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いよいよ、子ども・

子育て支援新制度が４

月からスタートします。 

 

子ども・子育て支援

新制度を巡っては、昨

年５月末の公定価格仮

単価の提示後、一部の

認定こども園において、現行制度に基づく財政

支援よりも減収が見込まれることなどから、認

定返上の動きが広がりました。また、消費税率

引き上げによる財源が新制度に基づく「量の拡

充」と「質の改善」に充てられることから、本

年１０月に予定されていた消費税率１０％へ

の引き上げが延期になったことで、その先行き

について、関係者には大変なご心配をおかけい

たしました。 

しかしながら、本年１月１４日に閣議決定さ

れた「平成２７年度政府予算案」において、子

ども・子育て支援新制度をどうにか円滑にスタ

ートさせることができる予算案を編成するこ

とができたのではないかと考えています。 

すなわち、消費税率の引き上げは延期になっ

たものの、待機児童解消に向けた保育の受け皿

拡大をはじめ、市町村計画に基づき平成２７年

度において実施が予定されている「量の拡充」

に対応することはもちろんのこと、消費税率１

０％への引き上げを前提に実施することが予

定されていた「質の改善」事項をすべて実現す

るために必要な予算として、国・地方合わせて

約５，１００億円が充実分として措置されるこ

ととなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果、教育・保育の現場から強く求めら

れていた「３歳児の配置基準の改善」や「保育

教諭等の処遇改善（３％相当）」などを平成 27

年度から実現することが可能となりました。 

 

また、認定こども園返上問題への対応として、

①現行の幼保連携型認定こども園が新制度に

基づく幼保連携型認定こども園に移行する場

合における５年間を限度とした施設長人件費

に係る経過措置 

②大規模園の実態を踏まえたチーム保育加算

における算定上限数の見直し措置（最大４人ま

で→６人まで）を講じることとしました。 

 

このような予算編成が実現できたのは、政府

全体において、「子ども・子育て支援の充実」

が待ったなしの緊急かつ重要な課題として、優

先順位の高い政策課題として強く認識された

結果だと言えます。消費税率の引き上げが延期

になった訳ですから、当然、予算編成も全体と

しての税収が少なくなることを前提に行わざ

るを得ませんでした。限られた財源の中、子ど

も・子育て支援新制度関係の予算をしっかりと

措置するため、年金関係の充実施策などは先送

りするとの判断がなされました。 

従来、社会保障予算の配分においては、高齢

者向けのものが重視され、子ども・子育て支援

への配分が不十分であることが繰り返し指摘

されてきましたが、高齢者向けの支援よりも子

ども・子育て支援が優先された初めての予算案

だと言えるのではないかと思います。 

このことは画期的なことであり、子ども・子

育て支援に関わる様々な関係者の皆様が声を
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大にしてその重要性を訴えて来られた、その後

押しがあってのことと感謝しております。 

 

さて、予算の話はこの程度にして、認定こど

も園の将来展望ということに少し触れたいと

思います。 

認定こども園は、平成１８年度に制度化され

ましたが、その趣旨として、 

①親の就労の有無に関らず、施設利用が可能 

になる 

②適切な規模の子ども集団を保ち、子どもの 

育ちの場を確保できる 

③待機児童解消にも寄与し得る 

④育児不安の大きい在宅の子育て家庭への 

支援を含む地域子育て支援が充実できる 

といったことが掲げられ多様なニーズに対

応すべく、地域の実情に応じた新たな選択肢と

して提案されました。 

 

その後、今回の子ども・子育て支援新制度に

おいては、認定こども園、幼稚園、保育所とい

う施設類型は維持しつつ、地域の実情や事業者

の意向を尊重した上で、認定こども園を普及し

ていくために必要な制度上の改善や支援の措

置を講じています。 

また、新制度においては、市町村が、従来か

らの保育の実施責任を果たすのみならず、３歳

以上の幼児教育を受けることを希望する家庭

に対する教育・保育給付を行う責務を負うこと

になります。このため、各自治体においては、

特に３歳以上児についてはすべての子ども・子

育て家庭に対する教育・保育の提供体制を確保

することが必要となります。認定こども園、幼

稚園、保育所にとっては、その提供体制の担い

手として、それぞれにどのような形で地域にお

いて役割を果たしていくのかを自治体ととも

に考えていただく責任を負うことになるとも

言えるのではないかと思います。 

そのような観点からは、認定こども園制度の

趣旨・意義として、上記に指摘した４つの点に

加え、「幼児教育を保障する」ということが新

制度においてはより大きな意味を持っている

のではないかと受け止めています。 

 

 

今回の新制度の制度設計においては、法律が

制定される過程における自・公・民３党合意に

基づく修正の趣旨を踏まえ、「事業者の意向を

尊重する」ことが重視されています。逆の言い

方をすれば、各施設が地域で求められる役割を

果たすために、自らの責任において、自らはど

うあるべきかという判断を迫られているとも

言えます。 

おそらく、新制度の施行を機に、認定こども

園数は増えていくものと予想されます。その結

果、これまで多くの利用者・保護者にとって、

およそ身近な施設ではなかった「認定こども

園」がだんだんと身近な施設になっていくもの

と思われます。そうなった時に、「認定こども

園」が利用者・保護者、地域の期待に応えられ

る施設として機能し、評価を得ることができる

のか、今後の「認定こども園」のありようとい

うのは、その評価次第で決まっていくのではな

いかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●H27 年度 第６回通常総会 

トップセミナーのお知らせ 
 

◎日にち 平成２７年６月５日（金） 

            ６日（土） 

◎場 所 全社協・灘尾ホール(新霞ヶ関ビル内) 

※多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

●『認定こども園の未来～幼保を超えて～』 
（全国認定こども園協会出版本） 

 

大好評につき増刷！ 

協会 HPからも購入可能！ 

 

【お問い合わせ】 

協会本部 

 ℡048-993-3711 
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第３回  新制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q25 教育委員会との関わりはどうなる

の？市町村との関わりは？ 

A. すべての新制度下の幼稚園・保育所・認定こど

も園は市町村管轄になります。市町村では子ども・

子育て会議の助言を得ながら、一つの部局で対応す

るでしょうから、多くは首長部局になりそうです。

その場合、教育委員会は直接の担当から外れます。

しかし、幼稚園・保育所・認定こども園の学校教育

およびそれに準じる教育について教育委員会が関

与すべきでもあり、文部科学省はそのための通知を

出し、保育の教育としての質の向上と研修に助力す

ることになっています。 

 

Q26 新制度に移行したら、幼稚園も監査

があるの？ 

A. 現在、私学助成を受ける私立幼稚園については、

補助額が少額で所轄庁の許可を得た場合を除き、公

認会計士等の監査が義務づけられています。新制度

では、公認会計士等の外部監査を受けた私立幼稚園

や認定こども園については、市町村等による会計監

査の対象外とすることになります。 

 

Q27 保育所から幼保連携型に移行したら、

教育の何が変わるの？ 

A. 学校教育としての幼児教育を行うという法令が

適用されます。実質としてさほど変わるとは思えま

せんが、法令上、幼稚園教諭にもなるので、例えば、

初任者講習や 10 年次研修、また免許更新講習など

が義務づけられます。なお、幼稚園相当の定員があ

る程度確保されるならば、当然、早く帰宅する子ど

もたちがいるので、その分、保育以外のところに保

育教諭の一部の労力を向けることが出来ます。研修

の充実を図れる可能性があります。 

 なお、保育所に子どもを就労などで預けている場

合、その条件が変わり、家にいることになったとし

ても預け続けられるメリットもあります。 

 

Q28 障がい児保育や特別支援教育は何か

変わる？ 

A. 認定こども園に限りませんが、すべての幼稚

園・保育所・認定こども園で障害児保育ないし特別

支援教育を充実させるために予算が増えていきま

す。なお、それもあり、障害があるからといって、

特別な理由がない限り、入園を断ることはしないの

が基本的方針となります。 

 

Q29 教育と保育の言葉の使い分けはどう

なったの？ 

A. 子ども・子育て支援法および認定こども園法の

枠組みの中では、「教育」とは幼児期の学校教育を

指す略号として用います。ただし、広い意味での発

達支援としての教育は法令上、保育所でも行ってい

ます。ですから、幼稚園と幼保連携型における満 3

歳以上の一日 4 時間の教育部分は正確には幼児期

の「学校教育」と呼ぶべきです。また、「保育」と

いう用語は児童福祉法の規定で、子どもの世話をし、

愛護し、健やかな心身の育成を図ることです。それ

は学校教育法第 22 条の幼稚園の目的における「保

育」と同じことを指しています。その意味での保育

とは家庭での養育を含め、すべての乳幼児の育成の

基本原理です。幼稚園・保育所・認定こども園の教

育・学校教育はその意味での保育の基盤の上に成り

立つことです。 

 

今さら聞けない･･･ 

 

無藤
む と う

 隆
たかし

 氏 
            

         白梅学園大学教授 

内閣府子ども子育て会議会長 

 

 

 今回で３回目の連載となり、最終回となりまし

た。これまで、無藤先生には、わかりやすく解説

していただきました。最終回の今回も、いろいろ

と質問させていただき、また最後にはズバッと総

括をしてもらいました。 

最終回！ 
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Q30 長時間施設に預けると親の育児放棄

につながるのでは？ 

A. 就労が主な理由になるので、そこに自ずと制限

が入ります。働きたいということと、子どもの世話

をして育て愛したいという保護者としての双方の

欲求は共に尊重されてよいと思います。 

大事なことは、保育の質を確保して、子どもを預

けている間の子どもの充実したあり方が実現でき

ていることと、帰宅してから親子の間が温かく生き

生きとした関係となることです。そのために確かに

いたずらに保育時間が長くなることは避けて、保護

者のゆとりのあるところで子どもと一緒になれる

状況が好ましいのです。その点で、ワークライフバ

ランスの推進をさらに強化してほしいと願います。 

 

Q31 利用調整されると、行きたい園に行

けなくなるのでは？ 

A. 保育所および認定こども園の保育所相当のとこ

ろについては、通常、利用調整がなされます。特に

待機児童がいる間は、どこであれ、預けられるとこ

ろに預けることでしょう。そうはいっても、保育所

についても保護者の希望を出してもらい、その第一

希望について種々の条件を考慮して、入所を決定し

ます。その意味で、次第に希望が優先されるように

なっていくことでしょう。 

 

Q32 市町村事業計画ができたら、子ども・

子育て会議は終わるの？ 

A. その後も、実施の程度や経過をチェックするた

めに子ども・子育て会議は必要です。制度の部分修

正などもあり得ます。 

 

Q33 ニーズ調査はもうしないの？ 

A. 5年後の見直しに向けて、その時期に何らかの

ニーズ調査を行います。 

 

Q34 ズバリ！ 

無藤先生が考える新制度の良い所、課題だと

思う所はどこですか？ 

A. 新制度はもちろん待機児童への対応であり、ま

た少子化が進んだ地域でも幼稚園・保育所を統合し

た形での運営を可能にするための手立てでもあり

ます。です が、同時に、すべての幼稚園・保育所・

認定こども園が共に良質な保育を展開できるよう

にするための条件を整えるための第一弾だと考え

ています。 

その意味で、幼稚園でも保育所でも認定こども園

でも、保育に支えられた教育（学校教育）が質の高

い保育者と工夫された園環境の中で実現できるよ

うにしていくべきです。その意味での質の改善に期

待しています。 

そのために必要なことは、幼稚園・保育所・認定

こども園で働くすべての保育者 の処遇の改善であ

り、長く勤め続けられる体制の整備です。さらにそ

の保育の中身を良くしていくために研修の時間を

保障し、増やしていくことです。そのための第一歩

が新制度で、ともあれ踏み出すことが出来ました。 

 

 

「認定こども園補償制度」のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会の会員向けの「認定こども園保険」です。 

「相手方への補償（※休日保育事業・子育て支援事

業・延長保育事業等も対象となります。）」と「園児の

ケガの補償」のセット保険です。 

【お問い合わせ】 

協会事務局へ℡048-993-3711 
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【協会提言】 

「この国の未来を担う子ども達のために」 

 

◆提言にあたっての基本的考え方 

１．平成 27年度から施行される「子ども・子育 

て新制度」についての理解 

２．認定こども園の現状課題と移行への諸問題 

３．認定こども園が求められるものと目指す姿 

４．認定こども園の歩む未来の姿へのステップ 

アップ 

 

◆「真の認定こども園」への提言 

１． 

 平成 27 年 4 月より「子ども・子育て新制度」が

施行され、従来の幼稚園と保育所 

認定こども園並びに、地域で行われている乳幼児を

育む施設を、国が社会保障費で充実させていくとい

う事が示され動き出すことになりました。此のこと

を多くの方々は、待機児童解消という点から捉えよ

うとされますが、本来はその事よりこの国の問題で

ある、「少子高齢化」に伴う「人口問題」、さらには、

限界集落といわれる地域の問題である「地域再生」

など、この国の未来が生まれてくる子ども達に託さ

れているという点にあるのです。ただ単に子どもの

数を増やす事だけではなく、人として豊かに育ち、

未来のこの国を安全で安心し生活できる豊かな国

になすべく人材を育成するという、大きなそして長

期にわたったプロジェクトなのです。 

 

２． 

 認定こども園制度は平成 18 年から始まり、今日

までで少しずつ進化してはいるのですが、まだ、本

来の理念や意義について語られることが少ないと

考えます。私達協会はこの認定こども園に取り組み

様々な問題にぶつかってまいりました。まず立ちは

だかったのは、法律の壁です。此のことは多くの

方々の努力とご尽力により、認定こども園法が施行

され少しずつ改善されつつあります。また、2つの

法人を持つこども園が 1つに統合するためには、人

的問題（職員の処遇・保険制度）、資産問題、など

今までにはない緩和が求められました。会計の問題

や監査の問題、さらには、移行に当たり従来の園基

準を見直していかねばならないことなど、多岐にわ

たる諸問題が山積みでした。 

しかし今移行に当たりなにより難しい点は、保育者

の保育文化（幼保での）の違いの融合ではないでし

ょうか。永年行ってきた自分たちの保育の形を新た

な形へイノベーションしていくことに私たちは多

くの時間を有したのです。 

それは、それぞれの保育への誇りを崩すことなく認

め合い、「子どもにとって」という基本的な立場で

考えて作っていくという、新たな「認定こども園の

教育・保育」を確立することだったのです。永年培

ってきた、幼稚園幼児教育と保育所の養護を含めた

保育のどちらかにともすると偏り、新たな形を作る

という作業を怠ってしまいがちなのですが、偏った

やり方では機能しないことに気付くのです。この両

機能の融合ということが、認定こども園のキーポイ

ントではないでしょうか。 

 

３． 

 認定こども園は子供の成長を豊かに育むことは言

うまでもなく、子育てを懸命に頑張っている保護者

をサポートするという事が幼稚園や保育所により

求められる機能であるという点は多くの人が理解

できるのですが、その機能を有するには 1つの園だ

けでは何もできないことを私たちは痛感しました。 

 子どもの健康や成長については、行政や医療との

連携が必要ですし、子育ての時間の確保やワーク・

ライフ・バランス、子育て家庭への支援に至っては、

行政・地域・産業の連携や協力が必要になります。

子どもの虐待や DV、いじめ等子どもを取り巻く問

題はただ単に子どもだけにとらわれず、社会問題と

して社会全体で考えていかねばならないことに改

めて認識するのです。だからこそ、私達認定こども

園の担う役割は大きいのです。幼稚園・保育所とい

う法律の壁もなく、「すべてのこども達」が登園で

きる園である認定こども園が中核となり、さまざま

な諸問題を解決するためのツールや組織とをつな

ぐ役割を担うのです。また一人の子どもと家族、そ

の地域のネットワークを構築し、育ちと育ての連続

性を広く結ぶ役割も果たしていかねばなりません。 

 

４． 

 認定こども園が掲げる大きな目標をさらに未来へ

の展望へ向けるならば、私たちはフインランドで行

われている「ネウボラ」のような、切れ目のない家

族支援の拠点となり、一人の女性の妊娠から出産、

そしてその子の成長、一人の子どもの家族や地域の

包括的な支えに寄り添える園として、園自体も成長

しなければなりません。 

 この新制度は今年 4月からのスタートで「いきな

りこのような大きな目標を掲げられても」と、多く

の人は言われることでしょう。しかし、目標や夢は

語らなければ実現されません。語らなければ想像す

ることもできません。また、多くの人と共に夢や目

標を思い描かなければ実現いたしません。私達全国

協 会 提 言 

２月７日（土）に「子ども・子育て支援新制度の夜明け」

と題し、トップセミナーを開催いたしました。 

 そのトップセミナーにて、認定こども園の未来に向け

て、「協会提言」を発表しました。 

 以下、原文です。ご一読下さい。 
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全国認定こども園協会 

地区会＆県支部について 

当協会は、平成２０年８月に発足以来、６年

半と活動をしてまいりました。協会会員数も

５５６会員（2015_02 時点）となってい

ます。このような状況により、協会としては

昨年度より、地区会や県支部の立ち上げを呼

びかけております。 

 今、立ち上げている地区会と県支部をお知

らせして、なお一層の認定こども園の普及に

つなげたいと考えています。 

認定こども園協会は、皆さんとともにこの認定こど

も園の夜明けともいえる 4月制度スタートより、大

きな未来の目標に向け一段一段歩み続け、設立当初

より言い続けてきた「すべての子ども達の最善の利

益」を軸にした、この国の地域再生へ取り組んでい

きたいと思います。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「地区会＆県支部」の設立状況 

北海道地区会 北海道支部 

東北地区会 

青森県支部 

岩手県支部 

福島県支部 

関東地区会 

栃木県支部 

茨城県支部 

埼玉県支部 

中部地区会 

愛知県支部 

石川県支部 

福井県支部 

富山県支部 

近畿地区会 滋賀県支部 

中四国地区会 愛媛県支部 

九州地区会 

佐賀県支部 

長崎県支部 

熊本県支部 

宮崎県支部 

鹿児島県支部 

 計 １８支部 

 

 

 

●「県支部設立までのスケジュール」 
1)【支部設立許可願①】を協会本部に作成・提出 

 

2)協会本部にて審査 
※全国認定こども園協会の理念をもとに、認定こども園の発展や 

保育の質の向上を目的としなければならない。 

 

3)協会本部又は担当地区会と設立準備等 
  ※地区会が担当する場合は、本部より地区会担当者を紹介 

 

4)支部設立発起人は、協会本部又は地区会との 

 相談の上、【支部役員(案)②】 

      【支部規約(案)③】 

      【支部設立案内(案)④】 

      【支部設立事業計画書(案)⑤】 

      を作成・提出する 
※支部役員(案)等は、本部・地区会の承認を得なければならない。 

 

5)支部設立発起人より都道府県内の会員に支部設 

立のご案内配布 
※支部は、本来本部規約上既に存在するものなので、設立総会の 

必要はない。支部が動き出すための設立会とする。 

※案内状は、協会本部代表理事名と地区会長名、支部設立発起人 

名の連名で表記する。 

 

6)支部設立会 
※支部長選出、支部役員選出、支部事務局設置、支部規約、 

事業計画書を決定。 

※支部役員人事・支部規約等は、本部承認を得る必要がある。 

   承認までは暫定的なものとする。 

 

7)支部設立会にて決定した事項を踏まえ、 

 【支部設立届⑥】 

 【支部役員報告書⑦】 

 【支部費請求書⑧】 

 【支部規約③（支部設立会にて決定したもの）】 

  を協会本部に提出 

 

8)本部承認が得られたら、本部より 

【支部設立許可書⑨】が届く 

 

9)【支部役員承諾書⑩】を支部役員より得る 

 

10)【支部設立案内⑪、⑫】を都道府県・市町村に 

  持参または送付 

 

11)支部活動開始 

 

12)毎年度ごとに地区会に【支部事業計画書⑬】 

【支部事業報告書⑭】を提出 

 

地域によっては、多様な認定こども園の普及が求め

られ、その普及に各県支部の設立が必要と思います。 

各地区での更なる普及を期待しております。 

※支部会員は、本部会員であることが原則です。 
県支部設立のお問い合わせは、協会本

部事務局まで！℡048-993-3711 
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「認定こども園あかさかルンビニー園」 

              園長 王寺 直子 氏 

 

佐賀県の西部に

位置、有田町は日本

の磁器発祥の地と

して、日本の伝統工

芸の有田焼をつな

ぐ町です。その地で

平成 11 年より全国に先駆けて学法と社福が一つになっ

た幼稚園と保育園の合同活動を行い、16 年には佐賀県特

区として現在の認定こども園の基礎を作ってまいりまし

た。幼保を一体としていくうえで様々な問題が次々にで

て、その都度アイデアをだして乗り越えてまいりました。 

今回はその中のいくつかをご紹介ささて戴きたいと思

います。まず開園当初、私どもの両法人所属の幼稚園と

保育園の職員を数名ずつ採用し保育を始めたのですが、

姉妹園であり時々行事を一緒にするなどしていたにもか

かわらず、同じ園で保育をする事となると、長年培って

きた保育文化の違いが出てうまくかみ合いません。未満

時は保育園、3 歳以上児は幼稚園と分けてしまうと、せ

っかく一体化し子ども達の発達や学びを連続的に見てい

こうとすることに、目には見えない隔たりがでて、共感

しあう事がなかなかできなかったのです。どちらも自分

達の今までやってきたことを主張し、「こうやってきたか

ら」と聞き入れることができない状態でした。それで私

は職員全体会議をし、皆で共有できる新たな保育文化を

作ることを提案しました。 

１、幼保のよい点を見つけ、「認定こども園としての保 

育文化」を全職員で作り共有する。 

２、子どもの年齢に応じた発達と学びの視点を全員で共 

有する 

３、指導計画、日誌、児童表、保育教育要領などは全職 

員で作成する 

 日本の保育園が担ってきた養護、幼稚園が担ってきた

幼児教育は素晴らしい面がたくさんあります、そのこと

を皆で出し合い議論していくと、自分達は深く理解しあ

わないで否定していた事に気づくのです。更に、幼保を

一体とすれば今まで手立てができなかった点が改善され

ていくことも知るのです。そして、年度当初の年間計画

や期案など、幼稚園の職員は学年やクラス単位で一人一

人が作っていたのですが、保育園は特に未満児など複数

担任になる事もあり、長年勤めてきた保育士が主に担当

としていたようで、ともすると毎年作らずに、年十年も

前に作成されたものを使っていたようです。新年度にな

ると子ども達も担任も変わり、同じ保育内容でよいので

しょうか。また、新たな保育文化をそれぞれの職員がど

のように受け止め、子ども達の計画の中に落としていく

のかなどを知る上でも、全職員が自分の担当する子ども

達の計画を作ることが必要と思います。それで、年度当

初、新人は新人なりに分かる範囲で、また、常勤、非常

勤にかかわらず作成し、一つ一つの計画案が保育士指針

や教育要領の５領域のどの部分に当てはまるのか、印を

つけて行くことにしました。とても大変な作業ですが、

私達は子どもと向き合う保育者として、自覚を持って仕

事をするためにやらねばならないと思います。そして、

各学期が終わると、今度は当初立てた計画と実際に行っ

てきた日々の保育が違ってくるので、振り返りのために

実際行ってきた保育を記録していきます。 

ＰＤＣＡサイクルを一人一人の保育者が実践していくシ

ステムを作ったのです。 

 このように保育者各自が作った計画や実践は、作る時

も反省するときも、各年齢の担当全員で話し合い、それ

ぞれが持つ保育感を共有する場となっていくのです。そ

こで少しずつ「認定こども園としての文化」が積み上げ

られ作られていくのです。 

私はこのようにすべての職員が同じように責任を持つ

ことをさせるのであれば、本来、常勤や非常勤という言

葉が適当なのか疑問に思いはじめたのです。 

そこで、すべての職員に働き方を選択することを提案

し今年度から始めました。まだ小さい子どもさんがいて、

ローテーションに入りたくない職員や、クラスを担当し

て意欲的に保育に取り組みたい職員など、特に女性は育

児や介護といった自分のご家庭の問題を抱えがちです。 

働く時間とやりがいと責任とがマッチしていてこそ、よ

い仕事ができると思いますし、それこそが保育の質の一

つだと考えます。保育の現場は男性職員が増えてきたと

はいえ、まだまだ女性が多く働く場です。子育て支援を

行っている私達も同じように働く母親や女性なのですか

ら、保育文化を新たに作ると同時に、女性のワークライ

フバランスを提案する場でもあらねばと思います。 

ココがポイント！ 

認定こども園の実践＆工夫 

Part③ 
地域によって求められている認定こども園の

「機能」は多種多様です。そこで、認定こども園

として、「幼児教育・保育」「子育て支援」等の 

いろいろな取組みをご紹介します！！ 
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『問われる市町村の対応』 

いよいよ子ども・子育て支援新制度がスタートす

る。今年４月から‘新’制度は現行制度となり、現

行制度は‘旧’制度となるが、実際には‘新’‘旧’

両方の制度が部分的に混在するため、煩雑な面が残

ったままのスタートとなる。 

 そして、それ以上に問題を複雑にしているのが、

新制度の実施主体である市町村の対応である。とり

わけ、利用者の負担する保育料の設定（保育料徴収

基準）や保育標準時間と保育短時間の扱いなど、自

治体によってかなり違いがみられ、同じ制度であり

ながら様相を異にしている。 

 例えば、Ａ自治体では１号認定の最高額が月額 1

万円、2号認定（保育短時間）の最高額が 3万円だ

とする。１号認定で一時預かり（幼稚園型）を組み

合わせれば１日当たり８時間の保育利用ができる。

仮に一時預かりが月額 8000円、給食費が 4000円と

すれば、保育料と合わせて月額 2 万 2000 円で、同

じように８時間利用できる２号認定の保育短時間 3

万円より 8000 円も安くなる。逆に、Ｂ自治体では

１号認定の最高額が月額 2万 5000円、2号認定（保

育短時間）の最高額が 2 万 8000 円だとすれば、１

号認定の保育料に一時預かりの利用料や給食費を

足すと、２号認定保育短時間の保育料よりもかなり

高くなってしまう。 

 パート就労の家庭の場合、普通に２号認定の保育

短時間認定を受けることもできるが、２号認定を受

けずに１号認定と一時預かりの組み合わせを選択

することもできる。そうすると、よほど保育内容そ

の他に著しい違いでもない限り、一般的には利用料

金の安いほうを選ぶのではないかと考えられる。つ

まり、自治体の保育料設定の如何によって、２号認

定から 1号認定へ選択替えする利用者もいれば、そ

の逆の選択をする利用者もいる可能性がある。全国

共通の制度でありながら、自治体の保育料設定の違

いによって１号認定と２号認定の利用に逆の現象

が生じるわけだ。 

 また、１日当たり 11 時間まで利用可能な保育標

準時間と 8時間まで利用可能な保育短時間とで、国

の示した基準では保育料に１．７％程度の差しかつ

けていない。そうすると、保育短時間認定を受けて

延長保育を何回か利用したら、保育標準時間より利

用者負担が高くなってしまうという逆転現象が起

こってしまう。そこで、品川区のように、保育短時

間は保育標準時間より２割程度安い保育料設定を

するところもある。 

 これは一つの有効な考え方だと思われるが、一方

で自治体によっては保育料にあまり差を設けずに、

認定の判断を弾力化することによって、本来であれ

ば保育短時間になるところを保育標準時間で認定

するところが少なからず出てくる。つまり、実質的

に保育短時間利用者はほとんどいないということ

もあり得る。これも不可思議な話で、それなら保育

短時間という認定区分を何のために設けたのかと

いう疑問が出てくる。 

 公立幼稚園の保育料設定も然り。同じ１号認定で

ありながら、私立よりかなり安い料金設定をすると

ころもあれば、激変緩和で数年後に公私同額にする

ところ、初めから公私同額にするところなど、自治

体によってその対応に違いがみられる。 

 これらの例に限らず、市町村の対応によって新制

度の運用のあり方が大きく異なり、利用者にとって

も施設側にとってもバランスを欠いた状況を招く

ことが懸念される。国の制度設計にも問題がないと

は言えないが、それ以上に市町村の子ども・子育て

支援に関する理念や見識が問われよう。 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●いよいよ新制度がスタートします。「今さ

ら聞けない新制度」も最終回。なんだか少し

寂しさも感じてしまいます。 

●新制度に向けてもう準備万端！という園

は少ないのではないでしょうか？勝負はこ

れからです。認定こども園の実践＆工夫を参

考に真似することも学ぶことだと信じてい

ます。是非参考にしてください。 

●「恐れるな、汗をかけ！」新人職員に毎年

伝えていることです。新制度移行はみんな新

人園ばかり。私も平成２７年度は恐れずに汗

をかきます！ 

●今年度もあとわずか。卒園式では年長組さ

んの立派な姿が楽しみです。子どもに携わる

お仕事って幸せですね。   （野球少年） 


