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は じ め に 

 平成 30 年 4 月から実施された保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定

こども園教育・保育要領では，これらの就学前教育・保育施設が共通に幼児教育を担

う施設として位置づけられました。また，令和元年 10 月からは幼児教育の無償化も実

施されました。これらのことから，幼児期の教育・保育の重要性が一層明確にされ，

教育基本法に示された「幼児期の教育は，生涯にわたる人格の基礎を培う重要なもの

である」ことを，全ての就学前教育・保育施設において，内容や質を一層充実させて，

計画的，実践的に取り組むよう求められているものと考えています。 

 笠岡市では，「笠岡市子ども・子育て支援事業計画」の基本的な視点の一つである「子

どもが健やかに育つ環境づくり」において，基本目標として，「幼児期の教育・保育及

び子どもの教育環境の充実」を掲げて，教育・保育の場の確保や質の確保などに取り

組んでいます。 

 また，本市では平成29年11月に「笠岡市幼保一体化のあり方について」を示し，こ

れをもとにして，平成31年3月には「笠岡市就学前教育・保育施設再編整備計画」を策

定しました。そして，このたび開園する「青空認定こども園」を始め，計画的に公立

施設を再編して幼保連携型認定こども園とすることで，発達段階に応じた適正な集団

規模を確保し，子どもたちが多様な活動や経験を重ねることができるよう取組を進め

ています。 

このような現状を踏まえて，笠岡市では，就学前教育・保育施設の教育・保育の内

容や質を共通化し，乳幼児期の教育・保育内容の充実や小学校との円滑な接続等に資

するために，平成30年度から，26名の公立保育所長，保育士，幼稚園長，教諭等によ

りカリキュラム策定委員会を組織して，年齢別部会での協議，検討を重ねて，共通カ

リキュラムを策定しました。 

笠岡市の就学前教育・保育に関わる全ての教職員が，これまで積み重ねてきた実践

とともに，この共通カリキュラムを基にして教育・保育に取り組むことで，笠岡の未

来を担っていく子どもたちの学びや育ちが一層充実し豊かなものになることを期待し

ています。 

 最後になりますが，カリキュラム策定のために，日々の教育・保育でご多忙の中を，

積極的にご協力をいただいた皆様に，心よりお礼と感謝を申し上げます。 

 

 

 令和2年3月 

笠     岡     市 

笠岡市教育委員会 
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１ 就学前教育・保育カリキュラムの策定にあたって   

（１）趣旨                                

「保育所保育指針」，「幼稚園教育要領」，「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

では，乳幼児期の教育・保育と小学校以上の学校教育で共通する力を育成していくため

に「乳幼児期の教育及び保育において育みたい資質・能力」として，「知識及び技能の

基礎」，「思考力，判断力，表現力等の基礎」，「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱

が示されました。さらに，子どもの育ちの方向性として「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿（１０の姿）」が示されるなど，小学校以上の学校教育とのつながりの中で乳

幼児期に育むべき力を明確にして具体的，実践的に示されています。 

このような中で，乳幼児期の教育・保育をさらに充実させ，子どもたちに主体的に取

り組む態度や思考力などを培っていくために，就学前教育・保育の「基本理念」，「基本

方針」，「めざす子どもの姿」を明確にして，これまでの保育所や幼稚園での実践を基盤

にしながら，より質の高い教育・保育をめざして，就学前教育・保育カリキュラムを策

定することにしました。 

そして，笠岡市の豊かな自然環境や温かい地域のつながりを大切にして，カリキュラ

ムを基に各施設で特色ある取り組みを進め，一人ひとりの子どもの豊かな学びを育んで

いきたいと考えました。 

 

（２）「就学前教育・保育カリキュラム」の基本的な考え           

① 環境を通して行う教育・保育                         

   保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領では，

乳幼児期の教育・保育は「環境を通して行うもの」であることが示されています。こ

のことから「笠岡市就学前教育・保育カリキュラム」においても，子どもが保育所，

幼稚園，認定こども園の生活の中で，周りの人やものなどの環境を通して，自らの興

味や関心に基づいた体験等を重ねていきながら，この時期の発達に必要なことを培っ

ていくことが乳幼児期の教育・保育の基本と考えています。 

   そして，子どもに内在している様々な資質や能力は，それぞれに施設の生活で出会

う人やものなどの環境によって導き出され，その環境との関わり合いをしていくこと

で，具体的な子どもの姿として表出されていくと考えています。 

 

 ② 遊びを通した総合的な発達への援助                      

   乳幼児期の生活は，施設内外を問わず，遊びによってほとんどが成り立っています。

また，子どもにとってこれらの遊びは，何らかの成果を求めることが目的ではなく，

遊ぶことそのものが目的であり，遊びを通して多くの学びをしていると考えることが

必要です。 

   これらの子どもの遊びは，それぞれの興味や欲求による主体的な活動からなってお

り，直接的な体験から多くのことを学び，新たなことを知識として獲得したり，人と

の関わりの中で心情の変化を感じたり，周囲の事象の不思議さに気づいたりしていき

ます。そして，このことが一人ひとりに段階的に相互に関連し合って，心身の調和の
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とれた総合的な発達の基礎を築いていくことになると考えます。 

   このように，子どもの自発的な活動としての遊びは，乳幼児期にとって必要で不可

欠な「学習」として位置付くものであり，教職員には，このことを十分に認識した上

で適宜適切な援助が求められます。 

 

 ③ 人と関わる力を育む                             

領域「人間関係」に関して，保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領の解説では，「人と関わる力の基礎は，自分が保護者や周囲の人々

に温かく見守られているという安心感から生まれる人に対する信頼感をもつこと，さ

らに，その信頼感に支えられて自分自身の生活を確立していくことによって培われる」

と示されています。このように，保護者や教職員との個別の関係性が人との関わりを

育むための基盤になると考えています。 

子どもは，この基盤に立って，他の子どもや教職員と触れ合う中で，自分の存在感

を意識し，様々な人への興味や関心，相手への思いやりの気持ちなどをもつようにな

っていきます。同時に，集団生活の中で自分の感情や意志を表現しつつ，他の人々と

共に生活する楽しさや大切さを知り，そうした生活のために必要な習慣や態度を身に

付けていくことになります。 

そして，保護者や周囲の大人との信頼関係に支えられなが

ら，このような経験をスパイラルに継続的に重ねていくこと

により，一人ひとりの子どもに人と関わる力が育まれていく

と考えます。 

 

 ④ 教職員の役割                                

乳幼児期の教育・保育において教職員の役割とは，端的には，子どもと時間と場所

を共有しながら，集団生活を通して，一人ひとりの子どもの情緒の安定や発達に必要

な豊かな体験を得るための援助を行うことです。 

   具体的には次のような役割が考えられます。 

○子どもの活動の理解者としての役割 

・一人ひとりの発達やこれまでの生活経験，周囲の人やもの，こととの関係を 

とらえ，活動の意味を理解して，その心境に共感するようにします。 

○子どもの共同作業者，共鳴する者としての役割 

・子どもの行動の意味をとらえ，心情に共感したり行動したりするようにします。 

○子どもの憧れを形成するモデルとして役割 

・教職員の言動は，憧れを形成します。教職員の一人ひとりを大切にする姿勢が

子ども同士の互いを大切にする姿勢につながります。 

○子どもの遊びの援助者としての役割 

・一人ひとりの発達に応じた援助の仕方やタイミングを考えて行うようにします。 

○子どもが集団生活を行っていく中での役割 

・一人ひとりの子どもと集団の関係をとらえながら，それぞれの発達に応じて様々 

な経験ができるように環境構成をしたり援助したりします。 
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（３）基本理念                              

 

 

 

 

 

 

豊かな自然環境や温かい人とのつながり，交流を通して，しっかり五感を

働かせながら，触れて，感じて，考え，楽しむことで，心豊かなたくましい

「笠岡っ子」を育てます。 

 

 

（４）めざす子ども像                           

 

 

 

 

 

 

 

 

なかよく げんきに あそぶ 子ども 

  ☆友だちと一緒に，体を動かす楽しさを知り，遊びの中の様々な体験を

通して，学びの基礎を身に付けていく子ども 

 

 じぶんで かんがえ あきらめずにがんばる 子ども 

  ☆いろいろなことに挑戦し，自分の考えをもって，一つのことをやろうと 

最後まであきらめずにがんばる子ども 

 

 じぶんのきもちを ひょうげんする 子ども 

  ☆友だちや周りの人との関わりの中で，自分なりの方法

で気持ちや考えを表現しようとする子ども 

 

 

豊かな環境の中で，友だちとの遊びや体験を通して， 

たくましい「笠岡っ子」を育む 

◎ なかよく げんきに あそぶ 子ども 

◎ じぶんで かんがえ あきらめずにがんばる 子ども 

◎ じぶんのきもちを ひょうげんする 子ども 
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（５）基本方針                              

 

◎ 子どもの健やかな育ちを支えるために，発達や学びの連続性を大切にし

て，教育・保育内容の一層の充実を図ります。 

◎ 開かれた施設をめざして家庭や地域との連携を深めるとともに，施設や

地域の特色を生かした教育・保育を展開します。 

◎ 日々の保育実践をもとに，施設内外で体系的，計画的に研修することで，

教職員の資質と専門性を向上させます。 

◎ 円滑な接続に向けて，子どもの育ちを共有しながら，保育所・幼稚園・

認定こども園と小学校の連携を推進します。 

◎ 地域のすべての子育て家庭を対象に，園庭開放や相談事業等を実施する

など，子育て支援の拠点としての役割を充実させます。 

 

 

（６）就学前教育・保育の重点的な取組                   

① 発達や学びの連続性を大切にした教育・保育の充実                

保育所，幼稚園，認定こども園においては，幼児教育施設としての役割を十分に認

識し，子どもや施設，地域の実態を踏まえて，小学校以降の学校教育とのつながりを

意識し，発達や学びの連続性を大切にして教育・保育内容の一層の充実を図ります。  

特に，小学校学習指導要領の改訂の中で，スタートカリキュラムが明確に位置づけ

られたことから，５歳児で実施するアプローチカリキュラムと合わせて，「接続カリキ

ュラム」として実施し，子どもたちの就学前の発達や学びが小学校教育へスムーズに

引き継いでいかれるよう十分に認識して取り組む必要があります。  

その際，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をもとに，小学校と一人ひとりの

子どもの育ちを共有することが大切になると考えています。  

   さらに，乳幼児期の教育及び保育は環境を通して行うものであることから，それぞ

れの子どもの育ちや学びのために，施設内外の人やものなど

の環境を十分に分析して，どのように関連させながら活用し

ていくのかを考えて，全体的な計画等を立案，実施するよう

に努めます。  

そして，PDCA サイクルにより教職員が今後の取組の方向

性を共有しながら，常に改善に取り組むようにします。  
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② 家庭や地域，関係機関と連携した特色ある教育・保育の展開            

   子どもたちに将来にわたり地域社会の一員として生活する素地を培っていくために，

様々な機会を通して地域の人と進んで関わり，地域に親しみをもつことは非常に有意

義なことです。そのために，公民館やまちづくり協議会等の地域の関係機関や家庭と

十分に連携し，地域の行事や体験活動等に参加するなど，それぞれの施設や地域の物

的，人的な環境を生かした特色ある教育・保育活動を，創意工夫しながら計画的に展

開します。 

 

 

③ 教職員の指導力及び資質，専門性の向上                    

   さらに質の高い教育・保育を実践していくためには，教職員の指導力や資質，専門

性を高めていくことが不可欠になります。そのために，日々の教育・保育をもとにし

ながら，施設内で事例をもとにした研修を定期的に開催したり，外部での研修に参加

し学んだ内容を施設内で共有したりするなど，園長，所長のリーダーシップのもと計

画的に研修に取り組むようにします。  

   その中で，それぞれの教職員がこれまでの職務経験等を意識して，体系的な研修を

行うことで，職務の上での課題を明確にし，着実にスキルアップを図るよう努めます。  

 

 

④ 就学前教育・保育施設と小学校の円滑な接続のための連携の推進         

小学校学習指導要領の改訂により，入学後のスタートカリキュラムを実施すること

が明確に示された，本市では，就学前においても入学に向けたアプローチカリキュラ

ムを作成して実施しています。これらの取組は，保育所，幼稚園，認定こども園での

遊びや生活を中心にした環境を通した教育・保育を引き継ぎながら，子どもの育ちを

小学校教育へとつなげていくことをめざしています。  

そのために，子ども同士の交流の機会を計画的に設けたり，

教職員が相互の施設を訪問して保育参観，授業参観をもとに

研修したりするなど，これまでの取組に加えて，就学前教育・

保育施設と小学校が連携した取組を工夫改善しながら実践的

に進めていくようにします。  

 

 

⑤ 地域の子育て支援の拠点としての役割の充実                  

   保護者や地域住民の乳幼児期の子育ての様々なニーズに応じて，子どもを安心して

育てられる環境を構築していく中で，保育所，幼稚園，認定こども園は，地域の子育

て支援の拠点施設としての役割を担っていくことが求められています。  

   そのために，子どもの育ちを共に支えていくという認識のもと，未就園児の保育体

験や保護者同士の交流活動，子育てに関する相談事業など，子育て支援の場として有

効に活用するとともに，市の関係課や子育て等の専門機関の担当者と十分な連携をと

りながら，地域の子育て支援の拠点施設としての役割を充実させるよう取り組んでい

きます。 
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（７）「笠岡市就学前教育・保育カリキュラム」の位置づけ          
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２ カリキュラムの実践に向けて   

（1）小学校との接続                           

①「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（10 の姿）に基づいた情報共有      

平成 30 年 4 月から施行された保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領では，それぞれが幼児教育を行う施設であることが明確に位置づ

けられました。  

そして，乳幼児期に育みたい 3 つの資質・能力である「知識及び技能の基礎」，「思考

力，判断力，表現力等の基礎」，「学びに向かう力，人間性等」とともに，「幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿」として 10 の具体的な姿が示され，これらの子どもの姿を

共有しながら，乳幼児期の教育・保育と小学校教育の円滑な接続に努めることと明記さ

れました。 

  このことから，就学前教育・保育施設においては，「資質・能力」を踏まえながら，「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識して全体的な計画（保

育課程，教育課程）を編成し，いろいろな指導計画を作成するこ

とが必要になります。 

  そして，研修会や連絡会などでの小学校の教員との具体的な連

携の際には，一人ひとりの子どもについて「10 の姿」に基づいた

情報共有をしていくことが重要になります。 

 

 

②接続カリキュラム」の作成と活用                         

  ア 「接続カリキュラム」の趣旨 

乳幼児期の教育・保育は，子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格 

形成の基礎を培う重要なものであり，乳幼児期の特性及び保護者や地域の実態を踏ま 

えながら，環境を通して行うことを基本として，遊びや生活の中で生きていくための 

基礎となる力を培うものです。 

また，小学校教育は，人間としての調和のとれた育成をめざし，地域や学校の実態 

及び子どもの心身の発達の段階を十分考慮して，各教科における学習を中心に指導が 

進められています。 

「接続カリキュラム」は，令和 2 年 4 月に全面実施される小学校学習指導要領で示

された 1 年生の最初に実施する「スタートカリキュラム」と 5 歳児後半から小学校入

学に向けて実施する「アプローチカリキュラム」から構成されています。本市では，

これまでにモデル地区を設けて先導的に実践した取り組みを踏まえて，市内全域で地

区内の保育所・幼稚園が連携して，幼児教育と小学校教育を円滑に接続するための取

組を進めており，今後さらに，学校生活への不適応等の「小 1 プロブレム」の解決に

向けてその充実を図るよう考えています。 
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  イ 作成の基本的な考え 

乳幼児期からの発達の連続性や「資質・能力」の育成の取組を，小学校生活に円滑 

に移行していくためには，子どもたちの「育ち」と「学び」を滑らかにつなぐ接続期

における教育・保育の重要性を認識することが求められています。 

接続期とは，5 歳児の秋（10 月ごろ）から，小学校 1 年生の 1 学期（7 月ごろ）ま 

でのこととされ，主としてこの期間において「小 1 プロブレム」の発生が懸念されて

いることから，小学校入学という大きな環境の変化を意識した計画的，意図的な取組

により，就学前教育・保育と小学校教育の連続性，一貫性を確保することが大切にな

ります。 

そして，乳幼児期の「学びの芽生え」と児童期における「自覚的な学び」について， 

それぞれの時期の教育・保育の内容や特性を理解して，互いに生かしていくことを念 

頭に置いて，接続カリキュラムを作成していくことが必要です。 

 

ウ アプローチカリキュラム 

アプローチカリキュラムは，乳幼児期の教育の最終段階である５歳児後半の子ども 

が，スムーズに小学校生活や学習に適応できるようにするとともに，乳幼児期の学び 

の芽生えを小学校教育につなげることを意識して作成するカリキュラムのことです。                   

そして，その内容は，文字など知識の習得等の小学校教育の先取りをするものでは 

なく，「学び」につながる意欲や学習態度の基礎となる好奇心や探究心などを培うな 

ど，就学を迎えるこの時期の子どもにとって，それまでの乳幼児期の教育・保育の内 

容と連続するものであることを共通に認識する必要があります。 

また，各施設の教育・保育の内容は地域や子どもの実態に応じ  

て異なることから，それぞれの施設における育てたい力や重点課 

題に沿って，就学を見通した視点で接続期にふさわしいものとな 

るようにすることが大切です。 

 

  エ スタートカリキュラム 

スタートカリキュラムは，小学校入学直後の期間において，児童が意欲的に学習に 

取り組めるよう，幼児期に体験してきた「遊び」を通した学びと生活科を始めとする

小学校の教科学習の要素を組み合わせた合科的・関連的なプログラムを取り入れたカ

リキュラムのことです。 

その際，小学校１年生が，幼児期から引き続き「学びの基礎力育成」の時期である

ことをしっかり踏まえ，子どもの育ちや特性，アプローチカリキュラムのねらいやそ

こで培われた力を理解した上で，各学校でのねらいを明確にして，子どもの育ちや学

びの連続性・一貫性を図るようにすることが大切になってきます。 

 

 

③中学校区における「保幼こ小中連携教育推進」の取組                 

  本市では，平成23年度から，「学力」，「不登校」等の諸課題の解決を目指して，中学校 

区において保育所（園）・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校がそれぞれの発達段
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階の子どもの個性や能力を伸ばして「生きる力」を身につけさせるために，連携教育を

進めています。 

めざす子ども像を「自立して共に生き，郷土笠岡を愛する子ども」と統一し，それぞ

れの中学校区で重点となるテーマを決めて，子どもや地域の実態に即して，基本的な生

活習慣の定着やメディアとのつきあい方，特別支援教育の視点を取り入れた授業などの

取組を進めてきています。 

  また，保幼小中の教職員の合同研修を開催して，確かな学力のためにそれぞれの発達

段階での取組の確認をしたり，生活習慣のアンケート内容について協議したりして，め

ざす子ども像にむけて共通の認識を深めています。 

  そして，これらの取組の中で保育所（園），幼稚園，認定こども園での教育・保育が，

小学校以降の子どもの生活や学習の基盤となることを十分に認識して，それぞれの施設

の教育・保育のねらいと内容を大切にしながら，小学校教員等との合同研修や継続的な

情報共有の場の設定などにより，小学校への円滑な接続のための連携をさらに深めてい

く必要があります。また，これらの取組は笠岡市の学校教育がめざす「小中一貫教育」

を進める上においても重要なものであり，小学校以降の教育での「主体的な学び」，「対

話的な学び」，「深い学び」についても，乳幼児期からの「自発的な活動としての遊び」

を通した「学び」によって培われるものであることを教職員が認識して，日々の教育・

保育の充実を図る必要があります。 

 

 

（２）特別な支援を必要とする子どもへの対応                

就学前教育・保育において，発達障がい等により特別な支援を必要とする子どもへの

関わりで大切なことは，保護者と連携しながら，施設での生活において少しでも子ども

が安心して過ごせる環境を整えることだと考えています。そのためにも，保育所，幼稚

園，認定こども園の教職員が，発達障がい等について正しい知識をも

った上で，子どもを見守り，観察して，施設の生活での具体的な関わ

り方を考えていくことが必要になります。そして，特別な支援を必要

とする子どもへの関わり方等の内容を施設全体で共有し，組織として

対応していくことが，子どもが安心して過ごせる環境を整えていくこ

とにつながると考えています。 

 

①障がいがある子どもの理解と指導                        

  ア 子どもの理解と保護者との連携 

   発達障がい等の子どもへの関わり方などを考えていくためには，子どもの様子を観

察したり，保護者等から聞き取りをしたりして，まずは実態把握をすることが必要で

す。そして，その言動等から見られる特性の背景にある事柄を推測して，具体的な手

立てを考え実践していくことになります。 

   その際，保護者の思いを十分に把握するとともに，子どもの実態をもとにした具体

的な手立てやその理由等について，施設としての考えを明確に伝えておく必要があり
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ます。 

   そのためには，保護者と日常的にコミュニケーションを図りながら，登降園時の声

掛けや連絡帳等のやり取りなどによって，子どもの生活の様子や成長している姿を伝

えるなど，保護者に寄り添う姿勢を大切にしながら信頼関係を構築していくよう努め

る必要があります。 

  イ チーム（組織）での対応 

特別な支援を必要とする子どもに対して，その後の成長につながるような効果的な

取組を行っていくためには，担任のみの対応ではなく，施設全体での共通認識をもと

にした取組が大切です。 

そのためには，子どもの特性等を教職員全員で共通理解して，個別の教育・保育の

支援計画や指導計画等を作成し，支援の方法等を工夫するとともに，施設内で日頃か

ら相談しやすい体制を整備して，管理職や担任等が協力関係を築き，日常的に情報交

換を行えるような環境を作っておくことが大切です。その際，互いに考えを受け止め

ながら，的確な支援や対応を共に考えていく姿勢で臨むことが重要です。 

   そして，組織として支援していくことで，本人の気持ちや保護者の願い，支援の内

容と方法等の情報を共有して役割を分担し，子どもの状況に応じて適切な支援をして

いくことが望まれます。 

 

 

②「個別の教育及び保育支援計画」と「個別の指導計画」の作成            

  ア 個別の教育及び保育支援計画 

「個別の教育及び保育支援計画」は，障がいのある子どもなどについて，それぞれ

の地域で生活する一人ひとりの教育・保育に関するニーズを的確に把握して，保護者

と施設，学校，市担当課，教育委員会，病院等の教育，医療，福祉等の関係機関が連

携して，乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って，一貫した継続的で効

果的な支援を実施するために作成するものです。 

このことを踏まえて，保育所，幼稚園，認定こども園は，保護者の意向や思いを受

け止めながら，子どもの実態を的確に把握して，教育・保育の観点から，その後を長

期的に見通した支援計画を作成する必要があります。 

作成にあたっては，対象とする子どもの教育・保育のニーズを明らかにして，通園

する施設での対応と関係機関で支援が可能なことなどを整理したり，関連付けたりし

て，それぞれの役割分担を明確にしていくことが大切です。 

 

  イ 個別の指導計画 

「個別の指導計画」は，「個別の教育及び保育支援計画」の目標や支援の方針などを

踏まえて作成して，保育所，幼稚園，認定こども園の「全体的な計画」を具体化する

とともに，対象となる子どもの障がいなどの実態に即して指導や支援をきめ細やかに

行い充実させるためのものです。「個別の教育及び保育支援計画」が，所属する施設で

の１年から３年程度の長期的な計画であるのに対して，「個別の指導計画」は学期や学

年ごとに目標を立て，指導，支援と評価を行う短期的な計画であり，それぞれの目的
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や活用の仕方に違いがあることを共通理解して，一人ひとりのニーズに対応する中で

支援の充実を図っていくため，施設全体で活用していくことが求められています。 

「個別の指導計画」についても，その作成にあたっては，対象となる子どもの担任

や管理職等の等一部の教職員だけに任せるのではなく，施設全体で共通の認識をもっ

て協同的な取組が必要です。 

 

 

③家庭や関係機関との連携                            

  ア 家庭との連携 

障がいなどにより特別に支援が必要な子どもに対して，適切で効果的な教育・保育

を行うためには，保護者との連携を深める中で，施設や家庭での子どもの生活の様子

等について情報を共有するとともに，共通の理解の下で関わりや指導，支援を行う必

要があります。   

そのために保育所，幼稚園，認定こども園においては，日常的に声掛けや話ができ

るような関係を構築していき，保護者が施設に来て相談しやすい雰囲気や場所を用意

して，子どもへの指導や支援とともに，保護者の思いを受け止める姿勢をもつことが

大切です。そして，保護者が子どもの今後についての不安を少しでも取り除くように

したり，子どもとの具体的な関わり方について助言したりするなど，精神的な負担感

を軽減できるような支援を行うよう努めることが大切になります。 

 

  イ 関係機関との連携 

   特別に支援が必要な子どもへの教育・保育を適切かつ効果的に進めていくためには，

保護者，家庭との連携とともに，教育や医療，福祉などの専門的な知見を有する関係

機関との連携も不可欠です。 

連携の方法としては，担任などの施設の教職員等が関係機関から子どもや保護者に

対する支援の方策等について助言を得たり，子どもや保護者が関係機関等での定期的

なカウンセリングを受けたりすることなどがあります。 

その際，大切なことは施設の教職員と保護者，関係機関が互いの連携の内容につい

て共有し，その情報をもとにそれぞれの具体的な支援を進めていくことです。このよ

うな連携により，それぞれの取組はより効果的になると考えています。 

また，これらの取組にあたっては，常に保護者とともに考え，子どもの育ちを一緒

に見守り，サポートしていくという姿勢を教職員で共有する必要があります。 

 

 

（３）地域との連携・交流                         

①教育・保育を通した連携・交流                         

子どもの健やかな成長のためには，毎日の生活の中で安心感と信頼感をもちながら，

多くの人との関わりを通し，多様な経験を積むことが非常に重要です。子どもたちは，

日常的には家庭や就学前教育・保育施設での生活で，人やこと，ものなどとの関わりを
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通して，考えたり，感じたりしながら，様々なことを身につけていきます。  

  そして，このような子どもの成長や発達をより豊かなものにするのが地域での活動や

体験だと考えます。子どもにとっての地域とは，自分が居住する地域と通園する施設が

ある地域がありますが，どちらの地域における経験も子どもの成長や発達にとって有用

で意義があるものです。その中で，施設がある地域との交流や連携した活動は，通園す

るすべての子どもが共通に体験し，様々な人との交流などを通して，一人ひとりの子ど

もや集団としての学びと育ちにつながる大切なものと考えています。 

  このように，保育所，幼稚園，認定こども園での教育・保育の諸活動の中へ計画的に

地域との交流や体験の活動を取り入れることで，子どもが関わる人やこと，ものの幅を

広げ，様々な体験を積むことができるようになります。具体的な取

組としては，地域の伝統的な行事や特色ある行事への参加，地域の

高齢者施設，団体等との定期的な交流，園行事を通しての交流など

が考えられます。その際，活動の目的を明確にして，それぞれの時

期の子どもにとって無理がなく充実した取組となるよう，各種の年

間計画の中に位置づけることが必要です。  

 

 

②地域の人材や資源の積極的な活用                        

施設がある地域の人やもの，ことなどの人的，物的資源を計画的に活用して行くため

には，教職員が日常的に身近な地域社会の様々な実情を適切に把握しておくと同時に，

地域から就学前教育・保育施設としての存在や役割が認識され，子どもや教育・保育の

内容について理解を得る中で，親しみをもって見守られていることが前提になります。 

そのためには，日頃から施設として子どもの活動の様子や園行事の取組内容などを，

様々な機会に情報発信したり，公民館，まちづくり協議会など地域の関係機関やボラン

ティアグループなどと情報交換をしたりするなど，地域の資源の活用に向けた関係を築

いておくことが必要です。  

  そして，地域の中での施設と関係機関や団体のつながりを構築していく中で，地域の

資源を計画的に教育・保育に取り入れることで，子どもの活動は多様に，豊かに広がっ

ていくものと考えます。 

 

 

③小・中学校「地域学」とのつながり                       

  笠岡市立小・中学校では，今後，小中一貫教育を進める中で，地域や笠岡を教材とし

た系統的，継続的な学習を「地域学」として位置づけ，ふるさとを愛し，誇りをもっ

て，その発展に寄与する人材の育成を図る取組を推進するよう計画しています。  

  保育所，幼稚園，認定こども園の地域での連携・交流の取組は，この「地域学」につ

ながっていくものであり，それぞれの活動が，郷土笠岡を愛する心を育むための基礎を

培うものと考えています。 

  そのために，同じ地域の小学校，中学校とも連携して，地域の人材などの情報や具体

的な活動内容を共有することも，計画的で系統的な連携・交流の取組を進めていくため

には大切です。 
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３ 就学前教育・保育施設の役割として  

（１）健康・安全と食育の推進                       

①健康支援                                   

  ア 健康や発達の状態の把握 

日々の子どもの健康や発達の状態を把握することは，それぞれの時期に心身の状況

に応じて適切な関わりや配慮を行うためには不可欠です。また，そのことに伴い，施

設全体の感染症等の発生について適宜適切に把握することになり，早期に集団感染の

予防対策を立てることにつながります。 

そして，このように定期的に継続して子どもの健康等の状況を把握することで，一

人ひとりの疾病や障がいの状況だけでなく，虐待等の不適切な養育の状況を早期に発

見して対応するために必要な取組になると考えます。 

なお，子どもの健康等の情報の取扱いについても，秘密保持義務があることを施設

全体で共通認識をもつとともに，関係機関とも個人情報の保持について共通理解した

上で有機的に連携していくことが必要です。 

 

  イ アレルギー疾患等への対応 

子どもの疾病等への対応は，施設で過ごす時間帯での体調不良だけでなく，慢性的

な疾患に罹患している子どもを含めて，子どもたちの生命保持と健やかな発育及び発

達のために必要なことです。 

特に近年増加傾向にある子どものアレルギー疾患は，気管支喘息，食物アレルギー，

アレルギー性鼻炎等様々なものがあり，保護者からその対応を求められることが多く

なっています。特に，食物アレルギーに関しては，誤食等により重篤な症状を来すお

それがあるため，日常的に食事の提供を行う施設にとっては，常に適切で合理的な対

応を行う必要があります。 

また，これらの子どものアレルギー疾患への対応は，施設全体で組織的に取り組む

ことが重要です。複数の担当者を位置づけて対応を組織化したり，マニュアルを作成

したりして，すべての職員がそれぞれに役割を分担し，いかなる状況においても，適

切にエピペンを使用できるようにするなど，研修などによって各自の知識と技術を高

めることが求められています。 

さらに，定期的に保護者と面談するなどして，子どもの現状を的確に把握して，適

宜家庭との共通理解を図りながら連携を進めていくことも大切です。 

 

  ウ 虐待の予防・早期発見の取組の必要性 

保育所，幼稚園，認定こども園においては，子どもの観察や保護者との送迎時の面

談などにより，子どもの心身の健康や養育の状況，さらに，保護者も含めた家庭での

生活の様子などを把握することが可能です。そして，保護者からの相談を受け，支援

を行うことも施設の役割の一つとなっています。 

このような取組は虐待の発生予防，早期発見，早期対応にもつながることから，ふ
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だんから，子どもの身体，情緒面や行動，家庭における養育等の状況について，きめ

細かに観察するとともに，保護者や家族の日常の生活や言動等の状態を見守っていく

ことが必要です。 

また，子どもや保護者，家族への日々の関わりから気づいた事柄を記録にして残す

ようすべての教職員で共通に認識し実践していくことが，施設としての組織的な早期

発見，早期対応の取組につながると考えています。そのためには，施設内で虐待の未

然防止及び早期発見の視点から，子どもの養育状況や保護者，家族の状態を把握する

ための観点を共有しておくことが大切になります。 

そして，虐待と思われる事案を把握した際には，通告が守秘義務違反にはあたらな

いことが法律に担保してあることから，就学前教育・保育施設の

責任として児童相談所へ通告し，その後，子どもや保護者，家族

に対する支援及び措置の方針や具体的な方策などを協議するな

ど，市担当課など関係機関と密接に連携することが必要です。 

 

 

②安全対策の徹底                                

  ア 日常的な安全管理 

   施設，設備，遊具などの定期的な安全点検の実施とその後の措置をはじめ，子ども

たちの日常的な安全を守ることは，施設としての責務で，安全な環境を整えることは

常に重要な課題と認識することが大切です。そのために，学校保健安全法に規定され

ている安全計画の策定を通じて，教職員の共通理解や体制づくりを行うとともに，家

庭や地域の関係機関と連携し，継続的，日常的な子どもへの指導と安全への取組を進

めていくことが大切です。  

   その際，安全な教育・保育の環境を保持していくためには，場所や活動内容，また

子どもの年齢などに留意して，事故防止のための取組を進める必要があります。特に，

睡眠やプールなどでの水遊び，食事，施設外への散歩など，子どもにとって重大な事

故が発生しやすい場面を具体的に想定して，すべての教職員が共通理解しながら，そ

れぞれに応じた安全確保の対策を講じることが重要です。  

   そして，睡眠やプールでの水遊びなど，事故の未然防止のための特段の配慮が見込

まれる場合には，見守りや監視の体制に空白が生じないようにするなど明確な役割分

担をして子どもの安全が確保できるようにする体制の整備が必要です。  

 

イ 危機管理 

   施設の運営にあたっては，学校保健安全法第 29 条に基づいて，子どもや地域の実

態に応じた「危機管理マニュアル」等を作成し，重大な事故が発生したり，不審者が

侵入したりするなど，子どもの安全や健康に大きな影響を及ぼすような状況が生じた

際の危機管理について，すべての教職員が共通の認識をもって対処できるようにする

ことが必要です。  

   そのために，危機管理マニュアルのフローチャートやその役割分担などを室内に掲

示したり，定期的な避難訓練等の実施の際には，危機管理マニュアルに沿った内容の

視点から振り返りを行うようにしたりして，すべての教職員でマニュアルを共有し，
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共通理解を図ることが重要になります。  

   また，万が一緊急事態が生じた際には，子どもの安全を最優先事項とし，事後対応

として，医療機関や児童相談所などと連携して医師やカウンセラーなどの支援を得る

など，子どもや保護者，家族の心身の健康に十分に配慮して，不安を少しでも取り除

いていくことが求められます。  

 

  ウ 災害への備え 

   施設周辺の環境や地域の状況によって，想定される災害の種類やその危険性は異な

ります。そのために，地域の住民や関係機関と十分に連携をしながら，教職員が地域

の災害に関する情報や防災の取組について，その内容を共有する必要があります。  

   その上で，施設として，危機管理マニュアルに基づいた定期的な避難訓練や施設，

設備，備品等の安全点検などを年間計画に位置付け，防災に関する施設や地域として

の課題を共有し，行政機関や地域と連携して取り組んでいくことが重要です。  

   また，災害発生時の状況を想定しながら保護者や家族等への連絡や引き渡しが，状

況に即して円滑に行えるよう，連絡や引き渡しの際のルール作りを行って保護者や家

族に説明して理解を得ておくことが必要です。  

 

 

③食育の推進                                  

  ア 教育・保育の活動を通した食育 

   保育所，幼稚園，認定こども園における食育は，子どもたちが食に関する豊かな体

験を積み重ねることで，健康な生活の基本としての「食を営む力」の基礎を培うため

に，日々の生活と遊びを通して取り組むものです。そのために，施設や地域の実態や

特色等を踏まえて，保育課程や教育課程などの全体的な計画と関連しながら，「食育

年間計画」を策定して，計画的に取り組む必要があります。 

実施にあたっては，子どもの実態や地域の特性，施設の状況等を踏まえるとともに，

施設の調理員や市の栄養職員等の専門的な知見をもとに，施設と家庭，地域が連携を

図りながら進めることが大切です。そして，食に関心をもち，家族や友だちと食事を

楽しむ子どもに成長していくことをめざして，家庭や施設での食に関する様々な体験

が，相互に関連をもちながら展開するよう創意工夫して取り組む必要があります。 

また，施設における給食やおやつの提供も食育の重要な要素として，季節や行事に

関わる食事を提供したり栽培や収穫などの活動と関連をもたせたりすることで，望ま

しい食習慣の基盤を形成していくための重要な取組の一つとなります。毎日の給食は，

子どもが食事や食環境に関わる体験の場となるものです。給食やおやつなど施設での

食事を通して，「食を営む力」の基礎を培うことができるよう，一貫した系統性のある

ものとして構成していく必要があります。 

また，子どもは，毎日の施設での給食やおやつなどを通して，食事をつくる人を身

近に感じ，つくられた食事をおいしく，楽しく食べ，食との積極的な関わりを肯定的

に受け止めるようになります。施設では，その意義を大切に考えて，そのことを実感

できるような取組を進めていくことも大切です。 
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  イ 家庭や地域と連携した食育の取組 

食育は生涯にわたる健康な生活の基盤を培っていくものですが，特に乳幼児期は，

噛んだり飲み込んだりする機能の発達・味覚の形成・食事のマナーや栄養の知識の体

得など，食習慣の基礎が形成される大切な時期であることから，この時期の取組は非

常に重要です。特に，子どもへの計画的な指導や支援だけでなく，保護者や家族への

「食」に関する啓発活動についても，就学前教育・保育施設としての大切で大きな役

割と考えています。 

   そして，子どもの家庭と施設での生活リズムや食事の状況を共有しながら，保護者

の「食」への関心を高めて，協力し合うことが大切です。 

その際，具体的な連携，情報共有の方法として次のようなものが考えられます。 

○家庭との連絡帳 

○保育参観，個人懇談，保護者会（PTA）の活動 

○給食献立表や園だより，給食だより等の通信 

 

また，就学前教育・保育施設は地域の子育て支援の役割を担っており，未就園の子

どもを含めて地域の子育て家庭への支援を行うことも求められています。このことか

ら，子どもが豊かな食の体験ができるよう，地域と連携して食に関する行事を行うな

ど，これまで就学前教育・保育施設として蓄積してきた知識や経験，技術をもとに，

食育の視点からの子育て支援をする機会を積極的に設けていくことが必要です。そし

て，地域全体に向けて食育に関する情報を発信したり，

食育に関する地域関係者や関係機関と連携した活動に

取り組んだりして，食育の面からも積極的に地域の中

での役割を担っていくことが求められています。 

 

 

（２）子育て支援                             

①子育て支援の基本的な考え                           

  ア 受容的・共感的な態度 

   保護者に対する子育て支援を進める際に，まず教職員が共通に認識しておく必要が

あるのは，子育ての支援は，子どもの利益を最優先して行うこと，また，一人ひとり

の保護者の考え，思いを尊重して受け入れ，常に受容的，共感的な態度で接していく

ことです。このような態度が，保護者の施設や教職員に対する信頼感や安心感を醸成

していくと考えます。 

保護者の相談に対しては，傾聴の姿勢を大切にして，真摯に子育てに向き合おうと

する親であることに敬意をもち，より深く保護者を理解しようとする姿勢で接するこ

とが重要になります。 

そして，保護者の不安や悩みの解消に向けて園や教職員の意向をもとに主導してい

くのではなく，その思いを受容し共感しながら一緒に考えていくことを通して，保護

者が自己決定をするための支援であることを認識して関わる必要があります。 
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  イ プライバシー保護と守秘義務の遵守 

   保護者に対して相談や助言を行っていくためには，保護者が落ち着いた雰囲気の中

で少しでも自己を開示しながら安心して話をすることができるような状態を保障して，

プライバシーが保護され，守秘義務が遵守されていることが前提になります。 

   そして，一人ひとりの保護者との信頼関係は，プライバシーの保護や守秘義務を前

提としながら，傾聴の姿勢を大切にして保護者の思いや考えを受け入れ，その自己決

定を支援していくという過程を重ねていく中で，醸成されていくものと考えています。 

 

  ウ 地域の関係者や関係機関との連携と協働 

保護者に対する子育て支援を効果的に行っていくためには，就学前教育・保育施設

としての役割と教職員としての専門性を認識するとともに，地域の関係機関や関係者

等の専門性の特性とその範囲などを理解して連携を進め，対処することが重要です。 

また，市や関係機関の子育て支援に関する施策などの情報を的確に把握して，必要

に応じて保護者に紹介，提供することもそれぞれのニーズに合った効果的な子育て支

援として大切なことであり，そのための情報収集を行うことも子育て支援の役割を担

っていくためには不可欠です。 

このように，児童福祉の全般に関する基本的な姿勢や知識，技術等についても一定

の理解を深めた中で，具体的な子育て支援を行うことが望まれます。そして，担当者

を中心とした教職員等が内容を十分に理解した上で，情報を共有して，施設として組

織的に取り組むことが大切です。 

 

 

②施設に通園する子どもの保護者等に対する子育て支援                

  ア 保護者との相互理解 

保護者，家庭と就学前教育・保育施設が，子どもたちの生活の連続性を確保し，健

やかな育ちを支えるために連携して，情報を共有していくことは非常に重要なことで

す。そして，その関係性を深めていくために，子どもや家庭等の状況を的確に把握し

て保護者の思いを受け止めること，誠実な態度で接すること，子どもの成長を共に喜

び合う姿勢を大切にすることなどの重要性について全ての教職員が認識する必要があ

ります。 

そのための方法や機会としては，登降園時の会話，連絡帳による日々のやりとり，

保育参加や参観，個人懇談，運動会や発表会などの行事，PTA（保護者会）活動などが

あります。これらを通して，子どもの様子や育ちに対する保

護者や家族の思いを知り，施設での教育・保育の内容や子ど

もの様子などを伝えて，相互理解につなげていくことが大切

になります。このようにして，互いの信頼関係を醸成してい

くことが施設として取り組む子育て支援の基盤になると考え

ています。 
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  イ 特別な配慮を要する子どもの保護者への支援  

   障がいなどにより特別な配慮を要する子どもの保護者への支援を進めていくために

は，保護者や家族と子どもの育ちの現状について共通の認識をもって，短期，長期の

目標を共有することができるような関わりが必要になります。 

   そのためには，保護者等の困り感や悩みなどを受け止めて，行政機関などの子育て

支援活動に関する情報を紹介したり，カウンセラーや保健師などの専門的な知識を有

する人から助言を受けたりしながら，施設だけでなく関係者や関係機関と密接に連携

しながら支援を進めていく必要があります。 

   また，外国籍家庭や経済的な支援が必要な家庭など，子育てだけでなく総合的な支

援が必要な保護者，家族に対しては，まずは，その状況を的確に把握することが必要

です。そのために，登降園時の意図的な関わり等を通して，子どもの発達や行動の特

徴，施設での生活の様子などを伝えるなどして，子どもの状況を保護者と共有すると

ともに，家庭の生活の状況を適宜把握しながら，地域の行政

機関，医療機関などと連携して個別の支援を行っていくこと

が重要になります。 

 

  ウ 個別の支援が必要な保護者への対応 

   地域における人間関係の希薄化や核家族化の進行などにより，子どもや子育てにつ

いての相談や助言を求める相手がおらず，育児不安等を抱える保護者への対応が，就

学前教育・保育施設にも求められています。 

   このような場合には，担任や園長など管理職をはじめ，施設全体で相互に情報共有

を図りながら，役割分担をして，組織的に取り組むことがより効果的な支援を進める

ことにつながると考えています。 

   また，保護者の不適切な養育や虐待などが疑われる場合には，日常的な保護者との

関わりの中で，保護者と子どもの関係に十分に留意し，就学前教育・保育施設の責任

として，子どもの最善の利益を重視して対応することが重要です。その際，児童相談

所等の関係機関との日常的な情報共有を適切に行い，状況に応じて即応できる体制を

構築しておくことも必要です。 

 

  エ 教育・保育活動への保護者の積極的な参加  

   子育て支援の一つとして，定期的な「保育参加日」などを設けて，施設における教

育・保育の活動に保護者が参加することは，子育てを実践する力を高めていくために

非常に有意義な取組です。保護者は，教育・保育の活動に参加することで，子どもが

遊びを通して様々なことを体得していくことや友達と関わる過程には行き違いやトラ

ブルなどの葛藤体験があり，そのことから相手の気持ちに気づいて折り合いをつける

経験などをして，その後の成長につながっていくことに気づいたりすることが考えら

れます。 

   また，集団の中での自分の子どもの様子を見て新たな一面を知ったり，教職員のき

め細やかな配慮の下での子どもへの関わりの様子を見たりすることで，子どもへの関

わりの仕方を見直すきっかけになったりすることも考えられます。 
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   さらに，教育・保育の活動への参加を通して，他の保護者と関わり，交流をするよ

うになることで，保護者同士の関係が深まり，それぞれの子育てにゆとりと広がりが

生まれる機会になることも期待されます。 

そのために施設には，保護者の生活形態が違うことに配慮して，参加する活動や行

事の期間，時間帯などを考慮したり，保護者同士の交流の場を提供したりするなどし

て，活動や行事に参加しやすくなるように創意工夫していくことが求められています。 

 

 

③地域の子育て家庭の保護者等に対する子育て支援                   

  ア 地域での子育て支援事業 

   地域における子育て家庭の保護者に対する支援は，それぞれの地域性や施設の特色，

専門性などを基盤として，施設に通園している子どもに行っている教育及び保育の内

容と関連させながら取り組むことが大切です。 

施設として，相談活動等の子育て支援の活動を進めていく際には，体の成長や言葉

の発達，食事に関することなど，保護者にとって日常的な関心事や悩みに対し，子ど

もの成長を見通しながら，一人ひとりの子どもの発達を援助したり，生活していく力

を細やかに助けたりするなど，専門性を生かして相談に応じ，保護者の安心感につな

がるようなきめ細やかな配慮のもとで助言を行うことが必要になります。 

そして，子どもと保護者の関わりや子ども同士の関わりを見守り，親子の気持ちに

寄り添いながら，保護者の思いに親身に対応して，子どもと保護者，子ども同士など

の関係性を高めていくことも，保護者の子育てや子どもの成長を支える上では非常に

重要なことです。 

 

  イ 地域の拠点施設としての連携・協働の意識  

   地域の子育て支援を行う施設として，その機能を高めていくためには，関係機関や

関係者と積極的に連携・協働して，地域性に即した子育ての支援を実施することが期

待されます。そのためには，施設が日常的に教育・保育のため行っている地域の人材

や機関等との交流や連携・協力を行っている中で，地域の子育て家庭や親子の状況を

知るとともに，子育て支援に関わる地域人材を積極的に活用していくことが大切にな

ります。 

また，これらの連携・協働の過程において，発達や親子関係の問題，虐待が心配さ

れるケースや経済的な課題をもつ家庭の存在など，地域の子どもを巡る諸課題に向き

合う場合が生じることも考えられます。特に，保護を必要

とする子どもへの対応に関しては，極めて重要な役割を担

っており，児童相談所や要保護児童対策の関係機関との連

携を図ることが求められます。 
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