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会 議 記 録

会 議 名 杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会（第１回）

日 時 平成２２年１１月１２日（金）午後６時１０分～午後８時

場 所 杉並区役所西棟６階 第５会議室

出 席 者

[委 員]

森（委員長）、吉田（副委員長）、大澤、澤津、高橋、渡辺、正田、

後藤、田中、倉澤、小堂、中島、中村、酒井、島田、神保、勝野、

稲葉

[事務局]

加藤、古谷、松井、笠

配付資料

・杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会次第

・杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会設置要綱

・杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会委員名簿

・資料１ 杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会の設

置について

（参考１）教育、保育の用語の使い分けについて

（参考２）これまでの幼児教育の振興及び次世代育成支援改革の流

れ

（参考３）杉並区の幼児教育・保育及び子ども・子育て支援のこれ

までの取組

・資料２ 杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会

～今後の主なスケジュール（想定）～

・資料３ 杉並区における就学前人口の推移

・資料４ 杉並区における幼児教育施設等への就園状況（3～5歳児）

会議次第

１ 開会

２ 委員紹介

３ 議事

⑴ 検討委員会の設置と今後のスケジュール等について

⑵ 意見交換

４ 事務連絡

５ 閉会
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○ 主な発言要旨及び会議の結果等

［開 会] あいさつ

委員長 本委員会は、杉並区の就学前の幼児教育、保育を総合的に取り組むためのよ

りどころとなる指針の検討を目的として設置した。私立の幼稚園並びに保育

園の園長会代表の方にもご参加いただき、杉並の未来を担う子どもたちの育

ちをどのように進めていけばよいのか、検討をしたい。国の動向や区の新た

な基本構想の検討など、区の内外の動きなどを充分踏まえながら、衆知を集

めてしっかりした議論ができればと思うので、よろしくお願いしたい。

副委員長 教育部門と保育の部門が一体となって、ビジョンを作っていくということは、

非常に重要なことだと思う。国の動きなどを充分整理しながら、内容のある

ものをまとめていきたいと思うので、よろしくお願いする。

・委嘱状交付 外部の委員に委嘱状交付

委員長より大澤委員、澤津委員に委嘱状交付

・委員紹介

・配付資料説明

［議 事] （１）検討委員会の設置と今後のスケジュール等について

委員長 今日は、就学前教育、主に幼児教育、保育について、あるいは課題そのも

のについて、議論に先立って一定の共通認識をお持ちいただく必要がある

と考えている。

（資料１について）

就学前教育振興ビジョンの策定が区政における課題となったきっかけは、

区立幼稚園の改革方針をめぐる議会との議論の中で、幼保一体化を含めた

これからの就学前の子どもたちの育ち、教育について、しっかりした理念、

考え方をもつ必要があるという議会の意見等を踏まえ、実施計画、教育ビ

ジョン推進計画の修正過程で計画事業として盛り込まれた。

資料１の１、設置の背景について、私どもはこの課題を３点に分けて捉え

ることができると考えている。

まず、子どもたちそのものと子どもたちを受け入れている幼稚園、保育園

を含めた施設を取り巻く、少子高齢化の進行、小１プロブレム問題、児童

虐待など、様々な社会状況の変化がある。

次に、幼児教育あるいは保育をめぐる国の動きである。幼保一体化を主目

的として、内閣府を中心に「子ども・子育て新システム」の検討が進めら

れている。

さらに、区の状況として、区立幼稚園の子供園への移行、幼保小連携の取り
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組み、言葉の教育などのほか、幼稚園、保育園などでは地域による子育て支

援も重要な役割として取り組んでいる。

こうした様々な状況が、就学前教育振興ビジョンの策定の背景となっている

ことをまず確認したい。

こうした背景のもとで、基本的な認識として共通理解を得たい点を３

点整理した。

１つ目は、幼児期の重要性という点である。教育基本法にも謳われた

幼児期の重要性を充分踏まえて、今後の幼児教育、保育を考える必要が

ある。

２つ目は、生活や遊びなどの体験を通して発達成長し、生きるための

基礎を確立していく、幼児期における子どもの育ちや教育への目配りが、

その後の小学校以降の子どもの健やかな成長にとってきわめて重要であ

るという点である。したがって、就学前教育振興ビジョンの就学前とい

う用語は、狭い意味での教育ということよりも、０歳から小学校就学前

までの子どもの育ちを広い意味での教育として捉えて、使用しているこ

とをご理解いただきたい。

３つ目は、子どもが社会の一員として生きていくためには、その生活

するすべての場である家庭、就学前の幼稚園、保育園等、地域社会がそ

れぞれ子どもの育ちに応分の役割と責任のもとで互いに連携することが

必要だということ。

以上３点を本委員会での議論における基本的認識として、今後の議論

を進めていきたい。

資料１の２枚目は、こうした背景あるいは基本認識のもとで、杉並区

で、生まれてから就学前の子どもたちの育ちを支え支援するよりどころ

になるビジョンをつくる考え方を４点に分けて整理したものである。こ

の考え方を踏まえながら、想定される主な論点について検討を進めてい

きたいと考えているが、あくまでも現時点の想定であり、まずは課題整

理から進めていく中で、で新たな論点などの整理を行いながら具体的な

検討を進めていきたい。

以上が、この検討委員会の設置にかかわる基本的な考え方についての

説明である。

（資料２について）

粗い想定のスケジュールをお示しする。新たな基本構想の審議会が近

く発足し、来年の１０月には審議会の答申案がまとめられる予定であ

る。今後の区政運営の新しい政策の方向なども充分見極めながら、整

合性を図りながら検討をしていく必要がある。したがって、最終的な
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ビジョン策定は、２４年度上半期を想定している。

議論の過程では、区民、保護者の皆様の子育てニーズの実態の把握

が必要ではないかということもあり、その場合どういうやり方がいい

か、考えなければならない。また、議論の後半で、一定の考え方の取

りまとめができた段階で、学識経験者など外部の方からの助言や、何

らかの形で区民からの意見聴取も必要ではないかと考えている。具体

的には今後検討したい。

（２）意見交換

委員 現場にいて感じることは、保護者は子育てに対して悩んでいるというこ

とである。ハードの部分も必要だが、もっと保護者に対し内面的に、簡

単に言うと「子育ては楽しい」という思いを感じさせるようなことも大

切であると思う。それは、現場の人間の役割かも知れないが、行政は、

ハードの部分でバックアップするだけではなく、保護者に安心感を与え

るようなことも行って欲しい。ビジョンを策定するにあたり、このよう

なソフトの部分の議論もお願いしたい。

委員 小学校と就学前の保育園、幼稚園等との接続、連携は十分でない。それ

は、就学前にどういう子どもに育ってもらいたいかという共通の認識を

持っていないからではないかと思う。次に、現在、国で「子ども・子育

て新システム」の検討が行われているが、保育が産業化すること、保育

が切り売りされたり、サービスとして受け取られ、保護者支援の名のも

とに保護者が育児から離れていくことが心配される。実際、保育園の若

い保護者は、子育ての仕方がわからない、そばに祖父母がいないことも

あり、離乳食の作り方もわからない、まだ、保育園に預けていればよい

が、保育園に預けていない家庭になると、育児ノイローゼになってしま

うなど大きな問題となる。そういうことを考えると、就学前の子どもの

保育をいかに保障するかということが大切だと思う。

委員 子育て支援課は、直接、保育園、児童館を所管していないが、地域での

子育て、子どもの健やかな育ちを全体としてみる、そういう視点を持っ

ている。子育て応援券事業、子ども家庭支援センターなどを通じて、地

域を支える取組をしているので、今後の検討スケジュールに合わせ必要

な情報、適切な情報提供を行っていきたい。

委員 子供園は、区立として初めて３歳児保育を実施し、職員の体制も幼稚園

教諭と保育士が同じクラスを２人で担当して保育にあたっている。「育成

プログラム」に基づいた保育を実施しているが、現場の声も紹介しなが

ら、検討していきたい。
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委員 幼保一元化というのは、３０年以上前から言われているが、小学校、中

学校は義務教育として私立でも公立でも同じ形で行われるが、幼児期は

全く別の形で行われている。そこを一つにするという大きな命題である

が、家庭も育児能力がなくなっているといわれる今の時代、非常に重い

責務があると思う。いい方策ができれば、今から２０年後にはもっとい

い社会になると思う。

委員 待機児の問題であるが、今年は９月の末から、保育所に子どもを預ける

ことを考えている３歳児と０歳児の保護者の見学が非常に多い。無認可

も３０人～４０人待ちと言われているようで、今年は３歳児の預け先を

探すのが大変のようだ。

また、最近は昔と比べ、子どもを長時間預ける保護者が増えた。朝の７

時３０分から１８時３０分まで子どもがいる園が多くなっていて、長時

間保育が当たり前のようになってきている。

委員 区内で育つ就学前の子どもたちのことを保育園、幼稚園そして小学校の

先生も一緒になって考える機会があるということは、とてもいいことだ

と思う。私が接している保育園の保護者だけではなく、家庭で子育てを

している保護者も育児が大変な仕事になっている。子どもを育てること

だけは、手でしなければいけない手仕事である。

また、子育てに負担感がある保護者が多く、自我が芽生えてくる２歳児

になると家庭では育てにくいという声を聞く。そういったところから、

保育園の役割とか、就学前の子どもを持つ保護者をどのように支援して

いくかということが大事であると思う。

どういう子どもに育てたいかということも大事だが、今どんなに楽しい

時間であるか、今どんなにあなたにとっていい時間になるかということ

を周りにいる大人として支援していきたい。

委員 保健センターは、大きな柱として母子保健と精神保健がある。母子保健

では、妊娠中の母親学級、パパママ学級から始まり、出産後の家庭訪問、

３歳児検診まで、幼稚園などに通園するまでの母親の子育て支援をして

いる。出産後の家庭訪問は、昨年の４月から全戸訪問を実施することと

したが、ほとんどの家庭（９７％）に受け入れられていることから、悩

み、困っている母親が多いのかなと思っている。また、３歳児検診まで

個別に母親の子育てを支援してきたことを幼稚園などにどのように繋げ

ていけるのかということが今課題になっている。

委員 子供園の保育士である。新しいことなので、現場の保育士、幼稚園教諭

は日々悩みながら保育している。しかし、幼児教育を考えると、幼保一

体化というのは、本来のあるべき姿だと思っている。現場の中で幼稚園
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教諭と保育士の違いはあるが、そこをどのようにしていくかを考えなが

ら、他の委員が発言したように、杉並の子どもたちを、自分は認められ

ている存在なんだと思えるような子どもたちにしていきたいと思う。

委員 委員長から、家庭と就学前施設、地域社会と連携を取っていくという発

言があったが、就学前施設が将来的には一体化という方向があるのかも

知れないが、基本構想と合わせていくということになると、保育園と幼

稚園が異なった環境のもとでそれぞれやっている中で、考えなくてはな

らないという苦しさがあるのではないか。また、家庭と地域社会の連携

というところでは、保護者や区民から意見を聞く機会をぜひ設けてほし

い。

委員 私が杉並の幼稚園に来た時に子どもたちの様子を見て、人に対して信頼

感を持っている子が多いと感じた。これは杉並区のよさだと思った。様々

な人と関わる経験を通して人が好きと思える子になって欲しい。

ただ、最近、様々な人と関わる経験がなかなか家庭、社会ではできに

くくなっているのが実状かなと思う。幼稚園、保育園などで、実際に０

歳から２歳の子と関わったり、高齢者と関わる体験をたくさんしてもら

いたいと考えているので、ぜひビジョンの中にそういった視点を組み込

んで欲しい。

委員 就学前に関しては、幼稚園教育要領、保育所保育指針の内容が歩み寄っ

ている状況であるが、それぞれの施設等の多様な形が現存している中で、

どこまでできるのかというのは、なかなか難しい課題ではないかと認識

している。その上で、縦糸として、小学校、中学校との接続を考えてい

く、こちらは、小一プロブレムというところに焦点があたりがちだが、

小中の連携、中１ギャップといわれるところでも、同じ行政管内の小中

学校でありながらも、歩みよれないところがある。

そういった中で、区としての就学前教育振興ビジョンを策定すること

は、それに向けて一つのベクトルが形成されていく要素になると思うの

で、私も自分の立場でその方向に少しでも寄与したい。

委員 幼稚園、保育園のそれぞれの影響力というのがあると思う。小学校に入

学した子どもたちをみると、この子はどこの幼稚園、保育園の出身とい

うような傾向がある。各幼稚園、子供園、保育園の特色を否定するわけ

ではなく、そのことは大切にしながら、ビジョンが杉並区の就学前施設

にとって、横軸的、スタンダード的なものになればよいと思う。

また、高井戸西幼稚園は２５年度に子供園化へ転換する予定であり、

この検討委員会に参加しながら、高井戸西幼稚園がうまく子供園に転換

していけるようなことも課題として考えていきたいと思う。
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委員 江戸時代の子育ての言葉に「三つ心、六つ躾、九つ言葉、十二文、十五

理で末決まる」というものがある。これは現在でも充分通じる言葉だと思

う。現在の子育て、家庭教育の支援は、果たしてそうなっているのか。保

育園を増やすことは確かに大切なことだが、本当にそれが子育て支援にな

っているのか疑問のままである。

また、学校では特別支援教育が盛んに言われているが、０歳から５歳の特

別支援教育はどうなっているのか、目に見える障害のある子どもについて

は当然すぐ対応できるが、ADHD等の子どもに対する発達支援が必要だと
思う。子ども発達支援センターや保健センターと連携し、こういった０歳

～就学前までの子ども全員の発達支援ができるようなシステムをつくる必

要があると考える。

委員 私の所属する済美教育センターは学校教育の中身である、教育活動の支援、

指導をするところである。そこで、この検討委員会において、幼稚園、学

校教育の中身について積極的に情報提供していくことが私の役割であると

考えている。そういう中で、私自身勉強していきたいと思っていることが

３点ある。

１点目は、幼稚園教育と小学校教育の内容のつながりについて。

２点目は、済美教育センターは教員を指導する役割もあるので、教員あ

るいは保育士を、どのように育てていけばいいかということについて。

３点目は、親の育ちについて。

資料１に親、家庭に対してどのような支援をしていくかという視点がある

が、積極的に情報提供していきたい。

委員 保育所待機児童について、今年４月は２３名であったが、４月以降人口が

増え、特に０歳～２歳については、既に来年４月の想定数を上回っている。

このままいくと来年４月の待機児童は２００名を超えることになると思わ

れるので、引き続き対策を強化していきたい。

副委員長 義務教育課程を所管する教育委員会としては、中学校卒業の１５歳まで一

貫してその子どもをどのように育てていくのかという視点が必要と思う。

１５歳までにどういう子どもに育てるか、その時に、就学前の教育として

何が必要なのかということを考えなければいけない。

ビジョンの策定にあたっては、保育園、幼稚園の垣根を越えるということ

だけではなく、０歳から１５歳までの縦の関係を考えていかなければなら

ないと考える。中学校を卒業する時には、自分の将来の進路選択がきちん

とできる子どもに育っている。そんな子どもを育てるのが私の仕事だと思

っている

委員長 今回、「就学前教育振興ビジョン」という名称になっているが、これはあく
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まで一般名詞ということで、今後、議論を進める中で変更することもあり

うると考えている。国では、「こども指針」という言葉も使用しており、今

後、議論の中で検討してまいりたい。

次に、委員から、０歳から就学前までの特別支援教育についての問題提

起があった。

現在、こども発達センターを所管する障害者施策課が中心になって、配

慮を要する子どもたちの療育、発達支援について、学識経験者を含めた検

討会が設置されているので、今後、本委員会で、配慮を要する子どもに関

することがテーマになった時には、所管の課長にオブザーバー出席をして

もらう等、工夫をしながら対応してまいりたい。

引き続き、各委員から自由に発言をお願いしたい。

委員 小学校の先生に、子どもは小学校に入学する前にどうなっていればいいの

かと尋ねてみたら、あいさつができればいい、漢字は書けなくていい、ひ

らがなも書けなくていい。ただ、自分の名前は書けるようにということで

あった。校長先生はどのようなお考えか伺いたい。

委員 その通りである。自分の名前が読めて、書ける、あいさつ、着衣ができれ

ばいいと思っている。それ以上は保育園、幼稚園には求めない。小学校に

入学して、個人差があっても、あっという間に同じになる。

委員 私も同じ意見である。幼稚園、子供園、保育園等で身につけたもの、家庭

で身につけたもので、自分の身の回りのことが自分でできる力が求められ

ると思う。

委員 今、天沼小学校では、５年間担任をしている先生を中心に、１年の担任は、

３学期に入ると入学してくるすべての幼稚園、保育園を訪問して先生、保

育士さん方とお話をさせていただいている。なかなか個の差もあるので、

これを絶対にとは言えないが、最大公約数的なものについては、入学に向

けた保護者説明会で保護者の方には伝えている。

ただ、今、ご質問をいただき、保育園、幼稚園と交流する場面において

も、そういったい情報をこちらの方から投げかけていく必要があるのかな

と思った。

委員 基本的な生活習慣と人の話を聞けるということがとても大事なことだと思

っているので、私の園では、小学校に入学したら先生の話を聞ける子を育

てている。

［閉 会]

委員長 次回は、「就学前施設」をテーマに課題の整理をしたいと思う。

以上で、第１回の検討委員会を終了とする。


