 
 
１ 議題 
  就学前に重視することについて（中間まとめにむけて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  新制度における施設・事業に対する基本的な考え方について 
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就学前に重視すること(概念図）
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いろいろな人と関わる力の獲得

経験や思いを表現する（話す・歌うなど）
話を聞こうとする・意見を取り入れる
人を思いやる・気持ちを理解する・我慢する
協力する・ルールやきまりを守る

（例）

⇒

順序性と連続性を重視し、大きく、５項目にまとめる。

小学校
就学

・保護者のほか、保育所、幼稚園、地域等の環境づくりが欠かせない。
・それぞれの発達の状況に応じて、対応していくことが必要。

５つの項目にとって、「遊び」は重要な要素。

愛着の形成

（例）↓

様々な体験・経験の蓄積

様々なことに対する興味・関心
好きなことへの向かう意欲
やり遂げようとする意思

（例）

⇒

基本的な生活習慣の確立

食事・排泄・睡眠・清潔・着脱
自分のことは自分でする
見通しを持って生活できる

（例）

⇒

情緒の安定

大切にされている・認められている実感
自分の価値の確認

（例）

⇒

安心感
子どもにとっての安全基地

各項目は相互に関連しており、前後することもあ るが、低年齢では、まず、「愛着の形成」、
「情緒の安定」が特に重要。また、年齢はあくまでも目安であり、各項目は、０歳から生活
の中で徐々に身につけていくものであり、さらに、小学校以降も続く。

・健やかで、心豊かな子

・主体的な子

・探求、創造、表現する子

・仲間とともに育ちあう子

・健やかで、心豊かな子

・主体的な子

・探求、創造、表現する子

・仲間とともに育ちあう子

（仮）笑顔輝く､あまっ子
（たたき台）



 

第５回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 
 

これまでの部会での意見整理②（資料２）についての意見 

 資料の構成に関する意見 

①縦軸の「社会」の中に「友人」とあるが、子どもの言葉で「友だち」とした方がよいと思う。 

②「社会」の辺りには、「環境」という言葉も入れるとわかりやすいのではないか。 

③「家庭」には「親戚、保護者」以外に「兄弟」「祖父母」を入れた方が、全体を包括するのではな

いかと思う。 

④子ども自身の成長として、生まれて、このように育っていくという事であり、全てが自分に関わる

ことなので、関係性のところで「自分」とするのは難しいように思う。 

⑤横軸に「発達・成長」と２つ書かれているが、発達と発育を合わせて「成長」と呼ぶので、「成長」

だけでよいのではないか。 

⑥横軸の「年齢」との関係はよくわかる一方、縦軸の「関係性」とリンクさせるのが難しいよう

に思う。 

⑦０歳未満から考えるということも加味して欲しい。 

 

 ５つの基本的な項目に関する意見 

⑧「①愛着の形成」は、「心の安全基地の形成」、「絶対的な安心感」とも表現できるのではないか。 

⑨どこに入れるかは別としても、安心、安全の確認という言葉は、どちらも大事だと思う。 

⑩「①愛着の形成」と「②情緒の安定」には、細かい項目が無いが、例えば、①なら、母親との関

係、②なら、幼いころの言葉などがあると思ので、大切だと思われる事について、見られた保

護者に分かる言葉で書かれているとよいと思う。 

⑪「②情緒の安定」の中に、「自分の価値の確認」と書かれているが、子どもの言葉で別の表現をす

ると、｢大切にされている」、あるいは「認められているという実感」という事だと思う。 

⑫「③基本的な生活習慣の確立」について、「確立」とした場合、それが完成するというイメージに

捉えられるので、「獲得」の方がいいと思う。 

⑬「早寝・早起き・朝食・挨拶」というのは、方法ではないか。 

⑭「④様々な体験・経験の蓄積」の中の、「やり遂げようとする」の後ろに、「意思」等の言葉を入れ

てはどうか。 

⑮「動植物・自然事象・社会現象と関わる」と、残り３つの表現の抽象度が違うと思う。 

⑯「①愛着の形成」と「⑤人と関わる力の獲得」を別項目とするなら、項目の関連性を示すか、何を

表現しているのかを入れると、図として成立しやすい。 

資料１ 参考 
第６回就学前の教育・保育のあり方  
検討部会（H25.10.15）資料①  



 
 

⑰他人を意識するようになって、できるようになるのが⑤の辺りだと思う。「いろいろな人と関わる

力の獲得」とすれば、「社会」を含めて表現できるのではないか 

⑱「⑤人と関わる力の獲得」の下に書かれていることが、ノルマのように感じられる。みずからその

必要性に気付き、学んでいく必要があり、学びの要素が表現されるほうがよい。 

⑲「⑤人と関わる力の獲得」、「④様々な体験や経験」、「③基本的な生活習慣の確立」に向けて、０歳

から育てていくという事を表現できないか。 

⑳プレの段階を意識したり、特定の年齢を意識したりする事も重要ではないか。 

表をこまの形で表し、地面に当たるところが愛着の形成、情緒の安定がこまの芯になっているとす

れば、図として整理できる。②から⑤までが地面から伸びているとすれば、全部が最初からあると

いう事が表せると思う。この表でも同じで、②～⑤は、各項目として書かれているところまで、０

歳のところから徐々に、プレという感じで太っていくということではないか。 

 

 その他の項目に関する意見 

して見せる大人がいて、それを見て子どもたちが学んでいるということをもう少し示せるとよい。 

自分がやっていく事については、外から包み込む関係がある、という見方をしていく事が重要。 

「将来へのあこがれ」は漠然としているので、「夢」「希望」とした方がいいのではないか。また、

子どもの時期であっても、「豊かな人間性」を入れていただきたいと感じた。 

就園すると、できない事ばかりに目を奪われがちになるので、「遊び」は重要な要素」という言葉

は母親の味方になる言葉だと思う。 

笑顔輝く、あまっ子（たたき台）の部分は、細かく区切って「○○○な子」としたほうがわかりや

すいのではないか。 

健やかで、心豊かに、主体的にという書き方のうち、「主体的に」という言葉は、上の行とは違っ

て、「探求、創造、表現し」、「仲間とともに育ちあう」という次の４・５行目にかかっているよう

に見えるので書き方を工夫してはどうか。 

大人だけでなく子どもも、自分たちはあまっ子なのだ、と思えるようなキャッチフレーズになると

よい。 
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就学前の施設・事業に対する考え方について

表現や見せ方等に対するご意見はあるものの、就学前の子どもにとって重視すべきこと
としての基本的な項目としては、以下の５項目で概ねまとまってきている。

①愛着の形成

②情緒の安定

③基本的な生活習慣の確立

④様々な体験・経験の蓄積

⑤（さまざまな）人と関わる力の獲得

上記のような項目を重視するため、施設や事業に求められることとは何か。

・まずは身近な人との結びつきが重要で、それと同時に多くの大人の存在が重要である。

・すべては、0歳、あるいはそれ以前からの積み重ねである。

・子どもにとって、0歳では安心・安全の確認ができることが重要。

・多くの経験、多くの人と関わることができることがよい。

・集団生活の中で、遊びを通して学ぶことが重要。

前回資料では、右図のように順序性を意識した図示だったが、
今回は、これらを基に施設や事業に求められることを考えるため、
便宜上項目だけの記載とした。

これまでの意見で参考となるもの

前回の資料２より

例） 施設の規模、保育・教育者の質 など

第6回資料④と同じもの



前回資料のまとめ

・子ども・子育て支援新制度は、「幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、
「保育の量的な拡大」が主な趣旨とされている。
・そこで、これまでの保育所・幼稚園・認定こども園（新制度では施設型給付）
に加え、「地域型保育」が新設されることになる。
・幼保連携型認定こども園については、改善が行われることになる。
・「地域型保育」には、「小規模保育」、「家庭的保育」、「訪問型保育」、
「事業所内保育」の大きく４種類がある。
・幼保連携型認定こども園への移行は義務付けではないため、保育所、幼稚園
として、運営することも可能。
・制度上、基準を満たす事業者は、原則として、認可しなければならない仕組みである。

○保育施策について
認可基準を満たす認可外保育施設について
は、保育需要を踏まえる中で認可保育所に移
行してもらえるような取組を進めてきた。

○幼稚園教育について
幼稚園教育の中心を私立幼稚園に委ねて
いた時代を経て、現在では、市立・私立の
双方が共存共栄の立場で、それぞれの特性
を生かしながら幼児教育を担っている。

平成２５年４月１日現在

公立保育所 28園
法人保育園 53園（分園５園含む）

平成２５年４月１日現在

市立幼稚園 18園
私立幼稚園 24園（幼稚園型認定こども７園含む）

尼崎市の保育施策・幼児教育の考え方



認定こども園に対する尼崎市の考え方

人口変動などを考慮した上での将来の保育需要を見越し、市として就学前児童にとって望ましい環

境についての考え方を整理し、子育て支援施策における認定こども園の位置付けについて改めて検

討することが望ましいと考えられる。

当面、施設の運営主体が認定こども園を運営することを決定した場合には、その考えを尊重する中

で、尼崎市としてのこれまでの保育施策の取組み、就学前児童の状況及び現在の財政状況も考慮

し、国、県の支援制度の枠内で認定こども園へのスムーズな移行の手続きが行えるなどの後押しを

していくことが望ましいと考える。

国が制度創設した背景や意図した目的を踏まえつつ、認定こども園について様々な
立場からメリット・デメリットを検証するなかで、まとめられた平成２０年度の審議会の意
見書に基づいて、これまで対応してきている。

Ⅲ 尼崎市としての対応について

Ⅳ 最 後 に

平成２１年２月 尼崎市児童環境づくり推進協議会※ 認定こども園部会 意見書

「尼崎市における認定こども園の現状と今後の取組みについて」より抜粋
※ 現尼崎市子ども・子育て審議会



 

 
 

改正前 改正後 
第２４条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例
で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第３９条第２項に規定する
児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたとき
は、それらの児童を保育所において保育しなければならない。 

 
ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があ
るときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護をしなけ
ればならない。 

 
 
２ 前項に規定する児童について保育所における保育を行うことを希望する保護
者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労
働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この
場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依
頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。  
３ 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した
前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切
な保育を行うことが困難となることその他のやむを得ない事由がある場合にお
いては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。  

 
 
 
４ 市町村は、第２５条の８第３号又は第２６条第１項第４号の規定による報告又
は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、
保育所における保育を行うこと又は家庭的保育事業による保育を行うこと（以下
「保育の実施」という。）の申込みを勧奨しなければならない。  

 
 
 
５ 市町村は、第１項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な
運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内にお
ける保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に
関し情報の提供を行わなければならない。 

第２４条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、
保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の
児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、
当該児童を保育所（認定こども園法第３条第１項の認定を受けたもの及び同条第
９項の規定による公示がされたものを除く。）において保育しなければならない。 
２ 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第２条第６項に規定す
る認定こども園（子ども・子育て支援法第２７条第１項の確認を受けたものに限
る。）又は家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保
育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保する
ための措置を講じなければならない。 

 
 
 
 
 
３ 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育
て支援法第２７条第１項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第４６条の
２第２項において同じ。）又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれ
がある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園（保育所で
あるものを含む。）又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、
認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児
童の利用の要請を行うものとする。 
４ 市町村は、第２５条の８第三号又は第２６条第１項第四号の規定による報告又
は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童
について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において
保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること（以下「保育の
利用」という。）の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援し
なければならない。 
５・６ （略） 
７ 市町村は、第３項の規定による調整及び要請並びに第４項の規定による勧奨及
び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極
的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受け
ることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的
とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の
整備を行うものとする。 

○児童福祉法（保育所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設に関する規定）について 



 
 

 

改正前 改正後 
第３９条 保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児

を保育することを目的とする施設とする。  
２ 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委

託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５９条の２ 第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設（少数の乳児又は

幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。）であつて第

３５条第４項の認可を受けていないもの（第５８条の規定により児童福祉施設の

認可を取り消されたものを含む。）については、その施設の設置者は、その事業

の開始の日（同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあって

は、当該認可の取消しの日）から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に

届け出なければならない。  
 
 
 
 
 
一～六 （略）   

２・３ （略） 

第３９条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせ

て保育を行うことを目的とする施設（利用定員が二十人以上であるものに限り、

幼保連携型認定こども園を除く。）とする。 
２ 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とす

るその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。 
 
第３９条の２ 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培

うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育（教育基本法（平成１８年法律第

１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育をい

う。）及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの

乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発

達を助長することを目的とする施設とする。 
２ 幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こど

も園法の定めるところによる。 
 
第５９条の２ 第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務又は第３９条

第１項に規定する業務を目的とする施設（少数の乳児又は幼児を対象とするもの

その他の厚生労働省令で定めるものを除く。）であつて第３４条の１５第２項若

しくは第３５条第４項の認可又は認定こども園法第１７条第１項の認可を受け

ていないもの（第５８条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の

認可を取り消されたもの又は認定こども園法第２２条第１項の規定により幼保

連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。）については、その施設

の設置者は、その事業の開始の日（第５８条の規定により児童福祉施設若しくは

家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第２２条第１

項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあっては、

当該認可の取消しの日）から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け

出なければならない。  
一～六 （略）   

２・３ （略） 
 

○児童福祉法 



本日の議論の主な論点について

○ 施設型給付について

・保育所、幼稚園については、それぞれ施設の成り立ちや目的が異なる。
・例えば、４・５歳については、保育所か幼稚園に通う子どもがほとんどだが、
その違いは、保護者の就労状況等による場合が多い。
・保育所保育指針と幼稚園教育要領は内容の整合性を図っている。

①保育所、幼稚園に関し、市としてのこれまでの取組を変える必要があるかどうか。

②認定こども園について、市としてのこれまでの取組を変える必要があるかどうか。

・幼稚園型認定こども園についても、平成１９年４月以降、徐々に増えてきている。
・９月に行ったアンケート調査においても、認定こども園に対する期待としては、
「保護者の就労状況によらない受入ができる」という回答が最も多かった。
・幼保連携型認定こども園は、制度上、改善される部分がある。
（これまでは、保育所・幼稚園によって、新たな、もう一方の認可が必要だった。）



＜参考＞ 平成20年度第1回児童環境づくり推進協議会 認定こども園部会（平成20年8月29日開催） 資料抜粋



本日の議論の主な論点について②

○ 地域型保育給付について

・地域型保育は、新制度において新たに創設される事業である。
・待機児童の多い、０~２歳を預かる事業である。
・これまで、認可外であった事業者が参入することとなる。
・小規模保育は、新制度に先行して取り組みが行われることとなった。

③４種類ある地域型保育について、どのように対応していくのがよいか。

以下は国の資料から抜粋


