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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５回）

日 時 平成２３年６月３日(金)午後３時００分～午後５時００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、

日暮、飯塚、小堂、藤川、酒井、神保、稲葉

[事務局]

加藤、古谷、松井、齊藤

配付資料

〔資料１〕「課題の整理」のまとめ（これまでの議論の整理）［案］（事務局まとめ）

〔資料２〕杉並区基本構想審議会「第３部会」の審議状況について（企画課資料）

〔資料３〕子どもたちの育ちと５領域（イメージ図）他（国資料）

〔資料４〕区の子ども・子育て新システム検討会議資料（国資料）

〔資料５〕第４回議事録（案）

会議次第

１ 開 会 正・副委員長あいさつ

２ 議 事

（１）課題整理のまとめ

（２）「育ってほしい子ども像」について

（３）その他

３ 事務連絡

次回の日程

４ 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５回、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。

本日は、前回まで検討を重ねてきた“「課題の整理」のまとめ”について確認を

した後、就学前の保育や教育を今後充実させる上で、“育ってほしい杉並の子ど

も”像とはいかなるものかについて話し合うこととしたい。

まず、配布資料の説明とともに、杉並区基本構想審議会の関連部会の審議状

況について、国の子ども・子育て新システムの動きと合わせて、事務局の方か

ら報告をお願いする。

[前回議事録の確認及び資料説明]

[議事１ 課題整理のまとめ]

委員長 はじめに、資料１の内容について確認する。

まず、“就学前施設についての課題”について。１点目は、施設同士の相互理

解が未だ不十分であること。２点目は、親の成長、いわば“親育ち”を促す支

援が大事であること。３点目は、就学前の施設と小学校との接続、連携の必要

性である。このテーマについて何か意見や質問があれば伺いたい。

委員 資料１にある“相互の理解が不足している”という点についてこの相互とい

うのは、“誰”のことを指しているのか。

委員長 就学前の施設同士を指している。

次に、“在宅家庭についての課題”について。１点目は都市化が進む杉並では、

不安感、負担感を抱えながら子育てを行う親の孤立化が進行しつつあり、社会

全体で連携して、“子育ち”“子育て”を支え、取り組むことが必要であること。

２点目は親が親として育つためには、社会的な支援に力をいれ、その仕組みづ

くりを進める必要があること。３点目として、社会全体で子育てをしやすい地

域をつくることが大切だということである。このテーマについて何か意見や質

問があれば伺いたい。

委員長 最後に“子どもについての課題”であるが、１点目に子どもの成長・発達や

学びの連続性を考慮し、就学前の幼児教育や保育について、一層充実させる必

要性があること、２点目に児童虐待や発達障害への適切な援助・支援を行う必

要があること、３点目に就学前の施設が私立を含めて連携し、改善・工夫して

小学校での学びにつなげていく必要があることである。この課題についてはい

かがでしょうか。

委員 資料１の“０から５歳までの子どもの発達や学びの連続性を考慮し、就学前

の教育と保育の一層の充実に向けて取り組む必要がある。”という一文について、

私は、“養護”の重要性を感じており、就学前には、教育、保育だけではなく養

護という視点が抜け落ちて、一体化していくのは問題があると認識している。
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委員長 この委員会自体が、“就学前教育振興ビジョン”という名称が付いているが、

就学前は、発達の援助を行う「教育」という側面とともに、「養護」という側面

も大切なことであるので、この点も含めて引き続き考えていくこととしたい。

委員 “就学前施設同士の相互の理解が不足している”の一文について、私立幼稚

園の立場からすると、長い間杉並区にある公立と私立の施設同士には隔たりが

あるという考え方が、私立幼稚園の園長の中にはあり、これを打破していくの

はかなり難しいことであると思う。それぞれの交流が図れるような機会を増や

せば相互理解が図れていくのではないだろうか。

委員長 この意見に対して、子供園ではどう考えるか。

委員 昨年は保育園に対して子供園の公開を行ったので、今年度は私立幼稚園にも

公開を考えている。また、先日実施した特別支援に関する研修では、今年度初

めて私立幼稚園からも参加を募り、子供園、幼稚園、保育園合同で研修を実施

した。今後は合同研修をより一層進めて行きたいと考えている。

委員長 子供園に関しては、先行して幼稚園から子供園に移行した２園の検証・評価

を行い、保護者や区民への公表を予定している。次回以降、この検証・評価の

まとめなどについて報告を受け、本委員会でも共有化したいと考えている。

次に、保育園についてはどうか。

委員 “発達と学びの連続性”について、保育園では待機児童解消のため、保育園、

保育室、保育ママなど様々な形態が存在しているので、お互いの交流を図るた

め交流会などを行っているが、教育、養護を含めて様々な意味でなかなか難し

い点は多いが、今後も続けていく必要性は感じている。

委員 “在宅家庭についての課題”では、子育て支援というと自分の子育てが楽に

なる、助けてもらえるという側面ばかり強調されるが、親の子育ての力をつけ

る、 いわば“親育ち”の成長支援をする仕組みづくりの必要性を感じた。

委員長 学校教育の現場ではどうか。

委員 小学校における学校教育というところからは、“幼保小連携の充実”について。

近年の発達障害児の増加にも拘わらず、個人情報の問題などで、情報の連携が

オープンではない部分もあるので、もっと開かれた形での特別支援が必要であ

ると考えている。

委員 特別支援に関しては、行動支援の部分で、成長を一貫して捉えるための個別

の“教育支援計画”というツールがあるが、教育現場や保護者には周知が進ん

でいない現状があるので、このツールのさらなる活用により幼保小の連携を深

めることができると思う。

委員長 母子保健の現場ではどうか。

委員 就学前の施設に入る前の子どもたちと就学前の施設にいる方たちとの連携も

ひとつの課題であると感じている。

委員長 子供園に通う子どもや保護者に接してみて意見があるか。

委員 “相互理解”というが、現実的には時間がかかるし、どうやったら理解し合
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えるかをしっかり言及していかないと現場では難しいと思う。

委員長 日々の現場でのご苦労などについては、この会議の中で今後も機会を見つけ

て伺いたいと考える。それでは、今回、事務局で作成した「課題の整理」のま

とめについては、内容を了承することとしたい。

次に杉並区の基本構想審議会「第３部会」の審議状況の経過報告ついて、何

かご質問やご意見などがあればお願いしたい。

意見がないようなので、議事の１は以上で終了とする。

[議事２ 「育ってほしい子ども像」について]

委員長 子どもの育ちや子育てについてどのような支援を具体的にしていくべきか方

向性を議論する前に、子どもに焦点をあてて、杉並ではどんな子どもに育って

ほしいのかという願いのようなものを意見交換したい。

では、一人ずつご自分の考えをお願いしたい。

委員 自分で考える力を養ってほしい、“自分で考える子ども” に育ってほしいと

いうことである。

日頃、園児たちと接していると、自分で考える力がかなり欠落していると感

じる。昨今の日本の若者は、科学や物理という分野から遠ざかっていく傾向が

あるので、子どもたちが疑問に思ったことを、自分で調べるなり、考えさせる

ということが育成の一つになるのかなという気がしている。

委員 杉並という緑豊かな街で、就学前の子どもたちが、自発的に自然環境に対す

る“働きかけ”ができればよいと思う。昔に比べると、今の子どもたちには様々

な制約があり、自由に遊べる環境がないので、与えられたものばかりが多くな

るような育ちになっている。子どもたちが自発的に、自然環境と慣れ親しむた

めには、保育園や幼稚園の方から提供していく部分が必要であり、また、その

ような環境を用意しなければいけないと感じている。

委員 子育てとは、子どもたちが自立していくのが最終目標だと思っているので、

自立して社会なり、世の中と付き合っていくためには、自分で自分のことがで

きて、人との関わりを自分で解決できるという意欲を持った子どもであること

が必要であり、またそうあってほしいと考えている。

委員 子どもにはそれぞれ個性があり、一概にはこうあるべきとはいえないが、あ

えていうなら、自分から知りたい、行動したいと思えるような知的な好奇心を

持ってほしいと思う。例えば、将来、国際社会に通用するために小さい頃から

英語をやらせるのではなく、自発的に英語を勉強したいと思うのが大事であり、

そのような心を育てていくことが大事であると考える。

委員 子どもは放っておいても育つところは育つと思うし、育ってほしい子ども像

というのは、親も子も様々な環境や事情を抱えているのでそれぞれ違う。

むしろ大事なことは、その子が持つその子なりのポテンシャルや可能性を最

大限引き出してあげることである。そのやり方が“像”なのか“プロセス”と
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いう言葉が当てはまるかはわからないが、最終形での過程論的なイメージにな

ると思う。

委員長 イメージとしては難しいが、「像ではなく、プロセス」という言い方も確か

に成り立つと思う。

委員 自分自身が感じ持っている“芯”のようなもの、いわば自信とか、“自己有用

感”を持っている子どもになってほしいと思う。仕事柄、不登校の子どもたち

を見る機会があるが、感じる印象として、非常に素直で優しくよい子であるが、

“自己有用感”を持っている子どもがあまり見受けられない。個人的には、子

どもとはもっと元気で積極的なものというイメージがあるので、どの契機から、

自信を持てなくなり、内にこもるようになってしまうのだろうかと考える。

委員 児童青少年課では、就学前の子どもでは、“素直で明るく笑顔で”ということ、

小学齢期に入ると、年齢に応じた自立という力を持ってほしいということ、中

高校生では、“自己有用感”が欠如した子が多くなってくるので、自分が社会の

中で必要であり、また自分自身はこういう人間だと認識できることを求めてお

り、そのような子どもを一人でも多くつくれるよう事業展開をしている。

委員 子どもたちが大人になったらこうなりたい、あれをやってみたいと想像する

ことが、“考える”ということにつながると思う。このため、子供園では様々な

経験をしながら、もっとこういうことをやってみたいと思えるような園児を育

てていくこと、そのための環境づくりが必要だと考えている。また、子どもは

３歳になると色々なことに素直に感動できるようになるので、その心を持ち続

けてほしいということ、そして、大人のことを見据えて考えてみると、携帯電

話でしか会話の出来ない青年に育ってしまわないように、年齢に応じたコミュ

ニケーション能力をつけてほしいと考えている。

委員長 乳幼児の親と接する機会の多い母子保健の方ではどうか。

委員 母子保健の事業では、乳幼児だけでなく成人してから精神的に病んだ方たち

の相談も受けているが、その方たちに自身の過去について振り返って聞いてみ

るとやはり、学齢期に学力重視になりすぎていた時期があったり、不登校があ

ったりと、年代によっても違うが、成長に関して様々な問題が出ていた。

私個人としては、大人になって自分で考えて行動することが出来ることや、

自分自身の力を大切にし、理解して社会の力になっていくことが出来てほしい

と思っている。

委員 絵本作家の五味太郎が “じょうぶな頭とかしこい体になるために”という著

書で、いろんなことがあっても対応できる柔軟性が必要であると述べており、

育って欲しい子ども像は、簡単に言えば、自分で判断できる子ということにな

ると思う。何かを“がんばれる力”も育ててほしいとは思うのだが、頑張って

も幸せになれるとは言えない不透明な時代なので、いわゆるひとつの“理想像”

というのはこの時代では難しいと思う。

委員 “疲れを知らずに元気に遊び、お腹がぺこぺこになってモリモリ食べる”と
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いうような子供になってほしいと思う。幼児期は様々な体の動きを獲得する時

期なので、遊びを通してしっかり体の動きを獲得してほしい。また、空腹感と

いう感覚を味わって、おいしく食べるというところが弱い子どもが増えており、

その辺で、幼児期には、食事、排便、睡眠などの基本的な生活習慣をしっかり

身につけてほしいと思う。

委員長 基本的な生活習慣が身についている子どもが少なくなっているということな

のか。

委員 ほとんどの子どもに生活習慣が身についていない。朝食をきちんと食べてこ

なかったり、親自身朝時間通り起きられずに毎日遅刻したり、それを隠したり、

直す努力すら見せない家庭が増えている。園ではいま生活リズムを大切にする

ことを家庭に周知している状況である。

委員長 学校として、就学前にもっとこうした力を身につけてきてほしい、というこ

とについて伺いたい。

委員 以前から、杉並区では“自信を持って社会に生き抜く杉並の子”とあったが、

小中の義務教育として考えていかなければならないテーマであると思う。

本校は、小中一貫教育を行っており、また区立幼稚園とも隣接しているので、

生活習慣、学習規律というテーマで、本年度から、こんなことに力をいれてい

けば、自信をもって社会に巣立つのではないだろうかという１０項目を掲げ、

区立幼稚園から中学校までの１１年間を“久我山っ子スタイル”という名前で

取り組んでいる。その中では、やはり義務教育と就学前では違いを感じている。

あまりに長いスパンで見ると全体が捉えづらくなるので、就学という一つの塊

に、ある意味ジョイントできるような部分で考えていくほうがよいと思う。

私自身としては、考える力の必要性、様々なことに興味関心を持って積極的・

意欲的に取り組めるような子どもたちを育てていくこと、そして生活習慣など

が就学前までの基礎であると考えている。

委員 就学前の子どもの持つ知的好奇心という部分を大事にしてあげること、そこ

で一緒に考え、実際にそういう場面に触れさせると子どもたちは様々なことが

わかっていく、また、幼稚園での生活を通して最初は出来なかったことが、少

しずつ出来るようになっていくことに対して周りがほめ、はげまして、自信を

与えていくことが自立につながっていくのだと思う。そうした経験を経て子ど

もたちは義務教育に入っていくわけで、子どもたちの知的好奇心と、それに対

する周りの大人たちがどう関わっていくかが、その後の学習の基礎の一つを培

うすべになると感じている。

委員 基本構想審議会第３部会の、「杉並区民像」という言葉は、大人の決めたイメ

ージであり、子どもは杉並区だけで育つわけではなく、社会全体で育てるもの

なので、これから様々なところへ羽ばたいていくための基本的な一人として認

識し、また人間像というよりは、これからよりよく生きていくための基礎力を

身につけさせ、好奇心旺盛な気持ちを大事にしたいと思っている。
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委員長 委員のお話を伺っていると、社会に出て自分の力で考え行動できる自立した

子どもであってほしい、という思いを語られる方が多かった。しかし、一方で、

子どもはもともとそういう力を持っており、しっかりと生きていけるものなの

だが、社会全体の変化に伴い、家庭環境、地域の人間関係などの状況も変化し

たから、それなりのサポート、援助をしっかりしなければいけないという意見

もあったが、その点についてはどうだろうか。

委員 昔は、「親はなくても子は育つ」という言葉があったが、今の子どもはしっか

りしたシステムがないと育たないと思う。今回の震災の件でもわかるとおり、

親たちはメディアに踊らされ、他人に判断を任せてしまう。自分で判断できな

い親に育てられた子どもたちが、社会に放り出されたら育つことが出来ないと

思うので、サポートをする社会のシステムの必要性を感じている。

もう一つ、今の子育て支援システムは、親を支援しているだけだと感じてい

る。モンスターペアレントという言葉があるが、今は文句を言えば対応してく

れるだろうという風潮があり、自分では理不尽だと思わずに文句を言ってくる

親が多くなっていると思う。子育て支援では、行政もしっかり支援するけれど、

自分自身もしっかり子育てしてくださいと親に要求していく姿勢が必要である。

委員長 今の意見に対して、区立の子供園や幼稚園ではどう思うか。

委員 保護者の方たちが孤立している感じを受ける。今回の地震の時でも、親以外

に子どもを迎えに来ることが出来る知人や家族がいる家庭が少なく、親だけで

子育てをしているという世代が増えているような印象を受けている。

委員長 子どもたちの健やかな発達成長を促すためには、親に対してもっと意図的な

働きなどが必要であるということか。

委員 保育園では、孤立を避けるため保護者同士で話をする機会を設けており、年

齢があがるにつれてだんだん親同士つながりができていると思う。

委員長 支援がないと子は育たないという意見について、幼稚園ではどうか。

委員 子どもが他人に対して助けを求めたり、こうしてほしいと発信することが難

しかったり、一人で出来ずに不自由していたり、また、自分でがむしゃらに切

り開くという気持ちが弱かったりする。そういう子どもの親を見ると他人を頼

る傾向がある。ある母親は傍らにいる自分の子どもが体調を崩して衣服を汚し

たのに、対処できずに教諭を頼ってきたことがあった。自分の事すら対処でき

ず他人に頼る親に育てられている子どもに、「親はなくても子は育つ」という意

味での力は育つのかなという不安が浮かんだ。

委員長 学校教育の方ではどうか。

委員 今回の地震に関していえば、保護者たちは、放射能に関する情報にかなり敏

感になっている。牛乳の産地を心配して学校に対応をもちかけてきた割には、

家庭では何の対処もしないまま結局学校に責任を預け、その子が在籍するクラ

スでは給食を残さないという目標があったため、自分の子どもだけが放射能の

関係で牛乳を飲まないことへのフォローを要求してきた保護者がいた。自分で



8 / 9

判断ができないが、学校に判断や対応を求めてくるという状態で、「親はなくて

も子は育つ」という状況には子どもたちはなっていないと感じる。

委員長 それでは、次に、昔はなかった“自己有用感、自己肯定感”という言葉がな

ぜ今の社会で飛び交うようになったのか、子どもに引きつけて意見を伺いたい。

委員 保育園とか幼稚園とかに入ってきたばかりの子どもたちが、自分の居場所を

なかなか見つけ出せないでいるようだ。

また、その保護者を見ると、子育てだけでなく、仕事や様々なことに興味は

あるのだが自信がないために、どこにも居場所を見つけることが出来ないとい

う人がおり、逆に自分の居場所がきちんと定まっている人は、子育てでも、こ

れでいいんだというしっかりとした考えを持っているように見受けられる。

委員長 昔の子どもはけんかをしたり、あだ名を呼び合ったりしても、お互いの人間

関係のなかで気にせず生きてきたと思うが、今の就学前の子どもたちは、集団

の中での人間関係のつくり方がうまくいかないから、自分に対する否定的な感

情を持ってしまうということなのだろうか。

委員 今、保育園、幼稚園に通っている子どもたちに関して言えば、“自己肯定感”

ということは大切にされて育っていると思う。今後、状況がさらに悪化して、“自

己肯定感”の欠如がもっと指摘されるようになれば、子育ての現場はもっと大

変になっていくと思うが、今はそれほど危機的な状態とは感じていない。

ただ、今の若い親たちに対しては、子育ては大変だけど楽しいと思えるよう

にしていくことが大切だと思う。

委員 自己肯定感や自己有用感が追いつかないという話について、昔から、“ピータ

ーパンシンドローム”といった社会問題があり、それが、現在のニートやひき

こもりというかなり膨らんだ社会現象になってきたと思う。

それは、子どもたちに自分の居場所がない状態のために、社会に出て行けな

いことが原因として考えられるので、子どもが幼児期から認められ、その喜び

を感じて次のステップに進んでいけるということが大事であると考える。

また、親子３世代のつながりが希薄、複雑であることも一因なのではと思う。

幼稚園や保育園などに入園したばかりの、居場所もつながりもない子どもの

保護者も、例えば、PTA や行事、ボランティアなどに参加するなどして子ども
とともに育つということが大事であり、杉並区でもそのようなシステム作りが

必要であるという印象を持った。

委員 保育園、幼稚園にあがる前の小さな子どもたちの現状としては、公園デビュ

ーや児童館などに入り込めない母親たちが増えており、そういう母親たちが育

児の相談など、お互いが交流しながら子育てできる場の必要性を感じている。

委員長 区として行っている未就園の親子向けの場という点で意見をお願いする。

委員 知り合い同士ではとても仲がよいが、その輪の中になかなか入り込めない方

もいるようだ。

委員長 児童館で実施している「ゆうキッズ事業」を通じた乳幼児親子の交流の中で、
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人間関係などに何か問題があるのか伺いたい。

委員 “ゆうキッズ”自体は、待ちの施設という性格上、こちらから個人に働きか

けることはこれまで少なかったという面がある。こちらがコーディネイトをし

て、親同士、子ども同士のグループをどのようにつくっていくかが大きな課題

であり、２０数年前からある“母親クラブ”の失敗の経験も踏まえてその仕掛

けを作っているところである。

委員 乳幼児のいる親のつどいや集まりの場について、子育て支援課では、本年度

は育児に関する相談体制や講習、情報提供、そして親としてどう育っていくか、

自分で勉強する力もあわせて身につけるためのサポートを行う “訪問育児サポ

ーター”事業を計画しており、そういう機会を提供する拠点として区内ではど

ういう場所がよいのか、またどういった機能が果たせるのか、まさに検討中と

いう状況である。

委員長 今回は、こうあってほしい子どもとはをテーマに意見交換したが、時間の関

係で持ち越すこととし、次回に引き続き議論を深めていきたい。なお、本日出

された意見なども参考にして、事務局で委員向けのアンケートを実施し回答を

整理して次回の資料としたいので、委員のご協力をお願いする。

[閉会]

委員長 次回は「育ってほしい子ども像」についてさらに議論を重ねる一方、基本構

想審議会第３部会のまとめなどが出されていれば、それらも踏まえながら今後

の方向性について話し合いたい。以上で、第５回の検討委員会を閉会とする。


