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私ども全国認定こども園協会は、子ども・子育て支

援新制度に関する満足度調査を実施し、その結果（概

要）をとりまとめました。 

新制度が導入されてから１年が過ぎ、認定こども園

も 4,000 園を超え、新制度の浸透度がどこまで進み、

どの程度の満足度があるか注目しましたが、満足度は

高い結果となっています。 

その一方で、評価しない理由としては、保護者が「保

育料の負担増」で、設置者は「事務量の負担」が挙げ

られました。 

 

【調査の概要】 

◎名 称 『認定こども園の満足度調査アンケート』 

◎調査期間 平成 28 年 2 月上旬～3 月上旬 

◎調査対象 

  ①認定こども園を利用している保護者 

（回答:3,806 人） 

②認定こども園を運営する設置者･園長 

（回答:355 園／2,836 園） 

 

◆保護者アンケート報告（回答 3,806 名） 

＜考 察＞ 

・全   体 

・就 業 別（共働き世帯／共働き世帯以外） 

 ・認こ年数別（３年未満／３年以上） 

 ・運営形態別（学校法人／社会福祉法人／国公立／その他）  

 ・認定号数別（１号／２号(標準)／２号(短時間)／３号(標準)／３号(短時間)）  

 

（１）新制度の保護者認知度は、56％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国公立」の保護者がこの数値より 10％ほど高く、

また認こ年数が「3 年以上」の保護者も高かった。 

新制度施行に際し、保護者へ周知できたかどうか判

断するのは難しいが、今後も子ども・子育て支援制度

への周知が必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保護者の 80％以上が認定こども園を“評価” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80％以上の保護者が認定こども園を評価しており、

前回の内閣府の調査(平成 20 年 3 月 1 日実施) と同じ結果となり

ました。総じて高い評価ですが、中でも「国公立

93.1%」「3 号認定(短時間)88.6％」と高かったです。 

  

（３）評価の理由は“園活動の充実”と“給食の提供” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価の理由は、「園活動の充実」と「給食の提供」

が特に評価され、「就労の有無に係らない利用」「保育

時間が柔軟」と続いています。 

 「就業」「運営形態」「認定号数」別では評価が変わ

り、「共働き世帯」「学校法人」では“給食の実施”が

評価さて、「社会福祉法人」では“園活動の充実”が

評価されていました。 

 “幼稚園からの移行”と“保育所からの移行”では、

保護者の評価が違うことが伺えます。 

 

（４）評価しない理由は、“保育料の負担増” 

 “保育料の負担増”“その他”“園の雰囲気が変わっ

た”と続きました。 

 「就業」「認こ年数」「運営形態」「認定号数」別で

も同じ結果でした。２位の“その他”の記述では「先

生が忙しくなった」「以前より会話が出来なくなった」

などの３位の理由と似た記述が多かったです。（以下表） 

特定非営利活動法人 

発行者 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 代表理事 若盛 正城 

事務局 〒343-0117 埼玉県北葛飾郡松伏町田中 1-7-27 電話 048-993-3711 

Mail: honbu@kodomoenkyokai.org  URL:http://www.kodomoenkyokai.org/ 

（認定こども園満足度調査アンケート報告） 

“保護者の 80％”“設置者の 90％”が認定こども園制度を評価！ 

平成２８年２月に当協会が実施した“満足度調査アンケート”を報告します。 
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◆設置者･園長アンケート報告（回答 355 園） 

＜考 察＞ 

・全   体 

・運営形態別（学校法人／社会福祉法人／国公立／株式／NPO／その他）  

・類 型 別（幼保連携型／幼稚園型／保育所型／地方裁量型）  

・認こ年数別（１年目／２年目／３年目／４年目／５年目以上）  

・施設規模別（100 人未満／100～200／200～300／300～400／400 以上） 

 

（１）設置者の 90％以上が“評価” 

 

 

 

 

 

 

 どの「形態」「類型」「年数」でも 90％以上と評価

が高かった。「施設規模別」では、300 名以下の施設

では、90％以上が評価し、300人～400人では88％、

400 人以上では 82％の評価となっている。 

 

（２）認定を受けた感想として･･･ 

 ★良かった １位「就労の有無に係らない受入れ」 

       ２位「新たな財政支援」 

 各形態等で“良くなったこと”を見ていくと、 

・学校法人 １位「市町村との関係」、２位「就労の有無」 

・社会福祉法人 １位「就労の有無」、２位「新たな財政支援」 

 ・幼稚園型 １位「市町村との関係」、２位「新たな財政支援」  

 ・400 名以上 １位「就労の有無」 

 ・400 名以下 １位「社会的信用」 

 ・200 名以下 １位「新たな財政支援」 

 

 ★良くない １位「事務負担量」 

       ２位「入園手続き」 

       ３位「保護者同士の関係」 

 各形態等でも全く同じ順位でした。 

 

※“待機児童解消”について 

 感想の項目に“待機児童の解消”を設けました。 

設置者の選択は、「②良かったが課題がある」「③変

わらない」を選んだ方が多く、「良かった項目」「悪か

った項目」のどちらにも当てはまらなかった。 

新制度が待機児童解消につながっているという実

感は、希薄であったと思われます。 

 

（３）認定こども園の実態調査 

 認定こども園の特徴として“多様性”が挙げられま

すが、今回のアンケートでは、「受入れ年齢」「クラス

編成」「給食」等の実態調査を行いました。主だった

項目の報告をします。 

①クラス編成について 

 ・1 号 2 号混合 ９４.９％ 

 ・1 号 2 号分離  ３.１％ 

 ⇒自治体指導や伝統的な運用が見受けられました。 

 

②給食について 

 ・全員給食(1､2 回の弁当日を含む) ９１.３％ 

・2 号のみ給食           ２.０％ 

 ・1 号の希望者と２号に給食     ５.６％ 

 ⇒ほとんどの認定こども園で給食を実施。 

保護者が評価する理由と考える。 

 

③午睡について 

・就学前まであり      ２７.０％ 

・３歳以上はしない     ２８.２％ 

・４歳以上はしない     ３２.７％ 

・年齢に関らず希望者のみ   ８.７％ 

⇒午睡の実施方法は様々。子どもにとって一番 

良い午睡のあり方は？ 

 「就学前まで」は“社会福祉法人”に多く、 

「３歳以上なし」は“学校法人”に多い。 

「４歳以上なし」は“幼保連携型”に多い。 

 

④親の会について  ・ある ８９.３% 

          ・ない  ９.９％ 

 

⑤特定保育料（上乗せ徴収）について 

・あり ５９.７％ 

  ・なし ３９.４％ 

⇒④⑤とも、“学校法人”では、高い数値で実施され

ています。“社会福祉法人”では、④は 83.3％で実施。

⑤も 31.3％で実施していました。 

 

⑥第三者評価の受審について ・ない ８５.６％ 

 

【今後の検討課題・まとめ】 

今回のアンケートは、平成 20 年 3 月に実施された

内閣府の調査を基に作成しました。ご協力いただいた

設置者・保護者の皆様方、ありがとうございました。 

今回のアンケート結果では、保護者は認定こども

園に対して「園活動の充実」を評価しています。実態

調査では、やはり認定こども園は“多様”でした。第

三者評価を受けている園もほとんどありません。 

当会は、全ての子どもの最善の利益を目指し、教

育･保育の質の向上のため、この度の情報を基に“給

食・午睡・評価のあり方”等を含め、認定こども園

のよりよい在り方を模索・検討していき、認定こども

園の情報発信に努めていきます。 

アンケートの詳細は“協会 HP”をご覧ください。 

全国認定こども園協会：調査・広報委員会 
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「認定こども園の行方と展望」 
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東京家政大学 

子ども学部特任教授 

 

本稿では、認定こども園及び幼

保連携型認定こども園の設置数

など、その数的な趨勢や動向とともに重要な意義を持

つところの、保育の方針、保育の内容や専門性など、

その質的な動向や課題、展望に焦点を当て、述べてい

きたいと思います。 

 

１ 幼保一体化、幼保一元化の行方 

  子ども・子育て関連法が国会に上程されながら、し

かし当時の政局が絡んで廃案に追い込まれた総合こ

ども園法案は、わが国の認定こども園の全体的な行方

を左右する重要な内容を含んでいました。それは、総

合こども園法の趣旨や目的が、世界でも稀な完全なる

幼保一元性を実現することを指向するものであった

ということです。 

筆者は、幼保一元性を「乳幼児期の保育に関する法

令、行政所管、保育施設、基準・指針、保育専門職、

保育内容・カリキュラム、保育料の 7 項目に関して、

その体系が一部乃至すべてが統合化されていること」

と定義しています。しかしこれらがすべて統合されて

いる国は、筆者が把握する限りまだ見られません。ス

ウェーデンにおいても、保育専門職が完全に一元化さ

れてはいません。 

総合こども園構想は、7 項目すべてに渡る一元化が

包含されていました。それが幼保連携型認定こども園

という幼保一体化施設への法制度改正に切り替わり

ましたが、しかし、幼保一元化の可能性は全くなくな

ったわけではありません。この動向と行方は、保育の

質に最も深く関わるものとして、検討を深める必要が

あります。以下に、もう少し詳しく述べたいと思いま

す。 

 

２ 保育教諭の行方 

さて、上述のように幼保一元性を視野に置き、深く

浸透させている国々においても、以上の 7項目のすべ

てを確実に包含し、完全幼保一元性を徹底させること

は、至難であるといえるでしょう。それは、わが国を

例にとるならば、保育士と幼稚園教諭の養成や資格を

完全に統合化することです。つまり、care & education

を実質的に全く一体化させ、一元化させることです。 

幼保一体性、幼保一元性の保育に限りなく近い専門 

 

 

 

 

 

 

 

性を有することとなる幼保連携型認定こども園の保

育教諭は、保育士資格及び幼稚園教諭免許状を併有し

ていれば、その職に就くことができます。近年、保育

士養成校においては、保育士資格と幼稚園教諭免許の

どちらも取得する学生は8割と非常に高くなっていま

す。したがって、現制度における保育教諭になること

ができる保育者は相当確保されつつあります。しかし、

むしろ年齢が高い保育士ほど幼稚園教諭免許を有し

ていなかったり、年齢を問わず保育士資格を有してい

ない幼稚園教諭も相応にみられますので、新制度施行

後 5年間(2015<平成 27>年度～2019<平成 31>年度)は、

どちらか一方の資格･免許を有していれば、保育教諭

になれる経過措置の期間があります。ただし、その暫

定措置期間を超えれば、併有していない限り、保育教

諭の職を続けたり、その職に就くことはできません。

現にこの期間内に、もう一つの保育士資格を取得でき

る保育士試験を受験する幼稚園教諭免許取得者の数

は非常に多くなっています。 

この動向からも、幼保一体性、幼保一元性を指向す

る保育者のインセンティブは高まっており、今後現任

保育者の専門性としての“養護と教育の一体性”は一

層重要な意味を持ってくると考えられます。決して遠

くない将来にむけて、保育者養成の制度や仕組み自体

にも実質的に“養護と教育の一体性”を十分に考慮し

た内容が強化されることが期待されます。 

 

３ 保護者支援の行方 

 保育士の専門性の中に、子どものケアワークととも

に、保護者へのソーシャルワークの機能が制度上も実

践上も深く刻まれるようになって、早や 17 年が経と

うとしています。保育所保育指針はその導入の先駆け

となり、保育所における保護者支援、地域子育て支援

は深く浸透しつつあります。認定こども園は、その設

立の趣旨と目的のひとつが保護者に対する子育て支

援でありました。さらに、新制度下の幼保連携型認定

こども園は、その教育･保育要領のなかで特に配慮す

べき重要な事項のひとつとして、保護者に対する子育

て支援に触れています。しかし、認定こども園全体を

通してみると、その役割の重要性は必ずしも深く浸透

しているようには思えない部分があります。保育士養

成課程においても、講義や演習、実習のカリキュラム

の中に家庭支援、保育相談支援等が含まれていますが、

しかしそれらへの踏み込み方には、ケアワークや教育

の側面と比較すると、かなりの温度差がみられます。 

保護者支援、子育て支援の基盤づくりは、乳幼児期の

保育の質的な向上を果たす上で不可欠なものです。新

しい幼保連携型認定こども園保育･教育要領には、子

育て支援が章として独立したものとなります。養成段

階のみならず、実践段階での浸透が強く期待されます。 

「子どもの最善の利益を願うあなたへ」 

・・・全国認定こども園協会の強い味方・・・ 

アドバイザリー・ボードの皆さんからのメッセージ  

3. 
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【保育者をめぐる海外の政策動向】 

 

●小学校教員と保育者の給与格差 

連載最終回は、保育の質確保の観点から、保育者

をめぐる海外の政策動向を紹介したい。まず注目さ

れるのは、海外では日本と比べて、保育者と小学校

教員の給与格差が小さいことである。OECD の報告

書 1において、日本の保育者の給与水準は小学校教

員の 61％で、日本は OECD諸国のなかで給与格差が

最も大きい国とされている。OECD 諸国では、保育

者が小学校教員とほぼ同水準の給与を得ている国

も多く、平均では 94％である。 

この背景には、海外では乳幼児期の保育が、教育

政策の一環として重要視されつつあり、所管も学校

担当省庁に移される動きがある。これに伴い、保育

者の位置づけも、福祉職から教育職へと変わりつつ

ある。海外においても過去には、保育者はただ子ど

もを預かっているだけのように思われていた時期

があったが、近年、脳科学や経済学の研究において、

乳幼児期の子どもの環境がその後の子どもの能力

や健康に影響を及ぼすことがわかってきたため、保

育者も小学校教員同様、教育者として位置づけられ

る傾向にある。スウェーデンでは「家庭的保育」

（family day-care centres）まで、「教育的ケア」

（pedagogical care）に政府が呼び名を変更してお

り、イギリスでは小学校以上の教員に課されていた

基礎試験にパスすることが求められる「幼児期教員」

の養成が 2013 年に始まった。 

こうして海外では保育が福祉から教育へと制度

上の位置づけを変えつつあるなか、保育者と学校教

員の給与水準が近づいているといえる。 

1 OECD, Quality Matters in Early Childhood 
Education and Care: Japan, 2012 

 

●保育者の資格のレベルアップ 

 保育者に対する社会の期待が変われば、その養成

のあり方も変わってくる。80 年代後半に、保育を

教育省の所管に一元化したニュージーランドでは、

幼児教育教員の資格は大学卒業レベルとなってお

り、かつ３年ごとに免許の更新が求められている。

幼児教育教員資格を付与する養成機関の質に対し

ても、厳格な対応が見られ、すべての養成機関はニ

ュ ー ジ ー ラ ン ド 資 格 庁 （ New Zealand 

Qualifications Authority(NZQA)）の認定を受ける

必要があり、その後も定期的に NZQAの評価を受け、

その結果がホームページで公表される。 

 養成機関で資格を得ただけでは正式な幼児教育教

員として登録することはできず、仮登録をして２年

間、現場で研修を行い、十分な教育的技能があると

認められ、かつ警察で犯罪歴等がない安全な人物で

あることが証明されることによって、はじめて正式

な登録となる。このような制度の下では、幼児教育

教員として登録されている保育者は、十分な資質を

備えていると考えられ、そのことが小学校教員並み

の給与を支給する根拠ともなっている。ニュージー

ランドでは、保育者の資格に応じて適正な給与が支

払われているかどうかも、国が施設への補助金を支

給する際にチェックしている。求められる資格のレ

ベルが高く、免許の定期的な更新も求められている

ことは、保育者にとっては大変なことだが、高い資

格を得ればそれに応じた高い給与が保障されるの

で、30 代、40 代で幼児教育教員の資格を取得する

ケースも多い。 

 このように、保育者の資格のレベルアップが図ら

れる一方で、ニュージーランドでは有資格者の配置

以上の配置であれば質の確保は可能と考えられて

いる。保育現場には仮登録で働いている保育者もい

『諸外国の保育制度を学ぶ～保育の質の向上・確保・評価～』 

＜第３回＞ 池本
いけもと

 美香
み か

 （日本総合研究所主任研究員） 
子ども・子育て支援新制度がスタートし、制度理解もさることながら、保育の 

質の向上をどう図るかを試行錯誤している園長先生も多いと思います。 

そこで、日本総研の池本氏に、諸外国の取組みを年３回・連載していただき、 

保育の質の向上を探ります！ 

4. 
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4.

【保育者をめぐる海外の政策動向】

●小学校教員と保育者の給与格差

連載最終回は、保育の質確保の観点から、保育者

をめぐる海外の政策動向を紹介したい。まず注目さ

れるのは、海外では日本と比べて、保育者と小学校

教員の給与格差が小さいことである。 の報告書

において、日本の保育者の給与水準は小学校教員

の ％で、日本は 諸国のなかで給与格差が最

も大きい国とされている。 諸国では、保育者が

小学校教員とほぼ同水準の給与を得ている国も多

く、平均では ％である。

この背景には、海外では乳幼児期の保育が、教育

政策の一環として重要視されつつあり、所管も学校

担当省庁に移される動きがある。これに伴い、保育

者の位置づけも、福祉職から教育職へと変わりつつ

ある。海外においても過去には、保育者はただ子ど

もを預かっているだけのように思われていた時期

があったが、近年、脳科学や経済学の研究において、

乳幼児期の子どもの環境がその後の子どもの能力

や健康に影響を及ぼすことがわかってきたため、保

育者も小学校教員同様、教育者として位置づけられ

る傾向にある。スウェーデンでは「家庭的保育」

（ ）まで、「教育的ケア」

（ ）に政府が呼び名を変更してお

り、イギリスでは小学校以上の教員に課されていた

基礎試験にパスすることが求められる「幼児期教員」

の養成が 年に始まった。

こうして海外では保育が福祉から教育へと制度

上の位置づけを変えつつあるなか、保育者と学校教

員の給与水準が近づいているといえる。

1 OECD, Quality Matters in Early Childhood 

●保育者の資格のレベルアップ

保育者に対する社会の期待が変われば、その養成

のあり方も変わってくる。 年代後半に、保育を教

育省の所管に一元化したニュージーランドでは、幼

児教育教員の資格は大学卒業レベルとなっており、

かつ３年ごとに免許の更新が求められている。幼児

教育教員資格を付与する養成機関の質に対しても、

厳格な対応が見られ、すべての養成機関はニュージ

ーランド資格庁（

）の認定を受ける必要があり、その

後も定期的に の評価を受け、その結果がホー

ムページで公表される。

養成機関で資格を得ただけでは正式な幼児教育教

員として登録することはできず、仮登録をして２年

間、現場で研修を行い、十分な教育的技能があると

認められ、かつ警察で犯罪歴等がない安全な人物で

あることが証明されることによって、はじめて正式

な登録となる。このような制度の下では、幼児教育

教員として登録されている保育者は、十分な資質を

備えていると考えられ、そのことが小学校教員並み

の給与を支給する根拠ともなっている。ニュージー

ランドでは、保育者の資格に応じて適正な給与が支

払われているかどうかも、国が施設への補助金を支

給する際にチェックしている。求められる資格のレ

ベルが高く、免許の定期的な更新も求められている

ことは、保育者にとっては大変なことだが、高い資

格を得ればそれに応じた高い給与が保障されるの

で、 代、 代で幼児教育教員の資格を取得する

ケースも多い。

このように、保育者の資格のレベルアップが図ら

れる一方で、ニュージーランドでは有資格者の配置

を ％とすることは求められていない。施設が急

増するなかでは有資格者の確保が困難であり、 ％

以上の配置であれば質の確保は可能と考えられて

いる。保育現場には仮登録で働いている保育者もい

Education and Care: Japan, 2012 
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子ども・子育て支援新制度がスタートし、制度理解もさることながら、保育の

質の向上をどう図るかを試行錯誤している園長先生も多いと思います。

そこで、日本総研の池本氏に、諸外国の取組みを年３回・連載していただき、

保育の質の向上を探ります！
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をめぐる海外の政策動向を紹介したい。まず注目さ

れるのは、海外では日本と比べて、保育者と小学校

教員の給与格差が小さいことである。OECD の報告

書 1において、日本の保育者の給与水準は小学校教

員の 61％で、日本は OECD諸国のなかで給与格差が

最も大きい国とされている。OECD 諸国では、保育

者が小学校教員とほぼ同水準の給与を得ている国

も多く、平均では 94％である。 

この背景には、海外では乳幼児期の保育が、教育

政策の一環として重要視されつつあり、所管も学校

担当省庁に移される動きがある。これに伴い、保育

者の位置づけも、福祉職から教育職へと変わりつつ

ある。海外においても過去には、保育者はただ子ど

もを預かっているだけのように思われていた時期

があったが、近年、脳科学や経済学の研究において、

乳幼児期の子どもの環境がその後の子どもの能力

や健康に影響を及ぼすことがわかってきたため、保

育者も小学校教員同様、教育者として位置づけられ

る傾向にある。スウェーデンでは「家庭的保育」

（family day-care centres）まで、「教育的ケア」

（pedagogical care）に政府が呼び名を変更してお

り、イギリスでは小学校以上の教員に課されていた

基礎試験にパスすることが求められる「幼児期教員」

の養成が 2013 年に始まった。 

こうして海外では保育が福祉から教育へと制度

上の位置づけを変えつつあるなか、保育者と学校教

員の給与水準が近づいているといえる。 

1 OECD, Quality Matters in Early Childhood 
Education and Care: Japan, 2012 
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教育省の所管に一元化したニュージーランドでは、
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ても、厳格な対応が見られ、すべての養成機関はニ

ュ ー ジ ー ラ ン ド 資 格 庁 （ New Zealand 

Qualifications Authority(NZQA)）の認定を受ける

必要があり、その後も定期的に NZQAの評価を受け、

その結果がホームページで公表される。 

 養成機関で資格を得ただけでは正式な幼児教育教

員として登録することはできず、仮登録をして２年

間、現場で研修を行い、十分な教育的技能があると

認められ、かつ警察で犯罪歴等がない安全な人物で

あることが証明されることによって、はじめて正式

な登録となる。このような制度の下では、幼児教育

教員として登録されている保育者は、十分な資質を

備えていると考えられ、そのことが小学校教員並み

の給与を支給する根拠ともなっている。ニュージー

ランドでは、保育者の資格に応じて適正な給与が支

払われているかどうかも、国が施設への補助金を支

給する際にチェックしている。求められる資格のレ

ベルが高く、免許の定期的な更新も求められている

ことは、保育者にとっては大変なことだが、高い資

格を得ればそれに応じた高い給与が保障されるの

で、30 代、40 代で幼児教育教員の資格を取得する

ケースも多い。 

 このように、保育者の資格のレベルアップが図ら

れる一方で、ニュージーランドでは有資格者の配置

以上の配置であれば質の確保は可能と考えられて

いる。保育現場には仮登録で働いている保育者もい
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子ども・子育て支援新制度がスタートし、制度理解もさることながら、保育の 

質の向上をどう図るかを試行錯誤している園長先生も多いと思います。 

そこで、日本総研の池本氏に、諸外国の取組みを年３回・連載していただき、 

保育の質の向上を探ります！ 
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るなど、保育者も日々学びながら成長し、全体とし

てレベルアップしていくことが目指されている。 

 

●保育者が働きやすい環境づくり 

 そのほか、海外では日本と比べて、保育者にとっ

て働きやすい環境整備が進んでいる。例えば、保育

者一人当たりの子どもの数が多いことは、子どもに

とってだけでなく、保育者にとっても厳しい環境で

あるが、日本は 3歳以上で、保育者一人当たりの子

どもの数が多い国と指摘されている。保育者一人当

たりの子どもの数を海外並みに減らすことで、保育

者の負担が軽減し、保育士不足が解消できる可能性

も考えられる。 

 保育者の働きやすさについては、事務負担を軽減

することも、海外では重要視されている。たとえば、

家庭的保育者は、保育以外の事務負担が重く、研修

の時間が十分に確保できなかったり、なり手が減っ

ているという問題があるため、多くの国では複数の

家庭的保育者を一つのグループにして、事務を一元

的に担う機関を設けている。家庭的保育者を取りま

とめるコーディネーターや共用施設などがあり、そ

こで利用希望者に保育者を紹介したり、国の監査や

保険などの事務、研修などを一括して行っている。

複数の家庭的保育者が定期的に集まることで、孤立

をなくし、教材などの必要な情報も入手しやすくな

っている。 

 日本ではそもそも、海外とくらべて労働時間が長

く、保育時間も長くなる傾向にあり、早朝や夜間の

保育などは保育者にとって負担になっている。むし

ろ海外よりも、配置基準や事務負担などを見直す必

要性が高いはずだが、いずれも十分な検討が行われ

ていない。 

 

●保育における ICTの活用 

日本では昨年、深刻な保育士不足を背景に、保育

者の負担軽減の観点から、保育業務支援システムを

導入する園に対して国が補助を開始した。しかし、

海外を見れば、ICTが保育にどのように活用できる

かについて、すでに 10 年以上も前に国レベルで検

討されていた国もある。スコットランドでは 2003

年に、ニュージーランドでは 2005 年にそれぞれ、

保育における ICT 活用のあり方について国から指

針が出されている。その指針では、単に事務作業を

効率化するための ICT活用にとどまらず、親との関

係を良好に保つために、子どもの成長を親に伝える

際に ICTを活用する方法や、優れた効果的な取り組

みに関する情報を国が収集・整理して、ICTを活用

して各園に伝えることなど、より幅広い活用方法が

検討されている。 

 

●子どもにとっての価値を起点に 

 こうして見てくると、海外では保育者をめぐる政

策が、幅広くきめ細かく検討されているが、なぜ日

本ではそうなっていないのか。 

理由の一つは、日本の保育者の間に、自らの長時

間労働や事務負担の多さなどに対して不満を言う

べきではないという雰囲気があることである。不満

を言わずに業務をこなす人だけが残り、それができ

なければやめていく。海外では保育者の組合が力を

持っていることで、保育政策が保育者にとっても働

きやすいものへと誘導されていく国もあるが、そう

した力が日本ではほとんど働いていないように思

われる。 

 もう一つの理由は、海外では、すべての子どもに

質の高い保育を実現する、という目標が明確なこと

である。その目標を実現するには、保育者に十分な

研修時間が確保されなければならず、そのためには

事務負担の軽減が不可欠である。子どもの教育効果

を高めるためには、保育者一人当たりの子どもの人

数やグループサイズを制限することも期待され、結

果として保育者にとっても働きやすい環境づくり

へとつながっている。 

 日本の議論は、保育士不足という問題に対して、

保育者の給与を上げることや、保育者の事務負担を

軽減するために ICT を活用する園に補助金を出す

など、対症療法的に見え、実質的に質の高い保育の

実現に資するのかが十分に検討されていない。園の

業務を ICT化しても、ICTを使いこなせない保育者

が多く、逆に事務負担が増える、もしくは導入した

システムが使われないのではないかとの声も聞く

が、ニュージーランドでは ICT 化に際して、まず
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 海外の動向をふまえれば、まずは子どもにとって
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参考文献：池本美香「保育士不足を考える：幼児期

の教育・保育の提供を担う人材供給の在り方」日本

総研『ＪＲＩレビュー』2015 Vol.9, No.28 
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【保育者をめぐる海外の政策動向】

●小学校教員と保育者の給与格差

連載最終回は、保育の質確保の観点から、保育者

をめぐる海外の政策動向を紹介したい。まず注目さ

れるのは、海外では日本と比べて、保育者と小学校

教員の給与格差が小さいことである。 の報告書

において、日本の保育者の給与水準は小学校教員

の ％で、日本は 諸国のなかで給与格差が最

も大きい国とされている。 諸国では、保育者が

小学校教員とほぼ同水準の給与を得ている国も多

く、平均では ％である。

この背景には、海外では乳幼児期の保育が、教育

政策の一環として重要視されつつあり、所管も学校

担当省庁に移される動きがある。これに伴い、保育

者の位置づけも、福祉職から教育職へと変わりつつ

ある。海外においても過去には、保育者はただ子ど

もを預かっているだけのように思われていた時期

があったが、近年、脳科学や経済学の研究において、

乳幼児期の子どもの環境がその後の子どもの能力
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育者も小学校教員同様、教育者として位置づけられ
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基礎試験にパスすることが求められる「幼児期教員」
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こうして海外では保育が福祉から教育へと制度

上の位置づけを変えつつあるなか、保育者と学校教

員の給与水準が近づいているといえる。

1 OECD, Quality Matters in Early Childhood 

●保育者の資格のレベルアップ
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のあり方も変わってくる。 年代後半に、保育を教

育省の所管に一元化したニュージーランドでは、幼

児教育教員の資格は大学卒業レベルとなっており、
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Education and Care: Japan, 2012 

『諸外国の保育制度を学ぶ～保育の質の向上・確保・評価～』

＜第３回＞ 池本
いけもと

美香
み か

（日本総合研究所主任研究員）
子ども・子育て支援新制度がスタートし、制度理解もさることながら、保育の

質の向上をどう図るかを試行錯誤している園長先生も多いと思います。

そこで、日本総研の池本氏に、諸外国の取組みを年３回・連載していただき、

保育の質の向上を探ります！
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榊 原
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私たち保育側の立場から、「子ども･子育て支援新制度」を見てきましたが、 

そうではない、世間は、どう見ているのでしょうか？ 

読売新聞社の榊原氏に年３回の連載をお願いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新制度がもたらした変化と宿題」 

 「子ども・子育て支援新制度」（以下、新制度）が

期待を背負ってスタートした２０１５年４月からま

もなく２年になる。消費税を５％から８％へ引き上げ、

国民全体の理解と協力を得て、保育や子育て支援にか

つてない公的資金の投入が行われた。では、この２年

間で日本はどれだけ子育てしやすい環境になったの

だろうか。新制度は、若い親にとって出産や育児への

追い風となったのだろうか。連載の最終回で、この間

の変化を振り返り、残る宿題を考えたい。 

 

◆日本の中心で「保育園にはいりたい！」の叫び 

 ２月２４日、東京・永田町にある参議院議員会館の

大講堂に赤ちゃん連れの母親たちが参集した。集会は

「保育園落ちた２０１７ 国会アクション」と銘打っ

てインターネットで拡散され、入所できなかった首都

圏の保護者や保育士らが集まった。国会議員たちを前

に、順にマイクを握った保護者の訴えは、聞いている

こちらの胸が痛む悲痛なものだった。 

 「妊娠中から認可外も何か所も見学して、保活が大

変だった。不承諾になり、行政の怠慢のためなぜ自分

が仕事を辞めないといけないのかと腹がたった」 

「１１番目の希望だった認証保育所に入れたが、園

庭はない。親たちはみな『やむなく入った施設』と思

っている。これでは就学まで安心して働けない」 

「保留の通知がきたが、すごく不公平。低収入の人

から優先すると言われ、これまで仕事で頑張り収入を

上げたのが悪かったのかと思う。必要な人に必ず保育

が確保される社会にしてほしい」 

「１歳まで家で育児したかったが、産前産後の体 

調の悪いなかで保活し生後４か月から預けた。そうし

た実績がないと認可に入れないからだ。それでも今月

落ちた。こんな状況でも市は保育園を作らないという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事に戻れないと貧困に転落する」 

 なかには、１０か所の認可保育所に落ち、申し込ん

だ認証保育所では１００人待ちという母親も。２０１

７年度中の入所は無理と役所で言われたが、会社は育

休延長は認めてくれない。実家の母からは「保育は福

祉だから仕方ない」と諭され、「保育がこうした福祉

のままでいいのか」と疑問をぶつけていた。 

 自分たちが暮らす市区町村では解決できない大きな

壁を感じ、国政の中心にまで来て保育制度の矛盾を訴

えていた。そうした若い母親たちの様子に、取材して

いて切なさが募った。 

 首都圏の保活の過酷さは、既にご存じの方も多いだ

ろう。政府も待機児童解消を掲げ、２０１７年度末ま

での５年間に５０万人分の定員を増やす計画を進め

ている。それでも、とりわけ東京都では思うように入

所できない状況が深刻化している。都内の自治体が地

方からも保育士をかき集めている余波で、保育士不足

に陥った東北の過疎の町で待機児童が発生するとい

う現象も起きている。 

手早く安く増設しようと規制緩和を進め、低規格な

保育所が増え、重大な事故も後をたたない。 

集会には、昨春にやむなく預けた認可外保育所で子

どもが急死した母親も来ていた。「預けた初日にうつ

ぶせ寝で死亡した。大阪市の基準を満たした園で、保

育士派遣を行う株式会社の直営園だから大丈夫だと

思ったが、違った」。この母親は「規制緩和などせず、

基準を上げて、『子どもが死なない保育園』を作って

ほしい」と切々と訴えていた。 

「子どもが殺されない保育園」は、首都圏の保活で

はキーワードの一つになっている。 

 

◆問題の背景に新制度の“中途半端さ” 

 保育の「量的拡充」と「質的向上」を目玉としてい

た新制度。その恩恵を最も受けるはずの人たちが、こ

れほどの苦渋と不安を訴え、怒りを噴出させる事態に

読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員 

国の子ども･子育て会議メンバー（H25～H26） 
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なっているのはなぜか。一年前に匿名のブログ「保育

園落ちた日本死ね!!!」をきっかけに開催された一回

目の国会アクションの時から取材してきて、私が思う

要因の一つは、これまでフタをしてきた「保育ニーズ」

というパンドラの箱を、新制度が開けたということだ。 

 新制度には、昔からの措置的で限定的な保育制度を

見直し、「必要な人には保育を提供する」という普遍

的な支援サービスへと近付ける意図があった。特別に

困窮した家庭だけに対象を絞った救貧福祉を卒業し、

「保育が必要」と認定した全ての親子に利用する権利

を与えることを約束していた。 

そのことは施行前から国民にアナウンスされ、「仕

事をしていたら保育を使える」「共働きなら当然、権

利がある」と若い世代に受けとめられた。２０１５年

８月には女性活躍推進法も成立した。共働きにシフト

していた子育て世代の期待を高めたのは当然だった。

地下のマグマのように溜まっていた保育ニーズが一

気に噴き出したといえる。 

ところが、「保育を希望・利用する権利」を当然視

するようになった保護者に対し、行政の側には「権利

の保障」を行う認識や機能がいまも十分に備わってな

い。このズレが、混乱の二つ目の要因になっていると

感じている。 

行政に都合のよい「待機児童」の定義でニーズを軽

めに見積もってきたツケが、４年前の春、集団の抗議

や不服審査の噴出を招いた。それでも、新制度の施行

後もこの慣習が続いているところに、行政側の「変わ

らない意識」がのぞく。保育の需要をしっかり調査し

て把握し、需要を満たすだけの整備計画を作り、「わ

が町の子ども子育て支援事業計画」に盛り込むことを

新制度は求めていた。しかし、需要把握の甘さや整備

計画の不備が明らかになっても、保育所の整備に慎重

なままの自治体が少なくない。「保育所に入れなけれ

ば失業する！」と訴える保護者を平然と追い返せるの

も、「保育の利用保障」が自治体の責務と認識されて

いないためだろう。 

 もう一つ、混乱の要因に加えたいと考えているのは、

保育制度が「親子本位（中心）」になっておらず、実

態として「行政本位」「事業者本位」で運営されてい

ることだろう。 

待機児童が多数いる自治体でも、「少子化で将来的

に施設が余ると困る」と保育所整備を止めているとこ

ろがある。調べると、議会関係者に幼稚園や保育所の

事業者がいたり、業界団体の要請があったりして、新

設にストップがかかっていることがある。もちろん、

無計画に施設を整備して余らせては税金の無駄遣い

と批判を浴びるため、慎重に計画をたてなければなら

ない。それでも、保育所不足で親を失職させることで、

家庭の貧困や育児不安、虐待にもつながりかねないリ

スクが潜むことをどう考えているのか。「親子中心の
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い」「良質で安心できる保育所ばかりにしてほしい」

という願いは、欧州の福祉先進国では既に実現してい

ることだ。また、新制度が目指していた「量の拡大」

と「質の向上」を着実に実現していけば、その先に立

ち現れてくる未来の姿だと考えるからだ。 
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日本の未来を切り拓く力になっていっていただきた
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【 お 知 ら せ 】 

●第８回 通常総会 
 ・日時 ６月２日（金）10:00～11:30 

 ・場所 全社協・灘尾ホール 

●平成 29 年度 トップセミナー2017 
 ・日時 ６月２日（金）13:00～17:30 

     ６月３日（土） 9:30～12:30 

 ・場所 全社協・灘尾ホール 

※多くの方のご参加をお待ちしております！ 
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◇今回登場する認定こども園の概要 
・こども園ソレイユ 

（幼保連携型認定こども園 平成 27年 4月移行） 

 
住  所：札幌市北区 

由  来：保育所（平成 17 年開園） 

運営法人：社会福祉法人大五京（京都市） 

定  員：1号 15名、2号・3号 130名 

 
・認定こども園まなび 

（幼保連携型認定こども園 平成 23年 4月移行） 

 
住  所：札幌市豊平区 

由  来：幼稚園（昭和 56 年） 

運営法人：学校法人西岡中央学園（札幌市） 

定  員：1号 105 名、2号 33 名、3号 27名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 各園の紹介・成り立ちについて 

（濱田） こども園ソレイユは平成 17 年に保育園として

スタートし、平成 27年 4 月に幼保連携型認定こども園と

なりました。札幌で最初の保育所由来の幼保連携型認定

こども園です。 

移行手続は手探りでしたし、時間もあまりなく慌ただ

しかったのですが、新制度への

対応が札幌市は早く、その協力

もあり、何とか間に合ったとい

う感じでした。保育所由来の認

定こども園は札幌市でも珍し

いので、最近では見学にいらっ

しゃる方も多くなっています。 

「ソレイユ」とは、太陽を意

味するフランス語「soleil」で

す。『未来人（みらいびと）を

温かく照らし導く陽光を放て!』

の願いが込められています。 

認定こども園への移行に際

して、平成26年7月から保護者説明会を実施しましたが、

細かい説明は混乱を招くだけと思い「お子様の生活環境

は何も変わりません」と説明しました。1号認定こども、

2 号、3号というのは親の仕事やライフスタイルによって

決まるものであって、子どもに付いているものではない

と思っています。その点を勘違いしてはいけないと職員

にも徹底しました。その徹底によって保護者のみならず

職員の認定こども園への理解がスムーズにいったと思い

ます。 

 

（三井） 認定こども園まなびの前身は昭和 56年に開園

した幼稚園です。平成 23 年 4 月に幼保連携型認定こども

園となりました。そのころは安心子ども基金が廃止され

る時期でしたので、それを利用した園舎の新築も考えて

おり、その時期にこども園に移行しました。預かり保育

を利用する園児も多くなっていたことも移行を決めた理

由の一つです。 

ただ、当時は認定こども園への認知度があまり高くは

ない時期でしたし、幼稚園を認定こども園に、つまり、

保育所的に利用できる園児の枠ができることに対して、

「幼稚園が保育所のようになるのではないか」とのご意

ココがポイント！ 認定こども園の実践＆工夫 Part⑥ 

「保育教諭の育て方、食育について考えよう！」 

座  談 会 
保育士（保育教諭）不足が問題となっている昨今ですが、保育教諭が子どもたちの成長に大きな使命を担うこ

とには変わりはありません。そこで、今回の座談会は、この時代に保育の仕事をと選択した若い先生たちをど

う育てていくべきかをテーマに選びました。また、北海道という食の宝庫にある各園が取り組んでいる食育に

ついてもお聞きしています。 

～北海道地区編～ 
〇座談者 濱田   康  氏（北海道札幌市：こども園ソレイユ）   写真:左 

〇座談者 三井有希子 氏（北海道札幌市：認定こども園まなび）写真:右 

〇司 会 上野 庸介 氏（北海道帯広市：学校法人帯広葵学園） 
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見を持つ保護者の方もいらっしゃいました。 

認定こども園とはどのようなものなのか、まずは在園

児の保護者の皆さんにご理解を

頂かなければうまくいきません

から、保護者説明会は各学年２回

ずつ計 6 回行いました。新制度の

前の制度だったこともあり、仕組

み自体が今よりももっと複雑な

ものでしたので、説明はかなり苦

労しました。説明会と同時進行で、

申請手続や園舎の新築などを進

めるわけですが、申請の様式等々

がまだ整備されていない部分も

あり、とても慌ただしい日々だっ

たと感じています。 

ここ 2 年くらいでだいぶ落ち着いてきましたが、認定

こども園移行後は、職員の「幼稚園教諭の働き方から保

育教諭の働き方への移行とその理解」が苦労した点の一

つと言えます。 

 

（２）保育教諭とその育て方について 

（濱田）ソレイユは朝 7 時から夜 8時まで開園していま

す。1 号認定の園児も月額の預かり保育料を設定するこ

とで保護者の方にとって預けやすいようになっており、

ほとんどの園児が朝から夕方までご利用されています。

夜 8 時まで開園している園はあまりありませんから、そ

の分、保育教諭の負担も大きいのかなと思っていますが、

頑張ってくれています。幼保連携型の強みは 0 歳からお

預かりできることだと思っています。その子がどういう

育ちをしてきたかを保育教諭が全員共有していますから、

それが日ごろの保育に生きてくるんです。 

保育教諭は 24名いますが、家庭の都合などであえてパ

ートを希望しない限り、基本的に正職員採用です。正職

員にすることで、1 年目、3 年目、5 年目というように、

先を見通した育て方、職員訓練計画の見通しが立てられ

ると考えています。 

保育教諭をどう育てるかは本当に大きな課題です。「頑

張ればなんとかなる時代」を生きてきた私たちの世代と、

「頑張った結果どうなるかわからない時代」に生きてい

る今の先生たちの世代には大きな違いがあると思うんで

す。今の若い世代は「省エネの生き方」を選びがちにな

りますが、私たちはそれを「今の若い人たちは覇気がな

い」と評価しがちです。しかしその選択は、こうした時

代背景ゆえのものだと理解してあげなければなりません。 

そのような現代に、保育教諭になろうと思う子たちは

その世代の中で最良の子たちだと思います。個別に生き

ていても楽しいことがたくさんある時代に、子どもたち

の育ちにかかわることを自分の喜びにしようと考えてい

るのですから。 

そういう資質を持った子たちですから育て甲斐もあり

ますし、その分、責任もあると考えています。 

 

 （三井）幼稚園時代、職員は 15人くらいでしたが、今

は、40人くらいと倍以上に増えました。 

 保育教諭の確保は札幌でも大変ですが、採用時になる

べく多めに採用することと、入った職員の「育成・教育」

の繰り返しを心がけています。 

 年に 1 度の園内研修の実施、各種関係団体が実施する

研修の利用はもちろんですが、新卒の職員には、4 月か

ら働く前にマナー研修を必ず受講させています。話し方、

お辞儀の仕方、電話の受け答えなど社会人としてのマナ

ーをこの時期に身につけることは非常に大切です。新卒

の先生は当然のことながら社会経験がないわけですが、

そこを嘆いていてもしょうがないですし、問題点を把握

して、その解決をする研修を取り入れています。 

 園内研修も保育のスキル面よりもモチベーションアッ

プなど人間力を重視した内容になっています。 

子どもたちが安全・安心に健やかに育つために、私た

ち園長は職員が気持ちよく働けるように努力しなければ

ならないと考えています。給与の面でも環境の面でも。

こども園は女性が多い職場ですから、コミュニケーショ

ンをとることは大切で、話を聞く場合は聴くことに徹す

るようにしています。 

 

（３）食育について 

（濱田） 素材の「もとのかたち」に触れることを大切

にしています。広い農園があり、多い時期には 24種類の

作物を栽培しています。野菜が育っていく様子を最初か

ら見ることで、興味関心を持つようになります。自分た

ちが育てた野菜をその畑に行けばちぎって食べる子もい

ます。興味関心を持つことが「食育」のスタートだと思

います。 

 興味関心を持つ工夫としては、鮭の解体ショーを園児

たちの前で行い、魚をまるごと見せつつ、そしてその鮭

が給食で出てくる、そんな取り組みもしています。イカ

メシを園児自らが作る日もあるし、４歳・5 歳児は石狩

浜へ地引網を引きに行く行事もあります。 

給食はオリジナルメニューでビュッフェランチスタイ

ルです。5 種類あるおかずを園児が好きなだけ選び、そ

の日の給食メニューを作ります。職員もそのビュッフェ

の中に入って一緒に食べています。 

幼児期の食育では、園児が食べる楽しさを感じること

ができる工夫が大切なのではないかと考えています。 

 

（三井） 認定こども園まなびにも畑があって、秋には

収穫し、例えばジャガイモは給食に使っています。あま

りうまく育たずに形がいまいちなものは「おいもスタン

プ」として保育に利用することもあります。 

管理栄養士がいるのですが、その先生が子どもたちに

大人気なんです。各クラスを回って一緒に給食を食べる

のですが、子どもたちもその日を楽しみにしているくら

いです。子どもたちは給食というよりは、その先生が作

ってくれたご飯を食べているという気持ちです。家庭と

同じように作ってくれた人が目の前にいて、おいしさを

直接伝えることができるは食育の観点からも大切だと考

えています。 

 また、北海道には安全・安心が確保され、かつ、おい

しい食材がたくさんありますから、材料は可能な限り地

元産を中心に厳選します。お水は浄水。お出汁も鰹節か

ら毎回とっています。材料へのこだわりは保護者の方の

興味関心も非常に強い部分ですが、この徹底した取組は

非常に高く評価して頂いており、それを理由に園を選ん

でくれた保護者もいらっしゃいます。 

保護者に寄り添った園の運営のためにも「食」への取

り組みは重要だと考えています。 

（完） 
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『雑感～新制度３年目を迎えて』 

 

 平成 27 年度からスタートした子ども・子育て支援

新制度も、今春で３年目を迎える。施行前後の戸惑い

や混乱はほぼ収束したように見えるが、丸２年が経っ

て制度や運用上の問題も見えてきている。そこで今回

は、制度の見直しや運用改善に関わる課題をいくつか

考えてみた。 

 

【処遇改善】 

喫緊の課題である待機児童解消に関連して、保育者

の人材難がそのボトルネックとなっている。そこで政

府は、待機児童解消加速化プランと平行して人材確保

プランを推進している。その重要な柱として、保育士

等の処遇改善に積極的に取り組んでいる。 

国が示した資料によると、平成 24年度との比較で、

まず新制度施行前の 25 年度に約３％、26 年度には人

事院勧告の２％分（補正対応）を加わえて約５％の処

遇改善が行われた。その後、新制度に移行してからは、

平成 27 年度に約７％プラス、28 年度に約８％プラス

となり、29 年度予算案では約 10％プラスまで引き上

げられた。新制度前の 26年度と新制度３年目の 29年

度では、改善率がほぼ２倍になっている。 

これに加えて、平成 29 年度は、キャリアアップと

リンクした処遇改善が、２・３号関係で副主任保育士

（１号は中核リーダー）や専門リーダーに月額４万円、

職務分野別リーダー（同若手リーダー）に月額５千円

という形で実施されることになっている。この大幅な

改善は大いに評価できるが、キャリアアップ研修をど

のように実施するのか、対象とならない他の職員との

給与バランスをどうするのか、といった課題を残して

いる。 

 また、処遇改善が積極的に図られていることは特筆

に値するが、問題は保育者が処遇改善を実感できる本

俸の引き上げではなく、手当や一時金ベースの引き上

げが多いことだ。これは、保育現場の対応にも問題は

あるが、公定価格上の加算にとどまっていることにも

問題がある。つまり、現場からすれば、本俸を引き上

げた場合、将来、待機児童問題や人材難が解消され、

この加算がカットされるようなことになったら、園経

営に深刻な影響を及ぼす可能性があるからだ。その意

味では、公定価格の見直しによって、基本分単価にど

こまで処遇改善加算分を組み込むことができるかが、

今後の大きな課題と言える。 

 

【地方版子ども・子育て会議】 

 新制度の実施主体である市町村は、市町村子ども・

子育て会議を設置（努力義務）して、その意見を聞き

ながら、事業計画の策定や見直し、施策の実施状況の

点検・評価などを行うことが求められている。しかし、

新制度が施行されてから会議を活用しようとしない

ケースや、会議をほとんど開催しないケースが見られ、

少なからぬ市町村で会議の形骸化が進んでいる。会議

メンバーの選定に際しても、子育て当事者の参画をは

じめバランスの取れた幅広い委員で構成されていな

いところも決して少なくない。 

 中間年に当たる平成 29 年度には、事業計画のＰＤ

ＣＡ的な見直しが期待されており、平成 30 年度以降

は次の５か年事業計画の策定も視野に入れなければ

ならない。にもかかわらず、子ども・子育て会議の活

性化や活用に消極的な市町村が見られることは、新制

度の運用において大きなマイナス要因と言わざるを

得ない。 

 市町村の行政担当者が人事異動で交代し、新制度を

十分に理解していないケースも見られることから、行

政担当者の制度理解をどう図るか、さらに子ども・子

育て会議の活性化をどう進めるか、といったことが市

町村レベルでの課題となっている。 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

紙数の関係で結論だけ指摘しておきたい。新制度は、

例外のない保育保障のために、保育認定による１～３

号認定子どもに対する教育・保育の提供体制を整備し

た。一方、在宅子育て家庭を含む地域子育て支援に関

しては、地域子ども・子育て支援事業（法定 13事業）

を市町村の努力義務とするにとどまっている。しかし、

切れ目のない支援、すべての子ども・子育て家庭への

支援という観点からは、教育・保育と子育て支援を総

合的・包括的に捉えることが重要であり、その点でな

お大きな課題を残している。 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 
早いもので平成 28 年度も終わりを迎えよう

としております。会員園の皆さまにとって、今

年度はどのような一年だったでしょうか。 

さて、今回の認定こども園協会の会報は冒頭

で、当協会が園児の保護者及び設置者・園長を

対象に実施しました「満足度調査アンケート」

を取り上げました。このアンケートの詳細な結

果は、当協会のホームページに掲載しておりま

す。多角的な視点での調査となっておりますの

で、ぜひご覧いただきまして、会員園の皆様か

らのご意見・ご感想もお寄せ頂きたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

冒頭記事に続きましては、今回もアドバイザ

リーボードの先生にご寄稿頂いております。ま

た、対談では北海道地区の先生に「保育教諭の

育て方」と「食育」をテーマお話し頂きました。 

この会報が皆様の園運営や日々の保育等にご

活用頂けますと幸甚です。       （Ｕ） 

10. 
 


