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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４回）

日 時 平成２３年４月２７日(水)午後３時００分～午後５時１０分

場 所 杉並区役所分庁舎４階 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、寺井、

後藤、飯塚、倉澤、藤川、萩原、神保、勝野、稲葉

[委員長招請] 和久井障害者施策課長 村こども発達センター所長

[事務局]

古谷、松井、齊藤

配付資料

〔資料１〕子ども・子育てに関する理念等について(国資料・抜粋)

〔資料２〕東京都公立小・中学校における第１学年の児童・生徒の学校生活へ

の適応状況にかかわる実態調査について

〔資料３〕平成 21年度における児童・生徒の問題行動の実態について(概要)

〔資料４〕幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続の在り方について(報告）

（概要）

〔資料５〕杉並区立こども発達センター事業概要(平成22年版)

〔資料６〕児童虐待の相談件数と内訳

〔資料７〕児童虐待の早期発見・早期支援のための取り組み等

〔資料８〕子どもの発達(発達の特性、発達過程)について(案）（国資料）

〔資料９〕小堂委員からの意見(メモ)

〔資料10〕区民意向調査「就学前教育・保育」(案)

〔資料11〕第3回議事録（案）

会議次第

１ 開 会 正・副委員長あいさつ

２ 要綱改正、及び新委員の紹介

３ 議 事

(1)子どもについて

(2)区民意向調査について

(3)その他

４ 事務連絡

次回の日程

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 これより第４回の就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会を開催する。

この検討委員会は、杉並における就学前の教育と保育をより充実していくために、

就学前教育・保育の拠りどころとなる指針を検討するためにスタートしたものであ

る。検討に当たっては、国の「子ども・子育て新システム」をめぐる議論や区の新

たな基本構想、総合計画策定の動きを見据えながら進めていきたい。

今年度は、こうした区の内外の動向を踏まえつつ、ビジョンの案を取りまとめた

うえで、２４年度上半期での策定を視野に入れて引き続き議論を進める予定なので、

よろしくお願いしたい。

副委員長 現在、区の基本構想を審議している段階であるが、教育委員会としても教育ビジョ

ン改定の時期であり、今後１０年間、どのような人間や社会をつくっていくのか議論

を深めている段階である。この検討委員会では、実務に携わられている方々との議論

を通して、より現実性のある内容をめざしていきたい。

＜要綱改正説明及び新委員の紹介＞

委員長 次第の２にある、設置要綱の一部改正について、事務局から報告を受けた後、新し

く委員になられた方に自己紹介をお願いする。

事務局 要綱改正は、組織改正により保健福祉部副参事が新設され、あわせて人事異動に伴

い、何名かの委員が変更したことを受けて、規程の整備をしたものである。

新委員自己紹介

＜オブザーバーの紹介＞

委員長 議事の３にあるとおり、本日の主な議題は「子どもについて」ということであるが、

今日は課題に関連してオブザーバー出席という形で、障害のある子どもへの支援・養

育などを所管している障害者施策課長と、そうした子ども達の療育機関である、こど

も発達センター所長に出席いただいているので、挨拶をお願いしたい。

オブザーバー自己紹介

＜前回議事録の確認＞

委員長 意見交換に入る前に、資料５を除く資料１から９について一括して説明を受け、少

し意見交換した後、資料５のこども発達センターの事業概要の説明をお願いしたい。

資料説明

[議事] (1) 子どもについて

委員長 就学前の子どもを取り巻く育成環境は、ここ３０年の間にどのように変化してきて
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いるのか、また、就学前の幼稚園・保育園・子供園において、子どもと日頃接する中

で気づいた点などを伺いたい。

委員 保護者の教育力、育児力がかなり下がっていると感じている。幼稚園に入った段階

でおむつがとれず、洋服を脱いだら畳むなどの力がついていない子どもが増えており、

それをどう教えたらいいか分からない保護者がいるのが現状である。

また、入園して今頃の時期になると、人がおもちゃを使っていても、それを認識で

きず取ってしまうという状況が以前はあったが、今年はそれがまったく見られない。

幼稚園に入るまで母親と暮らす中で、自分が欲しいものを勝ち取るという経験がなく、

誰かが使っていれば最初から諦め、興味を持たないという不思議な傾向がある。それ

は保護者の育児力の低下に起因していると感じる。

委員長 それは、どのような背景から生じていると考えられるか。

委員 母親同士がつながれず、人との関わりが下手で、かえって避けてしまうようなケー

スがかなり増えてきている気がする。

委員 保育園では、保護者は、赤ちゃんの時から一緒に育ちあう仲間という認識でいるた

め、保護者の方々のつながりはあるように思う。

ただ、些細なことで「うちの子はどうだろうか」という心配や問い合わせが多く

寄せられ、保護者の気持ちに沿ったより丁寧な対応が求められており、職員と話し

合いながら日々関わってきた。保育園入園前の子どもの保護者も心配を抱えており、

家庭訪問や電話などで相談に答えるようにしている。

委員長 子どもたちを見て何か感じるところはあるか。

委員 転んでもすぐ起き上がれないなど、危険回避能力が下がっているように見えるので、

運動や体操等を取り入れながら事故を未然に防ぐようにしている。

また、小さい子どもは離乳食の進み具合が遅れており、遅れた少し前の段階から食

べさせ始めて、幼児食にもっていくという、きめの細かな配慮がより大切になってき

ている。

委員長 そのような状況は何に起因していると考えるか。

委員 情報が多すぎるということも一因であり、また、他の子どもとの比較をする保護者

が多いようである。

委員長 子供園の方の様子はどうか。

委員 最近は叱れない保護者が多くなってきたように感じる。また、親自身が判断しなけ

ればいけないところをなかなか決められないなど、保護者の子育ての感覚も違ってき

ているのではないかと感じている。

委員長 今の親の世代は、ジャッジできない、叱れない、自分をモデル・規範にしながら子

どもを育てることを嫌がるといった傾向があるのだろうか。

委員 保護者は自信がなく、誰かに決めてもらいたいのだと思う。

委員 保護者に関していえば、先の地震や放射能のことでも、園から状況に応じて細かく

指示を出してほしいという苦情が寄せられた。自分で決めるよりも、園や学校に「こ

うしなさい」という決定をしてほしいという意見を持っている方もいる。
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また、子どもの育ちで面白いと感じたのが、３歳で子供園に入り１年間過ごして

進級した子どもは、クラスが変わっても環境になじむのが早い。次に、４歳から初

めて入ってくる子どもたちも、その園児たちに影響されてなじむのが早いという状

況が現場で起きていて、２つある 4歳児クラスの子どもたちに違いが見られた。
委員長 後の方の子どもの様子は、環境への適応能力が高い子どもが多いということを示し

ているのか。

委員 そのような力を子どもたちは持っていると感じている。保育者が、丁寧に「集団生

活の子どもたちをしっかりと見て支援していく」という気持ちがあると、子どもたち

が園で安心して過ごすことができ、そのような時間を積み重ねていくことで、子ども

たちも自分の力を発揮できていくという、発達・成長の様子が見える。

委員 保護者は情報は多く持っているが、いろいろな媒体に載っているマニュアルなどと

違うということが逆に不安なのではないか。

委員長 私立幼稚園での状況はどうか。

委員 「いい子」が多くなっている。３歳で人の話をちゃんと聞くような態度ができる子、

おとなしい子が年々増えているという感じがする。

また、先ほどと同様に、親が自分で判断できないということである。特に今回の震

災に伴う原発事故の件については、親たちが報道に惑わされ、多くの幼稚園の在園児

が東京から転出したり、飲み水に関して園の指示に従わず、勝手にペットボトルを持

ち込むなどという状況になった。

自己判断できない親たちがいるから、３歳児が「自分でしっかりしなきゃ」と考

えているのではないかと不安である。

委員 自分の子どもに対する「かわいい」という気持ちを、園にも同じように要求する親

が増えてきている。また、力強く、打たれ強い男の子が最近いない傾向にあるので、

これからどうなっていくのか気になっている。

委員長 保護者が自分の子どもを大切にしているというのは、過保護や過干渉とは違うのか。

委員 答えとしては微妙であるが、自分ができなかったことをしてやっているということ

ではないだろうか。その反面、厳しくしなければいけないことや社会的なルールを教

えることが抜けているのではないかと感じる。

委員長 母子保健の現場から見て、保護者の様子はどうか。

委員 母親の話を聞くと、出産後子どもを実際に目の前にすると「どうしたらいいのか」

という不安がすごくある。それは、親同士や子供同士の交流が少ないことに起因して

いる。情報はインターネットや本からという親が多いが、かえって不安になることが

多いようである。しかし、保育園や幼稚園に入ると関わる方々が増えてくるため、助

かっているという母親が多い。

また、おむつをとったり、断乳する時期が遅くなる傾向がある。子どもを自然のま

まに育てるという風潮があり、いろいろな情報の中で、それらの情報をどうこなして

いくかということが、難しいのではないかと感じている。

委員長 小学校での、特に親の様子はどうか。
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委員 まず、今年の特徴として、連絡帳が多いと感じる。わが子を見てほしいというのが

ものすごく強くあるのだと思う。また、親のマナーの悪さが目に付く。親は自分の行

動をもう少し考えなければならない。

親自身がすごく不安を感じていると思う。人とのつながりができない。先の震災

では、児童の保護者引渡しについて、保護者以外に引き渡しできる関係者を聞いた

ところ、「友達がいない」とか、「人に頼めば責任問題が出てくるから頼むべきでは

ない、頼まれたくない」という答えが多く、学校がすべて面倒見てくれると思って

いる方が多かった。

自立できていない状況がある。忘れ物ものが多く、わが子はかわいいが、わが子

に手をかけられない状況がある。また、一年生で１１時以降起きている子が２％近

くいる。子どもを遅くまで起こしておいて子どもの健康に思いを寄せることが少な

く、思いはあっても自分たちが楽しいほうがいいという状況に困っている。その親

たちがどう変わっていくか、本当に大切にされていない子どもたちがどうなってい

くか心配である。

受験を控えている５、６年生が一番厳しくなってきている。子どもは受験で疲れ果

てているので、学校が勉強せずに騒げるところになっている。教師が親に注意をして

も、子どもの言うことを全部信用し、子どもには何も言わない。子どもの生活指導を

するうえで、本当は親が一緒に育てていかないと、子どもはどうにもならない方向に

いってしまうのだが、そのことに親自身が気づかないという厳しい状況がある。

委員長 就学前には保護者とのコミュニケーションツールとして重要な連絡帳が、小学校

では保護者から苦情・要求等を伝える媒体になっている感じを受けるが、連絡帳が

増えているという最近の状況は、学校に対する信頼感が揺らいでいるということで

もあるのか。

委員 結局、親自身が自分の子どものことについて何かを発言する場所がなく、一番言

いやすいのが学校であり連絡帳なのだと思う。連絡帳の内容は大体が些細なことだ

が、学校からの返事が簡単だと親からは許されない。

委員長 ある小学校の校長から聞いた話によると、高学年になっても連絡帳を持ってくる

子どもの親がいて、粘り強く説得して卒業前までにはなくなったとのことだが、こ

うしたケースは例外的ではないということか。

委員 子どもが気を使って提出せずに、トラブルになるというケースも去年あった。

委員 中学生の親でも同じ状況である。「親力」というのがもうないのではないかと実

感している。親同士のトラブルの解決を学校に求めたりすることが、先の震災の時

にも多々あった。もう少し、親同士がコミュニケーションをとっていれば、直に学

校に相談にくることはないのにと思う。子どものことについて語る前に、それを育

てる親、保護者を何とかすることが外せない課題ではないかと実感している。

委員長 親の教育力の問題や保護者が抱える現実について言及する意見が多かったが、い

ずれにしろ、就学前の子どもの育ちを考えれば、「親力」の不足という課題に向き

合わざるを得ないと感じた。
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一方で、最近、児童虐待や発達障害が非常に増えている状況がある。そこで次に、

就学前から小学校に入学するまでの子どもや子育てを考えるうえで避けて通れな

い課題である、発達障害をめぐる最近の状況について、障害者施策課長とこども発

達センター所長から資料５をもとに先に説明してもらい、それを手がかりに議論し

たい。

＜資料５説明＞

オブザーバー 発達障害は平成１４、５年頃から出始め、ここ数年がピークといわれている。親

としては非常に認めたくない中、こども発達センターによる早期発見で急激に増加

しているというデータがある。それに関係する家族からの相談をこども発達センタ

ーの事業として受けている。

発達障害が分かるようになったのはここ１０年位のことで、特に平成１７年の発

達障害者支援法が制定されてから増加している。知的な障害はないが、落ち着きが

ない、コミュニケーションの程度が分からないなど今までにないタイプの子どもで、

生活面での自立支援等が必要である。

出現率は子ども１.5％、大人３％程度であるが、平成１８年に厚生労働省が特定
の自治体の５歳児の全数調査を行ったところ、医師が発達障害と診断した子どもの

数は８.2～９.3％という数字であったことから、今までの障害児の何倍もの方が発
達障害児ということになる。

大人になるまで、少し変わっている、空気が読めない程度で支障なく生活できて

いれば問題はないが、発達障害を持っていることでいじめられたり、学校に行きた

くなくなったりと二次的な障害が指摘されているので、早期からの対策が必要とな

り、こども発達センターに相談に来られるようである。

従来、親のしつけの問題や本人のわがままに起因するという誤解があったが、発達

障害と呼ばれる人たちが、情報や感覚の入り方や処理の仕方が特別であるということ

が判り、早期からトレーニングを行い、なんとか仲間と折り合いをつけていけるよう

に訓練するようになった。

勉強ができる人たちが多く、その部分で評価されたり、あるいは「少々難はある

けど、あいつはいいやつだな」という評価を得られればよいが、自己肯定観の欠如

や、また逆に、社会に認められないのは組織や社会が悪いんだという考えが固まっ

たりとか、自発的なものが出てくるため、就学前からの対策が必要であるというこ

とが分かってきた。今、幼稚園や保育園で相談に乗るために、主管課の協力を得て

巡回指導も実施している。

委員長 平成９年にこども発達センターが心身障害児の施設として設置されてから、発達

障害の認知が広がり支援を行うまでにタイムラグがあった。心身障害の専門療育機

関としてスタートし、その後、発達障害の子どもが非常に増え、発達障害児にも適

切な対応が求められる中で、現在、どのような課題を抱えているのか。
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オブザーバー 発達障害の人を指導する場所や会場が足りないことが課題である。済美教育セン

ターなど、７箇所の会場を使って指導を行ったり６箇所の会場を回るなど、指導や

状況を細かくすることに努力している。

委員長 発達障害をめぐる状況に関連して、就学前、特に保育園や幼稚園では伸びやかな

「遊び」を基本に対応されているが、義務教育の小学校となると時間に沿って生活

が組み立てられて、枠組みの中で生活を送るということで、様々な場面で就学前と

は段差があると思うが、これについて意見を聞きたい。

委員 小学校でもそういう状況が続いている。障害のある子どもの親でも、他の子ども

の障害についてはなかなか理解できず、「わが子だけ」というようになっている。

障害者に対する保護者の理解が課題だと思う。

また早期発見が重要である。どこにも相談しないできて、実は障害を持っていた

という子どもが存在する。通常の三歳児健診では発見できないため、早期発見でき

るシステムが必要である。他の自治体では細かなデータを保有し、早期に関わりを

持って、保護者も早い段階から相談できる体制が整っている所があると聞いている。

委員長 乳幼児の健診事業とこども発達センターとの連携の状況はどうか。

委員 １歳児健診と３歳児健診では、自閉症に関しては質問を受けられるように対応は

とっている。発達障害の子どもは集団に入ってみないと分からない部分が多い。その

後の発達障害のことに関しては、幼稚園に在園している中で、発達専門相談が見つけ

てくれている。５歳児健診での発見では遅いのではないかと考えている。

発達専門相談は、障害者施策課が発行している発達相談「すこやか」という報告

書をもとに、こども発達センターと保健センターが管轄している。保育園や幼稚園の

先生方が様子を見て、巡回指導という形でこども発達センターとも連携し、３歳児健

診が終わって以降、学校に上がるまでにスクリーニングをかけ、見逃してしまった子

どもに対してもフォローしていきたい。

委員長 ３歳児を対象にした健診で発達障害のスクリーニングはしているが、そこで全部網

がかけられて適切な指導につながっているかというと１００％ではない。その部分

を発達相談とか、各就学前の保育園・幼稚園での巡回指導などで、またさらに発見

していく仕組みになっているが、小学１年にあがったときに、途切れてしまうこと

が今後の大きな課題のひとつとなると思う。

幼稚園、保育園、子供園にいる発達障害の子どもの実態や情報は、学校に上がる

ときに、学校にもきちんと届いているのか。また、こども発達センター内の通園グル

ープ指導「たんぽぽ園」に在園する幼児は３～５歳は、すべて私立幼稚園、公立幼稚

園に入っているのか。

オブザーバー 発達障害の子どもというのは、もともと３年保育が難しいため、一年残って、４、

５歳から保育園あるいは区立幼稚園に行く。

委員 区立幼稚園では、延長保育に介助員が３人も４人もいる状況があって、適正就園

ということからすると、かなり厳しいと感じている。区立幼稚園では現在１０６名

が在園しているが、その中でこども発達センターから来ている子どもが１３名いる。
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その内６名に介助員を配置している状態で、学級として成立するのか疑問である。

オブザーバー ５歳児まで残る子どもは特別支援学級に入り、それ以外の子どもは５歳児までに

何らかの別の所属に行く。特別支援学級に入るような子どもたちは、保育園、幼稚

園に在園してない。それがすべて適切かどうかというのは別の話だが、保護者の方

はどう思っているのだろうか。

委員 今は、保育園に入りにくいという状況が関係しているのだと思う。

委員長 卒園して小学校に入学する際には、就学前の子どもの様子について学校の方と情

報を共有できる仕組みになっていると思うが。

委員 区立幼稚園では、済美教育センターが作成している「すばる」という就学支援シ

ートを発達障害の子どもの保護者に記入を勧めており、かなり細かな発育状況を記

入したものが小学校へ渡される。また入学前のクラス分けの時点で小学校と情報交

換の場をつくり、話し合いをするなどしている。

委員長 保育園の方はどうか。

委員 園長が卒園後の各小学校に赴き話をしており、「すばる」も活用している。小学

校の方からも、卒園間際に対象の子どもの保育園を訪問してもらい、クラス編成も

相談するというように、保育園と小学校のつながりは年々強くなっていると思う。

委員長 小学校側も同じように考えているのか。

委員 これまでは、必ずしも全校が幼稚園等を回らず、手元に届いた情報だけで処理し

ていた。本年度からは全校個別に園を回るようにし、担当と打ち合わせをしている。

ここでひとつ問題なのは、幼稚園では特別支援教育で介助員を配置するのが当

たり前だという考えの親が多い。また、「すばる」を提出したのだから、個別指

導計画に基づき全部やってほしいという考えの親もいる。しかし、学校では連携

はとっているが、個別にその対応となると非常に難しくジレンマがある。

委員長 私立の状況はどうか。

委員 私立では人件費がかかるため、介助員の配置は難しい。また、補助金はあるが、

それ以前に保護者は自分の子どもが障害を持っていることを認めたくないため、補

助金の申請もなかなか難しい。

委員長 委員の園では発達障害と思われる子どもは在園しているのか。また、保護者の方

はそういう障害だという認知はしているか。

委員 何人も在園している。保護者も認知はしているのだが、こちら側から障害である

ことを言われるのを嫌がる方もいる。入園時にも隠したいと思っているような状況

である。

オブザーバー こども発達センターでも、発達障害ではと思われる子どもには発達障害という病

名はジャッジできない。幼小連携についても同じで、開示の義務があるので、書き

方が慎重になってしまう。簡単に発達障害という病名は言えないため、形骸化して

いるところもあると感じている。

委員長 保育園では卒園する子どもに「保育要録」をつくり、就学先となる学校に渡して

いるのか。
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委員 「保育要録」は集団になじめないことや多動的であることなどを、保護者と相談

したうえで作成しているわけではない。

委員長 そうした資料を元に学校側と話し合ったりしているのか。

委員 郵送による対応である。保育施設も多岐にわたっており、先生方も忙しい状況を

鑑みての対応だが、これも課題であると感じている。

委員 「すばる」の活用については、拒否する保護者もいる。

委員長 区立と私立で巡回相談の受け入れや情報共有の面で若干の違いがあるようだが、

幼保小の連携などではどのような工夫をしているか。

オブザーバー 区立と私立の対比ということであれば、公立の子供園、幼稚園は介助などの体制

があることや、それまで専門機関で過ごして途中から合流することの難しさなどか

ら、区立を選択する方がいると思う。

委員長 そういった状況の中で、発達障害の子どもや家庭に対する支援のあり方について

は、改善や工夫の余地があるのではないか。

オブザーバー 集団生活が苦手なことが発達障害の子どもたちの特徴であり、幼稚園の３０人規

模の大きな集団より、６～７人のグループでいることが望ましいと思う。

委員長 放課後対策の方ではどうか。

委員 発達障害の子どもの親からは、学童クラブでの指導が適切ではないという意見も

ある。学童クラブでは通常６０名以上の子どもが在籍する中、発達障害の子どもは

小さな集団での指導がよいので班単位にして、毎月メンバーを入れ替えたりしなが

らその子どもの特性を見極めるという対応をしているが、時間がかかる。子どもた

ちが自立できるように努力しているが、今は受け入れの数を増やさなければならな

い時期で、施設的にも質を維持していくのは難しいのが現状である。

副委員長 発達障害はここ数年非常に数が多い相談である。子どもの障害を苦に母親が事件

を起こすという社会的に大きな事件が起こり、また、学校でいじめられ不登校にな

って家の中に引きこもり、結果的に大人になっても引きこもったまま、自傷行為や

薬物依存になってしまうという社会が抱えるリスクも大きくなってきている。

区としては就学前の教育を考えるうえで、小さいうちから何とか社会に適応で

きるようしていくということを大きな課題の柱として考えたい。また、子どもの

問題行動を見るとき、親の問題行動が透けて見えてくる。家庭の教育について考

えることもその柱のひとつになると思う。

委員長 幼児期から学齢期にかけての子どもの育成環境や家庭環境が、昔と随分変わって

きている。０歳児から５歳児までの発達あるいは学びの連続性を踏まえて、就学前

の教育・保育をより一層充実させる必要があることが確認できた。

発達障害の問題については、児童虐待の増加という点とあわせて、親の養育力

の低下という背景も押さえつつ、乳児期の子どもの心身の発達や障害に対する正

しい理解を深め、子育ちや子育てを支える関係機関との連携を図りながら、その

子どもや親に対する適切な援助、支援を行う必要があると考える。

さらに、就学前の施設と学校の関係では、「保育要録」や就学支援シート「すば
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る」による情報の共有化が図られるなど、相互理解を深めるための仕組みは整い

つつあるようだが、公立、私立の観点から考えると、今後さらに改善・工夫すべ

き余地はあると感じた。

〔議 事〕(2) 区民意向調査について

委員長 区が毎年行う区民意向調査の中で、「就学前教育・保育」をテーマに５つの質問

を盛り込む予定である。事務局から説明のあったアンケート案にご意見をいただき

たい。

委員 アンケートの結果はどのように利用するつもりなのか。また、問４にある就学前

施設と学校の連携については、公的施設と民間施設に分けて聞いた方が、課題を把

握できるのではないか。

委員長 区の区民意向調査は、特定の方を対象とせずに無作為抽出で実施するものである

が、今後の検討の中で結果を活用していきたい。こうした調査とは別に、就学前施

設の保護者やその現場に携わっている職員を対象に、アンケート等を通じて意向を

把握することも考えられる。

問４に関しては、各施設の実態を踏まえたうえで選択するというのが難しいた

め、意見は参考としたい。

委員 問５に関して、区民は子供園に対する理解が薄いことも考えられ、「幼保一体

化の取組み」という言葉は分かりづらいのではないか。

委員長 幼保一体化イコール子供園という前提からの質問というわけではなく、幼保一体

化について一般的にどう評価されているのかを聞くという意図である。

委員 幼保一体化については一般的な意見が予想される。自由意見を記入する項目があ

れば、いろいろな意見を聞けるのではないか。

委員 問５の後に、「問４と問５について自由意見をお聞かせください」といった形で

聞く方が記入しやすいのではないか。

委員長 これまでの意見を参考にして、事務局の方でアンケート内容を最終調整のうえ、

実施することとしたい。

〔閉 会〕

委員長 次回は、基本構想審議会「第３部会」において、子育てや教育についてどのよう

な議論がなされているかについても情報共有しながら、杉並の子どもはどのように

育ってほしいのかを中心に議論したいと考えているので、よろしくお願いしたい。

以上で、第４回の検討委員会を閉会とする。


