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（吉田氏）課題について問題提起。先ずは“トリプル

改定”について、社福は法人改革、全体は処遇改善対

応に追われているからか、以前の改定の時ほど取り沙

汰されていないように感じる。もっと保育の質向上へ、

全職員で向かう必要がある。次に“無償化”について

は、今までの議論から大きく異なってきている。幼保

こども園だけでなく、さらに 4時間程度でもなくなっ

ている。預かり保育を含む無償化を文科省も検討はし

ているようだ。“公定価格の単価引き下げ議論”も根

拠のない議論も出始め、給付の仕組を包括方式に変え

るか、従来通りの積み上げ法式で行くのか。包括方式

に変われば、介護の時のように、引き下げ議論に拍車

がかかる。次の 5年事業計

画が山場になる。 

“地方では”、来年の半ば

から「地方版こども子育て

会議」で、移行特例事項の

延長や、認定こども園増加

の頭打ちかなどの課題整 

 

 

 

 

 

理が必要となり、丁寧な対応が必要である。 

“ＩＣＴ化”については、経産省と 4府省で ICT 化と

自治体システムの標準化を進めている。実現可能性が

高い。保育認定と認定基準の運用の工夫が必要になる

のでは。 

 

（池本氏）“無償化”については、なぜ今、無償化な

のか。女性活躍推進を掲げるなら、待機児童解消と質

の向上が最優先課題。これまで短期間に大量に整備さ

れたことで、質に対する不安が高まっている。認可で

も自治体によっては監査が手薄になっている。企業主

導型は独自に監査の仕組みを構築した。ばらばらで評

価するより、国の一つの機関が、同じ基準ですべての

施設を評価すべきではないか。質の確保には親も評価

に参画するのが大事。 

“処遇改善”はＩＣＴ化でもできる部分があり、給

与よりも労働時間の短時間化を求める保育者も多い。

オーストラリアでは 18 時以降もやっている園は認可

が受けられない。働き方改革が必要。無償化は、保育

時間の長時間化を招き、

子どもへの悪影響が心配

される。財源の制約を考

えれば、働き方改革や評

価制度の構築でお金が質

のよい保育に使われるよ

うにしてから無償化すべ

き。納税者に了解が得ら
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平成 29年度 第 1回 “アドバイザリー・ボートとの勉強会”を実施 

 11月 29日(水)に第 1回目の勉強会を行いました。参加の先生方は、写真の右から、 
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「新制度、３年目を迎えて･･･」というテーマにて、意見 

交換を行いましたが、衆議院選挙後ということもあり、 

話題は“幼児教育無償化”、“待機児童解消”が中心となり 

ました。その他、“経営実態調査”、“ＩＣＴ化”など、設立 10年を迎える当協会に対し、シンクタンクとし

ての機能を強化し、行政・マスコミ等への情報発信を求められ、白熱した勉強会となりました。 



全国認定こども園協会 会報第 30 号                                      H.30.1.10. 

2. 

 

れるようにすべき。 

ニュージーランドでは、教育省での省庁“一元化”、

国の機関の評価受審義務化と評価結果の公表、保育に

おける ICTの活用のあとに無償化だった。確実に子ど

もたちによいシステムを作ってからが良い。 

“ＩＣＴ 化”については、保育現場と自治体、ま

た親も活用できるように。子ども自身がどう活用でき

るかも議論に入れてほしい。ニュージーランドでは各

園の児童の管理システムがすでに国と接続されてい

る。子どもに全国生徒番号が与えられ、小中高へもデ

ータが引き継がれる。政策改善にも使われている。今

後検討できれば。 

“協会に対して”、ニュージーランドでは政府が当

事者の意向を丁寧に聞き、話し合いをしながら政策を

作っていく。保育者、親、子どもの声も聞き、当事者

の声を集めて社会に発信してくことを協会に期待。放

課後児童対策にも協会の協力を期待。 

 

（宮島氏）この度の選挙での“無償化”は、保育の

本質とは、違うところで議論されていた。政治的な状

況の中、保育の現場をしっかりみての政策決定ではな

く、一気に政策を進めた人の中では、認可外への意識

も薄かった。ですが、世の中全体が今までにないくら

い、子どもの大事さを意識して、施策に反映しようと

している。ほとんど保育について意識されなかった時

代よりは良くなってきているのでは。大きなお金が子

育て支援にくるのだから、どう良い形でお金を使って

いくかについて、大きな責務がある。 

結果的に生まれたこの状況で、いい形になるように

取り組まれるべき。取り組み方の提案が大事で、経営

重視の悪意の保育園などがあれば、防ぐ手法が必要だ

けど、善意でがんばっているところは救えるようにし

たい。無償化で新たなニーズが生まれる可能性があり、

０～２歳の対象の家庭で、無償なら、と預ける人も増

えるかもしれないので、さらに待機児童が増えること

を危惧。しかし排除する形ではなく、子供全体を救え

るような方向で進んでほしい。 

“協会に対して”、世の中

とうまく関係を作ること

を望む。メディアとの対

話を積極的にとるとよい。 

各既存団体意識が強い中、

広く捉えられる団体が重

要。狭い中での対立では

なく、全体が包括できる

ような形を望んでいる。 

（浅川氏）大きな視点から話したい。最近のキーワー

ドは3つ、「子ども食堂」、「こども保険」、「企業

主導型保育所」。地域の中の支援関係には“まちづく

り”の発想が必要。高齢者分野では「地域包括ケアシ

ステム」がまちづくりを先導している。地域や専門職

を巻き込んだ社会化論が大前提だ。介護保険制度を生

み出した「介護の社会化」と同様に、「育児の社会化」

という考え方を確立すべきだ。今後は、「企業主導型

保育所」が日本の保育の中心になる。高齢者施策の施

設への待機者問題は育児の待機児問題と同じ。需要に

対して供給が不足しており、もう社福・学校法人では

対応ができなくなっている。企業の全面参入が必要。 

子ども業界の団体は、国が直轄でやりだした企業主導

型保育を過小評価しているのではないか。地域を見渡

す発想がない。最も困っている人たちへ手を差し伸べ

るべきで、既存の法人に力がないのなら、反省すべき。 

待機児解決策は、もう企業が担うのではないか。 

“協会に対して”、シンクタンク機能としての気概が

必要では。家業ではなく、

企業が必要。規模が大きく

なれば研修もいける。シス

テムとして、おおきなネッ

トワークが必要だろう。制

度を乗り越える発想がな

いと、待機児解消につなが

らない。 

 

（この勉強会は、年 2回を目処に行っています。アド

バイザリー･ボートの先生方の日程を調整して、次回

を計画しています。） 

 

＜ 今 後 の 活 動 予 定 ＞ 

●２月１９日（月）、２０日（火） 

全国認定こども園 園長･副園長（教頭） 

ステップアップ研修会Ⅲ  
 

◆会場･･･KFC Hall 

  〒130-0015 東京都墨田区横網 1 丁目 6 番 1 号 

  ℡ 03-5610-5801 
 

◆対象者･･･以下の 2 点を満たした園長･副園 

長(教頭)及び同就任予定者 
① 現在、認定こども園に勤務していること。 

② 平成２8年度までに本協会で実施した「認定こども 

園園長・副園長(教頭)ステップアップ研修会Ⅱ」を 

修了済みであること。 
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『改正児童福祉法の理念と 

幼保連携型認定こども園』 

 

 

柏女
かしわめ

 霊峰
れいほう

 氏 

 
（ 淑徳大学 

総合福祉学部 教授 ） 

 

 

 

2016 年 6 月、児童福祉法の理念が 70 年ぶりに改正

された。その第 1条第 1項、第 2条第 1項は以下のと

おりである。 

 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神

にのつとり、適切に養育されること、その生活を保

障されること、愛され、保護されること、その心身

の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られ

ることその他の福祉を等しく保障される権利を有

する。  

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生ま

れ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年

齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健

やかに育成されるよう努めなければならない。  

 

第 1 条冒頭では、「全て児童は、児童の権利に関す

る条約の精神にのっとり、適切に養育されること」が

子どもの権利であることが示される。そして、それを

保障する社会資源の一つが、児童福祉法上の児童福祉

施設たる幼保連携型認定こども園である。つまり、法

令からみれば、幼保連携型認定こども園の保育観は、

「子どもの権利条約の精神にのっとって養育する」こ

とでなければならない。 

では、児童の権利に関する条約(以下、「条約」)の

精神、つまり、子ども観や発達観、保育観とは何か。

保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育

要領の策定過程においては、まさにそのことが真剣に

議論されなければならなかったのである。しかし、そ

れらが議論された形跡はない。 

条約第 3条は、子どもの最善の利益を保障しようと

する大人の責務を強調する。一方で、条約第 12 条は、

子どもの年齢及び成熟度に従って子どもの意見を尊

重すべきことを規定しており、本条約が発達的視点を

有していることを示している。それは、主体的に生き

る子どもの自己決定力の育成と尊重という視点であ 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。そして、そのことが、わが国の子ども家庭福祉の

総合的法律である児童福祉法第 1-2 条にも、明確に示

されたのである。 

子どもが自己の意見を持つことができるように成

長するためには、幼少期から自分で考え、自分で決定

するという体験が必要とされる。つまり、主体性、自

己決定力を育むことが、条約の精神からみた保育観と

なる。一方、人は他者から十分に聴かれる(傾聴され

る)ことにより、自己の見解や心を整理していくこと

ができる。その意味では、第 12 条が十分に満たされ

ることによって、人は自己にとって最も良い決定に近

づくことができるといえる。第 12 条が十分に保障さ

れて初めて、第 3 条が達成されるのである。また、第

3 条が満たされることにより、第 12 条が達成される

のである。子どもの最善の利益を保障しようとする大

人の責務と、子どもの主体性、自己決定、自律の育成

とは、コインの裏表でもある。 

子どもは自ら自己の可能性を最大限に発揮しよう

とする主体的存在であり、それを支え、保障する保育

者の関わりがあることで、自己の意見を持つことがで

きるなど主体的に生きることができるよう成長する

とともに、他者の存在をも尊重することができるよう

になる。 

一人ひとりの子どもの尊厳を大切にし、一人ひとりの

子どもが今このときを主体的に生き生きと過ごすこ

とをめざし、一人ひとりの可能性が最大限に発揮でき

るよう側面的に支援し、また、子どもたちに寄り添う

ことを大切にする保育が、福祉の視点からみた保育観

である。それは決して「指導」ではなく、「支援」、「援

助」というべき営みである。こうした保育者の関わり

が子どもの主体性を育て、また、ほかの子どもの主体

性をも尊重する「共生」を育んでいくのである。 

 

 福祉の人間観、社会観、保育観が、もっと議論され

なければならない。そして、今回の指針、要領におい

て示された 3 つの「育みたい資質・能力」、10 の「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」を「指導」する

こととの整合性が語られなければならない。幼保連携

型認定こども園の実践は、「福祉」と「教育」の融合

をめざす営みでもあることを忘れてはならない。 

 

文献 

柏女霊峰(2017)『これからの子ども・子育て支援を考

えるー共生社会の創出をめざしてー』ミネルヴァ書房 

 

 

「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  №17 
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「リーダーシップをエビデンスから考える」 

 

初回は「リーダーシップをどのように考えたらよい

か」というリーダーシップの考え方について、マネジ

メントとリーダーシップの関係や内容等について、ご

紹介をしました。リーダーシップが大事と言ってもそ

れはわかっているし、海外でいろいろなデータは紹介

されているけれどという方も多いと思います。ですの

で今回は、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育

実践政策学センター（以下ＣＥＤＥＰ）で実施した全

国調査の結果を基にして、エビデンスからリーダーシ

ップについて考えてみたいと思います（方法や母数な

どの詳細の資料はＣＥＤＥＰセンターのＨＰに記さ

れていますのでよりご関心がある方はそちらをどう

ぞご高覧ください。）。 

まず、要領・指針改訂の時期なのでリーダーシップ

の関係をみてみましょう。教育におけるリーダーシッ

プを考える上で、園の教育内容を示す教育課程及び全

体計画をどのように見直しをするのかは、これからに

求められる資質能力を子どもたちに育む教育の質向

上の上でとても重要なカギとなります。ＣＥＤＥＰで

は、教育課程、保育課程の編成に関して「どの程度見

直しを行っているのか」を２０１５年に調べました。

その調査結果（野澤,2017）が、図１です。残念なこ

とに図１からは、「毎年見直している」という回答は、

ご協力いただいた園の約７割弱であり、また「編成を

していない」という回答もわずかながらも５％ほどは

見られました。教育課程は園の教育の方針に基づく教

育内容を示すものですからこの編成やそれをどのよ

うに園の皆で共有するかは大事なことになります。

（図１） 

今回改訂がなされたことを契機に、その方向性や具

体的な内容を理解して園の教育課程や指導計画を園

の皆で見直すことが求められています。その場合に、

この働きかけは、園長や主任の教育的なリーダーシッ

プそのものであると言えるでしょう。保育の質として、

園長や主任のリーダーシップと指導計画（五領域の内

容を意識して、保育／指導計画を立てている、子ども

たちの月齢や時期を配慮して保育／指導計画を立て

ている、行事と日々の遊び等が連続するよう保育／指

導計画を工夫している、子どもたちの探究等の支援を

意図して保育／指導計画を立てている）、保

育者の子どもへの関わりと環境の構成とい

う保育の質の関係を、上記と同じ２０１５

年度調査データから整理した結果が図２で

す。園長や主任のリーダーシップをみます

と、直接環境構成やかかわりに影響する部

分は比較的低い値であり、強い影響関係で

はありません。それに対して、園長や主任

のリーダーシップが保育計画の編成に対し

ては関係があり、その保育計画が環境構成

や保育者の子どもへのかかわりに影響を及

ぼすという関連性がみられました。 

そしてその関連の中では、図からもわか

るように、園長先生と共に主任のリーダー

シップもまた影響をもっていました。また

『 園 リ ー ダ ー シ ッ プ を 育 む ！ 』 

＜第２回＞ 秋田
あ き た

 喜代美
き よ み

 氏（東京大学大学院教授）  
  ３法令の改訂により、平成 30年度より実施を前に、園長先生を中心に教育･ 

保育の質の向上を図られていることと思いますが、どのように園内に浸透させ 

ていくのか悩ましいところがあります。そこで、秋田先生に“リーダーシップ” 

をキーワードに年３回の連載を頂きました。 
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園長の教育リーダーシップが高いと主任の教育に

ついてのリーダーシップも高いという関係も見ら

れました。中でも、「子どもたちの探究等の支援を

意図して保育／指導計画を立てている」と言う項

目では３，４，５歳とも主任のリーダーシップの

影響がみられました。子どもの様子を見て、これ

からを見通しての計画においてリーダーシップは

生かされているとも言えます。その意味で、カリ

キュラムやそれにもとづく計画について、園長と

主任の協働によって、この改訂を機会にぜひ園で

見直しをしていただくとよいと思います。（図２） 

特に今回は「幼児期の終わりまでに育てたい１

０の姿」の提案も出されています。具体的に園の

教育課程・全体的な計画のねらい内容の中にこの

姿へのねらいがどのように埋め込まれているのかを

皆で計画の各内容からみることが、実践をし、振り返

るための一つの大事な視点になるかもしれません。ま

たその育ちのプロセスを、実際にどのように子どもの

姿として記録したり見える化するか、それを保護者と

共有していくのかと言う点についても、いろいろな職

員の知恵を生かしていくリーダーシップがポイント

になると言えるでしょう。リーダーには、こうした具

体的なデザイン、ダイアローグ、ドキュメンテーショ

ンのサイクルを回すための実践的な見識が必要にな

ります。特に主任は、園長の目指すビジョンの意図を

汲みながらも実際にそれを若手の人にもわかるよう

に噛み砕き、行動にうつすための、見識が求められる

ということになります。 

 そのようなリーダーシップは、保育の質の高さと影

響があると同時に、職員の方々の働くことへの職場の

満足感やメンタルヘルスにもつながります。下に示し

た図３は、園長先生のリーダーシップと担任の負担感

満足感を検討した結果です。園長先生が図に示すよう

な「組織の運営・園の風土」向上により一層積極的

に取り組んでいる場合に、担任保育者の「人間関係

にまつわる負担」「労働環境・待遇にまつわる負担」

が低く、職務満足感が高いことを示す結果がでまし

た。それをまとめたのが図３となります。 

 

 これらは数値でみたものです。けれども実際に意

見や要望を尊重したり、意見を出しやすい雰囲気の

ためには、どうするのかといったことのためのやり

方は園の規模や伝統によって実際には様々です。ち

ょっとしたお茶のみ等を大事にしてそうした機会に

話をしてもらえるようにしているという園もあれば、

園長先生が主任や若手を信頼してまかせておくよう

にしているという園もあります。また職員同士の関係

を良好に保つように、共通の研修を通して園の子ども

のいい姿を共有したり時には一緒に他園見学にいく

ようにしている園もあれば、外からのおもしろい情報

や事例を共有したり、外部講師を招いて学び合うなど

専門性向上を通しての関係作りを進める園もあれば、

いろいろな価値観を持った職員同士での認め合いの

言葉をかけたり、時にカードであなたのいいところを

共有し合ったりと言う園もあります。こうした具体的

なノウハウの中にその園らしさ、その園ならではのリ

ーダーシップがあるのではないかと思います。園のリ

ーダーシップが園での保育の質や職員満足にとても

重要な役割を果たすことは明らかですが、それを具体

的にどのような行為を通して示し合っていくのか、そ

こにその園ならではの良さが表れるでしょう。それら

の知恵をさまざまな研修で相互に学び合っていきた

いとものです。それこそがリーダーの事例共有と言え

るでしょう。こうした役割を各種団体の研修にこれか

ら一層期待していきたいと思います。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今、認定こども園の時代 

～子ども･子育て支援制度が息づく社会～  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

＜第２回＞ 倉田 薫 氏（大阪府池田市長） 
            

子ども･子育て支援制度が息づく社会とは、どんな社会でしょうか？ 

行政トップからみた“支援制度”を３回連載で３人の行政トップの取組みを 

紹介します。今回は、大阪府池田市長の倉田氏です。 

〈はじめに〉 

 １０月の衆議院総選挙を前に安倍総理は記者会見に

おいて「２兆円規模の大胆な政策～人づくり革命～」

を示し幼児教育無償化に向けての決意を語られまし

た。 

 政権をまたいで取り組まれてきた「子ども子育て政

策」が結実の時を迎えたのではないか、とも思われる

感動の一瞬でした。ただただ、その感激に酔いしれる

のではなく、「その中身やスキームが見えていない。

まだまだこれから」と気をゆるめることなく一層の緊

張感をもって政府の姿勢を注視すると共に、我が池田

市に於いては、今まで以上に「子ども・子育て支援日

本一をめざす」という決意を新たにしたところです。 

 せっかくの機会をいただきましたので、その池田市

における子ども・子育て支援政策の推移を、政府のそ

れと合わせてご紹介させていただきます。 

 

〈子ども条例〉  

池田市は、平成１７年３月議会で「子ども条例」を

提案し、同年４月より施行いたしました。少子高齢時

代の到来を前にして、「こども」を冠した条例や部・

課が設置されるという例は、もはや決して珍しいこと

でもなかったと記憶しています。その中でも池田市の

条例は、世帯の子どもの数に応じた施策展開やその対

象を０歳から１８歳とすることにより、市長部局と教

育委員会の壁をとり払おうと試みている所にその特

徴を有していると言えます。 

 

（エンゼル制度） 

 また、池田市では平成９年度より、地元に本社のあ

るダイハツ工業㈱の協力により、「第４子以降の誕生

に際し、市から２０万円の祝金、ダイハツ工業㈱から

は軽自動車を３年間無償貸与」というエンゼル制度が

始まりました。「たかが２０万円の祝金等を目当てに

誰が第４子以上に挑戦すると思っているのか！」のよ

うな批判もあり、池田市は平成１０年よりその制度拡

充を行い「第４子以降のこどもの保育所、幼稚園の料

金を無料」としました。 

 すべての子どもたちに行政サービスが行き届くこと

をめざすのは当然のことではありますが、財政状況を

勘案して「こどもの数に応じた施策展開」となったと

ころです。このエンゼル車提供制度は平成２３年度で

一度廃止となりましたが、平成２９年度からは「第３

子以降の誕生に対し、市と地元銀行のタイアップによ

り祝金は５万円の積立式定期預金通帳を贈呈、ダイハ

ツ工業㈱からは普通自動車を３年間無償貸与」という

形で再スタートしています。 

 

（教育委員会廃止論） 

平成１６年３月、「地方分権時代における教育のあり

方を考える市長の会」という委員会が全国市長会で設

置されました。この委員会での話し合いと並行して行

われたアンケートで全国の市長に意見を聞いたとこ

ろ「教育委員会を無くす」「教育委員会の設置は選択

制とする」等、教育委員会の設置を義務付けている当

時の教育委員会制度に対して、「好ましくない」と思

っている首長が合わせて半数を超えていたのは、中々

興味深いものでした。市長の教育行政への関与につい

て制約がある中で、「子どもという括りで、義務教育

に関しても市長として積極的に関与すべし」という私

の意向を受けてできた条例が「子ども条例」です。 

 

（子ども子育て新システム） 

 平成２２年、政府は将来における子ども家庭省の設

置を前提として「子ども子育て新システム」を構築す

べく有識者による懇談会を設置しました。私は「全国

市長会社会文教委員長」というお役を頂戴していまし

たので、その基本制度を検討するワーキングチームの
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委員として懇談会に参画させていただきました。 

 同じ５才児でも幼稚園は文科省、保育所は厚労省所

管という矛盾から脱却して「将来は子ども家庭省に一

元化することを前提に当面は内閣府で一元的に所管

して、新システムの議論を進める」という方針のもと、

議論が進められてきました。その中で「認定こども園」

の設置が提案され、基礎自治体はもとより、民間の幼

稚園や保育所を運営している幅広い団体の意見を聞

きながら制度構築に向けた取り組みが進められ政権

が交代した後、平成２４年の「子ども・子育て支援法」

という法律の成立によって、現行の「子ども・子育て

支援新制度」がスタートしました。「二本立ての制度

を一本化すると言いながら、現実には三本立てになっ

て混乱招いているだけではないのか」そんな指摘を受

けながらも、民主党政権下ではありましたが、当時の

村木厚子統括官を中心に官僚の皆さんが時には全国

の基礎自治体の実態を見るため、各地に足を運びなが

ら、新制度構築のため努力されたのがほんの昨日のこ

とのように思えるのは私だけでは無いでしょう。 

 

（政権交代） 

 その苦労の中における最大の山場は、民主党から自

民党へのドラスティックな政権交代であったと思い

ます。「民主党政権下で検討されてきた子ども子育て

新システムを廃止して、全面的に見直すべきと自民党

新政権下で叫ばれている」といううわさが、まことし

やかに流れてきました。私は今でもこの話は「火の無

い所に煙は立たない」のことわざ通りではないかと思

っています。その後に聞こえてきた「せっかく９割ま

でできあがっている制度を政権交代を理由に感情的

に全面見直しにするなんてもったいない」と政権与党

である公明党の幹部が守って下さった、という官僚の

話の方が現実味を帯びていたからです。私は故あって

平成２３年１１月から平成２７年１２月まで４年１

ヵ月市長の座を離れていましたが、「おかげさまで無

事に私達の取り組んでいた制度が法制化されました」

とただの一国民である私にまでお電話下さった村木

さんには頭の下がる思いです。 

 

（子ども・子育て会議） 

 子ども・子育て支援新制度を構築していく中で、子

ども・子育て会議の設置を都道府県では義務化、基礎

自治体でも設置されることが好ましいとの議論があ

りましたので、私は池田市において平成２３年９月議

会で「子ども条例」の一部改正を行い、「子ども・子

育て会議」を条例設置いたしました。この「子ども・

子育て会議」の条例設置は、全国で初めてのことと思

っています。前述の通り約４年の空白期を経て市長に

復帰した平成２７年１２月、復帰したその日に「子ど

も・子育て会議」と「総合教育会議」を開催し「教育

と子ども子育てに関する私の思いと新年度における

取り組み」について、お話させていただきました。 

 

（教育日本一、子ども・子育て支援日本一） 

 ４年間の空白期で私は新しい多くの友を得ることが

できました。その一つが新制度と正面から向かい合っ

ていくつかの矛盾と対峙しながら頑張っておられた

「全国認定こども園協会」の皆さん、さらにもう一つ

は私を理事として迎えて下さった「兵庫県保育協会」

の皆さんです。４年間という長い空白期を経てもなお、

以前にも増して子ども・子育て支援策等への情熱を失

うことがなかったのは、この二つの新しい仲間との出

会いがあったおかげと感謝しています。 

 その私が、平成２７年１２月に改めて池田市長選挙

に立候補するにあたって、施策の柱に据えたのが「教

育日本一、子ども・子育て支援日本一」でした。 

 具体的には、ソフト面の教育費においては平成２７

年度に比して、毎年５千万円増（平成２８年度で５千

万円、平成２９年度で１億円の増）、子ども・子育て

では、保育所待機児童ゼロを目指すために、認定こど

も園への移行促進事業、小規模保育所の開設、私立保

育園における保育士確保助成等の施策を実施いたし

ました。 

 

〈むすびに〉 

 以上、池田市における取り組みの推移を述べて参り

ましたが、大切なことは政府が「子ども・子育て政策」

を社会保障四経費の一つの柱として、位置づけられた

その姿勢を評価すると共に、政府において大胆かつ着

実にその具体策を示していくことと思っています。 

 さらに、今回総理の英断で示された安倍政権の幼児

教育無償という看板政策「人づくり革命」の推進に向

けた２兆円規模の政策パッケージの具体的中身が公

表されて、厚生労働省の中に新たに設置された子ども

家庭局を中心に、我が国における子ども子育て支援制

度が着実に前進することを願ってやみません。 

 

 



全国認定こども園協会 会報第 30 号                                      H.30.1.10. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（相馬氏）こども園化の取り組みの中で、各法人がキ

ープしている強みと共に、何らかの課題にトライされ

てきた部分もあると思います。まずは各法人のキープ

とトライについてお話しいただきたい。 

 

（難波氏）当園は、人口 19 万人の東広島市で、自然

に囲まれた里山の中に位置しています。38年前に、豊

かな自然とともに生活する子どもたちの施設をつく

りたいと、この里山の斜面地を園地として選びました。

そして 6年前に認定こども園に移行した時点から、改

めて、子どもたちにとって最適な保育環境にするため

の施設整備や保育内容を再検討し、より密接な地域と

の関係づくりも始めました。園舎・園庭・周辺環境を

一体的な保育環境として捉え、それをどのように子ど

もたちに提供したらいいか、迷いながら、悩みながら、

工夫してきています。 

課題としては、倍近くなったスタッフのみんなの意

識共有や情報共有を如何に図るかです。働きやすく、

長く働き続けることのできる職場環境づくりは、より

よい保育環境づくりの第一歩だと思います。スタッフ

のみんながモチベーションを高め、継続して働く仕組

みづくりとしてのキャリアパス構築もその解決策の

一つだと思いますが、三法令

の改訂に伴う保育内容の理解

を図る研修や資質向上のため

の研修をどうのように計画し

ていくかも重要な課題だと思

っています。 

 

（相馬氏）それでは続いて、今治市にお願いします。 

（越智氏）私どもの園は愛媛県の今治市にあります。

人口は 17 万人ほどです。昭和 47 年に開園し 45 年目

になります。 

 当時から働いている保護者は多く、おじいさんやお

ばあさんがお迎えに来るというパターンが中心でし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。ある日から認可外という形で、2 歳以上の子ども

を園で預かるようになりました。その時点で 30 人以

上のお子さんがいましたので、認定こども園の制度が

できたときに、職員も付きますし、ぜひその制度を使

わせていただきたいということで、手を挙げました。 

 今は人間関係が希薄になり、保護者の問題が多くな

っています。昔は理不尽なことを言われても、それは

駄目ですと言えたが、今では言え

なくなった。今後のテーマは、若

い保護者の方たちと、どのように

コミュニケーションを取っていく

かということです。そのために職

員研修をどうすれば良いのかとい

うことが課題となっています。 

 

（相馬氏）今回の、三法令改訂の中で、表現領域の内

容の取り扱いに、自然の音や色や形に気付き、それを

感じ取る。表現したくなる意欲は、そういうものとの

出会いとして書き加えられた。行事の在り方の見直し

とも関連しますが、養成課程では、保育の中の表現領

域の指導について、きちんと教えられなければ教員に

なれないようになります。社会的な動きを味方に付け

つつ、園としてのあり方をどう変えていくかがこれか

らの大きなポイントになると思います。 

 

（相馬氏）続いて、大石先生です。桜井幼稚園と芸術

学園で園長をされたのですか。 

（大石氏）私は園長ではなく保護者として両園に関わ

って来た。現在は常務理事兼本部長として経営全般に

関わっている。桜井幼稚園と芸術学園幼稚園は別法人

だが、平成 7 年、8 年と続いて、龍馬学園という専門

学校のグループに入りました。桜井幼稚園は昭和 44

年に幼稚園として始まり、元気が一番で、竹馬や泥ん

こ遊び等、昔遊びをのびのびとしている。芸術学園幼

稚園は昭和 48年に幼稚園として始まり、音楽・絵画・

ココがポイント！ 認定こども園の実践＆工夫 Part⑨ 

「園内研修のあり方！」座談会 

３法令の改訂により、各園の現場では、保育の見直しがなされていることと思います。今回は、中四国の先

生方にお集まりいただき、“園内研修”をテーマに座談会を行いました！ 

～中四国地区編～ 

〇司 会 相馬 靖明 氏（保育のデザイン研究所研究員） 

〇座談者 難波 元實 氏（広島県：学法難波学園理事長） 

〇座談者 越智 瑞啓 氏（愛媛県：学法今治普門学園理事長） 

〇座談者 大石 真司 氏（高知県：学法やまもも学園常務理事） 
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表現・運動・英語など外部の専門講師を招いていろい

ろな体験をさせています。教育方針の違う園ですが何

か共通点を作らなければと、食育を取り入れました。 

 平成 21 年 5 月に長野県真田町の元教育長大塚貢先

生が荒れた中学校で給食の改善を行ったところ、非行

がゼロになり学力がアップしたことを聞き、中学生が

こんなに早く結果がでるなら、乳幼児から食育に取り

組めば絶対に効果が出ると思ったのです。そこで自園

での給食施設を設置したいと考え、認定こども園にな

り 0,1,2歳を受け入れれば、自園の給食施設の設置を

しなければならないことを知り認定こども園への移

行を決断しました。認定こど

も園移行の動機は食育でした。

当時、認定こども園への移行

には後ろ向きな高知市でした

が日曜祝日保育を行うことを

条件に、平成 23年 1月に桜井

幼稚園が幼稚園型認定こども

園としてスタートしました。 

 

（相馬氏）成り立ちの異なる二つの園に「食」を共通

項目として入れたのには、人事交流も前提にあったの

だと思いますが、人事交流をしてから変化はありまし

たか。 

（大石氏）本格的な人事交流が始まるのは平成 30 年

度からになりますが、平成 28 年に芸術学園幼稚園の

副園長に桜井幼稚園の園長として移動してもらい、お

互いの園の良さを素直に学び取り入れるようになり

ました。また、園内研もお互いの園に出向いて実施し

ており良い効果がでています。 

 

（相馬氏）保育教諭の育て方には、子どもと共に育っ

ていくというものがある。子どもの面白さや感じ方と

出会うことや、自身がその状況を作れたことから、気

付きや実感を得られることが、育ちの初めにはありま

す。また、10年以上の方には育休から復帰されること

も多くある。自身が子育てをしながらも、若い方たち

が子どもの思いや気付き、考えたり工夫したりする姿

に応答できるように、状況を作っていかなければいけ

ない。そのような保育教諭としての資質・能力を想定

していくには、リーダーとしての示し方もある。私が

担当している園内研修を例に挙げるとまず園の様子

をよく見るというプロセスがある。大抵のことには目

をつぶりながら、例えば、ワークブックをしていたと

しても、午後の時間はよく遊んでいることを感じたら、

次にそこを強みとして活かしていくわけです。 

 今回の改訂で、資質・能力には三つの柱があります。

「知識・技能の基礎」は、感じたり、気付いたり、分

かったり、できるようになること。「思考力・判断力・

表現力等の基礎」は、気付いたことやできるようにな

ったことを使い、考えたり、試したり、工夫したり、

表現したりすること。その中で心情・意欲が育ってい

く。そしてより良くしていきたいという思いが「学び

に向かう力」となり、そこで環境の意味付けとして、

「やってみたくなる環境・没頭できる環境・振り返り

が起きやすい環境」かどうかを、保育者がとらえるこ

とが重要です。さらにそのときに子どもが何をして、

何を考え、何を感じ、何をしたかったのか。Do、Think、

Feel、Want で見ていきます。これはリアリスティッ

ク・アプローチといい、教師や保育者を育てるための

教育です。オランダで行われている教師教育では、リ

アルな日常の経験をリフレクションしています。日本

の保育の伝統としてもあります。そこでは自分の軸と

相手の軸として、Do、Think、Feel、Want で問いかけ

る。特に感情の部分にフォーカスを当てると、ここで

子どもはこんなことを感じていたが、私は困ってしま

ったと振り返りをしたとき、子どもと自分の感情のず

れに気付きます。そこを意図的に用いることで、思考

が揺さぶられて、本質の気付きが生まれていくという

アプローチです。 

 これが「子どもに育みたい資質・能力」と「保育教

諭として育みたい資質・能力」と重なります。保育教

諭の資質・能力として、知識・技能の基礎は、子ども

をよく見て、よく聞くことです。思考力・判断力・表

現力の基礎は、願いを持って実現のために工夫したり、

出来事を味わうことです。学びに向かう力・人間性は、

そこで粘り強く手を携えて、受け継ぎ、伝えていく。

そうでなければ、持続していきません。Feel、Think、

Wantは子どもを見る視点でもあり、保育者が自分事と

して育ちたいという思いにもつながる。日々、子ども

をよく見て、味わい合います。カンファレンスでは、

子どもを軸として、言動、事実、思い、考えを読み取

り、自分の軸として、そのときはどんな思いで、どん

なことを考えていたか

を振り返り、子どもにし

たかったことを振り返

るのです。そして日々、

言語化していくのです。

これらのプロセスを日

常業務の中へ落とし込

むことが大事です。 
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『幼児教育・保育の無償化とは』 

 幼児教育の無償化に向けた動きが加速している。12月

8 日には「新しい政策パッケージ」が閣議決定され、そ

の中で「人づくり革命」の目玉として「幼児教育の無償

化」がいの一番に挙げられている。 

 具体的には、「広く国民が利用している３歳から５歳ま

での全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の

費用を無償化する」「子ども・子育て支援新制度の対象と

ならない幼稚園については、公平性の観点から、同制度

における利用者負担額を上限として無償化する」ことを

明記している。さらに、認可外保育施設などの無償化の

扱いに関しては、「専門家の声も反映する検討の場を設

け」「保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに

結論を出す」としている。また、無償化の実施時期につ

いては、「消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わ

せて、2019年４月から一部をスタートし、2020年４月か

ら全面的に実施する」ことを明らかにしている。 

 ここで注目しておきたいのは、「幼児教育の無償化」と

いう言葉を使いながら、実際には「幼児教育・保育の無

償化」となっていることだ。「幼児教育の無償化」であれ

ば、幼稚園、保育所、認定こども園に共通して、いわゆ

る４時間標準の教育時間部分を無償化することだと考え

られるが、「幼児教育・保育の無償化」となると、保育所

や認定こども園の２号認定部分がすべて無償化の対象に

なる。ただし、保育標準時間と保育短時間の両方が無償

化になるのか、それとも保育短時間（８時間保育）が無

償化され、保育標準時間は８時間部分までが無償化され

るのか、現時点では分からない。 

 「幼児教育の無償化」と「幼児教育・保育の無償化」

とでは、かなり政策的な意味が違ってくる。幼児教育の

場合、幼児期からの非認知能力の育成や子どもの貧困問

題への対応、ヘックマンが主張する高い投資効果など、

教育政策としての価値に主眼が置かれる。一方、保育の

場合、子育て世代の費用負担軽減を図ることで少子化対

策につなげることに政策の比重が置かれる。これに関し

て、政策パッケージでは、「子育て世帯を応援し、社会保

障を全世代型へ抜本的に変える」と表現し、社会保障の

一環としての少子化対策であるとの考えを示している。 

 政策目的が異なるものを同じ「無償化」という言葉で

くくってしまい、結果的に社会保障の一環としての少子

化対策のほうに重きを置いていることには、いささか違

和感を覚える。幼児教育政策であれば、教育の質の向上

が何よりも重視されなければならないが、政策パッケー

ジでは、「幼児教育・保育の質の向上も不可欠である」と

しながらも、これに関しては何ら具体的な内容を示して

いない。 

 幼児教育の無償化の効果については、様々な調査研究

によって、家庭の経済力や幼児教育の質によって異なる

とされている。言い換えると、より低所得家庭ほど有効

であり、幼児教育の質が高いほど有効と言える。つまり、

無償化と同時に質の向上策が重要になる。質の向上に関

しては、例えば教育環境の整備（学級編制規模、職員配

置、職員の資質向上など）や質の評価、幼保を超えた統

一的なナショナル・カリキュラムの整備が求められる。

この点で政策パッケージに盛り込まれた幼児教育の無償

化は、決して十分なものとは言えない。 

 このほか、無償化に伴う課題としては、①幼児教育の

機会保障の観点から、１・２年保育の公立幼稚園しかな

い地域の場合、３歳児からの幼児教育の機会をどう保障

するのか、②無償化によって幼児教育の需要を喚起した

場合、それに対する供給確保方策をどうするのか、③幼

稚園等に通わない在宅子育て家庭への配慮をどうするの

か、④無償化の対象施設に関して、待機児童問題で認可

外保育施設しか行けない利用者への配慮をどうするのか、

⑤無償部分以外の費用、例えば追加負担の可能性と対応

策をどう考えるのか、といったことが考えられる。こう

したことも十分に考慮しながら、効果的な無償化のあり

方を検討する必要があるのではないだろうか。 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●多くの会員各位にたくさん支えられて昨年を乗

り越えることができました。今年も宜しくお願い

いたします。 

●近頃近隣の施設や市町村の職員がたくさん見学

に来るようになりだしました。皆様の気持ちが大

方傾いてきているようです、会員の皆様には大変

な時期かとは思いますが移行予定の施設の皆様に

新制度の説明をお願いできればと思います。 

●新制度が定着して、早く地域のコミュニティの

拠点となるべく施設として国がこども園の立つ位

置が中心となるように会員の皆様の園が益々ご清

栄になりますようお祈りします 

（みかん県タオル市より） 


