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６月の下旬、仕事もそこ

そこに新幹線に飛び乗り、

岩手県釜石市へ向かった。

滞在わずか３時間でとん

ぼ帰りする「弾丸旅行」だ

ったが、どうしても出席し

たいセレモニーがあった。 

 東日本大震災の２か月後、

園舎が津波に流された同

市の鵜住居保育園を取材

で訪れた。地域一帯が壊滅

的な被害を受けるなか、保

育士が乳児を背負ったり手押しワゴンに乗せたり

して、近隣の人にも助けられ、８０人近い園児を高

台へ避難させた体験を聞いた。 

 当時、地域の集会所で保育を再開していた園長先

生の話は、静かな口調なのに、胸に迫るものがあっ

た。機敏で的確な逃避行の背後に、子どもたちの育

ちを守るため日々力を尽くす保育の積み重ねがあ

ったことが伝わってきたからだ。 

 その保育園が、内陸に新築した新園舎で再スター

トを切ると聞き、６月の記念式典に駆けつけたのだ

った。「子育て支援センター」を併設した新園舎は、

近い将来の「こども園」を目指す意志を示していた。

未曽有の体験をくぐり抜け、保育の原点を見つめ直

し、地域の子の健やかな成長と保護者の安心を支え

るため、園が進むべき方向と使命が明確になったの

だそうだ。 

 被災したほかの保育園でも、「再スタートは『こ

ども園』で」という話を耳にした。住民が助け合っ

てきた地域が壊され、祖父母と子育て世代は別住宅

に。子どもが安心して遊べる公園も仲間も失われ、

親子が孤立するようになったという。「園児を従来

通り保育するだけでは足りない。地域の親子を支え

る園にならなければ」。園関係者の言葉から、地域

で新たな役割を果たしていく決意が伝わってきた。 

 子育て環境の劣化は、震災や津波に襲われた地域

だけで起きているわけではない。都市部では、地域

のつながりや親族の支えがなく、孤立した親子の問

題が日常的に起きている。過疎が進む地方では、高

齢化が進み、子ども同士で群れて育つ機会が得にく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くなっている。 

 外国出身の家族の増加、１人親や再婚家庭、貧困

家庭の広がり――。日本の状況に目を向ければ、「地

域に開かれた子育て支援拠点」が、全国どこでも必

要な時代となっている。被災地で生まれつつある

「こども園」が、地域や家族の現状を見つめ、新た

な役割を果たそうと歩き出す姿は、日本の全体が向

かうべき方向を指し示してくれているものだと思

った。 

 昨夏に成立した「子ども・子育て支援３法」は、

保育を量的に拡大し、待機児童を解消する政策とし

て報じられることが多い。確かに、保育を必要とす

る親子が保育所に入れず右往左往させられる事態

は、一刻も早く解消する必要がある。消費税財源を

投入して、保育制度を拡充する内容であるのもその

通りだ。だが、３法の意義は、それだけではないと

考えている。 

 内閣府のホームページなどには、３法の概要や詳

細を説明した情報があり、制度の全体が把握できる。

ただ、子育てを取材してきた者として、私が３法を

「大切な宝物」と考える理由は、そうした政府文書

には書かれていない。 

 「宝物」と思う第一の理由は、子育ての政策が初

めて社会保障の主要４分野の一角に位置づけられ

たこと。社会保障制度の枠組みのなかで議論される

政策へ、「主流化」されたことだ。 

 これまで社会保障政策といえば「年金・医療・介

護」の高齢３分野を指し、消費税財源は高齢者福祉

に向けられてきた。その結果、年間１００兆円を越

える社会保障給付費は、７割が高齢者向けで子ども

は４％（２０１０年度統計）。子育てへの公的投資

の少なさは先進国の中で際立っている（次ページ・

グラフ参照）。これは、子育てが「非主流」の施策

として扱われてきたためだ。 

 そうしたなか、少子化を放置できないとして、子

育て施策を強化しようと保育制度などに半世紀ぶ

りに改革の手が入ることになった。 

 消費税を１０％に引き上げる際は、増税分の一部

（７０００億円）を子育てにも使う。３法の付則に

は、さらに３０００億円を上積みして年１兆円超の

安定財源確保に努めることも明記された。いま子育 
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てに国と地方が投じる予算は年２兆円。これを５割

増にする大幅な拡大だ。かつてない大幅な上積みは、

子育ての政策が重要だと認知されたからだった。 

 『宝物』と思う第二の理由は、自民、公明、民主

の３党の合意で３法が作られ、政権与党が交代して

も揺るがない政策基盤が作られたことだ。子ども手

当か児童手当か、幼保一体化か幼保一元化か、子育

ての施策は迷走を続けてきた。子どもたちに必要な

のは何かという本質的議論を欠いたまま、政党のメ

ンツに振り回されてきた。その迷走劇に、３法が終

止符を打った意味はとても大きい。 

 民主党政権で検討された「総合こども園」は見送

られ、課題が多かった「認定こども園」制度を手直

しして幼保一体化を緩やかに進めることになった。

これを「後退」と見る人もいるが、就学前の施設類

型のなかで、保育・教育・子育て支援を総合的に担

う「こども園」が中心的存在となっていく流れは、

もはや変わらない。与野党合意の下で「こども園」

を推進する政治環境が整ったことを、もっと評価し

なければいけない。 

 もう一つ、「宝物」の理由を挙げておくと、保育

が「救貧対策」の児童福祉から、「全ての子のため

の普遍的施策」へと転換される点だろう。核家族が

一般化して、家族の扶養力が低下したことで、高齢

者扶養は社会化された。同じ家族の変化が子育てを

難しくしており、子育ても社会で応援することが必

要になっている。 

にもかかわらず、保育は「困窮家庭のための福祉」

から抜け出せず、措置制度であるため、市町村が利

用者を厳しく選別する仕組みのままだった。３法は、 

保育の必要性が認められた子どもには市町村が責 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任を持ってサービス提供する仕組みへと変える。同

時に、市町村は、これまで縁遠かった私立幼稚園も

含め、地域の就学前施設と親子の全体に責任を持つ

ことになった。 

 出生が届けられた子が就学年齢になっても小学校

に入学せず、調べたら数年前に虐待死していた。そ

んな事件が後を絶たない。基礎自治体が地域のすべ

ての子を把握し、必要な支援が届くよう施策をデザ

インする。そうしたあり方へと踏み出す意味はきわ

めて大きい。 

 ３法により始動する「子ども・子育て支援新制度」

は、まだまだ不備な点もある。保育や幼児教育の質

をどう向上させるか。出産前後の支援も足りない。

子どもの貧困や虐待への対応も今後の課題だ。だが、

そうした不備な点も含め、走りながら施策を育てて

いく仕掛けとして「子ども・子育て会議」が設置さ

れることになった。国でも地方でも、地域ごとに知

恵を出し合うこの装置を、うまく生かしていくこと

が子ども・子育ての関係者には求められている。 

 子どもを中心にした次世代育成のシステムを構築

するため、私たちはやっとスタートラインに立った

ところだ。子育ては公的投資が少ないだけでなく、

保育、幼児教育、社会的養護など専門分野ごとの壁

も根強く残る。とりわけ就学前施設の中で中心的存

在となる「こども園」には、壁を乗り越え、連携を

仲介し、先導する存在になってほしいと願っている。 

 子育ての豊かな環境を取り戻すため、地域復興の

先頭に立つ。そうした気概を、被災地で立ち上がる

園だけでなく、全国の「こども園」の人たちにも持

ってもらいたい。そう期待している。 
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◎日  時  平成 25年 6月 7日（金） 

１０：００～１１：３０ 

◎場  所  全社協・灘尾ホールにて 

◎審議事項 

・第 1号議案 平成 24年度事業報告について 

・第 2号議案 平成 24年度収支決算 

並びに監査報告について 

・第 3号議案 平成 25年度事業計画案について 

・第 4号議案 平成 25年収支予算案について 

・第 5号議案 会費の額の変更について 

 

※上記の議案が審議され、特に異議なく 

了承されました。 

 

＜報告＞ 

 ・地区組織について 

 ・事例集『（仮称）認定こども園の未来～ 

幼保をこえて』制作について 
 

 

 

 

 

 

〔第１日目〕平成 25年 6月 7日(金) 

●行政説明（１３：２０～１４：３０） 

演題「子ども・子育て支援新制度の 

検討状況について」 

講師：長田 浩志 氏（内閣府参事官） 

 

子ども・子育て関連３法（平成２４年８月成立）

の趣旨は、自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育

てについての第一義的責任を有するという基本認

識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども

子育て支援を総合的に推進することである。 

同様に、主なポイントとして、①認定こども園、

幼稚園、保育所を通じた共通の給付（施設型給付）

及び小規模保育等への給付（地域型保育給付）の創

設。②認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こ

ども園の改善等）。③地域の実情に応じた子ども子

育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放課

後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事

業」）の充実。④基礎自治体（市町村）が実施主体

となる。⑤社会全体による費用負担。⑥政府の推進 

 

 

 

 

 

 

 

体制。⑦子ども子育て会議の設置。⑧施行時期（消

費税引き上げ時期を踏まえ、早ければ平成２７年度

を目途に新制度の施行を想定）が挙げられる。⑦の

子ども子育て会議については地方版も重要であり、

今年度のできるだけ早い時期に幼児教育、保育、子

育て支援の３本柱を中心とするバランスを配慮し、

かつ、子育て当事者の参画に配慮した構成員によ

り、条例による地方版の子ども子育て会議の設置に

努めていくべきである。平成２７年度に本格施行す

るには今年度中にほとんどを決めきってしまう必

要があると考えている。そうなると短期間のうちに

子ども子育て会議の中で様々な議論を行い、決めて

いくことになる。基本指針・事業計画も７月くらい

を目途に成案が得られる方向性である。 

また、各自治体では秋以降にニーズ調査が行なわ

れる予定であり、その把握された内容によって供給

が計画されるため、参画をし、注目すべきである。 

子ども・子育て支援法は 1人ひとりの子どもが健

やかに成長することができる社会を実現し、「子ど

もの最善の利益」のために良質かつ適切な内容及び

水準を確保すべきである。また、すべての子どもと

子育て家庭を対象としていることもポイントであ

る。 

保育の必要性の認定については「長時間」と「短

時間」の区別をどのように線引きしていくのか、論

点になっている。２７市区町村のサンプル調査によ

ると、就労時間の下限は 1ヶ月あたり６４時間が最

も多かった。下限を６４時間にすると今まで保育を

利用できた家庭が利用できなくなるケースがある

可能性があるため、経過措置などの配慮が必要であ

る。 

定員割れ、弾力化等の取り扱いや保護者の就労状

況の変化に対応した定員の取り扱いについて、具体

的な審議が進められている。 

公定価格・利用者負担については全くの白紙であ

り、これから決定していく。幼児教育の無償化につ

いては幼稚園だけの無償化ということではなく、保

育所の多子世帯への保育料軽減をファーストステ

ップとして幼稚園にも同様に行うことで幼稚園と

保育所を揃えるという改善をしていこうというこ

とである。無償化をする前提として、全ての子ども

達に幼児教育を保証するということが先決で、待機

児童対策、新制度をしっかりと進めていきながら、

無償化へも取り組んでいく。 

 

 

「第４回通常総会＆トップセミナー 報告」（平成 25年 6月 7､8日） 
●基本テーマ ： 「 新 制 度 と 認 定 こ ど も 園 の 未 来 」 

●会   場 ： 全社協・灘尾ホール（新霞ヶ関ビル ＬＢ階） 

●後   援 ： 内閣府・文部科学省・厚生労働省 

第 ４ 回  通 常 総 会 

トップセミナー 2013 
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●基調講演（１４：４５～１６：１５） 

演題：「今こそ次世代育成支援の意義を、 

そして認定こども園への期待」 

講師：大日向 雅美 氏（恵泉女学園大学教授） 

 
これまでの取り組みは超党派で取り組んで

きた足跡が明らかに刻まれている。緊急雇用対
策として保育対策から始まった。その中で「子
ども子育て応援プラン」にはこれまでの施策の
中でこの社会に必要なメニューが全てリスト
アップされている。重点課題を選んで、しかる
べき財源をつけなさいということが盛り込ま
れている。財源の必要性が初めて打ち出された
のがこのプランである。このプランのメッセー
ジを受け止めたのが「子どもと家族を応援する
日本重点戦略」。働き方の改革による仕事と生
活の調和の実現（ワークライフバランスの促
進）、地域の子育て支援と保育の充実を車の両
輪として、また未来への投資として速やかに軌
道にのせることが打ち出された。子育ては家庭
だけが担うのではなく、社会全体で支えようと
いう看板を掲げた。このビジョンを具体化する
ために３つのワーキングチーム（基本制度、幼
保一体化、指針）が１年半かけて議論を重ね、
国会に提出し、超党派で子どもの事を懸命に考
えて下さった。そして「子ども子育て支援３法」
が成立した。政権が変わった後も新制度推進に
向けて着実に進めている。 
 基本制度ワーキングチームで大切にしてきた
ことは、すべての子ども達の健やかな成長の保
障であった。すべての子ども達と子育て世代を
全世代で支え、次世代育成に参画する社会、そ
して子どもの成長過程に関わり、その苦楽を共
に分かち合える社会を日本社会の成熟度の指
標であると考えた。 

現在の子どもの育ち、親の生活実態はどうで
あろうか？願いとは程遠い状況である事を痛
感している。家庭の教育力が落ちたと言われる
が、むしろ地域の教育力（地域の支え合いシス
テム）が低下している。孤独感を味わいながら
子育てをしている。そして働けないこと。長時
間労働と職場の両立支援環境の不備、加えて待
機児童問題と学童期放課後の体制（小１の壁）。
また、約６割の女性が第１子出産を契機に離職
している。 
 貧困化も深刻である。とりわけ一人親の貧困
率が 50.8％は諸外国に比べると高い。子ども
の時の貧困格差は子どもの時だけではなく、学
習機会の格差に始まり、大人になってからの生
活が変わってくる。このような子どもや親がお
かれている厳しい実態を放置することなく、困
難に置かれている子どもや親を１人も残すこ
となく、全世代参加で見守り支えていく社会を
築きたい、これが基本制度ワーキングチームの
共通の想いであった。特に小学校入学前（発達
初期）の環境整備は急務であるということでは
大方一致した。しかしながら保育所を増やせば
済むという問題ではないということも確認し
た。親の就労の有無により幼稚園と保育所に別
れている現状に根本的な問題がある。親の生活
スタイルの変化に対応できないことが実態で
ある。どんな親に対しても子育てには専門職の

方々にサポートしてもらえる施設が必要。子ど
もが健やかに育ち、親が安心して子育てと働き
続けることができる社会を築くことが急務で
ある。 
 小学校入学前の全ての子どもに教育と保育を
保障するには現行制度のままでは解決できな
い課題。幼稚園と保育園と認定こども園が積み
重ねてきた実践を大切にしながら、新たな仕組
みを作っていくことも大切である。 
制度の中で大切なのは「人」。保育に携わる人
をどう担保していくかが一番大きな課題。 
新制度は認定こども園に託されている。これま

での営みを新制度という支えを得て、大きく積

み上げて頂きたい。 

 

 

〔第２日目〕平成 25年 6月 8日(土) 

【シンポジウム 】（９：３０～１２：３０） 

●テーマ「新制度における市町村の役割と課題 

 ～認定こども園への期待と可能性」 

・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  松崎秀樹氏（浦安市長） 

         倉田薫 氏（前池田市長） 

         柏女霊峰氏（淑徳大学教授） 

古渡一秀氏（協会副代表理事） 

 

保育システム研究所の吉田氏をコーディネータ

ーとして、「新制度における市町村の役割と課題～

認定こども園への期待と可能性～」をテーマに議論

が行われた。 

吉田氏からは、個人的なとらえ方と前置きをされ、

新制度についての概略をお話しくださった。新制度

のポイントは例外のない保育保障と切れ目のない

支援である。そのための制度設計には二つの側面が

あり、保育認定がポイントとなる保育制度改革と、

財源の一体化がポイントとなる幼保一体化への具

体化である。まだまだ見えないことがあるが、市町

村が中心となる認定こども園制度となることは確

実である。自分たちが主体的に関わって実りあるも

のにしていかなければならないと述べた。 

 古渡副代表理事は、認定こども園制度の法律は、

すべての子どもたちのためという理解をもち、その

観点に則った機能強化を自由に開発していくこと

が大切だと考えていると述べられた。また、この制

度は、ただ単に子どものためというだけでなく、地

域の活性化も図れるものだと指摘された。私立、公

立、認可外、市町村すべてが子どもを中心として協

力し合う地域のネットワークをつくっていくこと

によって、地域の活性化がすすみ、その核となるの

が開かれた施設として認定こども園の働きだと考

えていると述べられた。 

 倉田前池田市長は新制度の立ち上げに参加した経

験から、いかに基礎自治体が新制度に関わるかにつ

いて述べられた。「首長、担当者がどれくらい新制

度を理解しているかについて期待してはいけない。
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皆さんが、地域の子育てを子育て支援を「保育」を

どうしていくのか。首長への提案、育てるという視

点が大切」とお話しされた。さらに、「新しい制度

は、市町村の覚悟と、民間施設の覚悟も必要となる。

市町村、自治体の覚悟とはお金を出すということ。

その覚悟を示されたら、民間の事業者も覚悟を示す

必要がある。それは、私たちもここまでやりますと

いうこと。お互いがパートナーで、国が追認するよ

うな新しい制度のモデルを構築していくことが大

切」と述べられた。 

 つづいて松崎浦安市長は、「新しい制度改革でが

っかりしたことがある。それは、制度改革について。

総合こども園になると思っていたが、骨抜きにされ

たこと。国会議員でさえ、制度について認識が不足

していることを感じた。」と述べられた。認定こど

も園制度の真意は、女性の社会進出について、日本

の国を今後どうしていくか。それがなくなってしま

ったという危惧を話され、子どもへの目線、幼児教

育保育が別々でいいのか？子どもの育ちの一貫性

について全面に出すべきだったと語られた。国から

の圧力、県からの圧力があり地方交付税をうけてい

ると、自治体の自立性がなくなっている現実もある。

自分が子どもだったらどう育っていきたいの

か・・・ということを中心に考えて行政の長として

の歩みをしたいと決意を述べられた。 

 柏女教授は、子ども子育て新制度は、保育に関す

るだけでなく、社会的養護についても大きなテーマ

としてあると話され、新制度について 5つのポイン

トについてお話ししてくださった。①全世代方社会

保障の実現（年金、医療、育児、介護）②子ども家

庭福祉の基礎構造改革が始まった。③幼保一体化に

向けて動き出した。④幼児期の教育の質の向上を図

る。⑤待機児童対策。こうした 5つの目的を挙げら

れた。 

 さらに、子ども子育て新制度の方向性は 6つの側

面があると語られ、①待機児童対策として有効な制

度にすべきである。②市町村によって多様なサービ

スができるように。③利用者支援がしっかり出来る

ように。④財源増によって保育の質の向上を。⑤幼

保一体化がより進む制度を。⑥既存の保育実践がい

たずらに浸食されないように配慮する。これらの方

向性を模索すべきだとお話ししてくださった。 

 その中で懸念としては、①育児について、だれが

いつ、どこで行うか、その同意がなされないままに

介護保険類似の仕組みが導入されていく。それによ

り育児の外部化がどんどん進むのではないか。②認

定こども園が学校になることによって福祉的な視

点、生活としての視点が見失われるのではないか。

③保護者支援の視点の弱体化が起こらないか。④人

材の確保と保育士の待遇強化をしなければならな

いのに、保育士や放課後児童指導員の規制緩和が行

われないか。⑤複雑な制度による利用者支援。⑥保

育士の待遇向上が図れるのか。と制度上の懸念につ

いて示された。 

 次に、吉田氏は子どもはどうやったら豊かな育ち

をすることができるのか。そこを柱にする必要があ

り、イギリスは総合施設としてチルドレンセンター

がある。生まれた瞬間から、すべての子どもが確か

なスタートができるような制度を作った。地域全体

の底上げをすることができたと述べられ、今後、地

域全体が連携するネットワークを構築するトータ

ルプランを持つことが重要だろうと考えている。そ

の中で、基礎自治体への期待を尋ねた。 

 古渡副代表理事は、福島県内では大きな差がでて

きている。人口減少している市町村と減っていない

市町村がある。その差は何か。行政のグリップ力の

差だと述べられ、行政のやる気が重要と話された。

行政には、地域のネットワーク環境をつくっていく

働き期待したいと述べられた。 

 倉田前市長は、行政を動かすには、ほめそだてが

大切。行政に依存するのではない。担当者がどうし

ていいのかわからない市町村もある。担当者を育て

ていく。そうすることによって、制度全体が明るい

展望を見せるようになる。なんとかしてください。

ではない。お任せ民主主義ではなく、こうしません

か、こうあるべきですと「笑顔」で提案していくこ

とが大切だと述べられた。 

 松崎市長は、認定こども園が突破口で幼保一体化

が図れると考えている。しかし、反対勢力が根深く

あると感じているという感想を述べられた。 

 柏女教授は、市町村の組織改革も必要ではないか

と考えている。幼稚園、保育園の部署の違い。この

機会に一体化するとやりやすいのではないかと感

じた。国が基本指針を作っているが、障がい者、高

齢者は市町村。しかし、子どもの分野は二元行政（市

町村と都道府県）の問題点がある。これが施策の切

れ目を生んでいると指摘した。 

 最後に、計画を市町村がつくるときに何を考えた

らいいのかについて述べてくださった。その際のポ

イントは「広さと奥行きと深さをもった立体構造を

つくる」ということだと指摘された。子ども子育て

を中心としたゆるやかなつながりの構築。これが広

さの視点。働いている方が安心して子どもを預けら

れる放課後児童クラブの設置といった切れ目のな

い状態。それが奥行きの視点。ひとりの子どももも

らさない深さの視点が大切。この視点を忘れずに計

画がつくられるとさらによいものとなると考えて

いるとお話ししてくださった。保育の仕事は公費が

投入されなければやっていけない。そのためには、

社会の支えがなければやっていくことができない。

社会に認められる認定こども園をつくっていくこ

とができるかが問われていると述べられた。 

 まとめとして、吉田氏は、認定こども園やすべて

の施設にとって必要な考え方を述べられた。それは、

インクルージョンの視点（みんな参加していくこ

と）、インテグレーションの視点（機能をまとめて
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いく）、インタラクティブの視点（様々な有機的な

ネットワークをつくっていくか。双方向の関係）を

持つこと、さらに、一体性と一貫性について考える

ことであると指摘された。一体性は、親の就労の有

無に関係なく教育保育が提供されていかなければ

ならない。一貫性は、未就園から就園までの子ども

の育ち。小学校以降の子どもへの連携、連結である。

これらを踏まえた新しい制度に期待したいと述べ

られ、認定こども園がさらに豊かなものとなるよう

話をまとめられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域活性化研修会のご案内 

・「九 州ブロック」⇒平成 25年 11 月９日 

・「関東ブロック」⇒平成 25 年 11 月 16・17 日 

・「中四国ブロック」⇒平成 26 年 3 月１日 

・「中 部ブロック」⇒平成 26 年 3月 8 日 

・「東 北ブロック」⇒（未定） 

 

協会 HPにて、各地区研修会について更新しており

ますので、ご確認をお願いします。多くの方々の参加

をお待ちしております。 

【協会ホームページ】 

http://kodomoenkyokai.org/ 

 「子ども・子育て会議」や「基準検討部会」の状況

等「会員専用ページ」に UPしておりますので、ご確

認下さい。（会員専用ページへのログインには、パス

ワードが必要となります。パスワードのお問い合わせ

は、事務局までお願いします。） 

 

 

●「新事例集」を出版！ 

『子どもの未来を担う認定こども園への参考本』を

作ろうと、昨年度より当協会で取り組んできましたが、

ようやく、今秋に出版の運びとなりました。 

 「これから認定こども園を目指してみようか」「認

定こども園にはなったものの、園の理念や運営に不安

を感じている」方々に是非読んで欲しい本です。 

この本のキーワードは、①質、②制度、③事例です。 

①子どもの成長を妨げる誤った保育・教育ではなく、

子どもの心身の健康な成長を図り、知的な面の芽生え

を育み、人生を通しての自己学習の基盤を培うことが

できるような保育・教育をめざしていく基盤となる。 

②新制度を理解し、明確なメリットを見つけ出せる。

③全国の「参考となる事例」の中から自園に生かせる 

ものがある。 

以上の想いを込めた「事例集」です。多くの方々に

手にとって読んでもらいたいです。よろしくお願いし

ます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

全国認定こども園協会出版本 

『認定こども園の未来 ～幼保を超えて～』 

◆監 修 吉田正幸 先生 

◆出版社 フレーベル館 

◆本の構成 

はじめに 

第１章 認定こども園のめざすもの 

１ 認定こども園の実践からの想い 

(1) 認定こども園のめざすもの 

(2) 認定こども園の今後のあり方 

(3) 地域自治体と連携したネットワークの構築 

２ 「子ども・子育て支援新制度」の概要 

（吉田正幸氏） 

３ アドバイザリー・ボードの先生方からみた 

認定こども園の未来 

(1)無藤 隆氏 (2)柏女霊峰氏 

   (3)山縣文治氏 (4)浅川澄一氏 

第２章 全国の認定こども園事例と分野別見解 

１ 事例園掲載の経緯と見方 

２ 事例園の取り組み（２５園） 

  (1) ９園事例とアドバイザリー・ボードの先生 

からのコメント 

  (2) １６園事例 

３ 分野別見解 

   Ａ 保育・教育活動（汐見稔幸氏） 

   Ｂ 家庭・地域との連携を含む子育て支援 

（網野武博氏） 

   Ｃ 研修・研究体制（秋田喜代美氏） 

   Ｄ 物的・人的環、施設設備（無藤隆氏） 

第３章 海外の保育・教育事情 

１ イギリス（吉田正幸氏） 

２ フランス（汐見稔幸氏） 

３ ニュージーランド（池本美香氏） 

４ 北欧・OECD（秋田喜代美氏） 

 おわりに・索引・執筆者一覧 

 

◆発行予定日 

平成２５年１１月９日(土) または 10日(日) 

全国認定こども園協会：九州地区：地域活性化研修会 

in 宮崎 出版記念全国大会 にて 
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「子どもの豊かな育ちのために」 

 

ＮＨＫ 解説副委員長 

 飯野
い い の

奈津子
な つ こ

 氏  

 

今、一年間に生まれ

てくる子供の数は100

万人余り。戦後のベビ

ーブーム、団塊の世代

が生まれた頃には、260

万人余りの子供が生まれていましたから、半分

以下にまで減っています。そうした少子化時代

に、子供たちをどんな環境でどう育てていけば

いいのでしょうか。 

 

私は、これからの社会を支える子供たちには、

立場の異なる人と互いの違いを認め合い、支え

合っていける人材に育ってほしいと願ってい

ます。高度経済成長の時代には、みんなが同じ

であった方が効率的でしたが、これからは違い

ます。一人一人の個性を大事にして、立場の違

う者同士が意見を出し合って新しいものを生

み出していくことが求められますし、世界の

国々の人たちとも、互いの立場を理解しあって

協力していくことが、紛争を防ぐことにもつな

がると考えるからです。 

そのためには、生涯にわたる人間形成の基礎

となる就学前の段階から、子供たちがいろいろ

な人と関わって育つことが大事だと思うので

すが、それが難しくなっているのが現状です。

子供の数が減って、子供同士で切磋琢磨するチ

ャンスが減っていますし、高度経済成長の時代

以降、男性は仕事、女性は家事育児という役割

分業体制が普及し、子育てが母親一人の責務と

されるようになりました。行政の縦割りの影響

で、仕事を持つ家庭の子供は保育園、持たない

家庭の子供は幼稚園、障害のある人は障害のあ

る人のための施設、お年寄りは高齢者の施設な

どと、分断されてきています。以前は日本でも、 

 

 

 

 

 

母親も農業などに従事し、子供たちは、子供の 

集団の中で、またおじいちゃんやおばあちゃん、

地域の人たちに支えられながら育っていまし

た。その時代に戻すのは難しいのですが、地域

の人が支えあう仕組みを改めて作っていくこ

とが、子供の豊かな育ちを支えるために必要で

はないか。その環境を整えることが、私たち世

代の責任ではないかと思うのです。 

 

今回、政府が進める社会保障と税の一体改革

の中に、子育て支援が位置付けられ、子ども・

子育て支援新制度を設けて、恒久財源の確保が

決まりました。その中で、学校教育で保障され

た幼児教育と保育の一体を目指した「幼保連携

型の認定こども園」の充実が打ち出されたこと

は、これまでの行政の縦割りを解消する大きな

一歩だと思います。それをもう一歩進めて、高

齢者や障害者に関わる施策との縦割りの壁を

取り除いて、子供たちが地域のあらゆる人と関

わりながら育っていける環境を作っていけな

いものでしょうか。子どもたちが、お年寄りや

障害者と関わりながら、いたわる気持ちを自然

に身に着け、たまには叱られながら学ぶことは、

とても大きな経験だと思います。そうした経験

が、互いの違いを認め合って、支え合っていけ

る人材を育てていくことにもつながると思う

のです。 

 

これからは地域の時代です。これまでのように

国が一律に制度を決めて、各自治体が同じよう

なことをしていては、きめ細かな対応はできま

せん。それぞれの地域の中で、元気な高齢者や

ボランティアの人たち、さまざま活動する NPO

などの力も借りて、だれもが安心して暮らして

いけるよう、互いに支え合い、助け合えるコミ

ュニティーを作っていくことが求められます。

保育園と幼稚園という縦割りの壁を乗り越え

た認定こども園が、さらに一歩大きく踏み出し

て、子供たちが地域のあらゆる人と関わりなが

ら育っていけるよう、取り組んでいくことを、

心より期待しています。 

「子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⑦ 
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地方版子ども・子育て支援事業計画を作成す

る際の拠り所となる国の基本指針案が 8月 6日

に示され、これを契機に市町村における取り組

みがいよいよ本格化すると予想される。一方、

内閣府が 7 月 1 日現在でまとめた地方版子ど

も・子育て会議の設置状況をみると、1742市区

町村のうち既に会議を設置済みが 595 団体

（34％）、今後対応予定が 889団体（51％）、会

議を置かないのが 11 団体（1％）、方針未定が

247 団体（14％）となっている。今後対応予定

と応えた自治体の設置時期は、今年 7～9 月設

置が約６割あるものの、設置時期未定というの

も２割あり、恐らく市町村の３分の１は秋以降

の設置になると予想される。今後の作業スケジ

ュールを考えると、地方版子ども・子育て会議

がどれくらい活用されるのか、いささか心許な

い。 

 ちなみに、筆者はこれまで千葉県浦安市、京

都市、品川区、東京都あきる野市の子ども・子

育て会議に出席したが、第１回会議は新制度に

関する行政説明や委員の委嘱・紹介、ニーズ調

査票案の提示などで時間が終わってしまい、実

質的な審議を行う時間はほとんどないという

のが実情だった。年内に開かれる第２回会議で

は、主にニーズ調査結果の分析・検討が論議さ

れることになると思われる。既に会議を設置・

開催したところでさえ、こんな状況で急ピッチ

にニーズ調査への対応が行われるということ

を考えると、まだ会議さえ設置されていない市

町村では、どれだけ会議の意見や意向が反映さ

れるのか疑問視せざるを得ない。 

 そこで、本稿においては、新制度に関する市

町村対応の基本を改めて確認しておきたい。新

制度のポイントは、すべての子ども・子育て家

庭に必要な幼児教育・保育、子育て支援を提供

することにある。そのためにニーズ調査を行い、

幼児教育・保育、子育て支援に関する現在の需

要を把握すると同時に、今後の利用意向すなわ

ち潜在需要の見込みを把握することになる。顕

在需要と潜在需要を把握したら、それらの需要

に対して必要な供給を行うための事業（量の見

込み）を検討する。その際、需要のほうが供給

より多ければ、需要を満たせるような供給拡大

を図る計画を立てなければならない。 

 つまり、新制度で言う１号認定（満３歳以上

の幼児教育のみの子ども）、２号認定（満３歳

以上の保育の必要性の認定を受けた子ども）、

３号認定（満３歳未満の保育の必要性の認定を

受けた子ども）、及び地域子育て支援事業それ

ぞれの需要を把握し、認定こども園や幼稚園、

保育所、各種子育て支援事業を通して、必要な

供給を行わなければならない。 

 供給を拡大する方策としては、例えば３号認

定の需要増が見込まれ、現在の供給体制でカバ

ーしきれない場合、①既存の認可保育所の定員

増を図る、②新たに認可保育所を設置する、③

幼稚園の認定こども園への移行を促す、④家庭

的保育や小規模保育などの活用を図る、といっ

た具体的な供給確保方策を検討することにな

る。このときに子ども・子育て会議において、

どういう確保方策を目指すのが地域にとって

より良いのかといったことが議論される（はず

である）。 

 その際、委員の立場（幼稚園側、保育所側、

幼稚園利用者、保育所利用者、その他）によっ

て意見が分かれるかも知れない。それをどう調

整するのかも重要になる。つまり、地方版子ど

も・子育て会議は、ステークホルダー（利害関

係者）による調整機能を持つということも大き

な役割を担っている。 
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吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●今年も甲子園球児から何とも言い難い感動をい

ただきました。はつらつさ、ひたむきさは私達も

学ばなければならないことかもしれません。制度

改革も進められます。主審のプレイボールは宣告

されています。全ての子ども達の最善の利益のた

めに、ひたむきに取り組んでいく事が私達の最大

の使命だと思っています。（野球少年） 

●子どもたちの最善の利益とは何でしょうか。新

しい制度はもちろんですが、子どもたちが生活す

る場、子どもたちが生活する社会にも及んでくる

と思います。子どもたちの最善の利益を脅かす

様々なものに対して声を上げていくことが出来れ

ばと願っています。（ピース） 


