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認定こども園に期待されるもの、地方自治体における振興策など、課題を探る

平成２1年度　第１回　トップセミナー　開催

　　I　 講演会

　　「子どもの最善の利益と認定こども園」   

    　    　　        白梅学園大学教授 　汐見　 稔幸　氏

・はじめに

　認定こども園を取巻く状況は、10年前にはなかったこと。

あと 10 年経ったらどうなっているのだろうか。21 世紀に

なって、なぜ、新しい認定こども園のあり方を議論している

のか。また今後、何をどう考えていくかを示してみたい。

1、どうして制度 ( 議論 ) が動いているのか。

◎ 20世紀の様々なシステムの制度疲労

　 近代社会そのものがさまざまな形で、制度疲労をおこし

ている。近代社会は明治時代から始まったが、近代社会のあ

り方は、生産力をあげて、それを国家が支える生産力主義と、

同時に民主主義による社会へと進んできた。1970 年頃のオ

イルショックにより、石油が永遠にあるものではなく、100

年あるかないかということがわかり、人類の将来が不安に

なってきた。今後は、重厚長大型の産業から軽薄短小型の産

業に移行し、また地球の緑がきえている現状から、資源循

環型社会への移行へと近代社会のあり方がゆらぎはじめてい

る。

　　　「特定非営利活動法人全国認定こども園協会」としての歩みへ

　皆さまのお支えの中、私たちの協会の歩みは 1周年を迎えようとしています。この間、「すべての子どもの最善の利益」を合い言葉

に、認定こども園の制度が求められている日本社会に対して、子どもと家庭を支える幼児施設のあるべき姿を示そうと、トップセミナー

や各地区の研修会などを実施し、より良い在り方を求めて共に歩んでまいりました。これまでの会員皆さま、アドヴァイザリーボー

ドの皆さま、また関係諸機関の皆さまのご理解とご協力を心から感謝申し上げます。

　当初からNPO法人の設立準備を重ねてまいりましたが、この度、内閣府より認証を受け、正式にNPO法人としての活動を始める

こととなりました。先日の定期総会においてご承認いただきました通り、NPOの活動、会計に移行し、より一層の組織活動の充実に

努めつつ、当初の目的を確認しながら歩みを進めて参りたいと存じます。関係諸機関各位、アドヴァイザリーボードの皆さまには、

これまで以上のご厚情をお願い申し上げます。また、会員の皆さまには、心を通わせ、仲間のつながりを広げながら、歩みを進めて

参りましょう。よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　    平成２１年　７月　吉日 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

　６月１２～１３日、歴史の重さを感じる「日本の大学発祥の地」、学士会館を会場に、今年度第１回認定こども園トッ

プセミナーが開催されました。全国から集まった１１０名を超える参加者は、講演、シンポジウム、行政説明などを通して、

認定こども園をめぐる動向と様々な課題への理解を深めました。今号の特集として、それぞれの要旨をご紹介します。

　義務教育制度も同様。現在の義務教育制度は、産業革命と

平行して形作られたもので、その国に必要な人材をその国が

作るということが近代国家の義務教育システム。明治 40 年

頃から産業革命がはじまり、6歳から国民の税金で教育する

システムができた。6歳からの義務教育制度を作って、大学、

大学院、生涯学習と教育を広げていったが、この制度にはひ

とつの前提があった。それは、6歳までは家庭教育が地域と

家庭の役割だったということ。その当時、6歳からの義務教

育制度は、0~6 歳までの豊かな社会生活 ( 遊びや労働 ) がレ

ディネス (学習準備状態 )を作るということが暗黙の前提だっ

た。それが、成り立たなくなった。

　教育の仕方の訓練を受けていない家庭が子どもを育てるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　とになったため、小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校には様々な子ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　もが集まるようにな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　った。すると、小学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　校の教師は教育が難

　　　　　　　　　　　　　　　　　　しくなり、子どもが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　早期教育で抑圧さ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ、そのつけを学校

ではらすなどの状況が学級崩壊につながる。遊びの中で解消
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したり、吸収したりした経験が消えていった。これは日本だ

けではなく、先進国でも同じようなことが起こってきた。20

世紀の最後、近代社会の義務教育システムが 100 年経ち成

り立たなくなった。

◎システムの見直し

　そこで、どうシステムを作り直すか。ヨーロッパでは

80 年代から国策として労働時間短縮と幼児教育の研究し、

1993 年に EU保育ネットワーク制度を立ち上げた。

　学校教育が成り立つ前提が消えつつある状況で、今後の教

育をどうするのか。幼児教育に力を注がなければならないと

いうことが確認され、OECD 加盟国の教育方針として 40 項

目の目標が示された。その中に、各国の GDPの 1%を幼児教

育につぎ込むこととし、(0.33% が日本 ) 幼児教育重視策を打

ち出した。イギリス・ブレア政権の教育改革では、幼児期に

投資して、教育を充実させることが社会の安全性も高まり、

人材も育つことを証明した。また諸外国では無償化の取組み

も進められている。

日本でも、2003 年に中央教育

審議会が幼児教育部会を設け、

幼稚園も保育園も含め、幼児期

の取組みが開始され、2006 年

に「幼児教育振興アクションプ

ログラム」が示された。アクシ

ョンプログラムには、幼稚園と

保育園は区別せず、小学校に入

るまでの子どもたちをきちんと

育てるなど、幼保、認定こども

園に関らず、どの園でも幼児教

育を同じ質で取組むとし、連動

して 3歳以降は無償化にすることが閣議決定されているな

ど、日本の幼児教育の取組みがなされている。

　このように、制度疲労した日本社会をどう作り変えるかが

問われており、日本が取組んできたシステム作りがうまく作

り変えてきたかというと、そうではなかった。

それは、「若者のひきこもり」。せっかく育てた若者が社会に

でられずに苦しんでいる若者が 100 万人以上いるのは、「世

界で日本だけ」。時代が変わっているのに、社会が変われない、

システムが変われないからだ。100 万人が引きこもっている

のは、「自信」が奪われた結果。違うことがおもしろいとい

う感覚が、人間の豊かさの条件だという感性が必要。ひとり

ひとりが違うということが豊かさの根拠だと心から信じて育

て、不安があっても大丈夫という自信を育てることが重要で

ある。

2、子どもの最善の利益とは。

 　「子どもの権利条約」のキーワードが「子どもの最善の利

益」という言葉だった。黒人の公民権運動をきっかけに、権

利を剥奪されてきた分野 ( 障害者、女性、先住民など ) に光

が注がれ、それから堂々と権利を主張できるようになってき

たことが条約成立の背景にある。

　これらをわきまえて、子どもの最善の利益とは、「子ども

の権利だけを守る」ことだけではありえない。親の権利を認

めずに、子どもの権利だけを認めることはできない。子ども

をサポートすることは保護者を励ますこととであり、そのよ

うに多面的に「子どもの最善の利益」を受け止めるべきであ

る。

　子どもの権利条約の第 12条、「子どもの意見表明権」から、

子ども、赤ちゃんの思いを受け止めることが、保育の基本で

ある。日本の育児や保育の特徴は、おせっかい文化であり、

子どもが失敗しないように手を出し、口を出してしまう。子

どもは自分で試行錯誤して考えていく権利を奪われる。そ

　　　　　　　　　　　　　　の権利が保障されるよう、保

　　　　　　　　　　　　　　育を見直してほしい。

　　　　　　　　　　　　　　3、認定こども園に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期待されること。

 　　　　　　　　　　　　　　　認定こども園に期待する

　　　　　　　　　　　　　　こととして、幼保文化の一元

　　　　　　　　　　　　　　化がある。歴史が異なってい

　　　　　　　　　　　　　　る経緯はあるが、幼保の壁を

　　　　　　　　　　　　　　うめることが大切。その壁を

　　　　　　　　　　　　　　埋めるためには発想を柔軟に

していかなければならないし、またそうできるのが認定こど

　　　　　　　　　　　　　　も園である。

 　次に、小学校との連携について、子ども感、発達感や教

育原理が異なるので、簡単ではないが、認定こども園は小学

校とカリキュラムを作り直していくことをしていく必要があ

る。

　また、子育て支援をについて、「ひきこもり」は幼少期の

成長が関係していることが予想され、認定子ども園は、いろ

いろな子ども、親の子育て支援ができるシステムになる可能

性がある。

 

 　今、制度が揺れているのには理由があり、21世紀バージョ

ンの制度をつくらなければならない最中であり、子どもが小

さい時から社会が責任を持って育てるということは変わらな

い。幼児教育を重視するという政策を採らなければ、日本の

将来が危うい。

学士会館・・重厚な雰囲気の中で
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　II　 シンポジウム

　　　　 「認定こども園と地方自治体における振興策」

   ・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   　  駒村 康平 氏 ( 慶應義塾大学教授 )

             　　　　　　 森     貞述 氏 ( 愛知県 高浜市長 )

             　　　　　 　岡村　宣  氏 ( 認定こども園しゃろーむ園長 )

　吉田　正幸 氏

　認定こども園の持つ総合的な役割について国が指針を示し

た上で、認定は都道府県、運用は市町村で行うという行政が

絡んでいる現状を踏まえて説明。年々、市町村の役割が大き

くなる中、認定こども園の振興策と地域性の問題をシンポジ

ストに提起した。

(1)　森　貞述　氏 ( 愛知県 高浜市長 )

　これまでは、高齢者問題でも供給側の論理で行政サービス

を実施していたが、供給が需要を決めるのではなく、需要が

供給を決めるという大転換を図り、子どもの問題は、認定こ

ども園という選択肢をもって子どもと利用者の最善を目指し

てきた経緯を紹介。地域の中の民の力を借り、多様化した利

用者ニーズを満たすこと、それを支えるシステムを確立する

ことが行政サービスと説明。　

　高浜市の女性の社会進出の

現状を紹介し、行政は認定こ

ども園を活用し、保育ニーズ

の対応を考えていると説明。

その中でも「子育て支援」機

能に注目し、放課後児童クラ

ブ等、子育ての拠点となる多

面的な要素があると考え、女

性の社会進出をしっかり支え

ることで、地域の交わりを持

ってもらえれば、地域の活性化につながるとの考えを示し、「地

域の子育てを支えるツール」として認定こども園を支援して

いく旨を述べた。

　地域の活性化、地域で支えて行く仕組みづくりを考え、民

間保育園・幼稚園の活用と地域人材を登用する保育ママ事業

を報告。行政の役割として、地域の中のいろいろな資源を発

掘し、どう活躍させるかという後方支援を述べた。

　以上のことより、市が積極的に認定こども園を推進するに

も、県との連携には温度差・壁があり、保育園が幼保連携型

認定こども園になる場合でも、幼稚園の最低定員は 120 人と

していた実態を挙げた。認定こども園の振興には、地域現場

の状況を考え、地域の裁量を訴えた。地域裁量を認めてもら

う代わりに、しっかりとした保育サービスの第三者評価を実

施し、保護者の理解をいただき、公表するというシステムを

確立している現状を紹介した。

◎制度改革について

(2) 駒村 康平 氏 ( 慶應義塾大学教授 )

　経済学の「限りある資源をどう使うか」という観点から、

社会保障給付費も年々上がり、高齢者にも子育て支援にも、

どう使うのかと現状を説明。

　保育制度改革の方向性は、供給が需要を決めていたが、

需要が供給を決める。「保育に欠ける」ではなく、「保育を

必要とする」保育の受給権をあげ、認可ではなく指定した

一定基準を満たす施設には参入を認めることを大きな柱に

していることを説明。これからは、園の競争ではなく、幼

稚園・保育園・認定こども園のシステムが競うことにより、

利用者からすれば、システムがみがかれ選択肢が増える。

システムが競うことで、必要とされるものが残り、1つシ

ステムに自ずとに収斂していくという方向性を述べた。

　保育制度改革が求められる背景として、日本では仕事と

子育ての両立ができないことを挙げた。女性の進学率が上

がると子どもが減ると思われているが、先進国ではそうで

はなく、女性の進学率と出生率は正の比例を示している。

だが日本だけが違う状況を挙げ、つまり日本は高学歴女性

という資源を無駄にしており、働く女性は年々増えている

が、結婚して働く女性は 20年間で伸びていない状況を説明。

　　　　　　　　　　　　　　　このまま進むと高齢者福

　　　　　　　　　　　　　　　祉も維持できなくなると

　　　　　　　　　　　　　　　指摘。厚生労働省は、年

　　　　　　　　　　　　　　　金の財源見込みを今後も

　　　　　　　　　　　　　　　維持できると見込んでい

　　　　　　　　　　　　　　　るが、但し、先進国並み

　　　　　　　　　　　　　　　に結婚して働く女性が増

　　　　　　　　　　　　　　　え、今の出生数を維持し、

　　　　　　　　　　　　　　　100 万人の保育サービス

　　　　　　　　　　　　　　　の受け皿を準備できれば、

　　　　　　　　　　　　　　　今の社会保障制度の維持

が可能なのであるとしている。保育サービスの財源とすれ

ば 2兆円が必要であるとし、社会投資の意味がある。子ど

もの福祉政策、21世紀型の教育には、もっとも有効な社会

投資であり、10・20年という時間をかけて充実するのでは

なく、早急な課題であると訴えた。

 日本の経済社会を左右する問題なので、このままでは、高

齢者の福祉もだめになる。今こそ子どもに投資が必要で、

認定こども園は、今後は既存のシステムに化学反応をおこ

し、次第に大きなウエイトを占めるようになるのではない

かと期待している。全ての子どもが同じサービスを受けら

れる環境整備を求めたい。認定こども園には高い志をもっ

て取り組んでほしい。

(3)　岡村　宣　氏 ( 認定こども園しゃろーむ園長 )

　秋田県は、積極的に認定こども園に取組み、国のモデル
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事業と同時進行に、県のモデル事業を実施。「秋田県版総合

施設」を打ち出し、「保育の質」を大切にしてきた振興策を

紹介。

　自園の経緯としては、自身の赴任当初より、どうして同じ

修学前の子ども達が2つの制度の下にあるのかと不思議に感

じていた思いを述べ、幼稚園の老朽化と園児減少で集団保育

が難しくなったことなどから理事会で 10年間協議し、幼保

一体的な取組みをしようと決断した経緯を説明。その際に、

学校法人の幼稚園を、保育園を運営していた社会福祉法人に

設置者を変更したのは、職員人事と園舎建設等を考えて、ひ

とつの法人とした。秋田県の後方支援もあり、幼保一体的な

取組みを進めているが、やはり幼保の保育内容を整合化する

ことは、職員・保護者も含め、とても難しかったことを報告。

　県は、認定こども園に積極的だが、地方分権が進めば進む

ほど、市町村自治体は財政状況が厳しく、施設整備費の 4分

の 1を出すのも厳しい現状であり、安心こども基金としても

4分の 1を負担は変わらないので、自治体としてはとても重

い課題であると提唱した。なお、少子化が進む自治体では、

既に内実では保育所のみで全ての子どもをカバーしなければ

ならない現状があり、それが合まって、今さら「認定こども

園」という必要性を感じていない自治体があると指摘。

　必要性としては、今こそ「子どもが豊かに育つ地域社会を

考える」ために、地域子育て支援機能を述べた。認定こども

園の子育て支援センターを核に、地域の未就園児親子や要保

護児童などと関わり、他機関との連携、地域のセーフティー

ネットとして意識が生まれつつある取組みを報告し、保育と

支援の質を高める上で、自治体と連携し、制度とともに意識

を新しくするよう求めた。

　認定こども園の振興において、設置主体等、取り組みや課

題もそれぞれ違うことを挙げ、「違っている豊かさが生まれ

てくれば良い。認定こども園には財政的なメリットは少ない

が、得るものはある」と認定を志向する園に訴えた。

　Ⅲ　 行政説明　　（二日目）

　　文部科学省　幼保連携推進室 　　　森 昭一郎 審議官

　　社会保障審議会少子化対策特別部会委員 吉田 正幸 氏

　　「こども交付金など実践的課題について」

　　　　　文部科学省　幼保連携推進室  森 昭一郎 審議官

　就学前の保育についても報道されている通り、社会の関心

が高まっている。関心が高いということをチャンスと受け止

めていきたいと述べ、認定こども園検討会の検討内容や制度

の改善点、安心こども基金について説明した。

　文部科学省と厚生労働省で認定こども園の充実に取り組ん

でおり、新たな財政支援として安全こども基金を設置し、一

歩前進することができた。認定こども園も 2年が経過し、こ

れまでの成果が問われる時期になっている。国としての財政

支援と認定こども園の実践的な面での成果 ( 子どもにとって、

保護者にとって、地域にとって ) を明らかにしていくことが

必要であるとして、そのような実践の積み重ねをお願いした

いと訴えた。

　平成 21年 3月時点で、約 360 件にのぼり、着実に増えて

いるが、目標 2000 園にはまだまだと説明。各都道府県で差

が表れていることを指摘し、自治体の取り組みに問題がない

のか、安全こども基金の用い方などについてより深い形で各

都道府県と担当者と協議を進め、自治体の実態調査をするこ

とを明らかにした。

　「こども交付金など実践的課題について」

　　社会保障審議会少子化対策特別部会委員 吉田 正幸 氏

　認定こども園制度の見直しも、保育制度改革の方向性に影

響を受けることから、まず保育制度改革について説明した。

ポイントは 3点とし、1つは「保育に欠ける」要件を見直して、

保育の必要量や必要性など、保育を必要とする度合いに応じ

て 2~3 区分すること。2つ目には、市町村がいわば要保育認

定を行い、利用者が保育を受ける権利を得ること。これは、

いわゆる直接契約ではなく、市町村を経由して利用者が保育

所を選択するという公的契約であること。3つ目には、認可

外保育施設であっても、最低基準など認可保育所と同等の水

準を有する施設を指定して、認可保育所と同じように公的契

約が行えるようにし、公費も投入するということを柱として

いると解説した。

　現行制度では、保育ニーズに対して抑制的であるため、潜

在ニーズを顕在化し、より多くの利用者が保育サービスを受

けられるようにするため、保育制度改革が求められていると

説いた。

　こうした制度改革が、認定こども園にどう関わるかに関し

て、例えば幼稚園型認定こども園の保育所機能部分が指定を

受ければ、保育所の認可を取る必要性が薄れるかも知れない

ことや、幼児教育の無償化が実現すれば、保育所型認定こど

も園の幼稚園機能部分が無償化の恩恵を受けることなど、認

定こども園の 4類型は意味が無くなる可能性があるとして、

認定こども園への影響が大きい点を指摘した。また、今後の

見通しとして、「保育制度改革」「認定こども園制度の見直

し」「幼児教育の無償化」の時期は、税制改革の決着をつけ

る「2011 年」が節目となると述べた。

　一方、認定こども園の基本理念として、幼保の一体性と乳

幼児期から小学校までの一貫性を総合的に提供する「総合施

設」と捉えることが重要であると説明。認定こども園のキー

ワードとして、一体性や一貫性をどう高めるか。その総合性

をどう発揮するかかであるとして、理念に基づく取り組みを

求めた。
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　子育て支援の充実を目指して　　　　　

　　　　　　　　　愛知県高浜市長　森　貞述　氏

　昨今、保護者の皆
様の就労形態が多様
化し、保育に対する
ニーズも多様化する
中で、幼稚園、保育
園だけでなく、認定
こども園という新し
い選択肢ができ、保
護者の皆様に、新たな就学前の教育・保育の場が提供できる
ようになりました。
　高浜市でも、平成 19 年 4月に保育所型が 1園、平成 20
年6月に幼保連携型が1園、いずれも民間のお力をお借りし、
2つの認定こども園を運営していただいております。
　また、認定こども園では子育て支援センターが必置条件に
なっており、開園に伴い、2つの子育て支援センターが設置
されました。
　認定こども園は、保護者の就労形態を問わずお子さんの受
け入れができること、また、子育て支援センターを中心に、
家族支援、地域支援ができることが大きな特徴です。
　私も委員として、内閣府主催の「認定こども園制度の在り
方に関する検討会」に参加をさせていただきました。
　現場の委員の皆様のお話をお聞きしていますと、我々自治
体も含めて、設置者の皆様が大変ご苦労をされていらっしゃ
います。
　この制度が、まだ発展途上の段階であり、皆さんのお知恵
と行動の中で、一歩ずつ習熟していく制度であると感じてい
ます。
　また、高浜市では、汐見稔幸先生をはじめ、恵泉女学園大
学の大日向雅美先生のお力をお借りし、子育て・家族支援者
養成講座を開講しています。
　この講座は、家庭的保育の質を高め、その担い手を養成す
ることを目的としています。
　これらの取り組みにより「大　　　　　　　　　　　　　
　規模施設による集団保育」と「小規模施設による個別保育」
の両面から子育てを支援していこうと考えています。
認定こども園は、保育にとどまらず子育て支援、家族支援と
保護者の精神的な負担や不安を取り除く地域の子育ての核と
なる施設であり、協会　の皆様のご活躍を期待しています。

　認定こども園を推進しておられる知事、市長、町長、担当課の方々

から、認定こども園にかける願いをお寄せいただきます。

　　今回も、全国でも先駆けて取り組みを進めておられる、愛知県は

　　高浜市からご登場いただきました。

＜北から南から東から西から＞
・・・認定こども園推進への思い・・・ 「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　②

  就学前施策のあり方と認定こども園

        大阪市立大学 生活科学部 人間福祉学科  山縣 文治　氏

　1. 就学前施策の状況

　幼稚園の子どものピークは、1978 年で 250 万人でした。

一方、保育所は、今でも増え続けています。制度に変更がな

ければ、幼稚園の将来が非常に厳しいということを意味して

います。合併が進んだ現在でも、すでに 2割の市町村には幼

稚園がないのです。新待機児ゼロ作戦が進みますと、保育所

がさらに増えると考えられますので、幼稚園を利用する子ど

もたちはさらに急激に減少することになります。

　もう一つ重要なのが、地域の子どもたちです。保育所にも

幼稚園にもかよっていない子どもはかなり減ったとはいえ、

現在でも 4割程度となっています。3歳未満児でみますと、

これが 8割になります。

　就学前施策の状況を概括しますと、

待機児にみられる保育所の不足、幼

稚園利用児の減少、最も多い地域子

育て層、という 3つの特徴が明らか

となります。

　2. 認定こども園への期待

　私は、認定こども園に、大きく 3つの期待をしています。

　第 1は、待機児のある地域では、幼稚園を活用した待機児

対策として、また、中間地域では私立幼稚園という社会資源

の確保策として、設置を進めるということです。

　第 2は、子ども過疎化がさらに進んだ地域では、事実上の

幼保一元化に近い形で、子ども資源を残していくための施策

となることです。この場合、保育所を基盤とした枠組みが強

くなると思います。

　第 3は、時間はかかると思いますが、これは幼保一元化、

さらには子どもを核とした省庁の設置の契機となることで

す。

　なお、地域子育て支援については、都市部や過疎地を越え

た共通の課題だと考えています。

　3. 認定こども園の推進策

　未だ、積極的な取り組みがみられない認定こども園ですが、

これを推進するには少なくとも以下の 3点は早急に達成しな

ければならないと思います。

　第 1は、教育委員会が私立学校を管轄することです。今年
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度から、認定こども園を実施する場合には、幼稚園につい

ての窓口を市町村に移管すすることになりましたが、教育

委員会が私立学校を管轄しない現行制度では、なかなか市

町村の理解が進まないと考えられます。その次に都道府県

から市町村に管轄を移すことが必要だと思います。

　第 2は、認定こども園の最低定員を段階的に減らして行

くことです。60人という枠組みでは、過疎対策にはなりま

　「幼保連携の窓」（文部科学省 /厚生労働

　省の幼保連携推進室より）、並びに、

　国の動向についてのコメント「風見鶏」

　は、今回お休みさせていただきます。

　次回をお楽しみに！

　協会会員のキッズサポート国の華キリンハウス園長の岸田
千佳子氏からの開会の言葉を頂き、地域に根ざした子どもの
立場に立った認定こども園として地区研修の重要性が述べら
れた。開会式には、函館市長代理函館市子ども未来推進室子
育支援課長柴田成氏のご挨拶をいただき、北海道子ども未来
推進局子育て支援グループ田原良英氏の出席を始め多くの行
政参加者、認定こども園、幼稚園保育所関係者 140 を超え
る参加となった。基調講演では保育システム研究所代表吉田
正幸氏による「認定こども園と新たな保育制度改革」と題し

せん。

　第 3は、移行のための負担を事業者のみに求めず、公的に

支援することです。制度要件の緩和による参入促進は、保育・

教育の質を下げる可能性があります。すでに全体としては飽

和状態にあると考えられますので、新規参入ではなく、移行

促進策の方が重要だと考えます。

役員会報告

　編　集　後　記　　今回のセミナーのまとめは、Mさんが一手に引き受け、見事にまとめました。感謝！　
　中身の濃いお話しをまとめるのはどんなに大変なことでしょうか。
　衆議院が解散し、８月末から９月ごろまで先が見えません。でも、私たちの一番大事なのは、自分が立っている現場！
　こどもの最善の利益を・・・夏の暑さに負けず、思いを熱くして豊かに歩みましょう。　　　　　　　（なまはげ）

　第２回役員会
　　５月２１日　青学会館にて開催
　総会並びにトップセミナーの準備を
しました。（詳細省略）

　「地域活性化研修会　函館大会」開催（6/20）
　　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を、今年度は、名称を変更し、７地区での開催を予定
　しています。会員それぞれの都合で他の地域に参加することも可！　トップを切っての開催は、今年も北海道でした。

認定こども園は施設ではなく、機能に着目した制度設計が重
要と述べられた。分科会 1では行政関係者と設置者園長を対
象に文部科学省初等教育局幼児課長濱谷浩樹氏による「これ
からの幼児教育の方向性」と題し幼児教育を取り巻く環境の
変化を踏まえた、幼児教育、保育、子育て支援の総合的な提
供が今後の課題であると講演を頂いた。第 2分科会では厚生
労働省保育課保育指導専門官天野珠路氏による現場の実践を
踏まえた、幼児期の発達過程の講義を頂き、現場の先生の質
の向上につながる研修会となった。

　平成２１年度定期総会が開催されました。

　　６月１２日（金）午前１０時３０文より、学士会館に
　おいて、平成２１年度定期総会を開催いたしました。
　　後日、総会資料（NPO法人書式に改めたもの）等を
　お送りします。どうぞご確認ください。

文部科学省委託事業

「認定こども園好事例集 (仮称 )」活動開始

　　認定こども園がスタートして２年半、認定こども園が
　どのような効果をもたらしているのか、評価が求められ
　る時期となると共に、当初予定した 2,000 箇所に近づく
　ためにも、認定こども園の良い事例を集めることとなり、
　NPO法人となった当協会が委託を受けて取り組むことと
　なりました。正式な委託契約を終え、７月２１日に第１
　回の調査項目選考会議を開催、活動を開始しました。
　会員を含めて、全認定こども園とその所在する自治体に
　調査を行います。調査書が届いた時には、ご協力をよろ
　しくお願いいたします。・・・私の園のここがステキ！・・・
　を大募集です。

　NPO法人第１回理事会
　　７月２１日　青学会館にて開催
①委託事業について、②両省との勉強会

の今後、③「地域活性化研修会」につ
いて、④会報について、⑤ホームペー
ジの活用と情報提供の在り方につい
て、⑥その他


