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検討会が各団体、有識者からヒヤリングを実施。全国認定こども園協会としても提言。

　民主党マニフェストの内容、「社会全体で子育てする国」「安心
して子育てと教育が出来る政策」の実現に向けて、政府は、次世
代育成支援のしくみ構築の検討を開始し、昨年 12 月８日に「明
日の安心と成長のための緊急経済対策」が、続いて 12 月 30 日
には「新成長戦略」が、今年１月 29 日には、「子ども・子育てビ
ジョン」が次々と閣議決定されました。それらの内容として、新
たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度構築の必要性
や、幼保一体化を含めた制度・規制の改革を求めることが示され、
数値目標も設定されています。
　これら一連の閣議決定を受けて、「子ども・子育て新システム

特定非営利活動法人

「幼保一体化」検討進む
　「子ども・子育てビジョン」から「子ども子育て新システム検討会」へ

「子ども・子育て新システムの方向性（案）」

の概要
　４月 27 日第１回「子ども・子育て新システム検討会」におい
て公表された資料には、いわゆる基本的方向（案）の他に、これ
までの検討の経緯、各団体・有識者ヒヤリングの概要などが貼付
されています。（上記ホームページ参照）
　

子ども・子育て新システムの基本的方向（案）

　【目的】子ども・子育て新システムでは、以下のような社会
　　　　　を実現
　・すべての子どもへの良質な生育環境の保障、子どもを大切
　　にする社会づくり
　・出産・子育て・就労の希望実現
　・仕事と家庭の両立支援
　・雇用の創出、女性の就業促進で活力ある社会づくり

　【方針】以下の方針のもとに、制度を構築
　・子ども・子育てを社会全体で支援
　・利用者本位 ( 子どもと子育て家庭 )
　・地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサー
　　ビスの実現
　・政府の推進体制の一元化

　【新システムが具体的にすすめるもの】
　　　　以下のような新システムを実現
　・政府の推進体制・財源の一元化
　・社会全体 ( 国・地方・事業主・個人 ) による費用負担
　・基礎自治体 ( 市町村 ) の重視
　・幼稚園・保育所の一体化
　・多様な保育サービスの提供
　・ワーク・ライフ・バランスの実現

　　　　　  新システムにより実現されるものとして、

　　　　　　以下のようにイメージされまています。

　○ 幼保一体化による幼児教育・保育の一体的提供

　　・ すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障す
　　　るため、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合
　　　し、小学校学習指導要領との整合性・一貫性を確保
　　　した新たな指針 ( こども指針 ( 仮称 )) を創設
　　・ 幼稚園・保育所の垣根を取り払い ( 保育に欠ける要
　　　件の撤廃等 )、新たな指針に基づき、幼児教育と保
　　　育をともに提供するこども園 ( 仮称 ) に一体化
　　・ 新システムの下で幼児教育・保育を一体化した「幼
　　　保一体給付 ( 仮称 )」を創設

　○ 仕事と生活の両立支援と子どものための多様なサービ

　　スの提供

　　・ 妊娠～育児休業～保育～放課後対策の切れ目のないサー
　　　ビスを保障
　　　→ 育児休業の給付と保育を一元的に制度から保障し、
　　　　育児休業明けの円滑な保育サービス利用を保障
　　　→ 多様な働き方、ニーズに応じ、多様なサービスを
　　　　独立した給付類型として創設 ( ※ )
　　　→ 「小一の壁」に対応し、保育サービス利用者が就学後
　　　　の放課後対策に円滑に移行できるよう、放課後対策の
　　　　抜本的拡充、小四以降も放課後対策が必要な子どもに、
　　　　サービスを提供
　　※ 多様な給付メニュー : 家庭的保育、小規模サービス、
　　　短時間利用者向けサービス、早朝・夜間等保育サービス、
　　　事業所内保育サービスなど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　○ 待機児童の解消 ( 集中的整備や多様な提供主体の参入等 )

　　・ 保育所を始めとして、多様な給付メニューを集中的に整
　　　備 ( 子ども・子育てビジョンの目標達成 )
　　・ 非正規労働者、自営業者、求職者にも両立支援としての

検討会」が組織され、３月からの事業グループにおいて、各団体・
有識者からのヒヤリングが実施され、４月後半から検討会本体に
おける検討が進められているところです。4月 27日には「子ども・
子育て新システムの基本的方向」が公表され、６月初めの各団体
からの再度のヒヤリングを経て最終のとりまとめがなされ、発表
される予定です。夏以降には、具体的な法整備などの作業を進め、
来年の通常国会に新システム運用に必要な法案が提出されること
となっています。以下、新システムの方向の概要と協会としての
対応をご紹介します。（内閣府ホームページ参照　http://www8.
cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/index.html）
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　　　給付を確実に保障し、利用者が選択できる給付を保障
　　　→ 親の就労状況に応じた公的保育サービスの保障
　　　→ 市町村の関与の下、利用者と事業者の公的保育契約
　　　→ 一定の利用者負担の下、利用者に対し、必要な費用
　　　　を保障
　　　→ 必要な給付の保障責務や利用者の支援など、市町村
　　　　の責務の明確化
　　・ イコールフッティングによる多様な事業者の参入促進

5 つの視点からの制度改革

【子ども子育てを社会全体で支援する一元的な制度の構築】

・ 事業ごとに制度設計や財源構成が様々に分かれて

　いる子ども・子育て支援対策を、新しい制度 ( シ

　ステム ) の下に再編成。

　→ これにより、制度・財源・給付の一元化を実

　　現し、社会全体で子ども・子育てを支える体

　　制を実現

--------------------------------------------------------------------------

○ 利用者本位のサービスの包括的・一元的提供

　・ 現金給付・現物給付の市町村の裁量による一

　　体的提供

　・ 幼保一体化の実現 ( 幼保一体給付 ( 仮称 ) の創

　　設 )

　・ 基礎給付と両立支援・幼児教育給付の 2 階建

　　ての給付設計により、　親の就労状況に応じた

　　多様な給付を保障

　基礎給付 ( 仮称 ): 子ども手当、一時預かりや地域

子育て支援等、すべての子どもの育ちを支援する

給付 (1 階 )

　両立支援・幼児教育給付 (仮称 ):幼保一体給付 (仮

称 ) や育児休業給付等、仕事と子育ての両立支援と、

幼児教育を保障する給付 (2 階 )

○ 基礎自治体による自由な給付設計

　・ 子ども子育て支援に関する権限と財源は原則

　　市町村 ( 基礎自治体 ) へ

　・ 新システムの下で、現金給付・現物給付の組

　　合せ(配分)や給付メニューの設定(選択)など、

　　市町村が自由度を持って地域の実情に応じた

　　給付を設計できることを保障

○ 子ども・子育て基金 ( 仮称 )/ 特別会計の創設に

　よる負担金・補助金　の包括的な交付

　・ 市町村が自由度を持って必要な給付を行うこ

　　とができるよう、新システムに関するすべて

　　の子ども子育て関連の国庫補助負担金、労使

　　拠出等からなる財源を子ども・子育て基金 ( 仮

　　称 )/ 特別会計に一本化し、そこから市町村に

　　対し包括的に交付

　　→ 地方の財源とあわせて、市町村が地域の実

　　　情に応じ、主体的に決定できる給付を実施

○ 社会全体 ( 国・地方・事業主・個人 ) による費用

負担・ 社会全体で　支えるという理念に基づき、国・

地方・事業主・個人がそれぞれ費　用を負担

○ 新システム実施体制の一元化

　・ 子ども家庭省 ( 仮称 ) の創設■ 23 年通常

　国会に法案を提出、25 年度の施行を目指す

　　　→ 給付類型ごとに客観的基準を設定し、当該基準を満
　　　　たせば多様な事業主体の参入を可能とする
　　　　指定制度の導入
　　　→ 施設整備費 ( 初期投資費用 ) の在り方、運営費の使途範
　　　　囲、配当、会計基準についての一定のルール化
　　・ 施設型保育だけでなく、地域における NPO 等による家庭
　　　的保育、小規模サービス等の取組支援の拡充

　※ 恒久財源を確保しながら 25 年度の本

　　格施行に向けて段階的に実施

　※ 成長戦略策定会議等との連携

　※ 地域主権戦略会議や国と地方の協議の

　　場等を通じ、地方の意見を反映



が認定こども園になることによって、保育所利用の子どもを受け入れる

ことが可能となり、より良い保育環境で待機児童の解消に資することが

できます。

　　○子育て支援と教育・保育の総合化・一体化

　教育・保育の一体化だけでなく、子育て支援も含めた総合的・一体的

な機能を発揮することにより、家庭や地域社会という子ども環境全体に

アプローチすることができ、幅広く子どもの発達や生活の保障を行うこ

とができます。

　（認定こども園の抱える課題）

　様々な工夫と努力によって、こうした成果を上げつつある一方で、よ

り一体的な運営を目指す上で限界があり、認定こども園として固有の課

題にも直面しています。それは、認定こども園が既存の幼稚園制度、保

育所制度をベースに制度設計されているため、両制度の違いが認定こど

も園にも反映されていることによるものです。

　これに関しては、例えば次のような課題が挙げられます。（参考資料

３を参照）

○幼稚園と保育所の会計基準の違いによる運営上の困難

○学校法人と社会福祉法人の違いによる借り入れや福利厚生面での問題

○財政措置（補助体系）の違いによる経営上の困難

○都道府県・市町村の行政所管の違いによる困難

○幼稚園と保育所の最低基準の違いによる設置・運営上の困難

○また、長い歴史の中で幼稚園、保育所がそれぞれ培ってきた伝統や保

　育文化の違いも、認定こども園のスムーズな運営を難しくしている側

　面があります。

○幼稚園、保育所の職員の意志の違い

○幼稚園、保育所の保護者の意識の違い。さらに、総合的な機能を持つ

　がゆえの課題も生じています。

○幼稚園、保育所を総合化した研修の不十分さ

○必須の機能である子育て支援に対する財政支援の不備

　（改善すべき課題と解決方策）

　こうしたことから、幼保一体化を含めて総合的な機能を発揮するため

には、次のような課題を解決する必要があります。

○会計基準の違い　→　基準の総合化、統一化

○設置主体の違い　→　学校法人・社会福祉法人の取り扱いの特　　　

　　　　　　　　　　　例化

○財政措置の違い　→　機能に着目した財政措置

○行政所管の違い　→　地方自治体における総合行政化の推進

○最低基準の違い　→　総合機能を発揮できる新たな基準の設定

○総合的機能の壁　→　幼保を超えた総合研修の体系化、子育て　　　

　　　　　　　　　　　支援機能への財政措置

　（幼保一体化についての提言）

　幼保一体化を考える際には、単に幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ

だけではなく、子育て支援機能を含む総合的な機能を持たせることが必

要不可欠です。特に、子どもの貧困や幼児教育の成果（投資効果）、イ

ンクルージョンの重視、地域の活性化といった視点から、いわば「ユニ

バーサル・サービス」「ワンストップ・サービス」が提供できる仕組み

とすることが重要です。

　現行の認定こども園制度には、ベースとなる施設の組み合わせや違い

によって、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型という４つの

類型がありますが、こうした類型の違いを超えて、「すべての子どもの

最善の利益」を実現できる総合的な機能を持った仕組みを、認定こども

園の様々な工夫や努力、試行錯誤の歩みも参考にしながら、検討してい

ただければ幸いです。

新たな次世代育成支援のための

　包括的・一元的なシステムについて（意見）

特定非営利活動法人　全国認定こども園協会

　全国認定こども園協会では、「すべての子どもの最善の利益」を第一

義に考え、教育・保育と子育て支援を総合的に担う認定こども園の充実、

振興、普及を目指して、様々な研修や調査研究、関係機関との連携など

の活動を行っています。（参考資料１を参照）

　このたび、子ども・子育て新システム検討会のヒアリングに際して、

以下のような見解を申し述べたいと思います。

　（認定こども園の実践と成果）

　認定こども園は、幼稚園機能と保育所機能と子育て支援機能を総合的

に提供する仕組みとして制度設計されました。この総合的な機能を持つ

という特性を活かして、一般の幼稚園や保育所では対応しきれない状況

にも取り組み、一定の成果を上げつつあります。

　これに関しては、例えば次のような成果が見られます。（参考資料２）

　　○保護者の就労状況の違いへの対応

　幼稚園い子どもを通わせている保護者（専業主婦）が働くようになっ

た場合、これまでなら保育所に転園しなければなりませんでしたが、認

定こども園であれば保育時間が短時間から長時間になるだけで、これま

でと同じ園に通い、慣れ親しんだ友だちとも一緒に過ごすことができま

す。逆に、保育所に子どもを預けている保護者（働いている母親）が、

仕事を失って専業主婦になった場合も同様に、園を変わることなく保育

環境を継続できます。

　また、保護者の就労の有無や形態によって左右されることなく、基本

的に同じ園環境から小学校に進学することができ、小学校との連携・接

続をスムーズに図ることができます。

　　○子どもの多様な関わりへの対応

　少子化によって兄弟姉妹関係も乏しくなっている中で、認定こども園

では幼稚園（短時間）利用の子どもも３歳未満の園児と一緒に関わるこ

とができ、擬似的な兄弟姉妹関係を豊かに築くことができます。

　　○子ども人口の多寡への対応

　人口減少地域では、幼稚園も保育所も園児数が減り、十分な子ども集

団が形成されないケースが生まれています。こうした地域では、幼稚園

と保育所を一体化することによって、一定の子ども集団を形成でき、集

団保育の成果を上げることができます。

　一方、待機児童を抱える都市部では、定員の比較的余裕のある幼稚園
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　一連の動きの中で、各地域活性化研修会の実施と平行して、全国認定こど

も園協会としても対応を検討し、提言をまとめてきました。会報第６号でお

知らせしました通り、12 月４日には、後日閣議決定された「子ども・子育て

ビジョン」策定のために、内閣府において福島大臣で意見を述べる機会を与

えられました。その後も、新たな制度設計に向けてアドバイザリーボードの

先生方との「勉強会」の実施（１月８日）や、会員各位との研修、情報共有

と意見交換のためのトップセミナー神戸大会の開催（２月 27-28 日、報告記

事参照）など、急ピッチで進む次世代育成支援構築に対応するための活動を

行ってきました。

　特に、「子ども・子育て新システム検討会」における団体ヒヤリングの準

備に多くの時間と労力を傾けてきました。検討会ヒヤリング以降も、検討会

事務局を担当しておられる内閣府、泉政務官に直接お会いして、新システム

の内容と、その実現に向けての課題などを提示してきました。現在も、民主

党の委員会等に招請され、新しいマニフェスト作りの参考として意見を伝え

ているところです。以下に、ヒヤリングの差異に提出した文書とイメージを

掲載します。（３～４ページ）
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子ども・子育て新システム検討会に提言した資料（修正版）

民主党の政策への提言に使用した資料



りが指摘されているが、非常に意義のある制度であり、実際に現場での

取り組みも進んでいる中から解決策が出されていくことへの期待を述べ

た。また、閣僚レベルでの検討会が立ち上がり、各担当の方でも動き始

めていることを紹介し、両立支援の観点もあるが、子どもの育ちの確保

の観点を大事にして、幼保、小学校、中学校という連続した学びの確保、

質の高い幼児教育の確保という理想を掲げながら、いかに現実を改善し

ていくか、限られた時間の中で、最大限の成果が出るようがんばってい

きたいと抱負を述べた。

＜講　演＞

　　　　「認定こども園の現状と今後の課題」

　　　　　　　　　　　　　　　山縣 文治 氏 ( 大阪市立大学教授 )

　はじめに、20 年来、一体

化を願ってやってきた思いを

紹介した上で、理念から考え

て行くことと、実態から考え

ることがあると前置きして本

題に入った。（以下、要点の

み報告）

1. 就学前施策が歩んできた道

　制度の要件を満たすという

　視点から、５つの類型に分けて見ることが出来る。

類型 1 開所時間、開所日数、職員配置、設置面積基準、最低定員など

類型 2 上乗せ型 = 延長保育、病児保育、預かり保育など

類型 3 横出し型 = 家庭に対して何かをする。地域支援、一時預かり、          

　　　園庭開放、保育相談、学童保育など

類型 4 グループ、地域支援に特化したもの

類型 5 基本が維持できなくなった場合に他の事業を乗せてくる。障害    

　　　児、高齢者など。ほとんどが市町村が実施主体

　認定こども園に期待されているのは、類型 3,4,5 ではないか。

2. 私立保育園連盟と共同で進めている調査から、

    重点課題 1 位 保育料未納問題　　優先課題 1 位 待機児童対策

　一方で、事業者の意識 第 1 位 保育の質向上

   1) 幼稚園の状況  

   　公立幼稚園は 30 年間で半減。私立幼稚園も限界。

　　幼稚園の新たな対策は、2 歳からの受け入れ。

   2) 保育所の状況

　待機児童は減ったが、まだ延びている。社会全体の保育所志向が進む。

　全国で 47000 人増加、年 5000 人。施設数は、5 年で 400 園増。

　保育所でも利用数が減少しはじめている。

　私立保育園は、1990 年前後、一時減少があるが、その他は増加。

　公立保育園、公立幼稚園、私立幼稚園は、1980 年代以降、減少。

　保育園数と同様、私立保育園の増加が 1995 年以降、急増しているが、

　公立育園と幼稚園は、30 年前をピークに減り続けている。

　中長期的には、過疎地の就学前の保育教育保障が大きな課題だ。

　同時に認可外保育施設の問題は、不適切な環境。

　都市の角度、地方の角度、経営者、利用者、市町村行政などの視点か

　ら考える必要がある。

  3) 認定こども園

　公立は、幼保連携型と保育所型が多い。民間は、幼保連携型と幼稚　

　園型が多い子どもの視点で言うと、幼保連携型で様々な意味でしっか

　り支えられていることが望まれる。

　２月２７～２８日、平成２１年度第２回トップセミナーが、神戸ポー

トピアホテルを会場に開催された。全国に広がる認定こども園から

３００人に迫る参加者を得て、特に急浮上してきた幼保一体化をめぐ

る動きが「すべての子どもの最善の利益」を実現することに繋がるこ

とを願って学びを深めた。

　＜開会式＞

　　開会式には、公務多忙な中、井戸敏三兵庫県知事、 松本剛明衆議院

議員、濱谷浩樹文部科学省初等中等教育局幼児教育課長が出席してく

ださり、ご挨拶をいただいた。

　井戸 敏三 兵庫県知事は、女性

が社会進出できる社会を作る時代、

こどもの育成を社会全体で責任を

持とうという認定こども園は充実

させたいという願いと共に、様々

な課題を乗り越えて、基本をすえ

てがんばっていただきたいと激励

の言葉を述べながら兵庫県の施策を紹介。子どもを育てる家庭の負担

軽減として、第三子の保育については、6000 円を超える場合は 3000

円を補助。育児休業のために代替職員を雇用した場合は、100 万円を

補助。一時退職して元の会社に復帰した場合は 50 万円補助するなど。

また、「働き方の工夫」について、「兵庫仕事と生活センター」を設置し、

子育てに優しい環境をどう作るかを考えていることも紹介。少子化は、

ヨーロッパ各国が実績を示しているように、人為的に、政策的に乗り

越えられるとし、セミナーを通して、さらなる充実を目指していただ

きたいと期待を述べた。。

　続いて、松本 剛明 衆議院議員は、目指すべきはるかかなたの理想に

向かうことと共に、具体的な近い目標に向かうことも必要であり、現

実にはたくさんの課題にスピード

アップして国民の要請を自覚して、

道筋をつけていきたいと語った。

幼保の問題も今年前半で見通しを

つけ、後半には法制化に進みたい

と、今後の報告性を紹介した。

　また、基本的な姿勢として、子

育て・子どもの支援をするのは、最大の課題として取り組んでいる。

今年は、マニュフェストにうたったことを一つずつ実現していくこと

を求めたいと抱負を語り、一般論として、地域に近いところで責任を

負っていただくのが望ましいことから、権限と財源をどう渡していく

かが問題になることにふれ、これからは、子どもたちのことに限らず、

地域のトップがきちんと考えてくれていれば、子どもたちのこともしっ

かりできていくことを信じて、地域主権を確立していきたい旨を語っ

た。

 　最後に、濱谷 浩樹 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長が挨拶に

立ち、これまで、制度面の改善、

運用面の改善を進めてきたが、

昨年 3 月の報告後、1 年を待た

ずに、認定こども園のあり方、

並びに幼保のあり方をまとめて、

さらに、来年までに幼保一体化を

進めることが閣議決定されている

ことに触れ、これまで、問題ばか
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全国認定こども園協会　トップセミナー 神 戸 大 会 報告
日時：平成２２年２月 27 日 ( 土 ) ～ 28 日 ( 日 )　　会場：神戸ポートピアホテル



－　6　－

 4) 子育て支援ニーズ

　保育所は、子育て支援・・・につとめなければならない。

　保育士は、子育て支援・・・向上に努めなければならない。

　幼稚園は、子育て支援・・・組織にのみ努力義務

　認定こども園は、子育て支援・・・義務として理解。

　　　　　　　　　　　　　　　　　そこにお金がついていないのは ?

　地域支援が必要な家庭が増えている状況は市町村担当者はよく  知っ

ている。・子育て不安、虐待が増加。 ・ 特別支援の必要な子どもが増加

　　　　・ 家族援助の必要な家庭が増加

　　　　　               保育所   幼稚園   それ以外     　計

    　　就学前全体    　32%    　25%    　 43%    　100%

    　　3 歳未満    　　21%     　 0% 　　 79%   　 100%

                             　　　　　　 ↑子育て支援の必要性

  ※ 妊婦から ( マイナス 1 歳から ) の子育て支援が必要。

  ※ 強いものが残るのではなく、必要なものが残ることが必要。

 < 支援を考える二つの軸 > 「楽しい」と「つらい」

        　　　　　           子育ては楽しい

　　          普通の子育て      　　　　    いきいき子育て

　子育てはつらい                 　　　　　　          子育てはつらくない

        　　 しんどい子育て    　　　      淡々とした子育て

                 　　　　　  子育ては楽しくない

  5) 社会状況

3. 今後を考えるポイント

  1)　制度環境　2) 社会環境　 3)　経営者としての意識

 ・ 幼児教育の実施機関としての幼稚園、認定こども園、保育所の評価。 

 ・ 法人の存続にこだわるか否か。

   社会福祉法人は、保育事業を停止しても残る道があるが、学校法人は

　他の事業は困難。学校法人の存続を意識しつつどうするか ?

4. 認定こども園制度を充実させるための課題

 1) 実践上の課題

　 ・ 二元要素の融和    幼児教育の呪縛からの解放

    　　　　　　　　　子どもの育ちと家族支援という視点からの再構成

　・ 年齢による分断に関する姿勢の明確化

　　　　　    3 歳の壁  0~2 歳の保育園機能でいいのか ? 大きな課題。

　 ・職員の仲間意識の醸成     共通の専門性の自覚  

　　　　　　　　　　　　　  固定化しない配属   配置、処遇など・・

　・ 子育て支援・地域支援の強化

 2) 制度上の課題

　・最低定員  過疎地では機能しない 60 人定員

　・ 義務事業である子育て支援の位置づけの明確化。

　・複雑化している基準の簡略化。

 3) 政策上の課題

　・ 都市と過疎のニーズの、量的、質的違いに配慮した政策提示。

     　過疎地では、「保育に欠ける」基準が機能していない。

　・ 幼稚園とりわけ私立幼稚園の展望の明示

　・ 事実上の三元化をどこまで維持するのかの明示

    　　　　　　　　　→　一元化志向のステップの明示

＜シンポジウム＞

「政権交代と認定こども園の行方」

　　　　　　　　　　　コーディネーター

　　　　　　　　　　　　　保育システム研究所代表　吉田 正幸 氏

　　　　　　　　　　　シンポジスト

　　　　　　　　　　　　　文部科学省 初等中等教育局

　　　　　　　　　　　　　　　　幼児教育課長 　　　濱谷 浩樹 氏

　　　　　　　　　　　　　白梅学園大学教授 　　　　無藤 　隆 氏

　　　　　　　　　　　　　慶應義塾大学教授 　　　　駒村 康平 氏

　　　　　　　　　　　　　当協会理事 　　　　　　　岡村 　宣 氏

　今回のシンポジウムには、幼児教育課のの濱谷課長の他、認定こども

園制度のすべての検討会のメンバーを務めた無藤教授、厚生労働省の少

子化対策特別委員会のメンバーとして様々提言しておられる駒村教授に

おいでいただき、吉田氏のコーディネートによって、新システムをめぐっ

ての意見を交わしていただいた。以下、発言のポイントを紹介したい。

＜吉田＞

　政権交代から、幼保一体化を含めた一元的・包括的な新しいシステム

構築が速いスピードで進められる。広い意味の保育制度について少し近

未来の手がかりや、理想が語れるような方向になればと思う。

＜濱谷＞

　基礎的なことから紹介。認定こども園制度は、幼保両方の機能を一体

的に提供することに加えて、子育て支援を実施する。国が標準を定め、

都道府県ごとに条例で認定基準を定めるという形で、地方分権的な考え

方も入っている。

　社会経済の背景として、①親が就労しているいないに関わらず、施設

を利用できる、親が働いている働いていないということで施設を移るこ

とがないので一貫した計画的な教育保育を提供できる。②子どもの発達

や学びのための適切な集団を確保する。③経営の効率化。④待機児童対

策。⑤地域における子育て支援。特に地域におけるネットワークの核、

センターとしての機能。

　認定こども園の類型は４つ。都道府県の認定状況はかなりばらつきが

ある。数が増えてない背景として、構造的な財政支援がないこと、２重

行政で手続きが煩雑という面。運用面での改善が順次なされてきている。

　認定こども園は、総合的な機能の提供というところがベースになって

いる。特に、養護・教育の一体の中で保育指針と幼稚園教育要領の整合

性が図られた。

　最後に、認定こども園の機能として、保育を保障することが 1 つ。も

う 1 つが、発達と学びの連続性ということ。幼児期から大学までの体系

的な教育、学びの連続性を確保するということ。

＜無藤＞

　認定こども園について、将来的には幼保一元化ということが視野に

あったことは確か。認定こども園は葛藤的な制度。ただそこで次が開け

るということが大事。では認定こども園として目指すのは何か。もちろ

ん一番大きなことは幼保一体的なやり方をつくること。今年になって幼

保一体化ということが非常に差し迫った政治課題になっているが、私は、

認定こども園制度をやっていてよかったと思う。突然幼保一体化を制度

でやる話が湧いたときに、現場の混乱はすごいことになる。

　社会の様々な目からは、幼保が別々であるということはまず理解でき

ないと思う。大雑把に同じようなものだろうという感覚。それはある意

味で健全な常識。大事なポイントがは、地域というキーワード。少なく

とも認定こども園のようなものが地域ごとにあって、そこにいくとなん

らかの対応が出来る。そうしていけば子育てというのがもうちょっと安

心してできるし、幼児教育という意味でも、どの子どもについてもしっ

かりとした幼児教育を施すことが可能になるだろうということではない

か。もう 1 つは、この保育制度をできるだけ柔軟なものにしていくとい
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う発想がある。特に女性、母親の働き方の多様化が背景にある。父親の

育児参加も含め、柔軟な保育のあり方をもっと求めてていくことがある

だろう。

　しかしもう一つ考えるべきことが、幼児教育の充実という問題。特に

国際的な動向を踏まえて言えば、この十年間非常に強いものになってき

ている。要するに幼稚園、保育園と分断している保育というのは非常に

不便で、幼保一体性というものが問われてきていると思う。

＜岡村＞

　この幼稚園、保育園の事業に携わり始めた 20 年前、まず感じたこと

は、保育園と幼稚園が園庭を挟んで向き合っている、その状況に不自然

さ、同じ国の就学前の子どもたちが違う制度の中に置かれているという

ことの不自然さを感じた。様々な試行錯誤を超えて認定こども園にたど

り着いた。社会福祉法人に設置者を変更した幼稚園と保育園の一体園舎

も大変な苦労があった。やってみて、子どもたちは 1 つの制度でいいん

だと思わされる。いま 3 年目を終えようとしている時に、やっと自分た

ちでこの園を作るんだと、園内研修等いろんな取組みを進めて一体感が

でてきたことを感じている。そんな歩みは、吉田さんが書かれた、「次

世代の保育の形」という本の中でケーススタディとして紹介されている。

＜駒村＞

　なぜいまこういう大きな改革の議論が出ているのか、キーワードは、

女性の就労率向上を踏まえた潜在需要の増加への対応。私は社会保障シ

ステムの現場をみている立場で、これをやらないとどういうことがおき

るのか、なぜいまこの時期にこれをやる必要があるのかということをさ

かのぼって話したい。

　（資料から）既婚女性と未婚女性の労働力率の動向、昭和 60 年と平成

9 年と平成 19 年と 3 時点を見てわかるように、女性の有配偶者の就業

率はほとんど上がっていないということ。要するに 20 年近く両立支援

政策は日本は大幅に遅れているということ。

　例えば諸外国との比較で、女性の高等教育機関への進学率と出生率の

関係がある。多くの国では 80 年代後半から 90 年に高等教育機関への

進学率が上がっている国は女性の就業率が上がって、同時に出生率の上

昇ということがみられていく。仕事と教育とそして出生率の上昇という

のが全部相関関係が強くなっている。つまり、どっちか一つ選べではな

くて、両立できるような社会がヨーロッパの中で広がっていく。ただし、

日本はそれに失敗しているという評価になっている。ではこのまま出生

率が 1.3 という状態でどうなるのか、特に年金の問題は大きなもの。

　また、労働力率の将来推計から見ると、女性の就業率を 15~20 まで

上げながら、出生率は下げないというその 2 つが同時に達成できたとす

るならば、日本の年金や社会保障制度は持続可能というのが非常に小さ

い字で書かれている。ということは、そうならなければおしまいという

ことになる。非常に危機的な状況がある。厚労省の顧問として、合計特

殊出生率 1.3 で将来安定する社会保障制度を作れと言われても、もうで

きないに近い状態となる。徹底的に資源の投入をいまやらなければなら

ない、ということを申し上げている。もう一つ肝心なことは、現物と現

金が両輪で回転していくような仕組みにしないといけない。今回の子ど

も手当は、子育て世帯の経済支援という意味では有効で、先進国 OECD

の子どもに対する現金給付が GDP に占める割合と子どもの貧困率の相

関関係で見ると、ちゃんと子どもに子育て世帯に現金補助をもらってい

る国は子どもの貧困率が下がってくるという関係がある。

　経済学の基本中の基本だが、政策目的が複数あれば、政策手段は複数

必要だ。1 つの政策で出生率を回復し、子どもの貧困も回復し、さらに

経済回復もやれるという政策は本来ない。政策目標が 3 つあるならば、

3 つの手段が必要だ。12 月に緊急経済対策として A,B,C という非常に重

要なキーワードが出てくることとなった。教育保育の総合的提供、保育

一体化というキーワードが出てくる。実は人によって解釈が違う。施設

の話をしているのか制度の話をしているのか、財源の話をしているのか、

まだまだこれから議論が出てくる。その議論をどこにあてていくのかと

いうのが肝心なところ。子ども・子育て新システム検討会議についてと

いうスケジュールのところを注目すると、6 月を目処にこの議論を進め

ていく。この一方で、実は子ども手当てをめぐってその財源の負担をめ

ぐって地方と国の間で非常に深刻な対立が生まれていく。その検討の場

は、2 ヶ所あって、地域主権戦略会議と内閣府におかれる検討の場、ま

さにこのシステム検討会のことだと思う。確実にお金が子どもに使われ

ているような仕組みにしなければいけない。この後、まさに政権交代と

認定こども園の行方という、こういうフレームの中で議論が進んでくる

ということを最初にお話させていただいた。

＜吉田＞

　今大きな少子化対策をどうしてもやらなければならない、1 つの方向

はやっぱり子どもの健やかな育ち、親育てという、いわゆる子ども家族

政策。同時に、人口減少社会が少子高齢社会ということで、労働政策の

側面もどうしてもはずせない。子ども家族政策のところで見ると、すべ

ての子どもの最善の利益というのが一つ大きな理念だ。各家庭や地域社

会という子ども環境がかなり変容して、子どもの貧困ということもかな

り問題になってきている。そう考えると、幼児教育の質が問われる。欧

米のデータですが、質の高い幼児教育が提供されればその子どもは貧困

を抜け出すことが可能だということがある。同時に、家庭、地域社会と

いう議論には子ども環境そのものの改善を同時にやらないといけない。

子育て支援は幼稚園はもちろん、保育所においてもまだ十分ではない、

　一方で、将来の労働力人口がどうしても足りなくなる、つまり日本そ

のものが沈みかねない。また、今後見込まれる潜在ニーズに対しては、

今の仕組みではこたえきれないということが明らか。今の認定こども園

は必ずしも十分ではない。認定こども園制度の見直しということで、そ

の方向性や可能性、課題や期待を聴きたい。

＜濱谷＞

　現物給付、現金給付の役割分担をどうするかという視点がある。いわ

ば家庭の代替的な提供と、教育面を中心にした提供の役割分担をどうす

るかという面。できれば全体として社会的な支援を大きくことを目指し

て、その中で、現金、現物、現物の中での役割分担をしていく、そんな

流れかと思う。一方で積み上げの視点から言うと、潜在ニーズ、需給の

ギャップに対して、公的な管理された市場の中で需給ギャップを埋めて

いくというところで、入りたい人が足りないところにちゃんと質の確保

された保育サービスが提供されるということが 1 点。

　今回の保育に欠ける要件の見直しの中で審議会のビジョンが出ている

が、これまでの保育所における保育の概念を少し新しい概念に切り替え

ようというような議論が出ている。その中で幼児教育的な機能をどうす

るのか、幼保一体化の原点がある。機能面での整理をどうするのかとい

うところが制度面なのか財源なのか運用面なのかというところはこれか

ら見ていくことになる。そういう意味では、認定こども園制度がいま現

場として幼児教育、保育を一体的に提供するということで、方法も含め

てそこを 0~5 歳までの教育と保育の提供の仕方を実際に現場でいろんな

モデルでやられていることとなる。

　議論の順番としては、実は上から落ちてくるのではなくて、積み上げ

になっていって、そういう面で整理していって最後に全体の現金給付も

含めての、財源を含めての調整をどうするかというのが、6 月までに基

本的な方向となるというようなイメージです。

＜無藤＞

　おそらく幼保の一元化というのはすぐにこないとは思うが、一体化と

いうものが段階的に進んでいくというふうに

思う。段階的というのはまず補助金あたりか

ら始まって、実際に認定こども園という形に

もっていくのか。幼保を重ねるようにしてい

くということだと思う。そうなると各地域に
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おいて幼保の実践的な一体化をなるべく早く進めていく必要がある。認

定こども園にしたところがなかなかうまくいかない。先生同士がとうま

く一緒にやってくれないし、保育が混乱してるしどうしたらいいかとい

う相談を受ける。混乱することは事実だと思う。しかしだから一体化な

り認定こども園を先送りするのは話が逆。つまり、いずれ一体化がくる

わけだから、出来る限り早く実践的にはどうするのかを取り組むべき。

ついでに申し上げておきたいのは、幼稚園教諭と保育士の養成課程を統

合しなければいけないと思う。幼保両方取れる養成課程ではなく、一体

的な一つの資格を養成すること。そのために残された時間はおそらくあ

まりない。中身、実質を豊かなものにして広げる、それだけのことは準

備したいと願う。

＜岡村＞

　地方分権、子ども手当の財源問題ということが影を落としている。地

方分権主義で、すべてのことを地方でということが前提になっていない

だろうかと思わされる。今までの保育制度改革の議論がぶっ飛んでしま

うことがないように願う。子ども手当の財源問題から一般財源化も含め

て幼保一体化のことが進むような気配があるが、これはとても危険なも

の。子ども子育てビジョンのためのヒアリングで認定こども園協会とし

て伝えたことの一つに、幼保一体化は歓迎するということがあった。幼

稚園もなくなってもいい。保育園もなくなってもいい。ということは、

幼稚園制度、保育園制度をもとに作られている認定こども園もなくなる

ということなるだろうと話をした。そこにどんな「子どもと家庭、地域

のための施設」ができるのかが問題。幼稚園が残ること、保育園が残る

こと、認定こども園制度が残ることを目的でやっているのではなくて、

子どもと家庭と地域のためのどんな制度、施設ができるのかということ

を問題にしていると述べた。一般財源化して市町村が責任をもつという

ときに、ほんとに責任が持てるのかということもある。地方の小さな自

治体は厳しい中で果たしてこの幼保一体化のことを地方分権というよう

なことと財源のことも地方で、なんてことで受けられるか、危機感を持っ

て見ているところ。

＜駒村＞

　就学前教育というのは非常に重要になってきている。いろいろな面白

い研究が最近出ていて、特に不利な環境におかれている子どもたちに対

する有効な育成時間の確保というのは極めて有効な政策である。これは

再分配政策上も経済成長の戦略上も極めて有効であるという研究がアメ

リカなどでも出ている。経済学なので、子どもに投資するとは何事かと

言われるかもしれないが、非常に効果は高い。つまり成長戦略としても

就学前教育は非常に重要である。まさに、無理して成長戦略なんて言わ

なくても、10 年、20 年後の日本を作るためには子どもたちに良好な育

成環境を、全国、地方部においてもそれを確保すると、そのことは実際

には再分配政策としても非常に有効になってくるということだ。包括的、

一元的な制度をつくっていくためには、おそらく 5 つの方程式を解かな

くてはいかないだろう。

　1 つは現物と現金と雇用を組み込んだ包括的、一元的なシステム。保

育所や保育サービスをいくら充実させても企業が協力的でなければ間に

合わなくなる。2 つ目は、認定と契約システム、指定法人というのに特

徴があるシステム。さらに 3 つめは、潜在的には 85 万、ビジョンでは

当面 25 万と言われている待機児童受け入れ拡大を目指していくこと。

 4 番目としては、市町村、地域の役割をどうするのか。 5 番目として、

安定財源ということで、ビジョンを達成するためにも 1 兆 ~2 兆円の財

源の確保が必要。

　 この 1 番から 5 番目の連立方程式を解

く鍵として、認定こども園ではここまで

経験してきたさまざまな試練、体験をど

う活かせていけるのか、というところが

次の議論になってくる。

＜吉田＞

　いま民主党は幼保一体化と一元化を厳密に区別はしていない。どんな

バリエーションがあるのだろうと考えたときに、1 つは幼稚園教育要領

と保育所保育指針を統合する、あるいは幼稚園教員免許と保育士資格を

統合するとかなり現実的な一元化の 1つかもしれない。あるいは幼保に

またがった共通の財政基金的なものをつくって財政面で統合していくと

いうことも可能かもしれない。あるいは、省庁の再編にからんで、子ど

も家庭省のような一元的な体制を作って、都道府県市町村の地方自治体

もすべて行政所管を一元化していくということも一元化のバリエーショ

ンだろう。あるいは、認定こども園制度を相当大きく見直して、かなり

魅力のあるものにして、既存の保育園や幼稚園からどんどん転換できる

ようにもっと促進するということもありうるかもしれない。あるいはか

なり抜本的な一元化、つまり幼稚園制度、保育園制度を解体して全く一

つの制度を新たに作る議論もありうる。幼保一体化をどういう風にもっ

ていくか。機能に着目して一体化というのを考えていくべきではないか。

駒村先生の今日の資料にある言葉を使えば、未来の視点から先の現実を

つくっていく、そのためのシステムの再構築が必要だろう。唯一気がか

りなのは、子ども手当の財源をいったいどこからもってくるのかが心配

される。地域主権との関連も気になる。規制改革がまた新たな色彩で展

開しようとしている。それから少子化のスピードが物凄く早くて、ここ

数年で手を打たなければと言われる。そういう中で最後にそれぞれの思

いを語っていただきたい。

＜濱谷＞

　幼保一体化財源確保方策と併せて幼児教育の無償化について総合的に

検討するというのが、昨年 6 月からの前政権下で閣議決定したこと。子

ども政策全体について資源投入していきましょうというのは引き続き変

わっていない。そういう意味では全体的に子どもに社会資源投入する子

育てが大事だよということになっている。2 つ目。中身としては、もう

文部科学省だけでなく、国全体としてすべての子どもに質の高い幼児教

育をどう保障していくのかが幼保一体化の議論の 1 つの軸になる。3 つ

めの立場は基本的には、基本的には公正 , 公平であるべきではないかと

いう視点です。4 つ目が、急激な制度変更が現場に大混乱を招くという

ことは当然あってはならないということ。経営的に行き詰まるというこ

ともあってはならない。視点としてはやはり基本理念を最初に立てて、

それに向かって出来る限り近づけていくという視点に立って、幼保一体

化は軸はぶれずにやっていきたい。

＜ 無藤＞

　いくつかはっきりしている外的な条件はあって、それは女性がもっと

働くだろう、あるいは幼児教育がもっと重視されるだろうということ。

それから、子育て支援といわれるものも広げていかざるを得ない。そう

いうのを、一体的に考えるとすればどういうことになるかだが、1 つは

集団的な保育は 2 歳以上という方向がいいと実は思っている。私立幼

稚園では 2 歳児保育を志向してほしいと思う。その上で、0 歳 ,1 歳に

ついては子育て支援という言い方はやめて、例えば部分保育とか何か違

う言い方のほうがいいのではないかという感じている。世界的に見れば、

0,1 歳の乳児保育を保育所でやっている国はもちろんたくさんあるが、

同時にそうではなくて育児休暇なり、自分の家庭にベビーシッターがく

るという方式で対応しているところもかなりある。国としてはそういう

ことも考えていいだろう。様々な形での、特に女性の母親の労働、ある

いは例えば職業訓練とか、大学や大学院に通いなおすとか、あるいはボ

ランティア活動など、そういうことも含めながら、そういう広い意味で

の労働の状況、いろいろな形がある。それに対応したようなあり方を求

めていく。それは同時に子どもにとっても十分プラスになりうる。

＜ 岡村＞

　子育て支援という言葉は保育サービスの充実でいえば無藤先生がおっ

しゃったとおり、0,1,2 歳の子どもたちの保育の時間をどうつくるのか、



　　文部科学省委託事業 幼児教育の改善・充実調査研究

　「認定こども園運営の具体的な諸事例に関する調査研究」

　　　　　　　　　　　結果報告会

　平成２１年度、全国認定こども園協会が文部科学省から委託を受けて、

認定こども園の好事例集をまとめました。セミナー二日目は、この調査

研究の概要報告と、そこから見えてきた認定こども園の可能性について

のシンポジウムを行いました。紙面の都合上、この内容につきましては、

次の機会に紹介させていただきます。ご了承ください。なお、すでに発

行されていますので、是非ともご覧ください。

　　　事業の成果・概略説明 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当協会理事 正本秀崇

　　　シンポジウム

　　　　　「好事例を通して見る認定こども園の可能性と課題」

　　　　　　　　　コーディネーター

　　　　　　　　　　　保育システム研究所代表　吉田 正幸 氏

　　　　　　　　　シンポジスト

　　　　　　　　　　　文部科学省初等中等教育局

　　　　　　　　　　　　幼児教育課子育て支援指導官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下 文一 氏

　　　　　　　　　　　日本総研主任研究員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池本 美香 氏

　　　　　　　　　　　当協会代表理事　　　　　若盛 正城 氏

　　　　　　　　　　　当協会理事　　　　　　　古渡 一秀 氏

　　　　　　　　　　　　図書紹介
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ということがあるが、子育て支援ということを言ったときに、たとえば

子育て支援センターの対象は保護者。したがっって子育て支援の中身と

いうものは保育の時間サービスということ以上に、在宅で子育てをする

家庭をどう支えるかということがとても重くなっている。支援プログラ

ムの中でお母さんたちは、ちょっと気持ちが楽になったり、気持ちを立

て直して子育て向かうようになったり、という豊かさが見えてきます。

行き詰まってしまっているお母さんたちに、担当者が、いろんな社会の

機関と連携しながらカバーしていくような感じが今は形作られつつあ

る。そんなことが有機的につながっていくような新しいシステムが出来

ればいいと思う。それがさっき話したような「子どもと家庭と地域を

支えるシステム」というもの。1 つ思わされることは、虐待防止に関わ

り委員でさえも、「子どもの権利条約」を知らないという現実があった。

虐待防止や次世代育成など、これからのシステムを考えるときに、その

根底を支えるものは何か。子どもが支えられ、守られ、そして母親が

支えられ、という形のある安心できる社会というものをどう作ればいい

のか考えるときに、ヨーロッパ各国では変革が起こっていったように、

子どもの権利条約がそのシステムのベースにあってほしい。財源のこと

も GNP の 1% は子どもたちに使おうという共通理解が結ばれていった。

子どもの権利、家庭ということをベースに据えながら、1% は子どもの

ために使いましょうということがあってほしい。

＜駒村＞

　大きい制度が変わりつつあるときになかなか変わらないのが意識。こ

ういう意識のズレというのを認定こども園というのは総合施設として

最初に直面して非常に苦労された経験がある。おそらく将来的にもう数

年でそういうことを経験しないといけない。そういう意味では、認定こ

ども園はすでにアドバンテージになってくる。一方で、新しい仕組みの

中で認定こども園がどういう位置づけになるのかということもまさに

議論が入ってくる。

　介護保険との関係で比較においてちょっと頭の整理をすると、きちん

とナショナルミニマムを設定して、どのくらいの安定財源が確保できる

のか、特に国の方問題になる。それから当然市町村が主体になるわけで、

どのように財源を配分するのか。子ども以外にも使っていいですよでは

困る。必ず子どもに子どもにいくというような財源の配分方法が必要。

認定はどういうふうに行っていくのか。要件などで差をつけていくん

だろうと思う。自己負担は？介護のほうは定率 10%、これが原則。保

育の方は、いまのところ、負担制度が 40% に近い。ですから、これは

介護同様に 10% くらいまで負担をさげていただきたい。サービス提供、

これも指定法人。それから労働政策との連携、育児休業との連携も必要。

それから現金給付。これはまさに子ども手当との連携でどうしていくの

か。それから、混合サービス、あるいは上乗せサービス、そういうミッ

クスで使うということでプラスアルファサービスを認めるのかどうか、

これは議論になっていくだろうと思う。このうちでやはり公的契約と

いうサービス提供のフレームをどう認定こども園が影響をうけるのか、

あるいは保育認定のようなものに認定こども園がこれからどう影響を

与えていくのか、サービス提供の指定は認定こども園にとってはどうい

う影響を与えていくのか、この辺がこれから議論が深まっていく必要が

あるポイントではないかと思う。未来展望が明確ではないが、みなさん

は非常にアドバンテージがあるのは確か。経験上アドバンテージがある

ということも私は今後非常に重要なグループとしてこの改革に関与し

ていくべきではないかと思っている。

＜吉田＞

　大変幅の広い奥が深い話をかなり限られた時間の中で詰め込み状態

でなかなか会場の先生方にも分かりづらいこともあったかもしれない。

必ずもう少し時間がたてば見えてくると思うので、それぞれで見届けて

いただきたいと思う。ちょっと厳しい時間制約の中で 4 人の先生方に

貴重なご発言をいただいたことを感謝してこの時間を終わりたい。

認定こども園　好事例集　発行
全国の皆さんにご協力いただいた、

平成２１年度文部科学省委託事業

幼児教育の改善・充実に関する調

査研究「認定こども園の具体的な

諸事例にみる園運営に関する調査

研究報告書　はじめの一歩」（認定

こども園好事例集）を３月に発行

することができました。認定こど

も園と行政にはすでに発送済みで

す。近日中に、文部科学省のホー

ムページにてダウンロード可能と

なりますので、ご活用いただける

と幸いです。

「次世代の保育のかたち」
　～幼稚園・保育所の可能性と限界～

　　認定こども園のチャレンジから　

　　　　　保育の未来を探る

　　　吉田 正幸 編著（フレーベル館）

　　　　　　　　　　　価格 ¥ 1,890 

今、保育の何が問われているのか、

　どこに向かおうとしているのか、

　　長年培った保育を見る目が

　　　解きほぐす。

　　　　保育関係者必読の書
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地域活性化研修会報告
全国認定こども園協会　地域活性化研修会　北海道大会
日 時：平成 21 年 6 月 20 日 ( 土 ) 12:30~17:00　　場 所：函館大学 講堂

　基調講演：「認定こども園の現状とあらたな保育所制度」について

　　　　　　　　　　　　講師：吉田 正幸氏 ( 保育システム研究所代表 )

　分科会 1：教職員研修   講師：天野 珠路氏 ( 厚生労働省保育課保育指導専門官 )

　分科会 2： 設置者・園長、行政関係者

          　　　「認定こども園のあらたな制度」について

　　　　　　          講師：濱谷 浩樹氏 ( 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 )

全国認定こども園協会　地域活性化研修会

         　近畿・中国・四国大会
       日 時：平成 21 年 11 月 14 日 ( 土 ) 13:00~16:30

　　場 所：兵庫県立大学 姫路新在家キャンパス 講堂

　開会あいさつ　　 井戸 敏三 兵庫県知事

　【行政説明】　　 「認定こども園制度の在り方について」

    　　　　 　　　　　　　　講師 今里 譲 氏  厚生労働省雇用均等・児童家庭局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育課長

　【基調講演】　　 「認定こども園の可能性と子ども環境の再生」　

　　　　　　 　　　　　　　　講師 吉田 正幸 氏  ( 株 ) 保育システム研究所代表

　【パネルディスカッション】

　　　　　　　　「認定こども園で何が変わったのか、何を変えたのか ?」

  　　　 ◎コーディネーター　 吉田 正幸 氏  ( 株 ) 保育システム研究所代表

  　　　 ◎パネリスト　 　　　萩原 勝義 氏  全国認定こども園協会理事

    　　　　　　　　　　　　　中山 昌樹 氏  全国認定こども園協会事務局長

　　　　　　　　　　　　　    萩野 尚子 氏  認定こども園よしみ園長

    　　　　　　　　　　　　　今里 　譲 氏  厚生労働省雇用均等・児童家庭局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育課長

全国認定こども園協会　地域活性化研修会　関東大会
日 時：平成 22 年１月 30 日 ( 土 ) 13:00~17:30　　場 所：明星大学

　基調講演：「認定こども園の現場保育者として」

　　　　　　　　　　　　講 師 無藤 隆 先生 ( 白梅学園大学教授 )

　分科会 1：シンポジウム「認定こども園制度の現状と展望」( 仮題 )

　　　　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　今里 譲 氏 ( 厚生労働省雇用均等児童家庭局 保育課長 )

　　　　　　　　　　　竹内良二 氏 ( 兵庫県健康福祉部こども局　児童課長 )

　　　　　　　　　　　角田 亮 氏 ( 東京都稲城市認定こども園子どもの森

　　　　　　　　　　　　　　　矢の口幼稚園・チャイルドセンター・園長 )

　分科会 2： シンポジウム「『こどもの最善の利益』を目指した

　　　　　　　　　　　　　　認定こども園における保育現場の取り組み」

　　　　　コーディネーター　諏訪 きぬ 先生 ( 明星大学教授 )

　　　　　シンポジスト　　　福田 多恵子 先生 ( 東京都認定こども園　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日野多摩平幼稚園園長 )

　　　　　　　　　　　　　　若盛 清美 先生 ( 認定こども園こどものもり )

　　　　　　　　　　　　　　中田 幸子 先生 ( 認定こども園あかみ幼稚園 )

全国認定こども園協会　地域活性化研修会　中部大会
　　日 時：平成 22 年 1 月 16 日 ( 土 ) 午後 1 時 30 分 ~ 午後 5 時 00 分

　　場 所：愛知県社会福祉協議会

　基調講演　「認定こども園の現状とあらたな保育制度について」

　　　　　　　　　講 師 吉田 正幸氏 ( 保育システム研究所代表 )

　分科会 1 幼・保 教職員研修

　　　　　　「幼児教育の今後と認定こども園のあり方」

　　　　　　　　　講 師 　無藤 隆 先生 ( 白梅学園大学教授 )

　分科会 2 設置者・園 長・行政関係者

　　　　　　「認定こども園のあらたな制度について」

　　　　　　　　　講 師 　濱谷 浩樹氏（文部科学省 初等中等教育局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼児教育課長）           　　　

全国認定こども園協会　地域活性化研修会　九州大会
　　日 時：平成 22 年 3 月 27 日 ( 土 ) 13:00~17:00

　　場 所：「炎の博記念堂」

　施設視察　 ・光の子グレース幼稚園・保育園 ( 長崎県 )

　　　　　　・あかさかルンビニー園 ( 佐賀県 )

　1 シンポジウム『子どもを大切にする、町づくり・国づくり』

　　　　　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　　　　古川 康 氏 ( 佐賀県知事 )

　　　　　　　　　　　　　　　川崎 稔 氏 ( 民主党参議院議員 )

　　　　　　　　　　　　　　　駒村 康平 氏 ( 慶應義塾大学教授 )

　　　　　　　　　　　　　　　若盛 正城 氏 ( 当協会代表理事 )

　2 講演会　『認定こども園における保育所保育指針・幼稚園教育要領の実践』

　　　　　　　　　　　講師 柏女 霊峰 氏 ( 淑徳大学教授 )

　3『長崎県の取組み』( 長崎県こども未来課 )

　　地域活性化研修会　東北大会は、当初、１０月開催を予定していましたが、

　政権交代等の事情により、３月に延期しました。また、３月開催も、委託

　事業の詰めの作業、政策提言準備、担当者の転任等のため、年度内の開催

　ができませんでした。心よりお詫び申し上げます。今年度の開催の際には、

　是非ともご参加くださるようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大会担当理事　古渡、岡村　

　　　　平成２２年度　第１回トップセミナー開催迫る

　　　 日時：６月 18 日 ( 金 ) 13:00 〜 19 日 ( 土 ) 12:00

      　会場：  学　士　会　館

　１８日　 講 演   「新システムの基本方向と幼保一体化」

            　　　講師  泉 健太 氏 ( 内閣府大臣政務官・少子化対策 )

           当協会からの提言説明

          　　　　「政府等のヒアリングに関する政策提言」

            　　　　　　説明  古渡 一秀 氏 (当協会副代表理事 )   

      　　 講 演  「子ども・子育て応援基金構想と幼保一体化」

　　            　　　　講師  駒村 康平 氏 (慶應義塾大学教授 ) 

　１９日　シンポジウム  9:00 〜 11:45

     　　「新システムの政策的課題を考える」

　　　　　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　    宮本 太郎 氏 (北海道大学教授 )

                　　　　　　無藤  隆 氏 ( 白梅学園大学教授 ) 

                　　　　　　岡村  宣 氏 ( 当協会理事 )

「編集後記」

　会報の発行が大幅に遅れて申し訳ありません。限られた理事の人

数。能力を超えた仕事をかかえた昨年度でした。体制を整えて歩み

ます。今後の課題は、・・・各都道府県での組織作り。是非とも協

会の働きに加わってください。

　新システムの検討が進みます。足下ばかりを見ていると先が見え

ず、先ばかり気になると、何かにつまずくことになります。先が見

えないからこそ、目を開いていようと思います。何かが見える日が

きっとくるはずですから。　　　なまはげ　改名　なすおろし　

　　　特定非営利活動法人全国認定こども園協会

　　　　平成２２年度定期総会が開催されます。

　　　会員の皆さんは、是非ともご出席ください。　

　　　　　日時　平成２２年６月１８日（金）午前１０時～

　　　　　場所　学士会館

　　　　　議案　別途案内の通り。


