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 政 権 交 代 と 認 定 こ ど も 園 の 行 方

　民主党政権が誕生し、子ども手当の創設が大きな
話題を呼んでいます。子どもに大きな財源を充てる
のは結構なことですが、月額 2万 6000 円を中学生
までのすべての子どもに支給すると 5.4 兆円もの巨
額の財源が必要となります。平成 22 年度は半額支
給ということですが、それでも来年度概算要求で約
2.1 兆円を盛り込んでいます。
　問題は、この子ども手当に財源を回すことによっ
て、他の子ども関連施策の財源が圧迫されるのでは
ないかということです。例えば、子ども手当の創設
に伴い、現行の児童手当制度は廃止されることにな
りますが、児童手当制度の財源
は国だけでなく、都道府県・市
町村、企業等の事業主が負担し
ています。そして、事業主の拠
出金は、現金給付である児童手
当だけでなく、放課後児童クラ
ブや地域子育て支援拠点事業、
病児・病後児保育、一時預かり、
家庭的保育事業などの児童育成
事業にも充てられています。
　来年度概算要求では、これら
の児童育成事業に必要な財源について、一般会計に
振り替えて事項要求していますが、子ども手当制度
によって消えかねない事業主拠出金や地方自治体の
負担分の取り扱いを含めて、今後、予算編成過程の
中で検討することになります。
　一方、厚生労働省の社会保障審議会・少子化対策
特別部会では現在、保育制度改革を含む包括的な次
世代育成支援のあり方を検討しているところですが、
これには 1兆 5200 億円から 2兆 4400 億円の新た
な財源が必要だとされています。あるいは、幼児教
育の無償化についても、実現するためには 7900 億
円程度の財源がいると言われています。これに子ど
も手当の財源を加えると、7.8 兆円もの財源が必要
になりますが、これは現実的にあり得ない数字だと
思われます。
　そこで課題になるのが、子ども手当の性格や具体
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的な内容です。今のところ所得制限は設けないよう
ですが、使途制限については踏み込んだ話を聞きま
せん。何らかの使途制限を設けて、その一部が幼児
教育の無償化分に相当するという解釈もできなくは
ありません。包括的な次世代育成支援に必要な財源
についても、同じような考え方で子ども手当の一部
を振り替えることも不可能ではありません。実際に
どうなるかは現時点で全く分かりませんが、いずれ
にしても子ども手当に必要な巨額の財源が他の子ど
も関連施策にどう影響するのか注目されます。
　さらに、民主党はマニフェストで「縦割り行政に
　　　　　　　　　なっている子どもに関する施策
　　　　　　　　　を一本化し、質の高い保育の環
　　　　　　　　　境を整備する」ことや、「『子ど
　　　　　　　　　も家庭省 ( 仮称 )』の設置を検討
　　　　　　　　　する」ことを謳っており、いわ
　　　　　　　　　ゆる幼保一元化を推進する姿勢
　　　　　　　　　を打ち出しています。その場合、
　　　　　　　　　まず認定こども園のあり方に目
　　　　　　　　　が向けられる可能性があります。
　　　　　　　　　前政権とは違った形で地方分権
　　　　　　　　　や規制改革に取り組むのではな
いかとの見方もあるだけに、認定こども園のあり方
と幼保一元化がどう取り上げられるのか、大いに気
になるところです。
　このほか、今年度補正予算が大幅に削減されまし
たが、「安心こども基金」関係については、基本的に
交付済み ( 交付決定済み ) であるため、執行停止事
業にはならずに済みました。ただ、幼児教育関係の
補正予算のうち、認定こども園のDVDを作成・配布
する「認定こども園理解増進事業」1000 万円が執
行停止となってしまいました。
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＜北から南から東から西から＞　　・・・認定こども園推進への思い・・・

　認定こども園を推進しておられる知事、市町村長の方々から、認定こども園にかける願いをお寄せいただきます。
今回は、早い段階から、幼保一体施設の運営に取り組んでおられる、北海道、中川町から町長様に登場願いました。

「心豊かにたくましく生きる子」を育てる

　　　　　　北海道中川町長　　亀 井　義 昭　氏

　中川町における幼保
一元化・一体化の検討
は数年前から行われて
いましたが、なかなか
実現できずにいました。
構造改革特区で取り組
んだ先進事例も参考にさせていただきましたが、国
の制度の壁が厚く、本来的な一元化の厳しさを認識
したからです。しかし、そもそも保護者の就労の有
無で通える施設が違うというのはおかしい話です。
特に当町のように町内に小学校が一校しかない自治
体において、就学前の子どもたちの大切な時期を「大
人の理屈 /都合」で幼稚園と保育所に分けて教育・
保育をする理由がどこにあるのだろうか、という思
いを強く持ち続けていました。また、町内の保護者
からも「幼稚園における 3歳児保育が必要」「就学
前は一緒に保育を受けさせたい」との強い要望が寄
せられ、渡りに船、と言うわけではありませんが、
平成 18 年に「就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律」「北海道認
定こども園の認定基準に関する条例」が制定された
ことを契機として、平成 19 年 4月に「幼保連携型
認定子ども園中川町幼児センター」をスタートさせ
ることができました。これまでの幼稚園と保育所そ
れぞれの良さや行事を引き継ぐことに留意し、教育・
保育の方針、運営内容については保護者を交えて協
議を進め、開設にこぎつけました。
中川町では教育委員会を中心として幼小中高一貫で
ふるさと学習を実践する事業を行っています。子ど
ものそれぞれの発育発達段階に応じて「ふるさと中
川」の自然・歴史・産業を学ぶ活動を実践するもの
です。幼児センターでの「ふるさと学習」は子供た
ちにとって初めて接する「ふるさとの認識」であり、
その後の彼らの人生において大きな意味を持つもの
だと確信しています。
　さて、幼児センターの運営は、0~5 歳児までそれ
ぞれ 1クラスずつあり、3歳未満児はすべて長時間

型で、3歳以上児は短時間型と長時間型に設定し、
午前中はともに遊び、午後は長時間型の児童が午睡
中に短時間型の児童は帰宅します。短時間型の児童
のための預かり保育もあり、平日午後や土曜日、長
期休業中の保育に対応することとし、従前保育所の
一時保育を利用していた幼稚園児の保護者の負担も
軽減されることから、評判も良く利用者も多い状況
です。加えて、
日常的に幼児
センターを利
用しない 3歳
未満児をもつ
保護者のため
の一時保育も
行っています。
　また、全児童の昼食を完全給食として、調理室で
つくったできたての食事を提供しています。子ども
たちが収穫した野菜を調理したり、3歳以上児は自
分で配膳するなど、食育の推進も担っています。
　今では、町内の 3歳以上の児童全員が同じ場所で
遊び、同じ体験をして就学を迎えられることを喜ぶ
保護者も多く、幼児センターから小学校への申し送
りや情報交換がしやすくなり、今後さらに連携が進
むものと期待を寄せています。
　一方、地域の子育て支援については、幼児センター
と近所にある子育て支援センター「まめちょ」で行っ
ています。ここでは、地域の未就学児をもつ家庭に
対し、子育てなどの相談・情報交換の場づくり・遊
びの場づくり・子育て講座などを通して、人と人と
のつながり合いを育て、子育ての孤立化を防ぎ、安
心で楽しい子育てを応援しています。
　人口 1,800 人
余りの小さな町
ですが、この地
で育つ一人ひと
りの子どもが、
地域の資源を活
用した様々な体
験や経験を通し
、保育目標である「心豊かに たくましく 生きる子」
を目指す、地域の保育・教育拠点としてさらなる充
実を図っていきたいと考えています。
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「こ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

  認定こども園における「子育て支援」への期待

　　　　日本総合研究所主任研究員　池本　美香　氏

　本稿では、諸外国の

事例をふまえ、認定こ

ども園における子育て

支援のあり方について

考えてみたい。

　まず、日本で子育て

支援というと、親をお

客様扱いして、園が何

かサービスを提供しな

ければいけないという

負担感を伴いがちであるが、諸外国では親が支援を

提供する側になる事例がある。たとえば、フランス

の親保育園は、親も週に半日など定期的に、保育士

と一緒に子どもの面倒をみる仕組みがあり、ニュー

ジーランドには、保育士も雇わずすべて親たちだけ

で運営するプレイセンターという幼児教育施設があ

る。いずれも、親が先生役をやりながら実践を通し

て子育ての方法を学ぶと同時に、いざというときに

助け合える仲間作りにもつながっている。一律に親

の協力を求めることには難しい面もあるが、子育て

支援のあり方として、親が支援を提供する側となる

機会を設けることに注目すべきである。

　さらにイギリスでは、認定こども園と同じように、

幼児教育・保育施設で、親や地域住民に対して様々

なサービスを提供するチルドレンズ・センターがあ

る。ただしここでは、親が自分の健康や仕事のこと

など、子育て以前の問題で悩みつまずいている現状

をふまえ、医療・保健サービス、レクリエーション

的なプログラム、就職情報支援や学習機会など、幅

広いサービスが提供されている。乳幼児のいる親は

出かける場所が限られ、誰とも話さず家にこもりが

ちになるので、カフェを設置するセンターも多く、

頻繁に利用されているという。親が気軽に立ち寄れ

る場所があり、そこでスタッフなどとの会話を通じ

て、子育てのヒントにとどまらず、自分自身の健康

や仕事など幅広い有益な情報が得られることで、乳

幼児のいる家庭を安定させることを狙っている。

　チルドレンズ・センターでは学童保育を行うケー

スがあるが、一般的に諸外国では、乳幼児対象の施

設で学童保育も一緒に行うことが多い。これは、異

年齢が一緒に過ごすことの教育的な効果に加え、きょ

うだいを別々の施設に送り迎えしなくてすむという

親の側のメリットもある。一貫した幅広いサービス

を一箇所に集めることで、利用率が高まり、財政的

にも効率がよいと評価されている。

　認定こども園では子育て支援機能が必須とされて

おり、そこで一般的にイメージされるのは育児相談、

子育てに関するセミナー、つどいの広場といった狭

義の子育て支援である。しかし、子育てがうまくい

かない背景には、親自身の身体的・経済的・精神的

な問題があることが多く、また親が自分の抱える問

題を明確に認識して、どこでそのための支援が得ら

れるのかがわかっていることはむしろまれである。

保育施設やカフェなど子どもを連れて行く場所が身

近にあり、そこでほっと一息つけたり話を聞いてく

れる人がいて、何が問題なのかを認識したり、必要

な支援を受けられたりすれば、虐待や子どもの貧困

などの深刻な問題の発生を予防できる。さらに、日

本では学童保育の待機児童問題や大規模化による質

の悪化などが問題視されており、認定こども園が学

童保育を提供する意義は大きい。

　このような、より幅の広い子育て支援が展開され

れば、子どもの教育の充実、親の自立・自信につな

がり、国の財政にとっても、人材の質の向上、社会

保障負担の軽減などプラスになる。認定こども園に

は、単なる「幼稚園 +保育所」ではなく「総合施設」

として、親の参画、カフェ、学童保育など、広義の

子育て支援を目指してほしいと思う。



　編　集　後　記　　
　今回もお忙しい中、ご執筆のご協力をいただき、無事に発行することができました。ありがとうございました。
　政権交代後、何がどう変わるのか・・・見えない状況が続きます。次年度予算や保育制度改革
などの検討状況から、少しずつ見えてくるのでしょう。
　先日、友人である保育園長から、「すべてのこどもの最善の利益」を考える場合、「すべての」
という言葉でくくってしまうことの危険性に気づいているか？・・と問われました。なるほど！
　「すべての」＝「個別の」なんですね。
　「すべての子どもの個別の最善の利益」と言った方がいいのでしょうか？　　　　（なまはげ）
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役員会報告　「地域活性化研修大会」　　

　　　　各地域で開催中。

　昨年度は、「地区研修会」として６カ所で開催してきた研
修会、「地域活性化研修会」として北海道をかわきりに各地
域で開催中です。ご自分の地域に限らず、日程の許す会場
へどうぞお越しください。日程・内容・開催要項等は、随時、
当協会ホームページにアップしていますので、ご確認くだ
さい。

文部科学省委託事業

「認定こども園好事例集 (仮称 )」

調査作業進行中

　前号でお伝えしました文部科学省から委託された事業。８
月に全国 358 カ所の認定こども園に１次調査を実施し、回
答を得た約 150 カ所から１６カ所を選抜し（寄せられた回
答の内容のみによって選抜）、現在２次調査（現地調査）を
行っています。調査対象の園に、アドバイザーとして委員
に加わってくださっている先生方と当協会からの委員の２
名ばペアで伺っています。お忙しい中とは存じますが、ご
協力をよろしくお願いいたします。
　12月に最終選考を行い、３月発行に向けて編集に入りま
す。内容は、２月開催予定の第２階トップセミナー（神戸
開催）にてご報告いたします。お楽しみに。

★政権交代後、先が見えない時が流れていきます。
　「幼保連携の窓」（文科省 /厚労省の幼保連携推進室
　より）、「風見鶏」は、今回お休みさせていただきます。
　今後、新政権の取り組みが具体化する中で、会報の
　編集方針を再検討していくことになります。

★次号は、地域活性化研修会とトップセミナー特集に
　なるでしょう。お楽しみに。

特定非営利活動法人「全国認定こども園協会」

平成 21 年度事業計画並びに予算案について

　今年度総会において議場よりのご質問にお答えいたしま
した通り、事業計画並びに予算案をNPO法人の様式に組み
替えたものを近日中にお送りする予定です。ご確認くださ
い。お送りする時期が大変遅れましたことをお詫び申し上
げます。

NPO法人　第２回　理事会

　　　　　　　　　１０月２１日 14：00 〜 17：00

　　　　　　　　　青学会館にて開催　（13名出席）

 1「地域活性化研修大会」について

　　　名称を 『地域活性化研修大会』とし、各地域の開催

　　日程を調整した。また、開催に当たっての基本的な

　　事項をまとめた規定を作成した。日程は、次年度か

　　ら定期総会前に決定し、総会議案に含めることが望

　　ましいことを確認した。 

　　　各地域活性化研修大会開催予定

　　　　●　近 畿 地 区 11 月 14 日 ( 土 )

　　　　●　中 部 地 区   1 月 16 日 ( 土 )

　　　　●　関 東 地 区   1 月 30 日 ( 土 )

　　　　●　九 州 地 区   3 月 27 日 ( 土 )

　　　　●　東 北 地 区   3 月　調整中

２　第２回トップセミナー開催について

　　　２月２７日（土）　神戸にて開催することとし、

　　次回以降に具体化することとした。

３　文部科学省委託事業について

　　　第１次調査状況の報告、第２次調査計画について

　　説明を受けた。

４　会報発行について

　　　１０月下旬～１１月上旬発行として内容を確認し

　　た。

５　ホームページ等情報提供の取り組みについて

　　　会員への情報提供、会員相互の情報交換がタイム

　　リーになされることが大切であることが話し合われ、

　　会員用メーリングリスト開設・運用について検討し

　　た。

６　文部科学省・厚生労働省・民主党議員等・アドバイ

　　ザリーボードの方々との勉強会について

　　　それぞれとの学びの時間として個別に設定する必

　　要があることを確認し、文科省・厚労省の勉強会に

　　ついては１月の役員会に合わせて開催できるように

　　日程を調整することとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


