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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６回）

日 時 平成２３年７月１１日(月)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）、澤津、高橋、渡辺、正田、寺井、後藤、飯塚、小堂、

中島、藤川、萩原、酒井

[事務局]

古谷

配付資料

〔資料１〕区民意向調査の速報結果について

〔資料２〕第５回委員会における「育ってほしい子ども像」に係る主な意見（要旨）

〔資料３〕委員アンケート「育ってほしい子ども像」の結果について

〔資料４〕委員アンケート「育ってほしい子ども像を育てるための支援策」の結果に

ついて

〔資料５〕主な子ども・子育て支援施策の一覧／子どもの年齢別事業一覧

〔資料６〕第５回会議録（案）

会議次第

１ 開 会

２ 議 事

（１） 区民意向調査の速報結果について

（２）「育ってほしい子ども像」について

（３）必要な支援の今後の方向性について

（４）その他
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○ 主な発言要旨及び会議の結果等

委員長 これより、第６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。

本日は前回の議題である“育ってほしい子ども像”の議論の続きと、後半は就学前教

育や保育における今後必要な支援の方向性などについて話し合いたい。

まず議事１の区民意向調査速報結果について、事務局から報告をお願いする。

〔前回議事録の確認及び資料１説明〕

[議事１ 区民意向調査の速報結果について]

委員長 区民意向調査は区政相談課が年１回満１８歳以上の区民を抽出して実施し、今回は８割

弱の回収率であった。今回は速報なので概要を確認したい。

まず【問３１】では、「就学前の子供の教育や保育が大切だ」と言う意見が９割近くあ

り、多くの区民がその意義や大切さを感じていることが判明した。

【問３２】では、「思いやりや優しさ」が比較的ポイントが高い。

【問３３】の「身につけておくべきなのに身につき方が不足しているもの」という設問

では、「返事や挨拶」と「人の話を聞き自分の思いを伝えることができること」が比較

的ポイントが高い。同じ設問内の「学びの基礎として数や文字に関心を持つこと」とい

う選択肢は、表現が硬いためか相対的に数字が低かった。

【問３４】の「子供の育ちを支えるうえで必要なものはどれか」という設問では、「家

庭の教育力の向上」という回答が１番多く、子供の育ちに第一義的責任を有するのは家

庭、親であるという考えが区民に多くあると考えられる。次に同設問内の「就学前施設

での教育、保育の充実」という回答が、「就学前の施設と小学校の連携」という回答よ

りも多かったことが興味深い結果であった。【問３５】の幼保一体化については６割台

半ばで肯定的な回答が寄せられた。今後は、こうした区民意識の実態も参考にしながら、

検討を進めていきたい。

[議事２「育ってほしい子ども像」について]

委員長 はじめに、前回の議論を整理した資料と、このテーマに関連したアンケート結果を一括

して事務局から説明願いたい。

事務局 資料２、３説明

委員長 資料２では、「幼児期には小学校への就学を視野に入れた基本的な生活習慣を身につけ

ること」という意見が多く、資料３では、「子どもの望ましい発達や、成長」について

の指摘があった。これを踏まえて、改めて「育ってほしい子ども像」に関連して意見を

頂戴したい。

委員 義務教育における必要要素は「知、徳、体」と言われており、体力や学力の向上は体系

的にやっている。しかし、就学前の幼児期には、動物を大事にするような「生命を慈し

む」ということや、年齢が上がるに従って「思いやりの気持ちをもつ」こと、また「必

要だと思うことは自分から進んで行う」というような基礎を培ってほしいと考えている。

委員長 学校教育でいわれる「生きる力」というキーワードに関連して、心の豊かさとはどうい

う意味か。

委員 小中学校の道徳の授業など学校教育全体を通じて心を育てるということに終わりがな
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いので、基本的なところを幼稚園とか子供園の期間で育てていくことが非常に大事だと

思う。

委員 私は４、５才の子供たちをイメージして、幼稚園という小学校以前の小さな集団でどん

な風な子どもを育てられたらいいかという視点で、コミュニケーション、友達との関わ

り、基本的な生活習慣、読み聞かせなどいくつか回答した。

委員長 小学校入学までに最低限身につけておいてほしい力とはどのようなものか。

委員 保育園や幼稚園などの小さな集団から小学校という大きな集団になったとき、社会生

活における他者との関わりの中で規律が必要になってくるという意味で“基本的な生

活習慣”ということが大事であると考える。

委員 “こうあってほしい子ども像”と小中学校の９年間の構造が似ていると感じる。学校教

育では、年齢における発達の特性から、基礎学力を“同心円”を描くように捉えるとい

う考え方がある。低学年ではまず生活習慣を身に付けてから学習習慣を付けることが基

礎になり、中学年では暗記や計算の仕方を覚え、高学年では客観的な論理思考を身に付

けるというような考え方であるが、就学前の教育においては低学年の要素が重要になっ

てくると思う。これは、先ほどのキーワードの“知”の部分に当たると思う。

“徳”の部分では、“コミュニケーションや友だちを思いやる心”というところが当て

はまると思う。

“規範意識”に関しては、特に、中学生における自己肯定力、規範意識の低下傾向が大

きな問題であり、学校教育の現場でもこれをどう育てるかが大きな課題になっている。

就学前教育は学校教育１５年間をつくっていく原石の段階と捉えて考えるのが重要で

あると思う。

委員長 就学前の時期に身に付けておいてほしい資質や能力は、成長・発達に伴って徐々に広が

ってくるという捉え方でよいか。

委員 発達心理学的にもそういう捉え方があり、やはり生活習慣、次に学習習慣をつけていく

のが、小学校に入学してからの最大の課題になると思う。

委員 基本的生活習慣というものは、家庭によってそれぞれ違うので、“基本”があるわけで

はない。そういう意味では、集団生活ということを子供たちに学ばせなければいけない

と思う。

委員長 幼稚園ではどうか。

委員 幼児期に強く現れる成長の特性を結び付けて考えると、「運動機能のなめらかさ・巧み

さ」と「人を素直に信頼し、規範意識を持てる子」ということが大事であると考える。

前者は幼児期は運動機能の調整力が特に伸びる時期で、後者に関しては幼児期の行動は

周囲の大人の愛情が基盤になっており、規範意識にしても身近な大人は喜んでくれたこ

とや大好きな大人を真似してみたいという感情がこの時期はとても強いからである。

委員長 では、先ほどの委員の指摘から、子供の運動機能について教育委員会ではどのような問

題意識をもっているか。

委員 現代の子供たちは、体格は大きいが体力不足であるという調査結果があり、杉並区の子

供に関しても、全国平均より体格は上回っているが体力は全国平均を様々な面で下回っ

ているという結果が出ている。この結果を東京都は非常に危惧しており、“一校一取組”
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や“マイスクールスポーツ運動”、休み時間を利用した“業間体育”や校庭の芝生化の

推奨といった体力向上につながる様々な施策に取り組んでいる。ただ中学校では進級す

るに従って、運動する機会が激減しているというデータもあり、運動部活動に入ってい

る子供とそうでない子供の間で運動能力で二極化がみられるが、全校で物理的な時間と

場所の確保が難しいため、解決し難い問題であるという認識がある。

委員 新しい学習指導要領に、子供たちの体力向上を図るためすべての学年で必修の“体つく

り運動”という共通の運動領域がセットされた。「今の小学校３年生は、２０年前の５

才の子供たちの動きしかできていない」という研究結果があり、子供たちの足りない動

きや身のこなしを小学校１年から身につけていこうとういうムーブメントが起きたた

めである。幼稚園、保育園の段階からそのような動きを重視した授業を軸につながって

くると思うので、幼保小とのつながりや体力の向上ということを考えても、非常に重要

な要素ではないかと思う。

委員長 身のこなしが何よりその後の成長や発達の基盤をなすという意見が教育の現場から出

た。一方で、まわりの大人からの愛情、信頼関係が規範意識や社会性を涵養するうえで

の基盤となるという指摘もある。社会性や規範意識の基礎というのは、就学前の子供と

大人との良好な関係があるからこそ育まれる部分もあると思う。

では、今度は保育、養護の重要性に着目して保育園の方から意見を伺いたい。

委員 私は、乳幼児の保育の視点で、“基本的生活リズム”と“実地体験”の２点をあげたい。

前者の“基本的生活リズム”に関しては、乳幼児期は脳の発達が伸びる時期であり、起

床や食事の時間といった生活リズムがホルモンの分泌のうえでいかに大切かというこ

とが科学的に立証されているので、起きる時間、寝る時間、登園する時間をまもって生

活するということを切に保護者に伝えたいと思っている。後者の“実地体験”の方では、

映像やヴァーチャルの世界ではなく、実際に自然の花を見て慈しむというような自然現

象に感動できる心を持つことが将来の豊かな心を持つ子供に育っていくと思う。

委員長 体つくりの部分で、保育園では意図的に何か行っているか。

委員 3歳～5歳の間では、危険回避の力を高めていくために、リズム運動や外遊びの機会を
多く持ち、また歩く経験が減っているので外に行ったときになるべく歩くことを遊びの

中に取り入れている。小学校への入学を視野に入れると、特に４歳、５歳児あたりでは

リトミックの研究に取り組んでいる。

委員 ２０年前より体力のない子供が多くなってきているという実感がある。生まれてから這

う、立ち上る、歩くという成長の過程がうまく出来ていないので、保育園では基本的な

這う力を育てることに取り組んでいる。また、足の指の使い方や“高這い”などが身に

付いておらず、ある程度、大きくなってからリズム運動を取り入れるなどの形で補って

いる。

子供の体の育ちがスムーズでないのは、家が狭かったり、大きくなってからも抱っこや

バギーの利用などが多く、家庭教育の中で立ったり歩いたりする機会が減ってしまって

いることが原因ではないかという感想を持っているので、保育園では、人間の発達に沿

った動きをやるような形にしており、それによって走り方などの身のこなしは違ってき

ているという気がしている。
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委員長 「養護」と「教育」という言葉で使い分けると、３歳未満の子供は養護の機能、３歳以

上の子供は教育という意図的な働きかけの占める割合が高まってくると思う。

では、保育園での幼児教育や保育において、小学校教育との接続を意識していることは

あるか。

委員 食事を例に取ると、小さいうちは食べる世話といった養護的な要素から、大きくなるし

たがって栄養素について教えていくというような教育的要素を取り入れるなどの形を

とっている。

委員長 身に付けてほしい資質や能力というのは、保育園でも今までの議論の中で挙げられたも

のと同じようなものだという理解でよいか。

委員 結構である。今までうちの保育園では、保育目標として、明るく元気な子供、思いやり

のある優しい子供、自分で考えて工夫する子供を目指して、それに沿った保育のカリキ

ュラムを作ってきた。最近では、友達とのけんかの限度がわからない子供が増え、これ

以上やってはいけないということを教えて小学校に入学させなければいけないという

思いから、“その場の状況を理解し今は何をするのかがわかる子”という目標にした。

養護と教育については、やはり保育には“生活”が含まれるので、一日中教育ではなく

て、一斉活動もあれば個々の子供たちの活動も大切にしている。

委員長 今の園で掲げられている保育目標に加えて、目標を修正したということか。

委員 保育目標は変えず、その時々の状況において意識していきたいと考えている。

委員長 指導計画の場面で、そういったところに特に意を用いて、日常の保育を行っているとい

うことなのか。

委員 そのとおりである。あとは、園生活だけでなく資料にもあるように家庭教育の低下も問

題になっており、保護者と一緒になってどうやっていくかというあたりが、保護者と面

談をしていく中で気になっている。

委員長 保育目標という言葉が出たが、“目標”について着目したい。「教育目標」は各学校や園

の中で、昔から引き継がれているケースが比較的多いと思うが、今日のような議論と今

掲げている教育目標、あるいは保育目標というのは重なり合い、普遍的な内容として同

じであると思うか。

委員 おそらく、どこの小学校でも教育目標は“知、徳、体”の３点をベースにつくられてお

り、継続や見直しを繰り返してはいるが、結局この３つに帰着するところが多いと思う。

学校統合で新しくできた私の学校は、統合の際に互いの小学校の目標を比較検討して、

“よく学ぶこども、心豊かなこども、たくましいこども”という柱になっているが、久

我山小学校の “人にやさしさ、自分につよさ”というようにシンプルに掲げている学

校は非常に明確な教育方針が打ち出されており、そこに“知、徳、体”の要素も形を変

えて流れていると思う。いろいろ新しい教育課題が増えているが、教育目標に関しては

やはり不易の部分が非常に多いのではないか。

委員長 “よく学ぶ子”、“心豊かな子”、そして“たくましい子”という目標には確かに共感を

覚えるが、実際、教育はこれらの言葉に帰着するという実感はあるか。

委員 中学校では、例えば“自立”というような子供たちとその目標を共有するような目的的

な用語が使われるケースが多いが、小学校の場合は、不易的な文章のほうが、継続して
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地域の保護者も納得できるという要素が強いのだろうと思う。

委員長 久我山小学校での“人にやさしさ、自分につよさ”という教育目標は先生方や子供たち、

地域、保護者の間での評判はどうか。

委員 よい教育目標で、分かりやすいとの評判を得ている。自分だけでなく周りに目を向ける

部分がよいところだし、“やさしさ”と“つよさ”の両輪があることで、子供たちにも

覚えやすいのだと思う。そのなかにも、“知、徳、体”の視点は常に入っており、普遍

的であるという意味では変わらないと思う。

委員長 小学校教育では“知、徳、体”という言葉で表現されるが、幼稚園ではどうか。

委員 高井戸西幼稚園の教育目標は“あそびがすき、ともだちがすき、じぶんがすき”である。

“あそびがすき”というのは、幼児期においては、遊びイコール学びであり、意欲であ

るということ。“ともだちがすき”というのは、友達との関わりを通してコミュニケー

ション能力を得ること。そして“じぶんがすき”とは自分を知り、自分を大好きになっ

ていくことを表しているが、こうした幼児期の目標が学校教育へとつながっていくんだ

ということが今回の議論で実感出来た。

委員長 保育園では意識や共感することはあるか。

委員 阿佐谷北保育園の教育目標は、大きくは心身ともに健康な子をつくることを目指してい

るが、楽しんで様々なことに興味を持てるという形でやっている。

委員 保育園の目標は、園ごとに様々な表現があり、心身ともに健康であるということ、考え

て行動できること、主体性、自主性、思いやりや優しさ、こだわりの心を持つことや困

っている人を助けるというようなことが挙げられるが、目標は育ってほしい子供像とほ

とんど共通している。

委員長 子供園では、就学前の教育や保育の質の向上を目標に掲げて、「育成プログラム」を作

成していると思う。小学校教育と保育現場の話を聞いて感想を聞きたい。

委員 子供園では、心と体の成長のバランスというのを一番大事にしている。また、集団とい

う場所が、外部環境の人と関わることや遊びを通じいろいろなことを身に付け、体験を

通じて学んでいくための学びの場であり、それが学校につながっていくという認識であ

る。

委員長 子供園においては、小学校とのつながりを意識しながらバランスの取れた幼児教育、保

育を日々実践しているということか。

委員 小学校へのつながりというより、４、５才という年齢の育ちに寄り添い、それぞれの子

供たちがどういう風に育っていくかという見通しを持って、教育・保育にあたっている

という考え方である。

委員長 全体を通して意見などがあれば、頂戴したい。

委員 今の子供たちは、習い事やスポーツなどにおいても、自分の中で枠を作っているのでは

ないかと感じる。ある意味いろいろなものが整いすぎている中で、一つのことに固執し

すぎるのではないか。例えば、サッカーはできるが野球は出来ないと簡単に言い切って

しまう傾向があり、先ほどの体つくりという視点というのは、とても大事なことだと感

じた。

委員 補足になるが、運動ということに関して言えば、運動をする子供と運動をしない子供の
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二極化傾向も小学校の段階でも結構見られてきている状況がある。やはり、幼児期から

のトータル的な運動への取組が必要であり、個人差はあるだろうがいろんな体験なり運

動というのを小さいうちから積み重ねていくというのは非常に重要であると思う。

委員長 今の子供はあっさりと、自分らの可能性を狭めてしまう傾向がある。自分の苦手な場面

に行き着くと、そこでの行動やリアクションの仕方がうまく出来ないことを嫌って、人

間関係を閉ざしていくということがあるのではないだろうか。むしろ就学前の子供たち

の成長を考えるときには、そういう場面でも、自分で判断し、選び取る力を育ててあげ

ること、自分の力で行動できるように支援することが必要であると思う。私立保育園の

方では何かあるか。

委員 遊ぶ場所が少ないし、機会も限られているなというのはつくづく感じている。

委員長 小学校段階での教育目標は、“知、徳、体”という言葉に集約される。裏を返していえ

ば、これらの基礎は幼児期に培われるということ、また、幼児期からのトータルの育

ち、学びをどう支え援助していくかということの大切さを、今日は改めて確認するこ

とができたと思う。次回は、幼児期の“育ってほしい子ども像”だけではなく、その

先も意識しながら、どのような資質や能力を身につけてほしいのかについて、これま

でに出た意見を整理した資料を事務局に用意してもらい、それを基に議論をまとめて

いきたい。それではこれで、議事の２を終了とする。

[議事３ 必要な支援の今後の方向性について]

委員長 現在、区の基本構想審議会は総合計画の検討に入る段階にきており、本委員会でも、

その事前準備として今後必要になってくる就学前の教育・保育に対する支援の方向性

について話し合っておきたい。

事務局 資料４説明

子育て支援課長 資料５説明

委員長 在宅、就学前の施設、環境という３つテーマに分けて支援策が考えられているが、こ

の中で、特別に配慮を要する子供たち等の発達の悩みに対する支援、そして、子育て

の不安や、虐待等といった育児力の低下している保護者に対する支援に焦点を当てて

ご意見を伺いたい。

委員 発達の悩みに対する支援策について述べたい。近年、障害のある子供の数が増加傾向

にあるが、子供園や幼稚園でのキャパシティ不足により、そのような障害のある子供

がなかなか入園できない現状があることへの対応と、また、そういう子供たちが入園

する前の時期での対応が充実できればと考えている。

委員長 前回、就学前の施設と小学校との接続における情報の共有化も課題となった点も踏ま

え、発達障害の子供に対する支援について学校教育の現場ではどのように考えている

のか伺いたい。

委員 うちの小学校では、入学後に担任となる教師が、事前に直接幼稚園や保育園に出向い

てその児童の生活の様子を見たり、情報交換を行うなどしているが、多くの学校では

個人情報保護の関係で小中学校の指導要録のようなものがスムーズにやり取りできな

いことが課題になっている。
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委員長 済美教育センターにおける発達支援ツール“すばる”の活用は、まだまだ工夫が必要

であるという認識なのか。

委員 “すばる”の利用者については、非常に分かりやすくて助かっている。

委員長 すべての保護者が利用しているわけではなく、それをどう広げていくのかが課題であ

るということなのか。

委員 “すばる”の利用者だけでなく、すべての子供たちにそれぞれ個別の育ちがあるので、

もっといろいろな情報が学校にあがってきてほしい。

委員 幼稚園では学校に、保育要録を提出している。指導要録と保育要録は同じものだと思

うのだが、保育要録の情報だけでは不足だということなのか。

委員 私としては、小学校から中学校へ提出する指導要録では記入しきれないことがたくさ

んあるというイメージがある。

委員 保育園から小学校に保育要録を提出するとき、小学校の方からはクラス編成のための

情報を求められることが多いが、園では個々の子供の育ちについて記入するのでズレ

を感じることがある。

委員 小学校から中学校に指導要録を提出するときは、基本的に長所を記載するというスタ

ンスなので、書面からは充分に特性をキャッチすることができない。それは、個別の

話し合いの機会をもって補っている状況である。

委員 “すばる”については、保育園の障害のある子供の保護者の中には、“すばる”を提出

することで、受け入れ先の学校に任せっきりになってしまうケースがあり、疑問に感

じることがある。

委員 幼稚園では保護者に“すばる”を勧める時には、学校に任せるだけではなく、障害を

その子の特性と捉え親がしっかり育てることも併せて勧めている。

委員 小学校側としては“すばる”をどのように活用しているのか。また、どのように記入

したらよいのかアドバイスがほしい。

委員 小学校としては、“すばる”は、その子をどのような体制でフォローしていくか保護者

と対話ができる貴重な資料だと考えている。

委員 今の状況では、問題のある子供全員の保護者に“すばる”を記入してもらうわけには

いかないので、ある程度という段階にとどまっているのではないか。

委員 確かにもっと様々な形で情報を事前に共有化し話し合いができれば、学校としてもク

ラス編成や指導方法の体制などを準備するために活用できると思う。

委員長 今までの議論を聞いていると保育要録や“すばる”など育ちの支援ツールとしての考

え方や活用の仕方に、就学前の施設と学校には認識のギャップが存在するようだ。書

類だけでは不十分で、具体的なやり取りがそこに伴わないと情報交換が出来ないとい

う点に今後の課題を感じた。

次に話題を変えて、もうひとつの“保護者の育児力を育てる”という支援について意

見を伺いたい。

委員 子育て支援課では、現在、児童虐待について考える中で、未然防止が大事だという認

識のもと、育児力のスキルアップを目指した検討を進めている。いわゆる育児力とは

何かを、“育児の知識と技術という知識的なもの、子供に対する心持という心情的なも
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の、親自身の生活力といった能力的なもの”にわけて、これを関係部署で重なってい

るところは効率化し、足りない部分は重点化しながら取り組めればと考えている。

委員長 子育て支援課を中心に関係課が集まり、既存の施策や事業を検証しながら取り組んで

もらいまとめが出来た時点で本委員会にも報告をお願いしたい。

次に、最近の学校教育の動きでは、“小一プロブレム”を大きなテーマとし、昨年から

東京都教育委員会が就学前教育プログラムや教育カリキュラムなどを打ち出してきて

いるが、これを踏まえて学校においては、就学前施設と小学校の円滑な接続を図る上

で足りないものがないか意見を伺いたい。

委員 小中一貫教育で感じたことであるが、今までは小学校から中学校に子供たちを渡しっ

ぱなしという傾向があり、先ほど話題に上った“すばる”の活用はとても有効である

と思う。しかし、最近では、“すばる”の対象児童ではなくて、小学校に入学して新し

い集団に入ってから問題が起きてくる子供が増加しているので、そういう子供に対し

ても小学校・幼稚園・保育園の担任同士が交流して意見交換ができればよいと思う。

委員 都が作成した就学前教育プログラム等は学校にも配られているが、たぶん皆消極的で

機能していない。幼保だけではなく小学校も参加して組織的な開発、取り組みが必要

なのではないだろうか。

委員 子供園の「育成プログラム」がその機能を果たしていると思う。例えば、杉並教育研

究会という、幼保小中の学校が教科を絞り込んで一緒に研究するシステムがあるが、

それをベースにして一つの小学校が近隣の幼稚園、保育園と一緒に取り組むという方

法があればよいと思う。

委員長 就学前教育プログラムやカリキュラムについては、学校現場での多忙感もあり、消極

的にならざるを得ない状況のようであるが、済美教育センターの方ではどのように考

えているのか。

委員 各地域では個別に幼小の連携に継続的に取り組んでいるようで、例えば、中学生の幼

稚園での職場体験などが定期的に行われており、中学生も幼稚園児もお互いに

WinWin の状態である。しかし、まだ全体のシステムにはなっていないことが今後の
検討課題である。

委員長 区立幼稚園は近隣の小学校と一緒に幼小連携に取り組んでいるようだが、これを普及

拡大していくためにはどのような仕掛けが必要か。

委員 子供園では転換前から幼保連携に取り組んでいるので、保育とのつながりはできてい

るのだが、学校とのつながりも一緒になって何か取り組めたらよいと感じている。

委員長 保育園の方ではどうか。

委員 幼保小の連携をさらに強めていきたいと思っている。また、保育園で過ごす発達障害

のある子供が特別支援学級に入学することが決まってから、在園中に特別支援学級の

担任が園を訪問して話を聞ける機会が増えたので、これも進めていきたい。

委員 連携というより支援策についていえば、区の計画の中でゆとりある子育て部分が保護

者にとって今すごく大切なのではと考える。今の子育て世代は社会で一番忙しくして

いる世代であり、また、核家族化により相談する家族が近くにいるわけでもないので、

そういった方々の子育ての不安や負担感を緩和し、ゆとりある子育てができるように
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してあげることがよいと考えている。

副委員長 安藤忠雄という建築家が、「今の時代に一人で切り拓いていく力を見つけていくために

必要な力は、思考力、判断力、行動力の３つである」と述べていた。しかし、今まで

の学校教育は思考力には力を入れてきたが、逆に判断力や行動力は手薄だった気がす

る。例えば、行動力の源泉となるものは体力であるから、幼稚園・保育園の段階で、

子供の能力を開花させるためには体力から注目していくというような考え方をすると、

具体的な支援策が見えてくるのではないかと感じた。そして、最後には、思考力を鍛

える、行動力を鍛える、判断力を鍛えるために何が必要かを考えていかなければいけ

ないという気がした。

委員長 今後必要になる支援策の部分では、地域社会のなかで孤立した子育て世帯に対して、

どうのように必要な支援をしていくかというのが引き続き大きな課題であることを確

認した。それは、虐待未然防止の強化に向けた取組でもあるし、関係機関などがどの

ように連携しながら本当に必要な支援やサービスを提供していくのかということにも

つながっていくと思う。それから、「育児力」という切り口から、子育て支援課が中心

となって検討している課題などについても議論を重ねていきたい。また、発達障害の

ある子供への支援という部分では、保育要録や“すばる”の有効活用のやそれを基に

した就学前施設と学校のやり取りの方法などに課題があることが分かったので、就学

前の教育・保育の充実を図る上で、東京都の開発した就学前プログラムやカリキュラ

ムはどのように活用できるのかなどについても、引き続き議論を深めたい。

[閉会]

委員長 次回はまず、教育や子育て、文化をテーマにした基本構想審議会第３部会のまとめに

ついて報告を受けて意見交換をしたい。それから、２点目は“育ってほしい子ども像”

について一定の取りまとめをして内容の確認をしたい。３点目として、「区立幼稚園の

改革方針」に基づき幼稚園から子供園に転換した、下高井戸と堀ノ内子供園の検証結

果についての報告を受けた後、幼保一体化の取組や就学前の幼児教育・保育の質の向

上策などについて話し合いたい。

以上で、第６回の検討委員会を閉会とする。


