
　次代を担う子ども達の、夢実現の

応援にご尽力されている会員、行政

関係者の皆様。日頃より、当協会へ

の厚いご支援をいただき心より感

謝申し上げます。

　今、子どもをめぐる事件や諸問題

の根底にある幼児教育の重要性が

あらためて叫ばれる中、持てる知恵

を集め、出来る限りの応援を提供し

ていくことを願い、去る８月１日に

は「子どもの為の最善の利益」に向

かう趣旨や活動方針を提案させて

いただき、たくさんの方々からのご

賛同をいただき、協会を設立するこ

とができましたこと、厚く御礼申し

上げます。

　加えて、去る１１月４日には臨時

総会を開催し、出席者から貴重なご

意見等をいただきつつ、役員選出、

事業計画や予算等をご承認いただ

き、重ねてお礼申し上げます。これ

からは子どもの為の保育支援充実

や保育者の質の向上に向けて、精力

的に取り組みを進める所存です。

　臨時総会と同日開催されたトッ

プセミナーには、全国各地よりたく

さんの会員のご参加をいただき、特

に公務ご多

忙の中を内

閣府少子化

対策推進室、

文部科学省、

厚生労働省、

幼保連携推

進室をはじ

め行政関係

担当課の同

席のもと、示唆に富んだ研修の時を

持つことが出来ました。私たちの立

つ場所と進むべき方向を確認させ

ていただいた思いです。

　ここに、トップセミナー特集とし

て会報第２号をお届けいたします。

協会の活動報告を中心に、国の動向

やアドバイザリーボードの先生方

のご助言などを山盛りにして、今後

とも充実した内容でお届けしてまい

ります。どうぞご期待くださると共

に、会員園内での研修や、今後会員

に加わってくださる方々への情報と

してご活用くだされば幸いです。

　厳しく混沌としている現状を踏ま

えながらも、従来の幼保二元体制や

行政の財政難を乗り越えて、「次代

を担う国の財産である子どもの最善

の利益」を目指して歩むためにも、

会員及び子どもの未来を担う保育関

係の先生方の更なるご協力とご支援

をお願い申し上げます。
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全国認定こども園

第１回　トップセミナー　開催
　全国認定こども園第１回トップセミナーが、１１月４～５日経団連会館にて、

全国から 120 名を超える参加を得て開催された。会報第２号は、このトップセ  

 ミナー特集として、その内容を報告する。（詳細は、認定こども園協会ホームペー

  ジを参照。http://www.kodomoenkyokai.org/）

Ⅰ．開会

　若盛当協会代表理事の、「学んだこと

を現場の先生方へ、子どもたちへ、保

護者・地域の方々へ還元していくため

に、大いに学び合おう」との呼びかけ

により開会。

　来賓あいさつでは、内閣府大臣官房

審議官、山田　亮氏（少子化対策推進

　　　　　　　　　　　室次長、共生

　　　　　　　　　　　社会政策担当）

　　　　　　　　　　　から、認定こ

　　　　　　　　　　　ども園制度は

　　　　　　　　　　　評価が高いに

　　　　　　　　　　　もかかわらず

　　　　　　　　　　　広がらない原

　　　　　　　　　　　因・課題を探

るため、内閣府少子化担当大臣、厚生

労働大臣、文部科学大臣３大臣のもと

に「認定こども園のあり方を考える検

討会」が立ち上がり、利用者視点に立

つという共通の考え方の元で制度的検

討を行って結論を得ることの紹介と

共に、このセミナーへの期待が語ら

れれた。

　また、文部科学省初等中等教育局、

濱谷浩樹幼児教育課長は、来年度概

算要求、今年度

補正予算に触れ、

補助金の執行に

ついては縦割り

行政の排除とい

うことから要項

等を一本化する

ことを紹介。特

に運用面で課題について、こどもの立

場にたっての現場からの実践が制度

に結びつくことへの期待が語られた。

　最後に、厚生労働省雇用均等・児

童家庭局、今里　譲保育課長は、少

　　　　　　　　　　　子化対策は

　　　　　　　　　　　待ったなし

　　　　　　　　　　　の課題であ

　　　　　　　　　　　り、社会保

　　　　　　　　　　　障審議会の

　　　　　　　　　　　少子化対策

　　　　　　　　　　　特別審議会

　　　　　　　　　　　でも包括的

なしくみの検討を進めていることに

触れ、多様な働き方が保証されるため

に次世代育成全体としてこれに対応

するために、認定こども園が一つのあ

り方として充実したい旨が語られた。

山田　内閣官房審議官

濱谷　幼児教育課長

今里　保育課長



Ⅱ．講演

　講師の無藤隆氏は、認定こども園が求

められ、生まれてきた背景と現状から、

広い視点で、一研究者個人の意見として

述べる旨をことわって本題に入った。以

下、要点を記す。

 １．認定こども園拡充の背景
 まず、幼保合同の動きが進む背景につ

いて、指針改定により幼稚園と保育園の

幼児教育は同質のものであることが確認

された一方、幼稚園では長時間の保育が

増加。幼保の違いが不明確になってきた。

保護者からのニーズは、ひとつは幼児教

育の充実であり、もう一つは保育サービ

スの充実。幼稚園だから保育園

だからということでなく、どの

園でも幼児教育の一定の質が問

われていく。少なくとも無償化

にすすむためには、全国どこに

いっても幼児教育というものが

同じ質をもっていることが必要

となり、今後５年間が無償化に

ついての勝負の期間になる。

　もう一つの課題が、ワークラ

イフバランスなど、子育て支援

の問題。支援の課題の内３点だけあげる。

一つは、家庭における子育ての支援（就

園前）。二つ目が認定こども園に直接か

かわることだが、地域の中で親子が集う

場所や相談活動を行っていくこと。三つ

目が、ある程度専門性をもった人たちが

担当することの必要性から、具体的な支

援事業は職業としてきちっとやっていか

なければならないということ。

　別の角度の事として、認定こども園が

成立したモチベーションの一つは、幼稚

園・保育園それぞれが独立して運営する

ことが困難な市町村がかなり増えている

ことがある。実は都会の真ん中でも超少

子化が進んでおり、あり得ること。少子

化と保育所の需要というファクターか

ら、大体１０年後から１５年後には幼稚

園が半減することが見えてくる。それに

つれて廃業や学校法人の統合などの話し

の他、もう一つの選択肢が認定こども園

であり、存続の道ともなる。外国の場合

には、例えば２歳までは保育園でそれ以

上が幼稚園という形もあるが、保育園と

幼稚園がどう分担したとしてもそれが

１０年続くとは考えられず、おそらく認

定こども園という制度が機能していくこ

とになる。

　その場合、認定こども園において

最も大切な理念はというと、地域と

いうこと。同じ地域の子どもたちが

同じ園に通い、子ども同士が大人同

士が仲良くなるという関係を作るこ

と が 重 要 に な る。 も う 一 つ の こ と

は、働き方の多様化ということ。た

とえばパートタイムで働く人などの

ためにも認定こども園の対応が期待

される面がある。また、保護者の運

営参加も真剣に考えられる必要があ

る。認定こども園はこのことの先頭

をきってほしい。

２．認定こども園 2000 園という　
　　　　　　　　　目標に向けて
　国で議論されている項目だけを挙

げると、①会計処理等事務処理の軽

減、②転換・運営の際の補助金。例

えば幼稚園が認定こども園になるた

めには新たに調理室を作ると採算が

あうはずがない。ふつうで５千万円

がかかり回収できない額となる。こ

れ以外の経費もいろいろと増えるこ

ととなるのが認定こども園。今、国

でもこのことが焦点となっている。

　申請手続きの煩雑さは、認定こど

も園を始めた方から聞くが、さらに

いくつかの問題がある。保育所から

スタートして幼稚園の認可を受ける

場合の私学審議会の認可。幼稚園を

認可するということは、同業・ライ

バルを増やすことにもなる。もう一

つは保育所認可。幼稚園が保育所認

可をとる場合、要するに自治体の支

出も増えることから認可するかどう

かの自治体としての判断がからむこ

とになる。もう少し、新たな保育所

幼稚園の設置認可を広げていかない

と認定こども園の制度は崩壊するだ

ろう。

　次の問題は、幼稚園型と保育所型。

もともと幼保連携型で考えられたが、

実際には、幼稚園型や保育所型の割合

が多くなっており、そこでこの２つ

の類型への補助のあり方が問われてい

る。もう一つは、３歳という区切りで

考えているが、幼稚園部分を２歳以上

とすることもひとつの対応であろう。

調理室設置については、完全にすべて

の施設で必要かということがある。

　さらに、もう一つのこととして、保

育所に直接契約が入るかどうか。入れ

ば、この影響は大きい。

　　　３．認定こども園の
　　　　　　　　実施に伴う難しさ
　　　　認定こども園を実施する場合

　　　の難しさについて、特に、幼稚

　　　園と保育園の先生方の経験者を

　　　一緒にしたときの難しさがあ　

　　　る。第１に、幼稚園の先生方は、

　　　認定こども園では保育所型の勤

　　　務が求められる。保育時間のあ

　　　と、保育の見直しや環境整備、

　　　教材準備、話し合いにかけてい

た時間が取れなくなる。一方の保育園

の先生方にも流儀と違いなど、様々な

苦労がある。これはいわば生みの苦し

み。そのような苦労が、幼児教育の今

後のあり方を作っていく。認定こども

園は、大規模な実験、国としての試み。

この貴重な経験をどう生かすかが問わ

れる。「認定こども園協会」も先生方

の経験を蓄積して、知恵として提供で

きるようにしていくことが必要だ。認

定こども園から、そこでの苦労がどの

ように実りあるものになるかが、今後

の幼保の試金石になると思う。

　そういう中で、実際に保育者の保育

の充実が求められる。一方で保育の中

身がどう展開されるか、もう一つが保

護者との関係がある。幼稚園側の保護

者と保育園の保護者のまとまりがうま

く行かないということが言われる。一

つには、保育料の設定の問題。特に私

立の場合、設定基準が根本的に違うの

で比較できない。どちらが高いかを金

額だけではかれず、サービスの中身や

時間など、比べられないものがある。

もう少し、保育料の根拠、保護者負担

の根拠を明確にする必要がある。また、
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＜講　演＞　「認定こども園の現状と今後の課題〜幼保の動向から考える〜」

白梅学園大学教授　　無藤　隆　　氏
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幼稚園と保護者、保育所と保護者の関

係も伝統的に違っている。また行事を

どうやって同じにしていくか。特定の

やり方ということが認定こども園とし

てどう考えられるかということになる。

　次に、幼稚園と保育所が一緒になっ

ていった場合にどのように保育の質を

上げていくかという課題がある。日々

の保育計画をどう立てるか、そのため

の話し合いや園内研修をどうやるかと

いう問題になる。それは、保育所と幼

稚園がひとつであり、保育時間が長い

中でどうやるかということになる。勤

務時間外の研修や話し合い。自発的な

参加なのか勤務の延長なのか。それに

対する補助を出せるかなど、徐々に解

決していくことになる。

　もう一つは、保育者の待遇の問題。

これは幼保共通の問題。きちっとした

待遇にするのが難しい。特に制度改革

により新しい制度が生まれてくる中で、

より良い改革になるかどうかというと

きに、費用の軽減が第一義的な目的に

なってしまったら、安上がり保育をか

もしだすだけの改革になってしまう。

例えば公立保育所の民営化。それが補

助金を大幅に削減するためであるとす

れば、民営化を受けていくことが難し

くなり、社会全体の保育の質を悪化さ

せることとなる。

　認定こども園において、積極的に

進めるという場合、日本における保

育の質が上がるように改革するべき。

幼稚園の一番低い基準と、保育所の

一番低い基準を合わせろという声が

聞こえるのに対して、反対に高い基

準に合わせろという意見が出てきて、

その中間の形がとられたりする。幼

保それぞれの基準が下がることはあ

り得ないこと。そこで認定こども園

の充実こそが大切で、それ以外に日

本の将来が見えてこない。

　さて、補助金の議論が国の方であ

るが、それと共に、保育の質の評価

をどう作っていくか、認定こども園

としても作ることが必要。幼稚園は

文部科学省がガイドラインを出した

し、保育所も保育所保育指針の改定

と関係して、保育所の自己評価とい

うことが扱われている。認定こども

園は幼保の組み合わせだから、幼保

の評価のあり方を組み合わせてやり

なさいということになるが、どうし

ても独自性が出てくることが必要。

それは、情報公開を伴う。

　さらに、もう一つの課題として第三

者評価の導入。認定こども園について

も第三者評価についての取り組みがど

うしても必要となっている。特に、補

助金が増える方向から考えると、国全

体の動きから言うとかなり例外的なこ

とであり、余計に、説明責任が生まれ

る。保育、幼児教育の世界で説明責任

をどう明確にするか。説明責任を果た

し、税金導入を擁護してもらう取り組

みが必要。

　４．おわりに
　認定こども園 2000 という目標に対し

て、200 余り。実際に現場では、認定こ

ども園に移行するのがいいのかどうか、

冷静に慎重に判断していることの現れ

ではないか。はっきり言えば、ちゃん

とした保育ができるような中身は、補

助金と教職員のレベル。こどもたちの

最善の利益、それは、質の高い保育の

結果として、こどもがそこで健全に育っ

ていくことが大切であり、その評価は

難しいけれども、優れた熱意のある先

生ががんばる条件を作る、これに尽き

ると思う。現場の先生方も、省庁の方々

にもがんばっていただきたい。

＜シンポジウム＞　　「認定こども園の未来を考える」

コーディネーター

　吉田　正幸　氏

　　（保育システム研究所代表）

シンポジスト

　汐見　稔幸　氏

　　　（白梅学園大学学長）

　濱野　　健　氏

　　　（東京都　品川区長）

　田村　哲夫　氏

　　　（渋谷教育学園理事長）

　若盛　正城　氏

　　　（全国認定こども園協会

　　　　　　　　　　代表理事）

Ⅲ．シンポジウム

　様々な立場、取り組みの現場から

４人のシンポジストに登壇いただき、

認定こども園の課題や、背景にある

世界や日本の状況など、広範囲な意

見をお聞きした。以下、発言の要点

を紹介する。

１）田　村　哲　夫　氏
　　　　　（渋谷教育学園理事長）
　中央教育審議会に総合施設検討の部
会が立ち上がった時の部会長を務め、
世田谷区と協働で公設民営のテスト
ケース、「のざわこども園」を開設し
た経緯を説明。
　認定こども園では、子ども
にとって一番いい方法は何か
と考えることが大切。その観
点から、今一番求められてい
る施設と言える。具体的には、
親が就労していてもいなくて
も利用できること。パート就
労で保育園に入れない方は幼稚園に
入って保育園機能と同じ機能を利用で
きる。そこが評価され、希望者が多く、
抽選を実施している状況を紹介。
実践として、障害を持った子どもの支
援や子育て支援では、生活全体をとり
まとめて、子どものことを取り組み易
く０～６歳の生活全体を見ていくとい

う場所になり、認定こども園は、場所の
有効性がこれから力を発揮する。また、
幼保は子どもが対象の施設であるにか
かわらず、全く違う施設であることを
実感し、時代の変化に応じて、大人の
方が工夫する時ではないか。幼稚園は
　　　　　毎日時間をかけて打ち合わ
　　　　　せたもので運営されていた
　　　　　が、保育園と一緒になって
　　　　　打ち合わせの時間が取れな
　　　　　くなった。
　　　　　　勤務の時間を引き継ぐ中
　　　　　で、意図的にうち合わせの
　　　　　時間をとることを工夫して、
意識を変えてできるようになってきた。
そのような工夫を積み重ねることが大
切で、幼保とも親が何を希望するかと
いうと、しっかりした教育を実践して
くれることと報告。
　課題としては、これからは世界規模で
子どもについて考えることが必要。国
をあげて、すべての子どもを一人も漏
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らすことなく取組むことを国の方針とし
てしっかりやらなければならないと述べ
た。縦割行政により、文部科学省、厚生
労働省、認定こども園それぞれに同じ文
書が３つ届いたことに触れ、監査も同様、
幼稚園教諭と保育士資格の併有なども一
本化が可能なのではないかと提起。
　幼稚園と保育園では保護者に対してお
金のかかり方が違い、入所決定時期のず
れによる苦労。財政支援の問題等、問題
があるということが今後は起きないよう
に希望すると求めた。

２）濱　野　　健　氏
　　　　　（東京都　品川区長）
　自治体品川区の規模等を説明し、保育
事業の展開は、幼保一体の施設を含めて
公立が４０園あり、そのうち約３０園に
ついては昭和４０年代に設置した。当時、
集団就職のためお母さんが働きに出られ
るようにと、お子さんの世話をすること
が主眼。あとは、保育の窓口を広くする
という手法。夜間保育、休日保育、病児
保育、病後児保育などがこれまでの努力。
現場の職員主導で、保育の受け皿を拡大
することを取り組んできた。しかし、母
親の学歴が上がり、保育園に預けなけれ
ば仕事ができないが、保育園の内容を物
足りないという母親が増え、そこで品川
区は幼保一体の施設を作ろうということ
で努力してきた経緯を述べた。平成１４
年、公立幼稚園に保育園を併設し「二葉
すこやか園」を作り、平成１８年に、小
学校の中の幼稚園に保育園を増改築した
「のびっこ園台場」。また、平成１６年、
ＮＰＯ法人「子育て品川」に委託し保育
園と幼稚園を併設した「ぷりすくーる西
五反田」を設置。一方で、既存の保育園
においても幼児教育に取り組むという姿
勢を明らかにして、１９年度に「就学前
乳幼児教育プログラム」を策定し、幼
保の人事交流や研修を繰り返し行い、品
川区は保育園で幼児教育を実践するとい
うことを明確にするために、保育所型認

定こども園の認定を申請。認定こども園
に取り組むことで、区民の皆さんは保育
園にも教育の中身があるということを理
解してもらい、職員の意識が明確になる
という効果が生まれ、幼保の先生にすれ
ば、保育準備等とまどったところがあっ
たが、軌道にのりつつあると報告。
　課題としては、認定こども園を始めた
が、財政的なインセンティブがないこと。
　　　　　　　　　　　幼稚園なみの教
　　　　　　　　　　　材費の投入や、
　　　　　　　　　　　保育士を加配す
　　　　　　　　　　　るにも財政的な
　　　　　　　　　　　裏付けがない。
　　　　　　　　　　　先々週、小渕大
　　　　　　　　　　　臣がお見えにな
り、保育所型の認定こども園がなかなか
広がらないのはなぜかということだった
が、そういう中で保育所型の認定こども
園が増えることが難しい面があるとし、
また、大都市と地方では、認可の基準が
違っていいのではないかと述べ、実体に
合った基準が必要と提起。

３）若　盛　正　城　氏
　　　（全国認定こども園協会代表理事）
　「幼保にこだわらない施設作り」を目

指し、昭和４６年に認可外保育施設とし

て開園。子どもは家庭的なぬくもりの中

であたたかく育てていくもので、安心し

て過ごしていくことから始まるというこ

とを、今でも保育のベースとし、働いて

いるかどうかにかかわらず、子どもを受

け入れられる施設はと考え、認可外保育

施設を設置。３年後、学校法人を設立し

ながら、長時間の幼稚園ということで平

成１２年まで進めてきた。平成１３年に

園舎の老朽化と町に待機児童がいたこと

から、社会福祉法人の保育園を立ち上げ、

合築の園舎となる。真ん中にランチルー

ム、一方に保育園、一方に幼稚園という、

全部がログハウスのような建物。保育園

を立ち上げたことで、幼稚園の教諭の中

に保育士が参画していく形をとり、一緒

に育てていくことにかなりの時間を費や

してきた。

　幼保一体での保育の考え方として「０

歳から就学前の異年齢児同士が幼保にこ

だわることなく、ごく普通の家族のよう

に交わり、助け合う一軒の家」とし、

学校という考え方ではなくて、一番

安心できる「家」という場所。その

意味で、保育者の資質を高めていか

なければならなく、保育者の自己評

価等の取り組みの中で、働く大人た

ちが、どうしたら、暖かくて居心地

のいい、ほっと安らげる雰囲気の施

設にできるかなど、みんなで工夫す

ることが、保育園であれ、幼稚園で

あれ、認定こども園であってもなく

ても、大切であり、それが結果的に

認定園としての良さになってくると

述べる。

　保育者の一体化に向けて先生方の

共通理解を形成するために、スタッ

フの部屋をひとつにしたり、会議の

時間を一緒にしたり、出勤時間も共

通にして全スタッフの１年の労働時

間制としたり、給与も同じようにし

たと報告。

　課題として、環

境と財政の保障と

いうこと。物的環

境と人的確保と研

修のための財政的

なバックアップが

必要。また、事務手続きの煩雑さ、

簡素化、設備の保障、監査の問題点と、

国としての認定園の啓発活動を積極

的に取組むことを挙げた。最後に、

直接契約については町で批判があり、

町との交渉の中で従来通りの入所選

考委員会での中で、認定こども園と

しての園児をあずかるという制度に

なったことを述べ、子どもの最善の

利益のためにということを考えるの

は、私たちスタッフであり、そのこ

とが明るい未来に繋がっていると示

した。



４）汐　見　稔　幸　氏
　　　　　（白梅学園大学学長）
　世界の先進国と言われる国々が大急
ぎで幼児教育改革に取り組んでいるこ
とを説明。
　０歳から６歳までのいろんな経験体
験が、学校への「レディネス」
（学習準備状態）を育て、６歳からの
義務教育が成り立ってきたが、今は０
歳から６歳までの経験体験がどこの国
も成り立たなくなってきている。まず
一つは、核家族化してきたこと。二つ
目に、女性の高学歴化が進み、母親が
大切な労働力として期待されるように
なったこと。三つ目に、子どもを地域
社会で育てるという前提が崩壊したこ
とをあげ、各国が始めたことは、子ど
もを社会が責任をもって育てるという
方向に切り替わってきた。専門性の高
い幼児教育を無償で取組まなければな
らないという判断をし始めたと報告。
　ＥＥＵで保育ネットワーク（ＥＥＣ）
を作り、幼児教育予算を
各国のＧＤＰの１％以上に
することをその国の幼児教
育予算の標準と取り決め、
それをフランスやイギリス
はクリアしている。それに
基づき、各国が取り組みを
始め、その結果で、ＯＥＣ
Ｄ諸国は、それぞれ３～４歳からの幼
児教育を無償化し、韓国も５歳児以降
は無償にした。その方向に向かうのは、
近代国家が成立した時の人材養成シ
ステムが２１世紀では働かなくなり、
２１世紀バージョンを作らなければと
考え始めたからと紹介。
　認定こども園という新しい制度は、
２１世紀に向けた新しい国家的な意味
での人材養成システムの拠点を作ると
いう決意を示したものでなければなら
ないと述べた。
　各国とも膨大な予算を注いでおり、
今、一番予算を注入しているのはイギ
リス。イギリスの管轄は文部科学省。
日本も管轄は文部科学省だが、ＯＥＣ
Ｄ加盟国の中で教育予算は日本が最下
位になってきている。認定子ども園
が内閣府の管轄であることが大切なの
は、文部科学省と厚生労働省というの
は、国の人材施策としてこれは充実せ
ざるを得ないこと。財政をしっかり注
ぎ、将来的には幼児教育機関として、

カリキュラムは文部科学省が責任をも
つことをあげ、認定こども園は、現場
でのカリキュラム作りが一番問題であ
り、幼稚園と保育園の両方の機能をもっ
た園のカリキュラムをどう作っていく
のか。本格的に力を注いでいくところ
に、新しいものが切り開け、そのため
には、人材養成の大事な機関だという
原点がなければ作れないような気がす
ると主張。
　一番大きな課題は、財政的なインセ
ンティブがないこと。諸外国が、どう
いう位置づけでやっているかというと、
「ノー・チャイルド・ビハインド」子ど
もたちを後ろに置いてはいけないとい
うこと。小学校に入る時に、平等にス
タートさせることがねらいとなってい
る。なぜかと言うと、家庭の経済力に
よって、学校での適応能力に明らかな
差があり、学力が落ちこぼれていくこ
とによって、人格的にも様々な問題を
出してしまい、社会の安全のために貧
　　　　　困対策が課題になった。社
　　　　　会が安全になるためには、　
　　　　　貧しい家庭でも社会からド
　　　　　ロップアウトしないよう幼
　　　　　児期に丁寧に育てることが
　　　　　大切で、そこに膨大な予算
　　　　　を投じていくことになった。
　　　　　そういう視点で日本も取り
組まなければ、日本の貧困化率はアメ
リカについて２位である現状、文部科
学省と厚生労働省の施策というだけで
は難しい。日本の社会で次の世代をど
う育てていくのかということを、ひと
つの国家政策としてやっていかなけれ
ばならない。そのためには、カリキュ
ラムが自由に開発されて、実験ができ
るという認定こども園がそこにチャレ
ンジしていかなければならないと示す。
認定こども園のカリキュラム作りが大
事だが、相当な専門性が必要である。
人材が必要である。そのためには予算
を投入しないといけないと述べた。
　保育者養成が大切であるが、保育を
希望する学生が急激に減り始めている
現状を話し、若い人にとって、保育は
魅力ある職業ではなくなりつつあるこ
と。給料が安く、親への対応が大変だ
ということが広がり始めた。これは大
変な損失になると危惧。認定こども園
の社会的な位置づけを上げるシステム
づくりが必要と指摘した。

コーディネーター
　吉　田　正　幸　氏
　　（保育システム研究所代表）
　パネリストの意見を踏まえ、認定こ
ども園の振興には国家政策としての取
組みが必要と指摘。また今までの日本
の成長は、ＧＮＰに象徴されると述べ、
ブータンのＧＮＨ（グロス・ナショナ
ル・ハピネス）をあげ、国民総生産で
はなくて、国民総幸福力が大事。プロ
　　　　　　　　　　　ダクトの量で
　　　　　　　　　　　はなくて、ハ
　　　　　　　　　　　ピネスの「質」
　　　　　　　　　　　　が大事だと
　　　　　　　　　　　　し、日本は
　　　　　　　　　　　必ずしも経済
　　　　　　　　　　　だけではなく
て、心とメンタルな面で貧困な家庭が
増えており、その貧困から脱出しなけ
ればならないと指摘。ＧＮＰという「量」
の発想による、幼稚園・保育園で園児
数が多いとか補助金が多いというプロ
ダクトだけではなく、ハピネス、質、
機能が問われる。認定こども園にはそ
れが期待され、その結果、当然、社会
の付託を受けるために一定の公費を入
れることとなる。量を求めると、ずれ
が生じる。後で確実に「量」もついて
くる。是非、このような発想の転換を
していただきたいとし、シンポジウム
を結んだ。
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お知らせ

※　セミナー参加者のアンケートか

　らは、内容のある研修への感謝と

　今後のセミナーへの期待が多く寄

　せられました。当協会ホームペー

　ジにアンケート集計を掲載してお

　りますので、どうぞご覧ください。

※　会場で遠くから撮影したため、

　鮮明な写真を掲載できませんでし

　た。お詫び申し上げます。
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＜意見・情報交換＞　〜事前のアンケート調査を元にした Q&A を中心に〜

Ⅴ．意見・情報交換

　セミナー二日目、文部科学省と厚

生労働省のご協力をいただき、行政

説明と事前アンケートへの回答を受

け、意見交換の時をもった。

１．行政説明

　 森　昭一郎　氏
　　　　（文部科学省幼児教育課）
　認定こども園についての社会的に
関心が非常に高いことをあげ、都道
府県おいては、温度差がありばらつ
きもあるが、諸問題を解消していき
普及促進につとめ、認定こども園制
度改革の検討で、財政、運用改善、
制度改革検討の３本セットを打ち出
していると説明。
　「こども交付金」については、認定
こども園に対するあらたな財政措置
と、従来の私学助成などを合わせた
総称というもの。概算要求を作成し
たところ、概算要求の内容の一部が
前倒しで措置されており、幼保連携
型の施設整備補助金と考えている。
整備した年度中に連携型に移行可能
な園が対象ということになり、市区
町村を通すという、幼稚園には新し
いしくみになると示す。

　伊藤　経人　氏
　　　　　　（厚生労働省保育課）
　現在の課題として、一つ目は待機
児童解消。二つ目は１日８時間以外
の保育への対応。３つ目が認定こど
も園推進することをあげた。認定こ
ども園を推進する事としては、少子
化対策特別部会の具体化検討事項で、
特に認定こども園関係以外に、無認
可保育園の認可の取り組みなどを説
明。

２． アンケートによる Q&A
●認定こども園の幼稚園と保育園の
合算定員による保育単価について厚
生労働省としては合算しない定員で
単価を見ていけるように検討中。
●給食の外部搬入については、現在、
特区で行っているところはあるが、
まだ全国化ならないのは、現場の保

育士や保護者の評価が低く、子どもの状
態やアレルギーなどへの対応ができてい
ない状況。
●こども省設立について、認定こども園
のあり方にかんする検討がなされている
ので、まだコメントできない。
●子育て支援への財政支援について、認
定こども園は義務であるが、地域子育て
支援事業の予算の枠や、人的配置の問題
がある。検討していきたい。
●認定基準の格差＝国のガイドラインに
沿って、県が地域の実情にあわせて定め
ているもので、国が口をだしていくのは
難しい。
●認可外保育施設の認可について、認可
基準を満たしている場合など

●直接契約による事務量の増大＝市町村
でやっていた保育料徴収事務を園が担当
することについて、何らかの支援ができ
ないかを検討中
●地方裁量型への補助金について、地方
分権の立場から生まれた制度であること
から、地方裁量型については補助がない。
現在、地方交付税措置を考えている。
●監査について＝保育園と認定こども園
を同時にできるような検討が都道府県に
よっては検討されている。基本的には、
幼稚園制度や保育園制度による監査のし
くみが生きている。制度上の問題につい
ては、制度のそもそもの在り方について
は検討会で論議している。
●保育園の給食を幼稚園児も食べること
ができるが、費用の問題として、保育園
の給食は公費、幼稚園は別となるので、
費用徴収の関係の区別が必要。
●幼保連携型の改築時、幼稚園と保育所
の建築基準が異なっている＝これらの法
令が安全確保の視点からそれぞれの特殊
性を踏まえた規制をかけている。関係省
庁と交渉、相談中。
●保育要録、児童票を合わせた形で何ら
かの形で示すことができるように、参考
様式を検討している。

●会計処理の一本化について、現在、公
認会計士、税理士と勉強会を実施し、検
討している。社会福祉法人、学校法人の
どちらかの会計基準でできないかなど。
また、両方の法人で運営される場合、片
方の基準では難しい。
●福祉医療機構の掛け金＝幼稚園部分の
職員の掛け金が３倍であることは働きか
けていく。

３． フリートーキング
①認定こども園運営上、地域の中で　の
課題は？
②二つのニーズを一つにする認定こ　ど
も園にとって、実際に何が一番　困難な
のか。
③何が変わればスムーズに動くよう　に
なるのか。
　以上の３点について話し合いがもたれ
た。

アンケート回収について
・少子化対策特別部会等、現在進行形で
検討が進んでいることを理解していただ
きたい。
　こども園に限らず、地方分権がどんど
ん進み、ネックは、都道府県、市町村に
なっている。国も自治体への対応が必要
になっている。国にはたくさん部門があ
る、財務省と総務省というお金を握って
いるところの対応もある。
　こども園そのものについて、原則はす
べての子どもの最善の利益ということ
で、その上で高いハードルを少し下げる
という努力が必要。よりよく発展するた
めの障壁は下げるべきだが、子どもの処
遇についてのハードルは下げてはならな
いと思う。幼稚園であっても給食を実施
するところは、しっかり給食施設をもっ
て質の高い食を考えるなど。こども環境
をきちっとしていただきたい。
　施設中心発想ではなく、子ども、家庭、
地域への機能という発想をしていただき
たい。そのようにして、実践を通して、
こども園の良さをかもし出し、世間一般
の評価を高め、それによって財政措置も
ついてくることを思いたい。
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◆α・・・内閣府・文部科学省・厚生
労働省の３府省合同による「認定こど
も園制度の在り方に関する検討会」が
設置され、10月 15 日に初会合、11月
7日に２回目の会合が開かれました。認
定こども園制度については、「経済財政
改革の基本方針２００８」や「社会保
障の機能強化のための緊急対策～５つ
の安心プラン～」などが平成 20年度中
に制度改革についての結論を出すよう
要請していました。これを受けて、３
府省の大臣が合意して検討会を発足さ
せたものです。
　認定こども園制度をどのように改革
するのか、具体的な方向性は決まって
いない模様ですが、月に１回程度のペー
スで会合を開き、来年３月末までには
何らかの報告をとりまとめる予定です。
ただ、基本方針２００８も、５つの安
心プランも、「こども交付金」の導入に
よる補助金の一本化など、いわゆる「二
重行政」の解消を求めていることから、
より一元的な体制の整備や認定こども
園の普及促進などが課題になるのでは
ないかと考えられています。

　初会合では、各委員が自己紹介を兼
ねて認定こども園に関する見解を述べ
ました。その中で、認定こども園を評
価する声が多く聞かれたほか、制度の
複雑さや事務手続きの煩雑さ、幼保連
携型となるための認可取得の難しさ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

など課題も挙げられました。また、第
２回会合では、実際に認定こども園に
取り組んでいる委員から説明が行われ
たほか、意見交換の中で乳幼児保育・
教育のグランドデザインの必要性や、
抜本的な制度改革や質を保障できる公
費投入の必要性などの意見が出されま
した。
　なお、同検討会の委員は以下の通り
ですが、当協会関係からは若盛代表理

事をはじめ、アドバイザリー・ボー
ドの先生方から７人がメンバーと
なっています。このうち、山縣文治・
大阪市立大学教授が座長、無藤隆・
白梅学園大学教授が副座長に選ばれ
ました。
　秋田喜代美・東京大学大学院教育
学研究科教授、安藤哲也・ＮＰＯ法
人ファザーリング・ジャパン代表理
事、池本美香・日本総合研究所主任
研究員、井戸敏三・兵庫県知事、猪
熊律子・読売新聞東京本社編集局社
会保障部次長、長田朋久・横川さく
ら保育園園長、駒村康平・慶応義塾
大学経済学部教授、齋藤正 _・秋田県
井川町長、田村哲夫・認定こども園
青葉学園野沢こども園園長、中澤卓
史・高知県教育長、無藤隆・白梅学
園大学教授、森貞述・愛知県高浜市長、
山縣文治・大阪市立大学生活科学部
教授、吉田敬岳・自由ヶ丘幼稚園園長、
吉田正幸・遊育代表取締役、若盛正
城・認定こども園こどものもり理事
長、渡邉英則・認定こども園ゆうゆ
うのもり幼保園長・・・・・・Ω◆

臨時総会報告

   平成 20 年 11月 4日 11:00 ～ 12:30
　　　　　　　　　　経団連会館にて
　８月１日設立総会にてご承認いただ
きました通り、入会申込が一段落した
この時期に、改めて事業計画案と予算
案、役員の選出を審議いただくために
臨時総会を開催しました。欠席の会員
には、臨時総会資料をお送りしますの
で、このニュースと共にご確認くださ
い。
１）総会成立
　　 出席３４名、委任状２１名、計
　５５名（会員数８５名）により成立。
　議長に佐伯聰子氏（西伊丹幼稚園）　
　を選出。書記、議事録署名人を選出
　して議事に入りました。
２）平成２０年度事業計画
　　　　　　収支予算に関する件
　　８月の設立総会で承認いただい　
　た事業と変わりはないこと、12月か
　ら３月の間に、地区毎に、職員対象
　の研修会を実施すること。収支予算
　については、今年度は 17万円程度の
　繰越を見込んでいることなどの説明
　を事務局から受けて、これを承認し
　ました。

３）諸規定整備に関する件
　　事務局からの説明の後、協議の上、
　提案を承認しました。
４）役員選任に関する件
　　設立総会で選出した代表理事、　副
　代表理事に加えて、新たに以下の役員
　を選出しました。
＜副代表理事＞
　鈴木正語氏（函館　若葉幼稚園・幼稚
　　　　　　　園型・北海道）
＜理　事＞
　岡村　宣氏（しゃろーむ・幼保連携型・
　　　　　　　東北）、
　小倉睦美氏（むつみ学園・幼保連携型・
　　　　　　　関東）、
　服部芳子氏（若葉高津保育園・幼保連
　　　　　　　携型・関東）、
　萩原勝義氏（はぎ保育園・保育所型・
　　　　　　　中国 /四国）、
　河野敬一氏（光の子グレース幼稚園　
　　　　　　　/ 光の子保育園・幼保連
　　　　　　　携型・九州）、
　正本秀崇氏（むさしこども園・幼保連
　　　　　　　携型・九州）、
　渡邊昇治氏（親切保育園・保育所型・
　　　　　　　九州）

＜監　事＞
　永山光明氏（あおぞらこども園・　
　　　　　　　幼保連携型・東日本）
　安田健之氏（親愛こども園・幼保連
　　　　　　　携型・西日本）
　なお、関東からの幼稚園型１名、中
国 / 四国から幼保連携型１名の理事
は、来年度の定期総会にて選出予定。
５）報告事項
①「認定こども園制度のあり方に関す
　る検討会」に協会のメンバーやアド
　バイザリーボードから８名が入り、
　現場のエビデンスを示す機会となる
　こと、
②職員研修を計画中であること、　　
③当協会と AIU との調整により、認
　定こども園のための、全てのこども
　達を対象とした認定こども　園保険
　を考案中であること
　等が報告されました。
　　「全国認定こども園連絡協議会」　
　との団体一本化に関する意見もあり
　ましたが、役員会に一任されました。
　　　　　　　　　　　　　　以上。
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　会報第１号以降、３回の役員会の内
容について、要点をまとめて報告いた
します。

　第２回役員会
　　９月２４日　霞山会館桃源の間
　①臨時総会準備
　　　臨時総会で審議していただく　
　　議案とその内容を検討。
　　（役員選出、規約細則案、事業計
　　画案・予算案）
　②「全国認定こども園連絡協議　　
　　会」との関係について協議。
　　優先順位として運営体制の確立と
　　活動の充実を図ることを確認する
　　と共に、当協会の設立総会の録音
　　ＣＤが配布され、ホームページに
　　内容が報告されていることについ
　　て、連絡協議会に強く抗議するこ
　　ととした。
　③第１回トップセミナー計画
　　　計画のたたき台を元に、案内の
　　内容、会費の扱い、担当などを検
　　討した。（次回継続）
　④文部科学省・厚生労働省との勉強
　　会の進め方について検討した。
　⑤地方裁量型について、具体的な問
　　い合わせを受けて検討。基本的に
　　は認可を受けて幼保連携型に向か
　　うことが目標となることを伝える
　　こととした。
　⑥ＮＰＯ法人化について検討した。
　⑦認定こども園団体保険について検
　　討し、業者と交渉することとした。

　※終了後、文部科学省・厚生労働　
　　省との勉強会開催。こども交付　
　　金を含む概算要求の内容、こど　
　　も交付金の趣旨、認定こども園　
　　のあり方に関する検討会の持ち　
　　方の説明を受けて、意見交換。

　第３回役員会
　　１０月２４日　霞ヶ関ビル
　　　　　　　東海大学校友会館
　①文部科学省・厚生労働省との勉強
　　会について、トップセミナーアン
　　ケートをもとに行うこととした。
　②トップセミナー計画案について詳
　　細な検討を行い、プログラムの流
　　れ、担当等を決定した。
　③臨時総会の持ち方を検討し、議案
　　の内容、提案内容、担当を確認した。
　④会報、ニュース、速報のあり方を
　　検討した。
　⑤職員のための地区別研修会のあり
　　方について話し合い、次回に継続
　　することとした。

　※終了後、文部科学省・厚生労働省
　　との勉強会開催。特に、トップセ
　　ミナーに向けてのアンケート調査
　　について、集計結果から協議を行
　　い、トップセミナーで回答をお願
　　いすることとした。

　第４回役員会
　　１１月２９日　霞ヶ関ビル
　　　　　　　　東海大学校友会館
　①臨時総会・トップセミナーの総
　　括を行った。特に、セミナー参
　　加者アンケート結果の検討。
　　内容については好評だった一方
　　、参加者相互の意見交換等、工
　　夫が必要であり、今後の運営に  
　　生かすこととした。
　②臨時総会から、役員会に一任さ
　　れた事項などを中心に課題を確
　　認し、検討した。
　③全国認定こども園連絡協議会か
　　らの統一化検討委員会設置要望
　　について検討し、現状では、協
　　会としての活動に集中している
　　時期であり、統一化に力を注ぐ
　　余裕はないことから、提案をお
　　断りすることとし、統一化につ
　　いてはこれまでの協議結果の通
　　り、当分の間は検討しないこと
　　を伝えることとした。
　④会報とニュースのあり方を検討
　　した。
　⑤会計状況を確認した。
　⑥地区別研修会について、各地区
　　担当者から準備状況と課題を確
　　認して話し合った。

　　　　　　当協会の各地区（北海道、東北、関東、中部、
　　関西・中四国、九州）で、１～３月の期間に、職員の皆さんの
　ための研修会を企画中です。後日、ご案内いたします。ご期待くださ　
　い。
　　　　※　会費は参加しやすいように、会員は低く設定します。
　　　　※　魅力の講師陣！！　　プログラムや協議など、
　　　　　　　　各地区で工夫をこらして企画中です。

編集後記
　認定こども園アンケート集計に携わりましたが、現状の悩みや志向園の不安が様々あると感じました。私の園も地域
では唯一の認定園で、悩みも抱えていますが、どの園も同じ様な事を抱えており、その中でも「子どものために」とい
う強い思いの中で試行錯誤していると気付きました。
　私もこれからだから、頑張ろうと鼻息を荒くしています。・・ブホー！　　　　　　　（九州男児）

　今は大学生になった二番目の娘が、昔、雪かきを手伝ってくれた。「山のような雪もあきらめずに、コツコツ片づけれ
ば、いつかは無くなるんだね」と、汗を拭きながら話したことが思い出される。
　課題山積。でも、ひとつひとつをしっかり担うと、いつか地面（答え）が見えてくる。（なまはげ）

役員会報告


