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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７回）

日 時 平成２３年８月２９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）、澤津、高橋、渡辺、正田、寺井、後藤、飯塚、倉澤、小堂、中島、

藤川、萩原、酒井、神保、勝野、稲葉

[事務局]

松井、青木

配付資料

〔資料１〕「育ってほしい子ども像」に関する議論の整理案

〔資料２〕子供園の運営等検証評価報告書（報告書・概要版）

〔資料３〕杉並区立保育園保育実践方針

〔資料４〕基本構想第３部会のまとめ資料

〔資料５〕子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ（抜粋）

〔資料６〕今後の子育ち・子育て支援に係る前回議論を整理した資料

〔資料７〕前回の議事録

会議次第

１ 開 会

２ 議 事

（１） 「育ってほしい子ども像」について前回までの議論の整理

（２）基本構想、区立保育園保育実践方針等の検討結果、検討状況について

（３）区立子供園の運営と幼保一体化の取組について

（４）子育ち・子育てに対する今後の支援の方向について（前回のつづき）
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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７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、「育ってほしい子ども像」についての議論の整理、次に、区の新しい基本

構想を含めたいくつかの関連する動きに関する情報提供、メインの議題として、

区独自の幼保一体化施設である区立子供園の運営状況等についての報告を受け、

幼保一体化の取組について意見交換したい。最後は、前回のつづきとして、子育

ち・子育てについて今後の支援の大きな方向性についても話し合うこととしたい。

〔前回議事録の確認〕

[議事１ 「育ってほしい子ども像」について前回までの議論の整理]

[事務局 資料１説明]
委員長 このまとめについて意見を伺いたい。

委員 「就学期」の中にある「知・徳・体」という言葉は、決まっているものなのか。

委員長 前回、学齢期の子供の育ちや学びについて議論した際に、「知・徳・体」という

言葉におおよそ集約されるという意見が多く出され、このような整理になった。

委員 すっきり整理されたと思う。「基本的な生活習慣を身につけている」の中に、や

はり食事という点も重要なので、“朝食を食べる習慣”というのも入れてほしい。

委員長 以前、区民意向調査を行った際にも、“好き嫌いせず、食べ残しなどしないこと

が望ましい”という意見が多く寄せられたので、今の意見も反映させていきたい。

次に、前回までの議論の中で指摘が多かったのは、「体力・器用さ」という言葉

について、基礎的な体力を身につけることが子供の成長にとって大事だという意

見が多かったが、これについて意見を伺いたい。

委員 この資料において、言葉がいろいろな表現になっているところが気になる。「自

立・自信・自発」や「友だちとの関わり」、「体力・器用さ」というように言葉の

表現の仕方が違うので、統一した表現にまとめた方がよいのではないか。

委員長 事務局では、言葉や表現について意識しながら整理したのか。

事務局 言葉の整理まではやっていない。また枠の大きさの違いについても、特に強調

した意味を表してはいない。

委員 文言の整理をもっとしていかなければならないと思う。例えば、「体力・器用さ」

のところにある「全身運動」という言葉は、幼稚園、保育園では普通に使われて

いる言葉なのだろうが、小学校で言うところの、“運動”とは違う意味を持つと思

われる。体の扱い方、体の動かし方というような意味であるとすれば、小学校段

階における“巧みな動きや体の柔らかさを高めること”で体力の向上を狙ってい

くという部分なのだろうか。

それぞれの文言については、もう少し考えた方がよいのではないだろうか。就

学以降の教育は「知・徳・体」というキーワードに集約されるということは間違
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いないと思うので、そこにつながる視点で捉えると、縦系列は非常に整理される

と思う。

委員長 使っている言葉の表現の仕方、あるいはそれぞれの言葉の持っている意味のレ

ベルなどについて、もう少し精査が必要という指摘が多く出されたように思う。

他に何か意見はあるか。

委員 区民意向調査にもあったが、「豊かな心、素直な心」の枠の中に“感動できる心”

とかそういう心の部分を表すような言葉がもう一つ入るとよいと思う。

委員 保育園では“微細運動・粗大運動”という言葉があって、粗大運動は全身、微

細運動は手先を表すという捉え方をしている。そのような意味では、指先が巧み

になってほしいというような思い入れがあるのだが、「器用さ」という言葉では少

し端的すぎる表現だと思う。

委員長 それでは、議事１については、とりあえず検討委員会の中で共有化のうえ確認

をしたが、指摘された点も含めて内容をさらに精査するという前提のもと、幹事

会で内容を再整理してもらうこととしたい。

［議事２ 基本構想、区立保育園保育実践方針等の検討結果、検討状況について］

委員長 区の基本構想の検討状況、区立保育園の保育実践方針がまとまったので、その

概要についてと、国の子ども子育て新システムの中間まとめの概要についてそれ

ぞれ報告をお願いする。

事務局 資料５、及び追加資料説明

区立保育園園長 資料３説明

委員長 保育実践方針については、区立保育園の目指す保育を進めるうえでの拠り所と

いう形でまとめ、これを私立の保育園を含めた就学前の各幼児育成施設とも共有

化できるように取り組みたい、という趣旨と受け止めたい。

次に、杉並区の基本構想審議会の第３部会で行われた会議の状況について、私

の方から情報提供する。

委員長 資料４説明

委員長 区立保育園の実践方針の件では、私立を含めてこれを共有化しながら子供の健

やかな育ちに向けて取り組みたいという話であった。また、国の子ども子育て新

システムに関しては残された課題が多々あり、さらに内容を検討していかなけれ

ばならない状況であるとの説明報告であったが、以上の２点について何か感想が

あれば伺いたい。

委員 保育実践方針については、内容的にとてもよいものだ。区の保育施設も非常に

多様化している状況の中、要は公立、私立だけではなく、認証保育所や区保育室

などでも、同じような保育の質が確保されることが必要なので、こういった情報

提供は大事であると思う。
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委員長 育成プログラムとの関連で、子供園としては保育実践方針についてどう受け止

めているのか。

委員 保育園では、発達から見据えた子育ちをテーマにしていきたいということなの

でとてもよいものだと感じた。また、私立の小さい施設にこのようなノウハウ等

を広めていくことも大事なことだと思う。子供園の育成プログラムと共通する部

分もかなりあるので参考にしたい。

委員 こういう考えで保育に取り組んでいるのはすばらしい。幼稚園でも共通点があ

るので参考にしたい。

委員 就学前といっても幼保の垣根が強いのだが、０歳から３歳頃までの幼児に関し

てここまで実行されたというのが、大変だったろうなというのが感想である。

委員長 区の基本構想の検討状況、第三部会のまとめについて感想等はないようなので、

議事の２はこれで終了とする。

[議事３ 区立子供園の運営と幼保一体化の取組について]

委員長 区立子供園の運営と幼保一体化の取組についての議題に移る。区立子供園はご

承知のとおり、区独自の幼保一体化施設として、昨年４月に下高井戸、堀ノ内の

２園、今年４月には高円寺北と成田西の２園、合計で４園が子供園に移行し運営

されている。このうち最初に移行した２つの子供園を対象にして運営等に関する

検証評価を行ったので、その結果と今後の取組について報告をお願いしたい。

子供園担当課長 資料２説明

委員長 子供園園長の立場からの補足等はないか。

委員 一年間の検証という点では、施設面での改修等が進んでいることや、人員の体

制についてもその都度、改善が図られていると感じているが、まだまだ足りない

面が出てくると思うので、これからもフォローしていくことが必要と考えている。

委員長 幼稚園、あるいは保育園の方から見てどのように思うか。

委員 大変興味をもって拝見している。私立の認定こども園を見学に行った際、園長

から「幼保が一緒になるのに５年間もかかり、大変だった」という話を聞いてい

たので、今回、保護者から８割から９割という高い評価を受けたということは、

短期間で理解を示してもらうのには大変ご苦労されたのだなという感じを受けた。

委員 堀ノ内と高円寺北子供園の園長をしているが、堀ノ内子供園は確かに保護者の

評価が非常に高かった。実際に保護者からは「とてもよい園で、子供が毎日登園

を楽しみにしている」という意見もらっているが、しかし、それは子供園のシス

テムがあったからなのか、あるいは、現場の職員の努力によるものなのかが分か

らないので、そのあたりがより明確になるような評価の方法が必要だと感じてい

る。ただ、いずれにしろ、子供園になったことにより評価が下がってはいないと

いうことなので、その点については非常にうれしく受け止めている。
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委員 今回の保護者の評価というのは、子供園は長年幼稚園で培われてきた成果等を

継承しているので、各園がもともと持っているよさが表れているのだと思う。

しかし、下高井戸子供園は、新しく子供園になってからのＰＲ不足が園長とし

ての反省点である。子供園への移行に伴う慌しさもあって、園からの情報発信が

保護者には十分に理解いただけなかった。現場の職員が、何度となく話し合いを

重ね、且つ「子供を中心に行きましょう」という思いで当初から取り組んできた。

また、短時間保育と長時間保育の保護者の間には不安があったので、担任を通じ

て副園長や園長が対応して取り組んできた。評価が極端に下がったわけではない

が、まだまだＰＲ等は必要だと思う。

委員長 区立子供園は幼稚園教諭と保育士が二人担任制で保育を行っている。今まで、

保育園の保育士、幼稚園の教諭としてそれぞれ尽力いただいた職員が、一つのク

ラスを受け持ち、子供を複眼的に見守りながら取り組んでもらっているが、現場

にいる保育士としてはどのような苦労があったのか伺いたい。

委員 複数担任というのは、保育士はどこの園でも経験しているが、幼稚園教諭と組

むのは初めてなので、多少やりにくかったのではないかと思う。今後もなるべく

時間を取りながら、お互いに話し合いの機会を持っていきたい。堀ノ内子供園は、

来年、長時間保育で３、４、５歳児の全年齢が揃うため、引き続き、検証が続く

と思うので、保護者にも寄り添っていきたいと考えている。また、お昼寝や行事

など、どのようなやり方をしていけば園児や保護者にもよいのかという点につい

て一つひとつ振り返り、職員全員が積み重ねていかなければだめだと感じている。

委員長 日々のクラス運営において、「養護」という要素と「教育」という要素とは、相

互に補い合うような形になっているのか、それとも、子供に対する目線がうまく

重ならずに不協和音みたいなものが生じがちで、スムーズにはいかない状況もあ

ったりするのか。

委員 幼稚園、保育園にもそれぞれの歴史があるので、机上だけでは簡単に「幼保一

体化」という形にはならないと思うが、幼児教育という点では幼稚園も保育園も

同じなので、お互いに話し合っていくということが非常に大切である。堀ノ内子

供園も一年と一学期を終えてみてそれは感じているし、話し合いなくしての運営

はできないと思う。今年は保育士が一人増えるので、昨年より少し話し合いに時

間が割けるようになると思う。

委員長 子供園では、組織的に相互理解の場を設けているのか。

委員 園の状況によって打ち合わせの時間は違うが行っている。また、学年や全体の

打ち合わせだけでなく、園内研修会を実施して、保育について話し合えるように

努力しているところだが、なかなか多くは出来ていないのが実状である。

委員 話し合いすることは大切だが、その時間を取ることで、担任が子供から離れて

しまうのではという感想がある。幼稚園ではいつでも担任の先生がいて、自分の
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ことを受け止めてくれるという信頼関係があるが、子供園ではローテーション勤

務の関係でその人がいない日もあるだろうし、話し合いに割く時間がもったいな

いという場合もあるので、幼稚園教諭と保育士の職員は本当に大変だったと思う。

去年一年間は始まったばかりだから、気力だけで頑張れたのかもしれないが、こ

れからもそれが続くとなると、子供たちのためによりよい組織運営をめざして、

人員体制などを考えていかなければならないと感じた。

委員長 現場での、個々の職員の努力や工夫にも支えられたのが一年目だとすると、そ

れをフォローアップする仕組みや体制が必要ではないかという問題提起だったと

思うが、子供園ではどのようなことを今後の課題として捉えているのか。

委員 現在、検証評価に係る委員会のもとに部会と検証チームを設置しており、現段

階では、育成プログラムの３歳に関する指導計画の作成に取り組む動きがある。

また、子供園の職員による「子供園を考える会」の中では、職員の体制やローテ

ーションの問題について実施体制検証チームの中で検討を続けていきたいという

声もあるので、様々な改善に向けての組織的な取組を考えているところである。

子供園担当の方では、私立幼稚園との共同研修を実施しており、今年度は保育園

や幼稚園にも情報提供して、相互の研修の情報共有というところから始めている。

この研修については、済美教育センターとも調整を行い、区民との共通理解を得

ていきたい部分を広報していくという方向で改善ができるのではと考えている。

また、杉教研とも研修を行っているところである。

委員 この検証評価の報告は大変貴重なものだと思う。移行当初、公立幼稚園の保護

者の一部からは、子供園になると教育の質が落ちるのではという噂が聞こえてき

たこともあったが、このように具体的な数字を見ると、そのような受け止め方は

されていないということが分かった。ところで、報告書にある教育調査の数字は、

４と回答した保護者がこれだけのカウントになると捉えればよいのか。

委員 教育調査の質問項目が報告書の資料３で各部門としてあるが、この質問項目を

トータルしたものが１０ページの表である。数字は回答の点数を積算したもので

固まっている。

委員 了解した。質がどうだったかというところ、それぞれの項目で何を十分に理解

したのか、また、今後どんな課題があるのかという点について分析が必要になっ

てくるのかなという感じを受けた。体制づくりは難しい課題だろうが、一番は子

供園になってよかったという保護者の素直な声がここに凝縮されるとよいと思う。

蛇足になるが、学校でもこのような評価を行うが、１という回答はほとんどない

ので、２から４の３段階でみるぐらいがちょうどよいのではというイメージを持

っている。

委員長 保護者の評価を得ることは重要なので、今後も済美教育センターと連携し、必

要に応じて内容の見直しも図りながら教育調査を実施してもらいたい。
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委員 保護者の評価だけでなく、子供に対する保育士と幼稚園教諭の声として、どん

な点が努力した点だったのか、また、現在どのような課題が残っているのか等を

出していくことも大事だと思う。

委員長 検証評価の中では、職員アンケートのようなものはなかったが、職員の声を拾

うという点ではどうか。

委員 子供園職員の「子供園を考える会」を不定期だが実施しており、また各園で職

員会議を毎月実施しているので、それらの結果を受けて、必要な場合には意見交

換や情報提供などは行っている。

委員 職員には日頃から話を聞く努力をしているが、実際に個別のヒアリングを行う

と、いろいろ気づかされる事が多くある。現場を一番よく知っているのは職員な

ので、評価だけでなく本音の部分を語ってもらえるよう、園長として努力してい

きたい。

委員 子供園に対するよい評価が新聞に取り上げられたりして、外部の私立保育園の

集まりでは、子供園について詳しく聞かれることがあるので、子供園の目的であ

る質の高い幼児教育や保育をどのように提供するのか、具体的に分かるように教

えてほしい。長時間保育や預かり保育をしているということだけでなく、もっと

杉並区における質の高い幼児教育と保育をめざした子供園という点が、際立つよ

うになればよいと思う。

委員長 子供園のめざすところは、家庭の状況にかかわらず、すべての子供に質の高い

幼児教育、保育の提供を保障していくということだが、質の高い幼児教育・保育、

杉並らしい幼児教育・保育の実現を担保する手立ては、子供園の中でどのように

講じられているのか。

委員 質の高い幼児教育・保育という意味では、杉並区の就学前施設にはそれぞれ歴

史があり、すばらしい保育や教育を行っていると思う。それぞれの園にいた子供

たちが子供園という一つの場所に来た時に、どうやってそれらを活かせるのか、

一年目は現場の苦労もあって、他の園のやり方を学び、そして、実際、目の前の

子供たちが、いかに気持ちよく、楽しく、安心して園で過ごして帰宅し、また翌

日来るという仕組みをつくるかということであった。そのために必要な事は、話

し合いや相互理解と人の体制や施設の整備といった組織的なバックアップが必要

であることが分かった。今は、検証評価を通じて、これを継続的に２年、３年と

続けていくための仕組みづくりをしたいと考えている。３、４、５歳が短時間保

育、長時間保育ともすべて在園している状態というのがまだ見えていないので、

そこに至ってから初めて、安定的な運営ができるような体制へと移っていけるの

ではという見通しを持って取り組まなければいけないし、そのためにはやはり、

人の配置や施設などを計画的に積み上げていく必要があると考えている。

委員長 質の高い幼児教育を「学校教育」と言い換えてみると、教育を所管している済
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美教育センターの立場ではどう考えているのか。

委員 質の高い教育を実現するためには、質の高い教員の育成ということがあると思

う。文化や教え方が違うなどいろいろ課題があると思うが、幼稚園は幼稚園教諭

が、保育園では保育士が培ってきたそれぞれのよさを出し合い、融合させて、ど

う高めていくのかが重要である。どういう子供たちを育てるかを教育目標に入れ

て、そのための議論と具体的な計画を立て、必要な研修なども含めて、職員の資

質を向上させていくかということが非常に重要なことだと思う。

委員長 各園での実践を振り返りながらその質を高めていくために、子供園の成果を他

の幼児育成施設などへどのように普及拡大していくのかが今後大きな課題となる

が、それに向けて何か方策はあるか。

委員 情報発信や区民への PRは課題である。子供園の内容や現状、そしてよさを広く
区民に知ってもらえるようにしたい。

委員長 在園児の保護者の評価と外から見た子供園の印象イメージには、少し落差があ

るように感じられる面もあったが、教育調査の結果を見ると保護者の満足度は概

ね高いようだ。幼保一体化の取組については、本検討委員会の大きなテーマのひ

とつとして、引き続き意見交換をしていきたい。

[議事４ 子育ち・子育てに対する今後の支援の方向性について]

委員長 前回のつづきになるが、今後の支援の方向性については、どのような支援のあ

り方がありうるのか、もう少し議論を深めながら今後の具体的な振興策の話につ

ないでいきたい。

事務局 資料６説明

委員長 はじめに、一番目にある「育児力の低下している保護者に対する支援」として、

子育てに伴う不安感、負担感、孤立化といった課題への対応、あるいは、児童虐

待などのハイリスクの要因をどのように取り除き子供の育ちを保障していくのか

という点について、保健福祉部内で行われている議論の状況も踏まえて、子育て

支援課長から関連する情報を提供いただきたい。

委員 保健福祉部内では児童虐待、特に、未然防止の観点から何ができるかを改めて

議論している。議題として１点目は母子保健との関係で、出産、妊娠時からどの

ようなフォローしていくか、２点目は地域の身近な場で、相談できる体制をどう

整えて取り組んでいくかということである。

「ゆうキッズサークル」などそれぞれ新しい取組を始めているが、「連携」のあ

り方から見ると、身近なところで相談に立ち寄れる場所のひとつとして児童館が

ある。そこから本当に悩みを抱えている方をサポートするには、どのような連携

が図れるかというような議論をしている。今後は、特に母子保健の中で、望まな

い妊娠への対応が課題となってきている。もちろん、生まれてからのケアという
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部分も必要だが、新生児の全戸訪問や健診などの節目でフォローをしており、区

の体制として連携して取り組んでいるが、国や都の検証報告から、妊娠期、また、

日齢や月齢０日の子供の死亡事例というのがかなり課題として見えているので、

さらに妊娠出産期からを含めて検討を進めているところなので、まとめができ次

第報告したい。

委員長 二番目の「発達の悩みに関する支援」という課題についてはどうか。

委員 昨年１２月に障害者自立支援法が改正された中で、自立支援給付についても改

正があった。自立支援のためのサービス提供のあり方については、区でも支給手

続きの明確化として、外部アセスメントを引き入れたり、障害児支援については、

放課後デイサービスや保育所の支援等が法定給付されるなど、サービス体系の見

直しが行われている。障害児の事例に応じた施設体系から、主に発達支援という

観点を強めて、そのサービス体系を変えていくというところと、障害者自立支援

法の方から切り離し、児童福祉法の方に移し変えるという手当てがされている。

考え方として、障害のある子供も障害のない子供と共に育っていくということが、

お互いにとってよいことであるという認識のもと、位置づけの見直し、それから

新しいサービスの創設などが行われている。この改正は、来年４月１日に施行さ

れる予定だが、それに向けて、相談支援事業所や事業所の評価、地域デイサービ

ス事業者のサービス体系、訪問支援のあり方など、いろいろなところに影響が及

ぶことが考えられるので、その点について所管課を中心に検討、整理をしている

状況である。

委員長 それでは、三番目の「就学前施設と小学校との円滑な接続への支援」に関連し

て、小学校と就学前施設、就学前施設相互間の連携について意見を伺いたい。

委員 具体的に言えば、就学前施設の子供たちと小学校との交流というのが、大きな

要素を占めるのではないかと思うが、あまりにも大きな部分なので、それが子育

てを支援するというジャンルからいくと、少し違った要素になってくるのかなと

いう感じはある。

委員長 幼保小の連携のモデル事業というのは現在取り組まれていると思うが、そのあ

たりの取組状況や、それらの実践成果の共有化という点ではどうだろうか。

委員 モデル事業９校については継続して活動を行っているが、モデル以外の園でも

それぞれの地域で、学校とつながって交流活動を行っているところが多数ある。

ただ、それを集約しきれていないので、今後、情報共有して整理していくことが

必要だと考えている。

委員長 その点については検討委員会でも是非共有化したいので、今後、モデル事業な

どの取組状況や成果などについてもう少し詳しい報告をお願いしたい。

委員 発達の悩みに関する支援について、幼保小の連携ということで、保育要録や「す

ばる」だけでなく具体的な情報交換が必要とある。私の受け持った保育園の子供
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たちでも、「すばる」の利用者がいたが、小学校の先生たちとの情報交換をもっと

したいと思うことがあった。それは今後どのようにしていくのか。

委員長 システムとしてある既存の支援ツールだけではなく、もう少し具体的な学校と

就学前施設とのやり取りがないとうまく活用されないのではないかという指摘だ

が、受け取る学校側ではどうか。

委員 私の学校では、来年度一年生を担当する教員が、入学予定の園児のいる保育園、

幼稚園を訪問して情報交換をしており、それがかなり役に立っているという状況

がある。５年位前にはなかなか保育園を訪問して保育の様子を見たり、話を聞き

たいと依頼しても、個人情報だからと断られるという経緯があった。最近では、

そういうこともないので、非常に助かっている。

委員長 そうした取組は、校長の経営判断で学校全体が組織として行っているのか、そ

れとも担任になる予定の教員の個人的な判断で動いているのか。

委員 私の学校の場合、教員が指導要録をつける大変忙しい時期なので、校長として

促している状況である。

委員長 昔は学校と就学前施設の間にやや意識のギャップがあって、プライバシー保護

の観点から個人情報の提供には慎重になっていたようだが、最近の保育園ではど

うか。

委員 電話での情報交換というより、訪問を受けて実際に交流してもらう方が好まし

いという判断をしている。

委員 教員には、必要な個人情報を得るために行くのではなく、まずは子供たちが過

ごしている保育園がどういう環境なのかを見に行くようにと指示している。

委員長 その頃は卒業式を控え、学校の方も非常に忙しい時期であるため、苦労が多い

とは思うが、もう少し共通の課題として捉え直し、一定の仕組みとして普遍化で

きればと考える。この点については、この検討委員会の中でさらに議論をして、

両者の共通理解のもと円滑な接続に向けて取り組んでいきたい。

[閉会]

委員長 次回は、新しい基本構想や教育ビジョンの検討状況についての情報共有しつつ、

子育ちや子育てに対する今後の支援の方向性の議論を踏まえて、もう少し具体的

な振興方策としてどのようなことが考えられるのかを検討し、それと併せて就学

前教育振興ビジョンの全体像、柱立てについての議論に入りたい。

以上で、第７回の検討委員会を閉会とする。


