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 ⽇頃より、会員の皆様の当協会に
対しまして、多⼤なるご理解とご⽀
援を賜っておりますことに⼼より感
謝申し上げます。。新型コロナウイル
ス感染症の感染拡⼤という極めて困
難な状況下で、感染リスクも抱えながら、幼児教育・
保育の提供を⾏っている現場の幼児教育・保育従
事者の皆様に⼼より敬意を表するとともに、健康
に留意されエッセンシャルワーカーとして奮闘さ
れていることに、エールを送らせていただきます。
 この度の第 12 回通常総会は、昨年同様に新型コ
ロナウイルス感染拡⼤の為、緊急事態宣⾔やまん
延防⽌等重点措置が再延⻑された都道府県もあり、
従来の形式での開催が困難となり、苦渋の選択を
したところですが、お陰様で会員の皆様のご理解
により書⾯表決書のご提出をいただき、総会が無
事成⽴しすべての議案を承認可決させていただき
ました。引き続きの「トップセミナー２０２１」
も昨年は中⽌を余儀なくされましたが、今回は「対
⾯⽅式」と「オンライン」との組み合わせで開催
することができました。
 本来ですとご来賓としてご祝辞を賜るところで
すが、この状況下ですので、昨年少⼦化担当⼤⾂
としてご出席予定でありました「認定こども園を
推進する国会議員連盟」会⻑衛藤晟⼀参議院議員
からのビデオメッセージと 3 府省からのメッセー
ジをいただきました。誠にありがとうございまし
た。
 さてこの⼀年を振り返りますと、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡⼤防⽌に終始したのではな

代表理事挨拶
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いでしょうか。
 そのような中で、1 点⽬は、「新型コロナウイル
ス感染症対策に係るアンケート調査報告書」の発
⾏です。
 新型コロナウイルス感染防⽌を考慮した会議や
研修⽅法の変更や緊急事態宣⾔下の施設の対応や
家庭内の実態を把握しそこから⾒えてくる課題に
対して認定こども園、また、社会全体として何が
できるかを考えるため「新型コロナウイルス感染
症対策に係るアンケート」を実施し、プレス発表
したところです。
 2 点⽬は「教員免許状更新講習が間近になりま
した」協会設⽴当初からの懸案事項でありました

「教員免許状更新講習」を開催することができる
よう、平成３０年３⽉に⼀般社団法⼈全国認定こ
ども園研修研究機構を設⽴し、実績を積み公益法
⼈化に向け内閣府に公益申請を⾏ってまいりまし
た結果、内閣総理⼤⾂名で令和３年４⽉１⽇付け
で公益法⼈格を取得いたしました。その後、⽂部
科学⼤⾂名により 5 ⽉１９⽇付で免許状更新講習
を開設できる者の指定を受けることができました。
現在研修研究機構で更新講習開始に向けて最終調
整に⼊っているところです。今まで⼀般的であり
ました会場での「対⾯⽅式」ではなく、ご⾃宅や
職場でも可能で、受講時間も⾃由での顔認証シス
テムです。このコロナ禍ですので、感染防⽌と時
間の有効活⽤や経済性にも優れたものと認識して
おります。
 3 点⽬は、「認定こども園を推進する国会議員
連盟」の発⾜です。私どもの政策実現のため平成
２７年１２⽉設⽴いたしました「認定こども園政
策研究会」が発展的に改組しまして、令和元年９
⽉に「認定こども園・⼦ども⼦育て政治連盟」と
して再スタートしました。⼀⽅国会議員の先⽣⽅
におかれましては、令和２年６⽉に「認定こども
園を推進する国会議員連盟」の設⽴総会が開催さ
れ発⾜しました。多⽅⾯にわたりご尽⼒をいただ
いているところであります。
 当協会といたしましては、「研修研究機構」との共
催事業の⼀層の充実を図るとともに、「政治連盟」と
連携を密にして、更に、「国会議員連盟」を通じて

政策実現できますよう⾜腰を強化してまいります。
そのため会員の皆様の⼀層のご理解とご⽀援を賜
りたく思います。
 4 点⽬は、喫緊の課題であります「ワクチンの
優先接種」と「こども庁構想」に対する⾒解であ
ります。「幼児教育・保育従事者のワクチン優先接
種」につきましては、当協会で「⽥村憲久厚労⼤⾂」
に要望書を提出させていただきました。
 「こども庁構想」につきましては、緊急アンケー
トを実施し、「こども庁を内閣府に創設し、新たな
専任の⼤⾂を。」「三元体制の打破。」「⾃治体所管
の⼀本化。」「認定こども園を中⼼とした構想を。」
とする内容を「⼦ども・若者」輝く未来創造本部
本部⻑⼆階俊博⾃⺠党幹事⻑に直接お会いして当
協会の⾒解をご説明させていただきました。
 5 点⽬は「加速化する少⼦化」です。新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡⼤は、社会全体の思わぬ
ところまで影響を及ぼしております。過⽇の新聞
報道では⾒出しに「保育所、迫る過剰時代」「利⽤
児童 25 年にピーク」「厚労省試算 少⼦化、想定
より早く」と。また、4 ⽉には「「激戦」0 歳児ク
ラスに異変」、 「認可保育所で空き増」「コロナの
影」「⽋員で補助⾦減 経営に不安」 とありまし
た。今後の経営について危惧しています。
 国難ともいわれている少⼦化の対策が講じられ
てきましたが、最近は⼥性就業率の上昇を上回る
速度で少⼦化が進むため、利⽤児童数は２５年の
約３００万⼈をピークに穏やかに減少に転ずると
明らかにされました。21 年の出⽣数は、８０万⼈
を割る可能性が⾼く、これは国⽴社会保障・⼈⼝
問題研究所の推計よりおよそ 10 年早いとされてい
ます。もともと⼈⼝減少が進んだ地⽅では、利⽤
者減による運営難に直⾯している保育所が出てい
ますし、すでに、都市部でも無関係ではありません。
  こ の よ う な 状 況 下 で の「 ト ッ プ セ ミ ナ ー
２０２１」は、「コロナ禍と⼈⼝減少社会の先にあ
る認定こども園の姿を」メインテーマで開催した
ところです。
 この困難な時代に⼊りましたが、皆様と共に「健
全な経営」で「認定こども園⽂化を創造」してま
いりたいと思います。
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 令和 3 年 6 ⽉ 11 ⽇（⾦）午前 10 時より浅草橋
ヒューリックホール（東京都台東区浅草橋 1-22-
16）において第 12 回（令和 3 年度）通常総会を開
催した。事前の出⽋確認では 933 個の回答を得、
当⽇は会場とオンライン（視聴のみ）にて⾏い、
会場は 22 名の正会員が出席した。当⽇の会場では
3 密を回避し、感染対策を徹底し実施した。

 司会は加藤泰和副代表理事（北海道）が務め、
王寺直⼦副代表理事（佐賀県）が開会を宣した。
その後、⾓⽥享代表理事（東京都）が開会挨拶を
述べた。
 議⻑は会場より野澤貴春⽒（東京都）が選任さ
れた。事務局より当⽇出席者及び書⾯表決により
933 個の議決権があることが報告され、議⻑は定
款 26 条の規定により適法に成⽴することが確認さ
れた。議事録署名⼈は齋藤祐善⽒（東京都）、鈴⽊
健司⽒（東京都）が選任された。
 第１号議案 令和２（２０２０）年度事業報告
について事務局は、議案資料に基づき、詳細に令
和２（２０２０）年度事業報告を⾏った。議⻑は、
質疑ののち議場に諮ったところ、出席正会員の過
半数の賛成により、原案どおり承認可決した。

第 12 回通常総会
 第２号議案 令和２（２０２０）年度収⽀決算
並びに監査報告について事務局は、議案資料に基
づき、令和２（２０２０）年度収⽀決算並びに監
査報告について詳細に説明を⾏った。引き続き柿
沼平太郎監事（埼⽟県）が監査報告を⾏った。議
⻑は、質疑ののち議場に諮ったところ、出席正会
員の過半数の賛成により、原案どおり承認可決し
た。

 第３号議案 令和３（２０２１）年度事業計画
（案）について事務局は、議案資料に基づき、令和
３（２０２１）年度事業計画案について詳細に説
明を⾏った。議⻑は、質疑ののち議場に諮ったと
ころ、出席正会員の過半数の賛成により、原案ど
おり承認可決した。
 第４号議案 令和３（２０２１）年度活動予算

（案）について事務局は、議案資料に基づき、令和
３（２０２１）年度活動予算案について詳細に説
明を⾏った。議⻑は、質疑ののち議場に諮ったと
ころ、出席正会員の過半数の賛成により、原案ど
おり承認可決した。
 第５号議案 役員改選について事務局は、今年
度は改選年度ではないものの、選出⺟体である地
区会より⽀部の役員改選などの状況により、2 名
の理事より変更の申し出があった旨を説明し、新
たに 2 名の理事を選出する説明を⾏った。また定
款の規定により、残任期間について詳細に説明を
⾏った。議⻑は、質疑ののち議場に諮ったところ、
出席正会員の過半数の賛成により、天笠昌明⽒（福
島県）及び井草晃⽒（群⾺県）が理事となること
を原案どおり承認可決した。
 その他 当法⼈が特定⾮営利活動促進法第２条
第２項第２号及び同法第１２条第１項第３号に該
当することについて確認したところ、出席正会員
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全員の賛同を得た。
 すべての議事が終了し、嶋⽥典之副代表理事（⼤
阪府）が閉会を宣した。

■役員の変更について
 ＜退任＞
 森分 和基 東北地区 岩⼿県
 吉⽥ 京⼦ 関東地区 群⾺県
 〜⻑きにわたりありがとうございました。〜

＜就任＞
 天笠 昌明 東北地区 福島県
 井草  晃 関東地区 群⾺県

 通常総会閉会後、関連団体である、公益社団法
⼈全国認定こども園研修研究機構代表理事福上道
則⽒（愛知県）と認定こども園・⼦ども⼦育て政
治連盟越会⻑智瑞啓⽒（愛媛県）より挨拶があった。

公益社団法⼈ 全国認定こども園研修研究機構 代表理事 福上 道則 ⽒

認定こども園・⼦ども⼦育て政治連盟 会⻑ 越智 瑞啓 ⽒

トップセミナー 2021
  令 和 3 年 6 ⽉ 11 ⽇（ ⾦ ） 午 後 1 時 30 分 よ り
浅草橋ヒューリックホール（東京都台東区浅草橋
1-22-16）においてトップセミナー 2021（後援：
内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省 東京都 公益
社団法⼈全国認定こども園研修研究機構）を開
催した。当⽇は会場とオンラインにて⾏い、合計
269 名（うち会場 32 名）が参加した。当⽇の会場
では 3 密を回避し、感染対策を徹底し実施した。

 冒頭、⾓⽥享代表理事（東京都）より開会挨拶が
⾏われた。来賓祝辞として衛藤晟⼀様（参議院議員、
認定こども園を推進する議員連盟会⻑）よりビデオ
メッセージを頂戴した。また内閣府⼦ども・⼦育て
本部 政策統括官 嶋⽥裕光様、⽂部科学省初等中
等教育局⻑瀧本 寛様、厚⽣労働省⼦ども家庭局⻑ 
渡辺 由美⼦様からもご挨拶⽂を頂戴した。

（本稿 6-7 ページに記載）

 基調講演は「コロナ禍と⼈⼝減少社会の先にあ
る認定こども園の姿」と題し、汐⾒稔幸⽒（東京
⼤学名誉教授、全国保育⼠養成協議会会⻑、⽩梅
学園⼤学名誉学⻑、社会保障審議会児童部会保育
専⾨委員会委員⻑、⼀般社団法⼈家族・保育デザ
イン研究所代表理事であり、当協会アドバイザリー
ボード）がオンラインにて登壇した。⼈⼝減少が
進む⼀⽅で、群れて遊ぶ中で社会で必要なものを
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⾝に付けるという⼈類本来の育ちの場が奪われて
しまった現代では、認定こども園がそうした役割
を果たす必要があると説いた。
 さらに、⼦ども数減少で国⺠皆保育の時代が近
づく中、認定こども園は乳幼児の育てというニー
ズに対応するだけの役割から脱⽪し、地域（コニュ
ニティー）センター的な施設となることが求めら
れると説いた。

 その後、⿍談「⼈⼝減少社会と保育政策の⾏⽅
〜問われる認定こども園の存在意義〜」と題し、
駒村康平⽒（慶応義塾⼤学経済学部教授、当協会
アドバイザリーボード）、宮本太郎⽒（中央⼤学法
学部教授、当協会アドバイザリーボード）、吉⽥正
幸⽒（株式会社保育システム研究所代表、当協会
アドバイザリーボード）が登壇した。
 駒村康平⽒は、貧困や虐待など幼少期の厳しい
経験がその後に⼤きな影響を与えるとして、「⼦ど
もにやさしい政策」を⾏うよう提起。イロコイ連
邦の七世代持続可能性原則（SGA 原則）を例に挙
げた。その上で、幼少期の経験はその後の⼈格形
成に⼤きな影響を与えることとなるとし、今回の
コロナ禍が⼦どもの発達などにどれほど影響を与
えたのかをきちんと追跡調査を⾏って実態を把握
し、必要に応じてエビデンスに基づいた政策を提
⾔することが協会の役割ではないかと提起した。

宮本太郎⽒は、⼦どもの数が減少する中で、⼦
ども⼀⼈ひとりの育ちが重要になってくるとして、
夫婦共働きでともに⼦育てに関わることの重要性
を指摘。また、⼦育て⽀援に必須とされている認
定こども園が取り組む地域づくりメニューに幼⽼
ケアを取り⼊れるよう提起し、認定こども園が幼
⽼型のケアをコーディネートすることで、地域の
潜在能⼒を引き出す場づくりの担い⼿になれると
説いた。

 吉⽥正幸⽒は、ポスト待機児童時代の到来が予
測される中で、これからの認定こども園の理想の
姿をそれぞれで思い描く必要があるが、その答え
は地域によって千差万別として、まず⾃分たちの
⾜元を⾒つめ、頭で考え、⾃分の⾜を使い、汗を
かいて成果を上げる努⼒を⾏わなければ持続可能
性を持った園運営はできないと主張。「実践を通し
た答えをだしてほしい」と呼びかけた。
 すべての内容が終了し、王寺直⼦副代表理事（佐
賀県）が閉会を宣しトップセミナー２０２１は終
了した。
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ご 挨 拶
内閣府⼦ども・⼦育て本部政策統括官

嶋⽥ 裕光 様
 平素より、すべての⼦どもの最善
の利益を⽣み出す場である認定こど
も園の運営にご尽⼒いただき、深く
感謝申し上げます。特に、新型コロ
ナウイルス感染症が流⾏する中にお
いて、感染のリスクも抱えながら、幼児教育・保
育の提供を⾏ってこられたことに、⼼より敬意を
表します。
 認定こども園制度は、近年の社会構造等の変化
を背景として、就学前の⼦どもに関し、保護者が
働いていても働いていなくても同じ施設を利⽤し
たいなど、教育・保育のニーズが多様化する中で、
教育・保育を⼀体的に⾏う施設として、平成１８
年に発⾜しました。
 その後、平成２７年度の⼦ども・⼦育て⽀援
新制度の施⾏の際に、幼保連携型認定こども園
を単⼀の認可によって設⽴される施設と位置付け
るなどの制度の充実を経て、令和２年４⽉１⽇時
点では全国に８，０１６園を数え、在籍園児数も
１００万⼈を超えるに⾄るなど、認定こども園は、
我が国における就学前の⼦どもの教育・保育にお
いて極めて重要な位置を占めてきております。
 全国認定こども園協会は、そのような認定こど
も園関係者による全国団体として平成２０年に設
⽴され、以来、新しい時代にふさわしい教育・保
育の質の向上や⼦育て⽀援の充実等へ向け、情報
交換や各種研修、調査研究や関係機関等との連携
などに積極的に取り組まれ、認定こども園の円滑
な運営に向けて⼤きな役割を果たしてこられたと
認識しております。
 このたび開催される「トップセミナー２０２１」
も、そのような活動の⼀環として開催されるもの
であり、認定こども園⾏政に資するものとして、
内閣府としても後援させていただいているもので
す。
 今後、新型コロナウイルス感染症拡⼤を予防す
る「新しい⽣活様式」が⽇常⽣活に取り⼊れられ
ていく中で、働き⽅や⽣活がより多様なものになっ

ていくことが予想されます。在園時間や期間、⽣
活形態等の違いによる、園児や保護者、機能等の

「多様性」が特徴である認定こども園は、利⽤者、
保護者、そして地域の⽅々の多様なニーズに応え
る担い⼿として、今後もますますその存在価値が
⾼まっていくものと考えています。各園がそれぞ
れの機能・役割・特徴を⼗分に発揮していただき、
地域の⼦育て⽀援の中⼼的役割を担っていただく
ことを期待しております。
 内閣府といたしましても、関係府省と連携して、
安⼼して⼦どもを産み育てることができる環境の
実現に向けて取り組んでまいりますので、皆様か
らのご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上
げます。最後に、本⽇ご参加されている皆様の⼀
層のご健勝とご活躍を祈念し、私からの挨拶とい
たします。

ご 挨 拶
⽂部科学省初等中等教育局⻑

瀧本 寛 様
 「トップセミナー２０２１」の開催
にあたり、⼀⾔ご挨拶を申し上げま
す。はじめに、認定こども園の皆様
⽅におかれましては、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡⼤という極め
て困難な状況下で⼦供たちの命、健康を守りつつ、
⽇々の教育実践にご尽⼒いただき、⼼より感謝申
し上げます。このような中で、本セミナーが「コ
ロナ禍と⼈⼝減少の社会の先にある認定こども園
の姿」をテーマに開催されるのは意義深いことと
思います。
 ⼦ども・⼦育て⽀援の充実は、政府の進める最
重要施策の⼀つであり、また、社会においても関
⼼が⾮常に強い事柄です。その中において、認定
こども園は教育・保育・⼦育て⽀援を総合的に提
供する施設であり、政府の掲げる⼦育て⽀援の取
組を進めるなかで⼤きな役割を担うものと考えて
おります。
 幼児期における教育は⽣涯にわたる⼈格形成の
基礎を培う極めて重要なものです。平成三⼗年度
から実施されている幼稚園教育要領や幼保連携型
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認定こども園教育・保育要領においては、幼稚園
や認定こども園の教育・保育において育みたい資
質・能⼒の明確化や⼩学校教育との接続の推進に
関する内容の充実を図っています。これらの内容
が着実に現場の実践に反映されるよう、皆様⽅に
おかれましては、引き続き、質の向上に向けた取
組にお願いいたします。
 また、⼦供の発達や成⻑を⼀貫して⽀援する観
点から、施設類型を問わず、すべての５歳児に⽣活・
学習基盤を保障する「幼保⼩の架け橋プログラム」
の開発・推進等を柱とする「幼児教育スタートプ
ラン（仮称）」を萩⽣⽥⽂部科学⼤⾂が経済財政諮
問会議において発表したところです。⽂部科学省
としては、これまでの認定こども園における質の
⾼い教育実践も踏まえながら、⼩学校段階への円
滑な接続を⽬指し、総合的な幼児教育の質の更な
る向上策を検討してまいります。
 結びに、本イベントが多⼤な成功を収め、認定
こども園における教育・保育の質の向上の取組に
活かされていくことを期待するとともに、貴会の
更なる御発展と、御出席の皆様⽅の⼀層の御活躍
を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきま
す。   

ご 挨 拶
厚⽣労働省⼦ども家庭局⻑

渡辺 由美⼦ 様
トップセミナ− 2021 の開催に当たり
、⼀⾔御挨拶申し上げます。
 関係者の皆様におかれましては、
⽇頃から保育⾏政の推進にあたりご
尽⼒をいただき、また、新型コロナウイルス感染
症の影響により、これまでにない厳しい社会状況
の中、⽇々保育の現場を⽀えていただいておりま
すことに、⼼より感謝申し上げます。
 保育所における新型コロナウイルス感染症の対
応については、職員が感染症対策の徹底を図りな
がら保育を継続的に実施していくために必要な経
費や、都道府県等が保育所等に配布するマスク等
の購⼊、保育所等の消毒に必要となる経費等につ
いて補助しているところであり、引き続き⽀援を

⾏ってまいりたいと考えています。
 さて、昨今の保育⾏政は、待機児童の解消を⽬
的として保育の受け⽫整備を⾏うこと、⼦どもの
健やかな育ちを⽀える観点から保育の質を確保・
向上することを両輪として各種施策を講じてまい
りました。昨年末にとりまとめた「新⼦育て安
⼼プラン」においては、今後の⼥性就業率の上昇
も⾒込んだ上で、令和６年度末までの４年間で約
１４万⼈分の保育の受け⽫を整備することとして
おります。地域のあらゆる⼦育て資源を活⽤する
ことにより、できるだけ早く待機児童が解消でき
るよう各種の取組を進めているところです。
 また、待機児童の解消のためには、保育の受け
⽫拡⼤と同時に、それを⽀える保育⼈材の確保が
不可⽋であり、魅⼒向上を通じた保育⼠の確保と
して、これまで⽉額最⼤ 8.4 万円の処遇改善のほか、

「魅⼒向上を通じた保育⼠の確保」として、資格の
取得促進、就業継続のための環境づくり、離職者
の再就職の促進といった総合的な⽀援に取り組ん
でまいりました。引き続き保育現場と職業の魅⼒
向上に総合的に取り組んでまいります。
 さらに、保育の質の確保については、昨年６⽉
に有識者により構成された「保育所等における保
育の質の確保・向上に関する検討会」で取りまと
められた議論の結果を踏まえ、実践事例集の作成
や、⾃⼰評価ガイドラインの改訂等を⾏っており
ます。
 こうした中で、待機児童数は着実に減少を続け
ているところですが、⼀⽅で、⼦どもの数や⽣産
年齢⼈⼝の減少、地域のつながりの希薄化等を踏
まえ、地域における保育の提供の在り⽅について
も検討を進めることが必要であり、今般、厚⽣労
働省で「地域における保育所・保育⼠等の在り⽅
に関する検討会」を新たに開催することとしたと
ころです。
 引き続き、保育⾏政の推進に当たり、ご理解ご
協⼒を賜りますようお願い申し上げます。
 結びに、皆様⽅の今後益々のご健勝とご活躍を
⼼よりお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただき
ます。
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連載企画Ⅰ
いま、伝えたいメッセージ
〜アドバイザリーボードから皆様へ〜

 今年度は会報全 4 回にアドバイザリーボード
の先⽣⽅より皆様に向けてご執筆いただいたメッ
セージをお届けいたします。

現場の声をふまえた効果的な仕組みづくりを
〜新型コロナウイルス緊急アンケートで

           考えさせられたこと〜
池本 美⾹ ⽒

⽇本総合研究所 調査部 上席主任研究員
 昨年、全国認定こども園協会
が実施した「新型コロナウイル
スに係る緊急アンケート調査」
に関わらせていただいた。ここ
では、そのなかで考えさせられ
たことを 3 つお伝えしたい。
 第⼀に、感染不安のなか、エッセンシャルワー
カーの⼦どもたちの受け⼊れを求められた、⾮常
に⼤変な状況のなかで、なぜ認定こども園の先⽣
⽅が調査を実施しなければならなかったのか。コ
ロナ禍が⼦どもや⼦育て家庭に及ぼした影響につ
いて、国が調査しないことに驚いた。
 海外の多くの国には、⼦どもオンブズマン、オ
ンブズパーソン、コミッショナーなどと呼ばれる
⼦どもの権利擁護のための独⽴機関が設置されて
いる。法律に基づき設置され、予算やスタッフを
得て、⼦どもや⼦どもに関わる⼤⼈からの相談や
要望を受け付け、現状を把握する調査を⾏い、必
要な⽀援や制度を政府に対して提⾔する役割を果
たしている。⼦どもは選挙権を持たず、声を上げ
ることも難しいため、国連は⼦どもの権利条約批
准国に対して、こうした⼦どもの権利を代弁する
独⽴機関の設置を求めているのである。
 アンケートの⾃由回答では、⼦育て家庭の悲鳴
が多数寄せられたが、⽇本にも同様の機関が設置
されていれば、親や⼦どもの声が集められ、問題
の所在が明らかになり、必要な対策が提案され、
状況の深刻化を防ぐことができたのではないか。
国の⼦ども庁創設に向けた動きのなかで、こうし

た独⽴機関の設置についてもようやく検討される
可能性が出てきた。アンケートを実施された協会
には、ぜひそうした動きを後押ししてほしいと思
う。
 第⼆に、親の情報・コミュニケーション不⾜、
それに伴う親のメンタルヘルスの問題について、
改めて真剣に考える必要があるのではないか。ア
ンケート結果では、登園⾃粛や休園の際、⼦ども
との過ごし⽅に悩み、疲弊し、イライラして⼦ど
もを叱ることが増えたという親が多かった。この
背景には、多くの親にとって、どうすればよいの
か、参考となる情報がなく、あるいは情報や選択
肢が多すぎて混乱したり、不安になったりしたこ
とが想像される。経済的な⼼配や感染不安なども
強まるなかで、悩みや困ったことについて気軽に
相談できる先も少なく、気にかけてくれて定期的
に様⼦を聞き、アドバイスをくれる⼈もいないな
ど、もともと孤⽴した孤独な⼦育てが、コロナ禍
で⼀層深刻な状況になっている。
 ニュージーランドでは、ロックダウン開始と同
時に、国が親向けに様々な情報を提供するウェブ
サイトを⽴ち上げたほか、国営のテレビ局により
毎⽇親及び⼦ども向けの番組が放送された。保育
施設の担任と、休園中の過ごし⽅について相談す
ることや、他の親と連絡を取り合って、過ごし⽅
のアイディアを交換することなども呼び掛けられ
ていた。乳幼児家庭に対する⽀援を全国で展開す
る⾮営利組織プランケットは、24 時間対応の無料
の電話相談をロックダウン時にも継続していた。
 ⽇本でも⼀部の保育施設は、家庭の様⼦を聞き
取ったり、教材を届けるなど、親の情報・コミュ
ニケーション不⾜解消に努⼒したが、エッセンシャ
ルワーカーの⼦どもの受け⼊れでそこまで⼿が回
らない施設も多かった。WHO から発信されたコ
ロナ禍に対する親向けアドバイス（注）も、⽇本
の親にはほとんど届いていなかったように思う。
 産後うつや虐待の増加などが⼼配されているが、
実家や近隣のサポートが得られる前提で、⼦育て
を親の責任として突き放すのではなく、国は親に
対する情報提供や深刻化する前に相談できる伴⾛
型⽀援の充実を検討すべきである。認定こども園
においても、親任せにせず、親が安⼼して適切な
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⾏動をとれるように、情報提供やコミュニケーショ
ンの充実に⼒を⼊れてほしい。
 第三に、認定こども園の情報・コミュニケーショ
ン不⾜についても、検討が必要ではないか。協会
のアンケート結果では、感染対策に関する助成制
度の存在を知らずに、助成が受けられなかった園
が 2 割近くもあった。三府省から同じような通知
が届いて混乱したという声も聞いた。
 この点も、ニュージーランドでは所管省庁が⼀
元化されており、コロナ禍への対応について、国
から保育施設に対して、定期的に必要な情報がメー
ルで配信されていた。助成⾦の情報はもちろん、
休園に⼊る前に保護者に配布する⼿紙のひな型ま
で提供されており、とにかく現場の負担を軽減し、
迅速に適切な⾏動がとれるように、国がサポート
しようとしていることを感じた。施設からの疑問
や要望も国に送るように促されており、必要な情
報をわかりやすく現場に伝えることが意識されて
いた。
 国の⼦ども庁創設案では、乳幼児施設の所管省
庁の⼀元化には踏み込まないとしているが、現場
の混乱や負担を軽減するために、ニュージーラン
ドのような所管省庁⼀元化と、施設に対する情報
提供の在り⽅について、検討すべきではないだろ
うか。ニュージーランドでは、国の財政難の時期に、
複数の省庁で所管することは⾏政事務の⾮効率だ
とみなされ、⼀元化された経緯がある。わが国で
も複数の省庁で所管し、複雑な保育制度の下で⾏
政や施設における事務コストが膨張している現状
を放置すべきではない。
 このように、海外の状況を参照すれば、緊急ア
ンケートで明らかになった乳幼児家庭や認定こど
も園の⼤変さは、改善できるものであり、改善さ
れるべきものである。現状を受け⼊れ、それぞれ
の場で努⼒することも⼤切だが、それにとどまら
ず、より抜本的な観点で現場の声をふまえた効果
的な仕組みづくりの検討を急ぐ必要がある。

（注）https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/jp/merged_1.pdf
（参考⽂献）池本美⾹「コロナ禍で明らかになった⼦ども・
⼦育て⽀援の課題―ニュージーランドとの⽐較をふまえて 
―」⽇本総合研究所『リサーチ・フォーカス』No.2020-
016、池本美⾹「⼦どものウェルビーイング実現に向けた情
報・コミュニケーションの課題―デジタル化の前に考える
べきこと」⽇本総合研究所『JRI レビュー』Vol.6,No.90

『今、伝えたいこと』
⼤⽇向 雅美 ⽒

恵泉⼥学園⼤学 学⻑
NPO 法⼈あい・ぽーとステーション代表理事

はじめに
 コロナに明けコロナに暮れた
この⼀年余り、本稿を執筆して
いる今なお収束は⼀向に⾒えま
せん。社会全体に不安感と疲弊
感が渦巻いていて、つらいとい
う⾔葉を⾔うのもつらく思われるほどに未曾有の
変化に⽇々翻弄されています。しかし、その⼀⽅
でコロナ禍があったからこそ、気づくことのでき
たこともあったようにも思います。とりわけ⼈と
⼈との関係性や社会の在り⽅について、その感を
強くもちます。その思いを⼦育ての厳しい現実を
率直に⾒つめる強さに、そして、⼦育て⽀援の原
点を改めて振り返り、新たな道を模索する⼒へと
ふりむけられたらと願っております。
改めて⺟と⼦の暮らしの闇を⾒つめよう
 まず、この 5 ⽉に相次いで上演・公開された２
つの作品をご紹介したいと思います。
 ⼀つは演劇集団 Ring-Bong が児童虐待をテーマ
として上演した『みえないランドセル』です。「『ス
テイホーム』と⾔われ、２歳の⼦どもを公園で遊
ばせることすら周りの⽬を気にしなければならな
い⽇々。同時に『外遊びが減った⼦どもの体⼒低
下が懸念される。』」とネットニュース。どうすりゃ
ええねん！と空に向かって叫んだ第⼀次緊急事態
宣⾔中の春でした」。『みえないランドセル』の作
者⼭⾕典⼦さんの⾔葉です。
 もう⼀つは、映画『明⽇の⾷卓』。登場⼈物は専
業主婦、働く⺟、シングルマザーと、それぞれに
⽴場も環境も異なりますが、共通していることは、
ただ良い⺟になりたいと願い、誠実につつましく
⽣きていることです。それなのに、⺟となったこ
とでまるで罰ゲームのような仕打ちを受けていく。
随所に顔を出す⺟性愛神話の亡霊に平和な⽇常が
崩されていく様は、⽬を背けたくなるほどに壮絶
な展開です。

写真提供：アートスタジオスズキ



= 10 =

特定非営利活動法人全国認定こども園協会　会報　第 39号　令和 3年 7月 1日　発行

私たちは⼦育て中の親の⽇々の暮らしの厳しさを
つとに認識していたはずです。そうであるからこ
そ⼦育て⽀援の充実を図ってきたはずです。しか
し、新型コロナウィルスの世界的感染が始まった
途端に、⼦育て中の親の⽣活への配慮も⼦育て⽀
援に傾けてきた努⼒も⼀瞬にして跡形なく消され
てしまったようで、正直、驚きを禁じえませんで
した。⼀⻫休校・登園⾃粛、テレワークと、⽮継
ぎ早に打ち出され、⼦どものことはすべて家に、親、
とりわけ⺟親に託して済まそうとする社会の⾵潮
を前にした⺟親の叫びを綴った⼭⾕さんの⾔葉は、
さらに次のように続きます。「⼈も社会も余裕をな
くしたとき、ひずみはやはり弱者へ向かうのでしょ
う」。『明⽇の⾷卓』に描かれている⺟⼦の苦悩も
また、それがエンターテインメントの世界の話で
はなく、あまりにも現実そのものである怖さに、
余計に⽬を背けたくなります。
現実を直視することから希望もまた
 ２つとも⼤変つらいストーリですが、共通して
いるのはラストシーンの温さと清々しさです。

『明⽇の⾷卓』では、⺟親と同じように傷つきなが
らも、⺟の苦しみも⺟を苦しめている闇の正体も
しっかりと⾒つめている⼦どもたちがいます。そ
の健気さに、ただただ胸打たれます。
 『みえないランドセル』では、“どの⺟親も無償
の愛を注げるとは限らない。でも⼦どもは、⺟親
に無償の愛をもっている” というセリフが印象的
でした。そうであればこそ、⼦どもを守らなければ、
⺟親を⽀えたい、と近所の⼈たちが動きだすので
す。
 この 2 つの作品は現実を⾒つめるつらさを描き
つつ、そこから⽬を反らしてはならないことを教
えられる思いです。現実を直視する中からこそ、
真の解決策が、そして、⽣きる希望が⾒出せる・・・。
昨年、認定こども園協会が実施された調査とその
後の社会の動きの変化が思い出されます。いち早
く全国調査の実施に取り組まれた協会の勇気と⾏
動⼒に敬服しましたが、それが瞬く間に世論を動
かしていったことにも嬉しい驚きがありました。
コロナ禍のもとで⼦育てをする⾃⾝の苦しさも不
安も悩みも偽ることなく回答した親たちの声が全
国に伝えられていき、それが⼈々がコロナ禍の親
⼦の暮らしに⽬を留めるきっかけとなったことは

間違いありません。プレス発表の場に詰め掛けて
くれた記者たちの多くが⼦育て中の⺟親記者だっ
たことも感慨深いものがありました。
ニューノーマル時代だからこそ、⼈は⼈と共に
 何があっても、⼈は⽣き直せるのだ。⽀え・⽀
えられて、しなやかに強かに⽣き直そう・・・。
コロナ禍で⼼が折れそうになる⽇々ですが、昨年
の認定こども園協会の調査を思い出し、そして、
今また前述の２つのエンターメントが贈られるこ
の社会は、まだ希望が持てる・・・、そんな思い
がこみ上げています。そして、⽬を地域に転じれば、
その思いはさらに確信に近いものとなっています。
私がかかわっている NPO 法⼈あい・ぽーとステー
ションの例ですが、昨年から、いち早くオンライ
ンひろばを⽴ち上げ、あるいはオンラインシンポ
ジウムを開催していますが、そこにはコロナ禍の
中で暮らす親と⼦のために何かしたいと⼼底突き
動かされるような思いで地域の⼈々が参集してく
れました。同じ動きは全国各地で起こっているこ
とでしょう。
 コロナ禍によってソーシャルディスタンスをと
る⽣活を余儀なくされていますが、そうであれば
こそ、改めて私たちは⼈と⼈との絆の⼤切さを痛
切に思うことができているのではないでしょうか。
フランス語の孤⽴（solitaire）は⼀字置き換える

（t ⇒ｄ）と連帯（solidaire）になるというアルベー
ル・カミュの⾔葉が実感をもって思い出されます。
地域の⼈々が世代や性別・職業やライフスタイル
等の違いを超えて親⼦と共に苦楽を分かちあう⼦
育て⽀援は、誰ひとりとして取り残されないとい
う SDG ｓの理念の体現に他なりません。そのため
に、まず現実を直視し、そこに横たわる問題を正
確に分析して解決に向けた⾏動をとることが今こ
そ求められています。それも⼀⼈でやるのではな
く、他の⼈々と共に⼿を携えて・・・。⼦育て⽀
援が新たな地域創りにつながる夢に向かって、改
めて動き出す時かと思います。
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『保育をめぐる動向と教育・保育施設設置者
並びに施設⻑が⼤切にしたいこと』

柏⼥ 霊峰 ⽒
淑徳⼤学総合福祉学部 教授

 筆者は現在、社会福祉法⼈理
事並びに株式会社社外取締役と
して、保育所等の経営に参画し
ている。昨年度はコロナ対策に
翻弄されたが、そのなかで新し
い体験や考察もさせていただ
いた。その⼀つが、福祉と教育の統合、いわば教
育福祉学確⽴の必要性である。そのことについて
は、別稿 で詳しく考察しているので、ぜひご⼀読
いただければと思う。
 そして、もう⼀つが教育・保育施設⻑、特に、
認定こども園という福祉と教育の両⽅を併せ持つ
教育・保育施設⻑の在り⽅についてである。本稿
では、その 2 点について論じたい。
１．教育・保育施設をめぐる動向
 筆者はいくつかの⾃治体の第２期⼦ども・⼦育
て⽀援事業計画等策定に携わり、就学前保育の量
の⾒込み並びに確保⽅策の検討を進めたが、その
なかで、就学前保育が明らかに⼀つの潮⽬を迎え
つつあることを実感することができた。つまり、
量の拡⼤傾向から縮⼩傾向に代わる潮⽬の変化で
ある。さらに、コロナ禍がその⽅向を加速してい
る。それらを踏まえ、今後の教育・保育施設の運営・
経営にあたって視野に収めておかねばならないこ
とをまとめると、以下の事項があげられる
(1) 待機児童は着実に減少するも、地域ごとに状況
が異なることに留意が必要。特に、郡部において
は保育サービスの縮⼩傾向が顕著に⾒られ、撤退
も始まりつつあること。
(2) 新型コロナウィルス感染症拡⼤により、少⼦化
が当初予想より 10 年程度前倒しになる可能性。⼀
部で 2020 年出⽣ 84.8 万⼈、2022 年は 78.4 万⼈
との予想も。
(3) 新型コロナウィルス感染防⽌のため、⼊所を控
える動きや育児休業延⻑の動きも。
(4) ⼀⽅で、⼥性の就業率は上昇傾向にあるが、新
安⼼⼦どもプランの推計値である 82％程度で頭打

ちも考えられること。
(5) 世界的に SDGs への取組がなされるなかで、
教育・保育施設でも⼦どもの貧困への対応や虐待
防⽌、⾷への対応など様々な分野での取組が求め
られる時代に⼊っていること。
(6) さらに、その経営に当たっては、社会福祉法
⼈を中核とする⾮営利連携法⼈である「社会福祉
連携推進法⼈」制度が創設され、地域の福祉サー
ビス事業者間の連携・協働のためのツールとして、
貸付、採⽤、設備・物品の共同購⼊等を可能にす
ること (2023 年 4 ⽉施⾏予定 )。
(7) こうしたなかで、⼦ども政策を⼀元的に担当す
る「こども庁」創設の動きがあること。
２．教育・保育施設設置者並びに施設⻑が⼤切に
すべきこと
 これらの動向を⾒据えると、教育・保育施設を
運営する法⼈の設置者並びに施設⻑の教育・保育
施設⻑には、これまで以上に事業経営・運営の⼒
量が求められてくることとなる。社会福祉法⼈や
学校法⼈も、ミッションとコンプライアンスとの
両⽴にこれまで以上に意を⽤いていかなければな
らない。筆者も法⼈理事⻑として、この数年、産
業医制度や衛⽣委員会規程、ハラスメント規程等
諸規程の整備と実⽤化、新⼈事制度 ( 等級制度、
評価制度、報酬制度 ) の確⽴と施⾏、法⼈事業中
⻑期計画の策定等を進めてきた。そのなかで、教育・
保育施設の設置者や施設⻑が⼤切にしなければな
らないことについて考え続けてきた。今回、それ
を思いつくままに列挙すると、以下のことがあげ
られる。
(1) ⾃らの法⼈・施設のミッション、羅針盤を職員
とともに再確認すること。そのうえで、指針を鏡
としつつ⾃園の保育論を確⽴させること。
(2) ⼈権への配慮、個⼈情報保護、守秘義務、苦情
解決等の法令遵守、保育内容の説明責任、
地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社
会とともに歩む社会的責任とは何かを考え、実践
し続けること。
(3) これまで以上に、保育の質の向上、職員の資質
向上 ･ 研修、⾃⼰研鑽に対する⽀援などを⾏うこ
と。
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(4) 法⼈のミッション等を踏まえた職業倫理、職場
倫理を確⽴させること。
(5) 法⼈設置者並びに施設⻑⾃らの専⾨性の向上の
ための研鑽に努めること。また、必要とされる専
⾨性は何かについて常に問い続ける姿勢を持つこ
と。
(6) 特に、施設運営 ･ 経営の専⾨性の強化が必要で
ある。
(7) 利⽤者、職員とよりよい関係を取り結ぶことの
できる⼈間性の開発や⼈権感覚を磨くこと。
(8) 昨今の保育をめぐる動向を踏まえ、選ばれる園
となるための戦略的思考ができること。
(9) 職員が⽣きがいをもって⻑く働き続けることの
できる職場環境を作ること。安⼼・安全の職場環
境により保育者の離職防⽌をすすめること。
(10) 社会のありよう並びにそれに基づく⼦ども家
庭福祉・保育制度の動向等について学びを進める
こと。
３．認定こども園設置者並びに施設⻑に特に求め
られること―福祉と教育の統合的視座
 以上、教育・保育施設設置者、施設⻑に求めら
れることについて述べたが、最後に、特に、認定
こども園設置者並びに施設⻑に特に求められるこ
とについて提⽰しておきたい。それは、「福祉と教
育の統合的視座」を持つことの重要性についてで
ある。
 コロナ禍が浮かび上がらせた⼦ども・⼦育て家
庭政策の最も⼤きな課題の⼀つは、就学前保育に
おける「福祉」と「教育」のありよう、原理の相
違といえる。幼保連携型認定こども園は児童福祉
施設かつ学校、第⼆種社会福祉事業の三枚看板を
背負っている。それは、福祉と教育の視座の両⽅
を持つことの重要性を意味している。福祉の視座
とは社会のライフラインとしての視点であり、100
⼈のうちの最も困っている家庭を最優先する姿勢
である。⼊所の応諾義務等もその⼀環である。こ
れらと教育の視座である感染拡⼤防⽌のための休
園措置や建学の理念に基づく適正な選考等との整
合性の確保が必要とされる。
 認定こども園は、福祉と教育の視座を併せ持つ
ことが最⼤のミッションとなる。いわば、「教育福

祉」の視点が必要とされるのでる。吉⽥ (2012:5-7)
は、「教育福祉(学)」というコンセプトについて、「困
難を抱えても、すべての⼈が尊厳をもって⽣きら
れるように⽀える福祉的⽀援と、⼀⼈ひとりが⾃
⼰を実現し、社会に貢献できる学びを⽀える教育
的⽀援。教育福祉 ( 学 ) という知的実践的な探求は、
その両⽅の視点をもって複眼的に⼈間⽀援に取り
組む新たなチャレンジ」と述べている。認定こど
も園から「教育福祉学」の発信を期待したい。

⽂献
柏⼥霊峰 (2019)『混迷する保育政策を解きほぐすー
量の拡充・質の確保・幼児教育の振興のゆくえ』
明⽯書店
柏⼥霊峰 (2020)「コロナ禍における就学前保育の

「児童の福祉の保障」「⼦どもの最善の利益」」『発
達 164』ミネルヴァ書房
吉⽥敦彦 (2012)「序章 教育福祉学への招待」⼭
野則⼦・吉⽥敦彦・⼭中京⼦・関川芳孝編 (2012)『教
育福祉学への招待』せせらぎ出版             
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「コロナ後の⼦育て⽀援は。⼤きな変化の中で」
宮島 ⾹澄 ⽒

⽇本テレビ放送網㈱ 報道局 解説委員

■コロナで急速に進む少⼦化
 今まで誰も経験したことがな
い新型コロナウイルスの感染が
広がって約１年半。認定こども
園をはじめ⼦供にかかわる多く
の⽅々のご苦労はいかばかりだ
ったかと思います。⼦供や職員の⽇々の感染防御
だけでなく、⾏政からの急な発信や変更などに対
応されてきた皆様に⼼から感謝します。
 新型コロナウイルスの感染拡⼤は、住まい⽅、
買い物や⾷事の仕⽅、働き⽅、、、社会⽣活のあら
ゆることを変えつつあります。その中で、⼼配の
ひとつが出⽣数の急激な減少です。コロナの影響
で結婚控えや出産控えが顕著になり、今年１年の
出⽣数は８０万⼈を割り込むことも予想されます。
２０１６年に１００万⼈を割り込んだことは衝撃
でしたが、それからわずか５年でもう８０万⼈を
割る勢い。コロナが収束したとしても若者の経済
状況などから、少⼦化はそのカーブを抑えるのに
必死な状況です。共働き拡⼤で膨らんできた保育
需要についても、厚労省は、保育所を利⽤する児
童のピークが２０２５年という試算を出しました。
こうした中で保育のニーズは多様化していて、認
定こども園への期待も多様になっています。
■コロナ後のニーズは、、
 昔話になりますが、認定こども園ができるずっ
と前、主に⾃治体による「保育」はかなり画⼀的
なものでした。「ケアを受けられない⼦供への措置」
であって「ニーズに応じる」という発想は乏しく、
認可保育所事業者の⼯夫を⾃治体が⽌めることま
でありました。２０数年前の例では、０歳児の保
育時間は午後５時まで、１歳児以降も延⻑保育の
枠は少なく、通勤時間がかかる都市部では残業は
おろかフルタイム勤務もできない状況でした。親
が時短・有休をしっかりとれる職場だったり、近
隣に親族などがいる家庭でなくてはこの条件には
合わず、「公務員による公務員のための公務員の保

育所」と揶揄する⾔葉もありました。条件に合わ
ない家庭の要求は「親のわがまま」とされ、さま
ざまなサービスはなかなか広がりませんでした。
この時代は職場の側の⼦育てへの理解も乏しかっ
たので、主に⺟親は保育所と職場の板挟みになり、
仕事をあきらめた⼈、２⼈⽬をあきらめた⼈、先
輩の話を聞いてそもそも出産をあきらめた⼈がた
くさんいました。⽇本の少⼦化は進み⼥性の「活躍」
は抑制されました。
 現在は、多様な家庭に対応する認定こども園を
中⼼に、状況は⼤きく変わっています。その今、
なぜこんな昔話を出すかと⾔いますと、当時も、
保育関係の⽅々は⼦供達のために真摯にお仕事を
されていて、不⼗分だとはそれほど認識されてい
なかったと思うからです。ただ、施設の条件に合
わせることが出来ずに枠の外にいる、例えば深夜
の保育を必要とする⼦供や、仕事と⼦供の⼆者択
⼀を迫られた⼥性の状況には、⼗分⽬がいってい
なかったと思います。保育や幼児教育の団体の中
には対⽴もありました。様々な要因が重なって、
今も少⼦化は進み、⽇本のジェンダー・ギャップ
指数は先進国で最下位クラス、国の将来の底⼒に
⼤きな不安があります。「こども全体」を考える視
点でできた「認定こども園」で⼦供と向き合って
いらっしゃる皆様には、これまでのよい保育を踏
襲するだけでなく、時代の変化や向かっている⽅
向をビビッドにつかみ、困難を抱える⼦育て家庭
や⼦供を持ちたい若者に何かをあきらめさせるこ
とがないように寄り添っていただきたいと期待し
ます。⼦供のニーズと親のニーズは⼀枚岩ではな
く、親のわがままと感じることもあるでしょうが、
親がゆとりをもって⼦供に接することができるこ
とは⼦供の幸せにつながると思います。
 コロナ後の社会で、新たに⽣まれるニーズは何
でしょうか。リモートでの就労が増え、保育園に

（毎⽇）⾏く⼦と⾏かない⼦、の区分けが緩やかに
なりそうです。職場で仕事を「時間」でなく「実績」
で評価するようになれば、保育ニーズも⼀部変わ
るかもしれません。⼦供の年齢によっては、⼦供
が⾃宅にいて⼀定時間リモートでケアしてもらえ
ればよいような働き⽅が考えられます。⼀⽅、
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地域で相談相⼿がいない⼦育て家庭への対応も重
要さを増しています。国籍や使う⾔語が違う親⼦、
⾥親に育てられている⼦供も増え、同性カップル
の⼦供が通ってくることもありそうです。病児保
育のニーズにも変化がみられ、⼀⼈っ⼦が増える
中では、年齢をまたいだ活動や学習⽀援、⾷育の
ケアなどのニーズも増えそうです。こうしたこと
は保護者の状況をしっかり理解できるかで対応が
変わってきますが、様々なニーズは、まだ⼗分に
把握されているとは⾔えません。それぞれの園が
その全てに対応するのはもちろん無理ですが、今
施設が提供していることや通っている家庭のニー
ズだけでなく、その外のニーズや時代の変化の先
端に⽬を向けていただきたいと思います。それは
少⼦化時代の経営の安定にもつながります。
■「こども庁」創設への動き
 もうひとつ気になることとして、「こども庁」創
設への動きがあります。菅総理⼤⾂も意欲を⾒せ
ているものの、⾏政をどうまとめるのか、新組織
が具体的に何をやるのかは執筆している今（６⽉
中旬）はまだはっきりしていません。⾏政組織が
分かれていることによる教育保育の課題のほか、
⼦供の貧困や虐待、⼦供の権利、政策への次世代
の声の反映など、⼿薄だった分野にも⼒点がおか
れそうです。「こども庁」への期待は⽴場によって
様々ですが、ともあれ、⼈⼝⽐率が縮⼩する⼦供
向けの政策を強化する期待があります。
 そして、政策の実⾏には財源と⼈員配置が必要
で、これはまさに、全体にとってプラスになると
国⺠に思えなければ配分は来ません。保育団体や
幼稚園団体が対⽴していた頃のように、⾃分の庭
先の⼦供達のことだけを⾒ているようではそこに
貴重な財源を配分する国⺠の総意にはならないわ
けです。
 コロナ、⼈⼝減少、こども庁、とさまざまな変
化がおこる中でも、次の世代の育成が国の⼟台で
あることは間違いありません。積極的な発信や対
応でこの機会をプラスにしていただけるよう、皆
様のご活躍を期待します。

アドバイザリーボード
（令和３年度〜令和４年度）

当協会のアドバイザリーボードは更新年を迎え令
和 3 年度より新たな先⽣⽅にもご就任いただき、
スタートを切りました。今期のアドバイザリーボー
ドの先⽣⽅をご紹介いたします。

御⽒名 御所属等
 【研究者】

秋⽥ 喜代美  学習院⼤学 ⽂学部 教授

⼤⽅ 美⾹  ⼤阪総合保育⼤学 学⻑

⼤⽇向 雅美  恵泉⼥学園⼤学 学⻑

⼤⾖⽣⽥ 啓友  ⽟川⼤学 教育学部 教授

柏⼥ 霊峰  淑徳⼤学 総合福祉学部 教授

北野 幸⼦  神⼾⼤学⼤学院
 ⼈間発達環境学研究科 准教授

駒村 康平  慶應義塾⼤学 経済学部 教授

汐⾒ 稔幸  家族保育デザイン研究所 代表理事

宮本 太郎  中央⼤学 法学部 教授

無藤  隆  ⽩梅学園⼤学 名誉教授

⼭縣 ⽂治  関⻄⼤学 ⼈間健康学部 教授

 【有識者】

池本 美⾹  ㈱⽇本総合研究所調査部
 上席主任研究員

榊原 智⼦  ㈱読売新聞東京本社
 教育ネットワーク事務局 専⾨委員

宮島 ⾹澄  ⽇本テレビ放送網 ( 株 )
 報道局経済部 解説委員

吉⽥ 正幸  ㈱保育システム研究所 代表
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 連載企画Ⅱ
認定こども園における感染症対策

第 1 回 基本的な考え⽅

今年度は全 4 回にわたり、「認定こども園における感
染症対策」と題し宮⼊烈先⽣にご執筆いただきます。

宮⼊ 烈（みやいり いさお）
浜松医科⼤学⼩児科 教授

新型コロナウイルス感染症が
発⽣してから約 1 年半がたちま
した。皆様もかつてないほどに
感染対策に気をつかってきたこ
とと思います。今回は、感染対
策の基本となる考えについてま
とめてみました。

感染症にいたるにはいくつかのステップがあり
ます。これを理解して、各ステップを 2 重・3 重
にブロックすることでかなりの感染症を予防する
ことが出来ます（図）。最初のステップは⽔際対策
です。こども園では保護者の⽅に協⼒を仰いで感
染症の持ち込みを防ぐように努めるわけですが、
100％防ぐことは現実的ではありません。通常は
感染症が蔓延しないレベルに抑えることが⽬標に
なり、「学校保健安全法」で定められている出席停
⽌期間もそのような考えで作られています。ただ、
感染症の重症度によっても濃淡があり、インフル
エンザのように明確に「発症後 5 ⽇間が経過し、
かつ、解熱後 3 ⽇（学童は 2 ⽇）が経過するまで」
と定められているものもあれば、医師の判断に委
ねられる感染症もあります。⼿⾜⼝病や⼀般的な
⾵邪は、原則として熱がなく症状が落ち着いてい
れば登園は可能です。新型コロナウイルスの場合
は徹底した対策が要求されますが、症状で区別す
ることは難しく同居家族に新型コロナウイルスを

疑う⼈がいるかどうかが⾒極めのポイントになり
ます。実際に⼦どもの感染者の多くは親からうつ
ることが知られています。

次に微⽣物にさらされても感染しないように、
感染経路を遮断します。新型コロナウイルスやイ
ンフルエンザなどの呼吸器感染症は⾶沫や分泌物
を介して感染するので、マスクをつけ、⼿を洗う
事が⼤事です。⼦どももマスクはしたほうが良い
のですが、2 歳以下の⼦どもや運動をしていると
きの着⽤はかえって危険なので避けなければいけ
ません。ノロウイルスなどの胃腸炎は主に汚れた
⼿を介してうつるので⼿洗いが重要ですが、アル
コールでは死なないので流⽔と⽯けんで洗い流し
ましょう。トイレなどは次亜塩素酸による消毒が
必要になります。
感染症予防に最も有効な⼿段は予防接種です。実
は⿇疹（はしか）などは、本来新型コロナウイル
スよりも怖い病気ですが、これにおびえる事なく
⽣活を送れているのは、ほとんどの⼈が予防接種
などを通して免疫を獲得し流⾏しにくい状況に
なっているからです。新型コロナワクチンについ
ては、現時点ではこども園に通う年齢の⼦どもた
ちは接種対象になっていません。周囲の⼤⼈が、
積極的にワクチンをうけることが⾃分たちだけで
はなく⼦ども達を守る事につながります。ご協⼒
の程お願いします。

微生物にさらされる 微生物が体につく

一過性のこともある

感染

微生物が体で増える

感染症

微生物が増えて
症状が出る

感染が成立
するまで

水際対策

（症状のある方や接触者は休む）

ソーシャルディスタンス

手洗いで洗い流す

マスクで飛沫を防ぐ

洗浄・消毒

ワクチンで免疫獲得

現時点では 歳以上

治療

（限られている）

曝露を防ぐ 体に入るのを防ぐ 病気を防ぐ 早く治す
新型コロナウイルス
対策の基本

（図）

＜プロフィール＞
埼玉県出身、慶應義塾大学医学部卒。医学博士。
国立成育医療研究センター感染症科診療部長を経て
現在、浜松医科大学小児科　教授。

日本小児科学会専門医、日本感染症学会専門医
米国小児科学会専門医、米国小児感染症学会専門医

◇メッセージ
日本で足掛け 14 年、アメリカで 11 年、小児科と感染症
の専門診療を行ってきました。子どもたちの安全と園での
生活について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
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連載コラム
職員のメンタルヘルス

AIG 株式会社

 度重なる緊急事態宣⾔の発出と延⻑、まん延防
⽌等重点措置の適⽤地域の拡⼤、感染⼒が⾼く重
症化しやすい変異ウイルスによる感染症の発症増
加など、昨年からの⻑引くコロナ禍で、外出⾃粛
や⽣活様式の変化により、ストレスを抱える⼈が
少なくありません。昨年 9 ⽉に厚⽣労働省が 15 歳
以上の約 10,000 ⼈を対象に実施した「新型コロナ
ウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調
査」によると、半数以上の⼈が「神経過敏に感じた」

「そわそわ、落ち着かなく感じた」「気分が落ち込
んで、何が起こっても気が晴れないように感じた」
などの不安を感じたと回答しています。認定こど
も園で働く職員の⽅々は、「⾃分や家族が新型コロ
ナウイルスに感染してしまうかもしれない」とい
う感染リスクのほか、「園児やその保護者に感染さ
せてしまうかもしれない」「同僚が⾃分の濃厚接触
者となり、休園になってしまうかもしれない」な
どの不安を抱えています。先にご紹介した厚⽣労
働省の調査では、「新型コロナウイルス感染症の感
染拡⼤に伴い、困ったことやストレスに感じたこ
と」という設問に対して、認定こども園が該当す
る「教育・学習⽀援業」「医療 ･ 福祉」に従事する
⽅の回答において、全産業の平均よりも「⾃分や
家族が感染するかもしれないこと」や「⾃分や家
族が感染したら、⼈から批判や差別、いやがらせ
を受けるかもしれないこと」と回答した割合が⾼
くなっています。
 実際に、保育園の保育⼠の⽅ですが、業務中に
新型コロナウイルス感染症に感染したとして、労

働災害と認定されています。また、複数の同僚の
先⽣や園児の感染も確認され、クラスターが発⽣
しています。このような情報を⽿にすると、不安
はさらに⾼まるでしょう。
 また、毎⽇の検温、保育室やお遊戯室の換気、
教室やトイレ等の施設や遊具の複数回の消毒、園
児への⼿洗いや⼿指の消毒など、徹底した感染症
予防対策が⽇々の業務に加わり、職員の⽅々は体
⼒的にも負担が増加しています。そして、コロナ
禍以前よりもより丁寧に園児を観察し、こころと
からだの変化に気づけるよう、気配り、⼼配りを
しながら⽇々の保育 ･ 教育にあたっています。ス
トレスフルな状況で過ごしていらっしゃいますの
で、園児の安全のためにも、園として職員のメン
タルヘルスに⼗分配慮することが重要です。

各園で職員のメンタルヘルス対策は⾏ってい
らっしゃると思いますが、⼗分ではないと感じて
いる場合には、この機会に各園にあったメンタル
ヘルス対策の導⼊や⾒直しをしてみてはいかがで
しょうか。

資料 : 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査データ集」P.17 表 11-1 をもとに作成

事例７）保育⼠
Ｇ保育⼠は、保育園で保育業務に従事していたところ、
発熱等の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を⾏ったとこ
ろ、新型コロナウイルス感染陽性と判定された。
労働基準監督署における調査の結果、Ｇ保育⼠以外にも、
同時期に同僚労働者や複数の園児の感染が確認され、ク
ラスターが発⽣したと認められた。

以上の経過から、Ｇ保育⼠は新型コロナウイルスに感
染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在
していたことが明らかであると判断されたことから、⽀
給決定された。

出典 : 厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係
る労災認定事例」

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000716752.pdf）
より抜粋 ･ 引⽤
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地区・⽀部からのお知らせ
＜地区＞
■北海道地区
①北海道地区地域活性化研修会について
⽇時：2021 年 10 ⽉ 16 ⽇（⼟）
開催場所：未定（新型コロナウイルスの状況次第）
⽅法：未定（新型コロナウイルスの状況次第）
※ 2020 年度の地域活性化研修会は中⽌としたが、
今年度は何らかの⽅法で実施したい。
内容・講師：ともに未定
②各種勉強会について
 会員園様向けに zoom を利⽤したオンライン勉
強会や情報交換会を年に数回無料で開催予定
＜⽀部＞
■埼⽟県⽀部
埼⽟県保育⼠等キャリアアップ研修
⽇程：全 2 ⽇間 9：00 〜 18：00（15 時間）
7 ⽉ 20 ⽇（⽕）〜 21 ⽇（⽔）⾷育・アレルギー対応
8 ⽉ 2 ⽇（⽉）〜 18 ⽇（⽔）保護者⽀援・⼦育て⽀援
8 ⽉ 6 ⽇（⾦）〜  7 ⽇（⼟）幼児教育
11 ⽉ 10 ⽇（⽔）〜 17 ⽇（⽔）マネジメント
11 ⽉ 13 ⽇（⼟）〜 27 ⽇（⼟）乳児保育
2022 年
1 ⽉ 6 ⽇（⽊）〜 7 ⽇（⾦）保健衛⽣・安全対策
研修⽅法：オンライン研修（Zoom 使⽤）
定  員：埼⽟県内 90 名、県外 10 名 
申  込：6 ⽉ 1 ⽇（⽕）10 時〜（先着順）
※お申し込み後、「仮申込確認メール」が届きます
ので、「本申込⽤ URL」にアクセスしてください。
その後オンラインにて受講料のお⽀払いをお願い
いたします。
受講料 ：埼⽟県内 受講者…無料
       県外 受講者…2 万円
◇キャリアアップ研修会について
・埼⽟県内・県外ともに、申し込みはお早めに！
・当研修の履修が、処遇改善加算Ⅱ受給のために必
須となること
・県外からの受講者に対して県外受講者も、研修履
修後は修了証が発⾏され資格要件として認められ
るが、念のため、所管の⾃治体に要確認してくだ
さい。
・県外受講者は、お申し込み→受講料の納⼊⼿続き
→ 受講料の⼊⾦確認後に「受講確定」となります。

（１週間以内）
【問合せ先】
全国認定こども園協会埼⽟県⽀部
https://peraichi.com/landing_pages/view/ninkyo-saitama
※問い合わせはホームページよりお願いいたしま
す。メールにてご返信いたします。

事務局からのお知らせ
 トップセミナー 2021 ⽤に作成した『令和 3 年
度⾏政説明』を会員限定で配信をしています。詳
細は当協会ウェブサイトの『会員専⽤ページ』よ
りご確認ください。

は当協会ウ ブサイトの『会員専⽤ 』
ご確認ください。

ご案内

 全国認定こども園研修研究機構のステップアッ
プ研修が戻ってきました。コロナ禍で昨年度は開
催を⾒送りましたが、今年度はオンラインでの開
催となります。集合しての対⾯型の研修のよさも
ありますが、あくまでも研修は受講者のものです。
これまでも充実した内容のため２⽇間で情報があ
ふれてしまう部分もありました。そこで、今年度
は都合のよいときに何度でも⾒られるオンデマン
ドの動画視聴を中⼼とした講義の構成にしました。
コロナ禍の状況に左右されず、質の⾼い研修が受
けられるようにしました。⽇本有数の講師陣がこ
れだけ揃った上で、幅広い内容の研修はなかなか
ありません。受講の対象は設置者園⻑はもとより、
主幹、副主幹、リーダー、ミドルリーダーといっ
た幅広く受講いただけるものです。地域によって
扱いが違う部分もありますが、積み上げ式のキャ
リアアップ研修ともなるように各ステップアップ
研修を受講し終えた⽅には、動画視聴後レポート
を提出して頂き、その上で修了証を発⾏致します。
 まだステップアップ研修を受講しておられない
⽅はもちろん、これまでうまく都合のつかなかっ
た⽅は、ぜひこの機会にステップアップ研修で、
保育の質の向上を⼀緒に考えましょう。
◆ 受講・申込期間（申込期限は終了⽇の 1 週間前まで）
ステップⅠ：
令和 3（2021）年 08 ⽉ 02 ⽇（⽉）〜 09 ⽉ 30 ⽇（⽊）まで
ステップⅡ：
令和 3（2021）年 10 ⽉ 01 ⽇（⾦）〜 12 ⽉ 28 ⽇（⽕）まで
ステップⅢ：
令和 4（2022）年 01 ⽉ 10 ⽇（⽉）〜 02 ⽉ 28 ⽇（⽉）まで
◆ 受講対象者
・認定こども園を運営している園⻑・副園⻑ ( 教頭 )
・認定こども園に移⾏しようとしている園⻑・副園
⻑ ( 教頭 )
・これから園⻑・副園⻑（教頭）になろうとする主
幹及び副主幹保育教諭（主任及び副主任保育⼠、
   主幹及び副主幹幼稚園教諭等を含む）
・ステップⅡは前年度までにステップⅠを修了して
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いる⽅が受講対象者となります。
・ステップⅢは前年度までにステップⅡを修了して
いる⽅が受講対象者となります。
◆ 受講料（Ⅰ . Ⅱ . Ⅲ毎）
会 員：20,000 円 ／ ⼀ 般：30,000 円
※ お⼀⼈ずつのお申込み、修了者には修了書を発⾏
※ 全国認定こども園協会の会員様は団体会員のた
め会員料⾦でご受講いただけます。
◆受講⽅法（Ⅰ . Ⅱ . Ⅲ共通）
１．当協会ウェブサイトのフォームより申込を⾏う。
２．事務局より確認メール（⽀払通知書）が届く
３．受講料を⽀払う
４．⼊⾦確認後、受講⽤ URL を送信する。
５．各期間内にすべての動画の視聴を⾏い、各講
座毎の受講レポートを提出する。
  1）期間内は何度でも視聴可能。
  2）レポート提出期限は各講座終了後 1 週間後
まで。（Ⅰ：10/7、Ⅱ：1/4、Ⅲ：3/7）
６．受講期間終了後、課題の確認を⾏い、認めら
れた⽅には以下をメール（ＰＤＦ）にて送信。
１）ステップアップ研修会の修了証
２）キャリアアップ研修会の受講証明書
※受講レポートの提出⽅法については別途ご案内
いたします。

◆講師⼀覧

ステップアップ研修会Ⅰ

講座 1
マネジメント① 園の円滑な運営
吉⽥ 正幸 ⽒（㈱保育システム研究所代表）

90 分

講座 2
幼保連携型認定こども園教育・保育要領概要
⾺場 耕⼀郎 ⽒（内閣府⼦ども⼦育て本部・⼦育て⽀援担当上席政策調査員）

90 分

講座 3
乳児保育（０〜２歳）
井桁 容⼦ ⽒（乳幼児教育研究家・⾮営利団体「コドモノミカタ」代表理事）

90 分

講座 4
幼児教育（満３歳〜５歳）/ ２〜３歳の接続
宮⾥ 暁美 ⽒（お茶の⽔⼥⼦⼤学・アカデミック・プロダクション特任教授）

90 分

講座 5
在園児在園家庭への⼦育て⽀援
⼩崎 恭弘 ⽒（⼤阪教育⼤学 教育学部 教授）

90 分

講座 6
【法令遵守】応諾義務や措置 / 苦情解決の仕組み
柏⼥ 霊峰 ⽒（淑徳⼤学 総合福祉学部 教授）

90 分

講座 7
保育実践１
中村 章啓 ⽒（野中こども園）／⽊村 創 ⽒（向⼭こども園 ）

90 分

講座 8
マネジメント②「質の向上の実践」ワークショップ
輿⽔ 基 ⽒（阿久根めぐみこども園）

90 分

ステップアップⅡ

講座 1
０号児や地域との関わりを含めた⼦育て⽀援
松⽥ 妙⼦ ⽒（NPO 法⼈せたがや⼦育てネット代表理事）

90 分

講座 2
特別⽀援・障がい児保育
久保⼭ 茂樹 ⽒（国⽴特別⽀援教育総合研究所センター⻑）

90 分

講座 3
マネジメント③ カリキュラムマネジメント
⽮藤 誠治郎 ⽒（和洋⼥⼦⼤学こども発達学科教授）

90 分

講座 4
⼩学校との接続・連携
吉永 安⾥ ⽒（國學院⼤學⼈間開発学部 ⼦ども⽀援学科准教授）

90 分

講座 5
【安全管理】リスクマネジメント
猪熊 弘⼦ ⽒（名寄市⽴⼤学特命教授 、⼦ども安全計画研究所 代表理事）

90 分

講座 6
保育実践 2
落合陽⼦⽒（かほる保育園）／中村海⽒（とうみょうこども園）

90 分

講座 7
マネジメント④⼈材育成 / 働きやすい環境作り
鈴⽊ 健史 ⽒（⽴正短期⼤学 現代コミュニケーション学科 専任講師）

90 分

講座 8
マネジメント⑤リーダーシップ / 組織マネジメント
野澤 祥⼦ ⽒（東京⼤学院教育学研究科 附属発達保育実践政策学センター 准教授）

90 分

ステップアップⅢ

講座 1
幼保連携型認定こども園教育・保育要領Ⅲ
汐⾒ 稔幸 ⽒（東京⼤学名誉教授、家族・保育デザイン研究所代表理事）

120分

講座 2
マネジメント⑥ 教育保育の質を⾼めるマネジメント
北野 幸⼦ ⽒（神⼾⼤学⼤学院⼈間発達環境学研究科 准教授）

90分

講座 3
質の⾼い教育・保育 ESD/SDGs を進めていくために
永⽥ 佳之 ⽒（聖⼼⼥⼦⼤学 現代教養学部 教授）

90分

講座 4
保育の振り返りと質の向上
那須 信樹 ⽒（中村学園⼤学 教育学部 教授）

90分

講座 5
幼児期の教育・保育の質を深める⾃⼰評価・学校評価・第三者評価
淀川 裕美 ⽒（東京⼤学院教育学研究科 附属発達保育実践政策学センター 特任准教授）

90分

講座 6
全ての⼦どもの最善の利益の観点からの養育⽀援・福祉論
伊藤 嘉余⼦ ⽒（⼤阪府⽴⼤学 地域保健学域 教育福祉学類教授）

90分

講座 7
マネジメント⑦組織マネジメント
輿⽔ 基 ⽒（阿久根めぐみこども園）

120分

１．この研修会では、マネジメント分野：3時間を含む合計 12時間
　　分を受講することができます。
２．講座１から 8までの講座となり、1講座ずつの受講はできません。

１．この研修会では、マネジメント分野：3時間を含む合計 12時間
　　分を受講することができます。
２．講座１から 8までの講座となり、1講座ずつの受講はできません。
３．前年度までにステップアップⅠを修了していることが受講条件と
　　なります。

１．この研修会では、マネジメント分野：3.5 時間を含む合計 11.5
　　時間を受講することができます。
２．講座１から7までの講座となり、1講座ずつの受講はできません。
３．前年度までにステップアップⅡを修了していることが受講条件
　　となります。
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■令和３年度第１回 児童⽣徒の⾃殺予防に関する
調査研究協⼒者会議（２０２１年４⽉３０⽇）
■若者雇⽤促進法に基づく「事業主等指針」を改
正しました（２０２１年４⽉３０⽇）
・別添１ 若者雇⽤促進法に基づく「事業主等指針」
の改正概要
・別添３   改正後の「事業主等指針」（全⽂）
■ヤングケアラーの⽀援に向けた福祉・介護・医療・
教育の連携プロジェクトチーム とりまとめ報告

（２０２１年５⽉１７⽇）
■第４回ヤングケアラーの⽀援に向けた福祉・介
護・医療・教育の連携プロジェクトチーム

（２０２１年５⽉１７⽇）
・資料１ とりまとめ報告 概要（案）
・資料２ とりまとめ報告（案）
■第１回 プレコンセプションケア等に係る有識者
ヒアリング（２０２１年５⽉２０⽇）
■第１１回 ⼦どもの権利擁護に関するワーキング
チーム（２０２１年５⽉２１⽇）
■第２８回社会保障審議会児童部会社会的養育専
⾨委員会（２０２１年５⽉２５⽇）
■第１回 地域における保育所・保育⼠等の在り⽅
に関する検討会（２０２１年５⽉２６⽇）
・資料３ 保育を取り巻く状況
■⼦どもの権利擁護に関するワーキングチーム 
とりまとめ（２０２１年５⽉２７⽇）
・資料１−１ ⼦どもとその保護者、家庭をとりま
く環境に関する論点・資料１−２ ⼦どもとその保
護者、家庭をとりまく環境に関する資料
・資料２ 地域の⼦育て家庭に対する⽀援の事例
■第２回 プレコンセプションケア等に係る有識者
ヒアリング（２０２１年５⽉２７⽇）
・資料１プレコンセプションケアに関する体制整備
について
■第４９回社会保障審議会児童部会（２０２１年６
⽉９⽇）
・資料１ 社会保障審議会児童部会専⾨委員会等の
議論の状況及び今後の予定について
・資料７ 児童扶養⼿当と障害年⾦の併給調整の⾒
直しについて
・参考資料１ 地域の⼦育て家庭に対する⽀援の事例

以上

国の動向（⼦ども・⼦育て関連）
（令和 3 年 2 ⽉ 19 ⽇〜 6 ⽉ 9 ⽇）

■第７回 ⼦どもの権利擁護に関するワーキング
チーム（２０２１年２⽉１９⽇）
■第 7 回 児童相談所における⼀時保護の⼿続き等
の在り⽅に関する検討会（２０２１年２⽉２２⽇）
■児童相談所における⼀時保護の⼿続等の在り⽅
に関する検討会とりまとめ（案）
■令和元年度⺟⼦家庭の⺟及び⽗⼦家庭の⽗の⾃
⽴⽀援施策の実施状況（２０２１年３⽉３⽇）
■第３８回労働政策審議会雇⽤環境・均等分科会

（２０２１年３⽉４⽇）
■第８回 ⼦どもの権利擁護に関するワーキング
チーム（２０２１年３⽉８⽇）
■令和３年度⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事
業にかかる公募について（⼀次公募）（２０２１年
３⽉１６⽇）
■第５回 NIPT 等の出⽣前検査に関する専⾨委員
会（２０２１年３⽉１７⽇）
■第１６回 社会保障審議会児童部会 遊びのプログ
ラム等に関する専⾨委員会（２０２１年３⽉１７⽇）
■児童相談所における⼀時保護の⼿続き等の在り
⽅に関する検討会とりまとめ（２０２１年４⽉２２⽇）
■第 1 回コミュニティ・スクールの在り⽅等に関
する検討会議（２０２１年４⽉２２⽇）
・資料 5 コミュニティ・スクールに関する参考資
料
■第３回ヤングケアラーの⽀援に向けた福祉・介
護・医療・教育の連携プロジェクトチーム（２０２１
年４⽉２３⽇）
■第２７回 社会保障審議会児童部会社会的養育専
⾨委員会（２０２１年４⽉２３⽇）
・資料１ 平成 28 年改正（児童福祉）法からの動向
■令和３年第５回経済財政諮問会議（２０２１年
４⽉２６⽇）
・資料１−１少⼦化対策・⼦育て⽀援の加速
・資料１−２少⼦化対策・⼦育て⽀援の加速
■「ひとり親⾃⽴促進パッケージ」の策定
〜ひとり親の⾃⽴に向けた安定就労や住まいの確
保を⽀援します〜（２０２１年４⽉２６⽇）
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 保育専⾨誌「遊育」が先ごろ⾏った調査による
と、全国の認定こども園数は今年４⽉１⽇現在で
約 8570 か所に上ったことが分かりました。これ
は、前年に⽐べて 550 か所あまりの増加となって
います。とはいえ、2015 年度に⼦ども・⼦育て⽀
援新制度が始まって以来、最も少ない増加数であ
り、認定こども園の数はこのまま鈍化していくの
か、それとも来年以降再び増加の勢いを取り戻す
のか、その⾏⽅を判断するのが難しいところです。
 認定⼦ども園制度は 2006 年 10 ⽉から始まりま
したが、財政⾯や⼿続き等の⾯で⼗分に整備され
ていなかったこともあって、制度創設後５年経っ
ても 1000 か所に届きませんでした。それに対して、
新制度が施⾏されて以降、制度が改善・整備され
たため、2015 年以降は急速に増え始め、同年から
2019 年までは毎年 1000 か所以上増え続けていき
ました。
 ところが、2019 年の翌年である 2020 年は 8016
か所と、前年に⽐べて 808 か所の増加にとどまり、
新制度に移⾏して初めて増加数が 1000 か所を下回
りました。そして、今年は 550 か所あまりの増加
にとどまり、さらに増加にブレーキがかかる結果
となりました。
 認定こども園の伸びがさらに鈍化していくのか
どうか、今後の推移を占うには少なくとも３つの
⼤きな要素を⾒ておく必要があります。⼀つは、
今後の乳幼児⼈⼝の状況です。もう⼀つは、都道
府県や市区町村といった地⽅⾃治体の考えや対応
です。そして、もう⼀つは、私⽴幼稚園の動向です。
 乳幼児⼈⼝については、今後さらに少⼦化が加
速し、⼦ども⼈⼝の減少が⾒込まれます。その⼀
⽅で、⼥性の労働⼒率はまだ上がるとみられるも
のの、これまでのような勢いで増加していくとは
考えられず、少⼦化の影響のほうがより⼤きくな
ると考えられます。その帰結として、多くの⾃治
体で待機児童がいなくなり、むしろ定員割れを⽣
じる園が増えるのではないかと予想されます。
 そうなれば、幼稚園が認定こども園になって保
育所機能を持ち、待機児童の解消に貢献する必要
は乏しくなります。保育所が認定こども園になっ
て幼稚園機能を持つ必要はなおさらないというこ
とになります。このことは、２つめの要素である
地⽅⾃治体の考えや対応にも⼤きく影響します。
 地⽅⾃治体にとっては、少なくとも１号⼦ども、
２号⼦ども、３号⼦どもの保育需要に対して、供

給過剰となる地域が増えるわけですから、幼稚園
が２号・３号の機能を持つ必要はありませんし、
ましてやすでに多くの地域で定員割れが進んでい
る１号⼦どもを受け⼊れる機能を保育所が持つ必
要性はまったくないということになります。
 もしあり得るとすれば、公⽴幼稚園や公⽴保育
所などの統廃合が進むという形で保育の供給が減
る場合だけ、新たな供給確保として既存の幼稚園
や保育所から認定こども園への移⾏が可能になる
のではないでしょうか。
 認定こども園については、需給調整の特例があっ
て、地域の保育需要に対して供給のほうが多い場
合でも、他の施設と違って当⾯は認定こども園の
認可・認定を基本的に認めるという⽅針が⽰され
ています。しかし、現実には、少⼦化の進⾏によっ
て保育の需要が落ち込んでいけば、供給を増やさ
ない、つまり認定こども園への移⾏を抑制する⽅
向に転じる⾃治体が増えると考えられます。
 こうしたことに加えて、私⽴幼稚園からの移⾏
が減少することが想定されます。内閣府の調査に
よると、2021 年度までに新制度に移⾏していない
私⽴幼稚園の６割強が「状況により判断する」と
して、移⾏するかどうか決めかねているほか、３
割弱が将来的にも移⾏しないと回答しています。
このことから、私⽴幼稚園が認定こども園に移⾏
するケースはかなり減っていくのではないかと考
えられます。
 いずれにしても、これらの要素が絡み合いなが
ら、認定こども園の数は今後、急速に頭打ちになっ
ていく可能性が⾼いのではないでしょうか。

風 見 鶏
『 認定こども園はもう増えないのか？』
㈱保育システム研究所　代表　吉田　正幸 氏

≪編集後記≫
　新型コロナウイルス感染が拡大して約 1年半が経過
しましたが、長引くコロナ禍に辟易しておられることと
思います。
　そのような状況のため「対面」と「オンライン」両用
で開催されました第 12回通常総会の様子を要約して取
り上げてあります。
　続いて行われました「トップセミナー 2021」の基調
講演「コロナ禍と人口減社会の先にある認定こども園の
姿」と鼎談「人口減社会と保育政策の行方～問われる認
定こども園の存在意義～」は、人口減少社会を軸にして、
コロナで若い人たちが結婚、出産を控えたため、10 年
早まったと言われます。人口減少社会にどのように対応
すればよいのか示唆に富んだ内容となっています。
　また、アドバイザーリーボードの 4名の先生方にご
執筆を賜り感謝申し上げます。ご寄稿文にはこのコロナ
禍での保護者や子どもの状況の変化や急速に進む少子化
への危惧、「こども庁」への期待が語られています。ま
た、「福祉と教育の統合的視座」は鼎談の「地域づくり
メニューに幼老ケア」と一致するご指摘で、認定こども
園の将来像を示しているようです。　

（編集委員N）


