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子ども・子育て支援新

制度はすべての子ども

の良質な発達環境を保

障し、親が安心して喜び

をもって子育てができ

る環境の整備を目的と

したものですが、こうし

た施策が求められてい

るということは、それだ

け現実の子育てが厳し

いことに他なりません。

その実態が露呈された

のが、今年の 3月、マンションの一室で、男性ベビ

ーシッターに預けられた 2 歳の男の子が死体で発

見された事件と言えましょう。 

子どもを預けた母親と男性を結びつけたものが

インターネットのベビーシッター仲介サイトであ

ったことがこの事件の特徴であり、社会の関心もそ

こに集まりました。事前に面識もなく、人となりも

何も知らない男性に、わが子を二日間預けた母親の

無知や無責任さを批判する声が少なくありません

でした。 

しかし、そこまでせざるを得ないほど母親は子育

てに困窮していたのではないでしょうか。母親一人

を批判して解決する問題ではありません。むしろ、

子育ての大半を母親にだけ託すことに非常に無理

があるにもかかわらず、問題が起きると、母親だけ

を責めて済ませてきたこれまでの社会の在り方が

問い直されるべきです。 

「子ども・子育て支援新制度」が来年春のスター

トを目指していた矢先の事件で、間に合わなかった

というのが率直な思いでした。今回の哀しい事件を

教訓に、新制度の推進が急務であること、とりわけ

どこに注力すべきかについて、私の考えを述べたい

と思います。 

 

●ベビーシッター紹介サイト事件の教訓 

ベビーシッター紹介サイトを利用した母親は 22

歳のシングルマザーで、2歳と 0歳の二人の子を育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てていました。手のかかる盛りの子ども二人を、母

親一人で育てる日常がどんなに厳しいものか、私た

ちは想像力を働かせるべきです。生活するため、子

どもたちを育てるためには、働かざるを得ない。で

も子どもたちの預け先を確保しなければ、十分に働

くこともままならなかったはずです。親族や地域の

助けもない中、ぎりぎりの状態に追い詰められて、

比較的安価で、すぐに預かってくれる先を探せるの

がインターネットサイトしかなかったということ

ではないでしょうか。 

こうした状況におかれているのは、今回の事件の

母親だけではありません。シングルマザーや働く女

性が増えています。都市部の保育所不足も深刻です

が、働き方や雇用環境も多様化しています。フルタ

イム就労を原則とした現行の保育所の入所条件に

合致しないために、預け先に困窮している親も少な

くありません。一方、専業主婦の母親も、夫が仕事

に追われ、子育てに孤軍奮闘している人が少なくあ

りません。 

新制度では、親の生活スタイルの違いを問わず、

すべての子どもが健やかに成長できる仕組みの構

築を目指しています。保育所への入所条件も短時間

勤務を認めること・事情に応じて居宅型保育を実施

すること・在宅で子育てをしている親も必要に応じ

て一時保育を利用しやすくすること・少人数の保育

施設や家庭的保育も整備して、待機児対策と共に、

年齢の小さい子どもにきめ細やかに対応できる小

規模保育を充実すること、などを目指しています。

こうした施策を進めるために、市区町村が実施主体

となって責任も権限も担うことが新制度の大きな

特徴で、それに必要な財源は国が消費税増税分もあ

わせて給付することになっています。 

新制度が真に効果をあげるためには親のニーズ

を正確に把握して施策を整備すると共に、それをい

かに親や家庭に周知するかに他なりません。そのた

めに新制度では、保護者が地域にある様々な子育て

支援策を、必要に応じて適切に利用できるようにす

る「利用者支援制度」の充実も盛り込んでいます。 

問題は、だれが、いかにその制度の担い手になる

か、です。ソーシャルネットワーカー等の資格も考
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【 NPO 法人あい・ぽーとステーションの人材養成の概要図 】 

えられますが、私は従来の資格の枠を超えた、地域

住民が相互に支え合う仕組みづくりとそのための

人材養成が不可欠と考えます。 

 

●利用者支援に携わる人材養成が急務 

まず、人材として求められる資質は、「傾聴力」

でしょう。子育てに悩んでいる親は、自分は何に困

っているのか、必要な支援は何かが分からない。ま

た困窮度の高い親は、行政の支援施策には辿りつき

にくいものです。親の声に真摯に、時間を惜しまず

耳を傾けることができるためのカウンセリング研

修が基本ですが、同時に大切なことは上から目線で

はない対応です。住民が住民の声を聴くところに、

その効果が期待できると考えます。 

次に求められるものは、「地域の社会資源との連

携力」です。さまざまな問題に困惑した親が、行政

機関や相談場所をさまようことのないよう、ワンス

トップサービス的な機能の発揮が必要です。そのた

めには行政との協働による研修と、絶え間なく、か

つ対等な立場での相互情報交換が必要です。 

こうした機能を発揮できる人材の養成に、NPO法

人あい・ぽーとステーションは 2004 年から港区・

千代田区・浦安市・高浜市との協働で取り組んでき

ました。「子育て・家族支援者」養成事業ですが、

乳幼児教育保育の講義と公立保育園等での実習を

受け、認定後には毎月バックアップ講座を通して保

育の質の維持向上に努めています。すでに総計 1300

名余りの支援者が誕生し、各地で活発な活動を展開

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動は認定段階に応じてさまざまですが、子育て

支援拠点等で一時保育に従事する 3 級認定者を基

本とし、2級になると「派遣型（訪問型）一時保育」

者として、家庭などに出向いて保育を行ったり、園

の送迎など個々の家庭のニーズにきめ細やかに応

じ、必要に応じてお泊り保育や医師会との連携のも

と病後児保育も実施しています。さらにステップア

ップした段階の認定者は家庭的保育（厚生労働省の

ガイドラインに即した研修の認定者）やひろばでの

利用者支援にあたるコンシェルジュ・子育てケアマ

ネージャーとなります。「ひろばコンシェルジュ」

は、子育てひろばに来た親への支援にあたりますが、

手分けをして地域をくまなく歩き、子育てに役立つ

情報を地図にまとめ、必要に応じて子育て支援情報

を伝えたり、さりげなくひろばでの仲間づくりも応

援するなど、利用者支援の萌芽的活動を行っていま

す。 

こうした人材をベースに、新制度発足と同時に、

各地の社会的資源と連携して、ワンストップ的機能

を発揮した利用者支援に携わる人材の養成に今、着

手しようとしているところです。 

新制度の成否を握るのは、人材養成と言っても過

言ではないと思いますが、人材の発掘・養成・活用

はＮＰＯだけで、行政だけで担えるものではありま

せん。今回のような事件を繰り返さないためにも、

基礎自治体と NPOが、それぞれの特性を活かした協

働体制のもと、地域の中に住民主体の相互扶助の仕

組みを構築することが急がれていることを、改めて

痛感しています。 

 

※ 各級・カテゴリー、座学と実習の全講座への出席と毎回のレポート提出により、認定・修了の審査を行う 

 

【養成課程】 

【スキルアップ・フォローアップ課程】養成課程】 
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【 代 表 理 事 あ い さ つ 】 

 

 

 
◎日  時  平成 26 年 6月 6 日（金） 

１０：００～１２：００ 

◎場  所  全社協 灘尾ホール 

◎審議事項 

第１号議案 平成２５年度事業報告について 

第２号議案 平成２５年度収支決算 

並びに監査報告について 

第３号議案 平成２６年度事業計画（案） 

第４号議案 平成２６年度収支予算（案） 

第５号議案 定款の変更について 

第６号議案 役員の選任について 

 

※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＞ 

・地区会、支部組織について 

・協会出版事例本について 

 

★は新任 

【代 表 理 事】 

 若盛 正城 氏（埼玉県 こどものもり） 

【副代表理事】 

福上 道則 氏（愛知県 翼幼保園） 

佐伯 聰子 氏（兵庫県 西伊丹幼稚園） 

王寺 直子 氏（佐賀県 あかさかルンビニー園） 

古渡 一秀 氏（福島県 学校法人まゆみ学園） 

白井 慶子 氏（北海道 名寄大谷認定こども園） 

角田 享  氏（東京都 子どもの森） 

難波 元實 氏（広島県 さざなみの森）★ 

【理  事】 

 岡村 宣  氏（福島県 ぶどうの木） 

萩原 勝義 氏（兵庫県 はぎ保育園） 

正本 秀崇 氏（大分県 むさしこども園） 

渡邉 昇治 氏（長崎県 親切保育園） 

伊豆元精一 氏（宮崎県 あがた幼稚園） 

大村 英仁 氏（愛媛県 椿幼稚園・はなみずき保育園） 

中山 昌樹 氏（栃木県 あかみ幼稚園） 

田頭 初美 氏（青森県 桔梗野幼稚園） 

松原 道一 氏（福井県 みどりこども園） 

藤澤 彩  氏（千葉県 若葉ナースリ・スクール） 

柿沼平太郎 氏（埼玉県 こどもむら） 

東ヶ﨑静仁 氏（茨城県 飯沼保育園）★ 

岡本はるみ 氏（滋賀県 茶臼山こども園）★ 

【監 事】 

永山 光明 氏（福島県 楢葉町いわき出張所 総務課長） 

鈴木 悦子 氏（埼玉県 Kids Play Park） 

 

 

 

 
 

「認定こども園として求められる 

質の高い教育・保育とは」  

 

 

若
わか

盛
もり

 正城
まさしろ

 氏 
（埼玉県こどものもり） 

 

 
平成 27 年 4 月より「子ども・子育て支援新

制度」に伴う「幼保連携型認定こども園」の実

施に向けて、この度の取り組みは今世紀最大の

教育改革と捉え、従来より取り組んできたスタ

イルやシステムをあらためて見直す機会では

ないかと思います。 

一つ目は、国の子ども・子育て会議で論じら

れてきた法制度上での解釈からくる課題です。

現行制度との比較で、短時間の幼稚園教育と長

時間の保育所での基準や公定価格とリンクす

る移行判断、基礎自治体との連携など、新制度

の内容との差異から出ている不透明さに戸惑

いや不安からくる混乱で、今後の判断と決断に

多くの苦慮があることです。 

二つ目は、制度上の文言からくる解釈の違い

です。「学校教育」とは教育基本法上での表現

ですが、小学校の授業の先取りで良いと勘違い

し、「学級を編成し専任教諭を配置し、集団に

よる教育」を、満 3歳児以上の園児を年齢別と

し、黒板に向かって机と椅子に座り、保育者主

導でどの子にも同じことが出来るように一斉

に指示し、行動させる事と読み違えてしまう危

険性もあります。また乳児にも集団で過ごすこ

とが出来ると解釈してしまう園もあります。 

更には「認定こども園」の名称を取得するこ

とで、「「質の高い教育・保育を実践するレベル

の高い園」と思ってしまう場合もあります。 

「認定こども園制度」は、０歳児から就学前ま

での年齢に即した「子ども主体」で「次代を担

う子どもたちのための最善の利益」を目指す制

度です。子どもが自らの意志と意欲で年齢にふ

さわしい活動に挑戦する力を生み出すことを

大切に伝えていくことが、教育改革への実践者

としての努力目標ではないかと思っています。 

第５回  通 常 総 会 報 告 
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第１回  新制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Q1 制度変更の理由はどうして？ 

A. 第一に大都市圏では待機児童が多くて、認可保育

所の建設だけでは間に合わないことと、地方圏では幼

保の共に定員割れが進み統合が不可避なことがあり

ます。 

第二に保育の質を上げるために安定財源を確保し

て、どういった施設であろうとその質を上げるよう、

公的資金を増やしていくべきだということがありま

す。 

 第三に地域の子どもたちが出来れば同じ園にあるい

は自分が選べるところに進み、質の高い保育をどの子

どもにも確保できるようにするねらいがあります。 

 

Q2 幼稚園と保育園と認定こども園って何

が違うの？そもそも認定こども園って何です

か？ 

A. 法律上の整理をすると、幼稚園は満 3歳以上の子

どもが 1日 4時間程度の学校教育としての保育を受け

る場で、保育所は、家庭で保育を受けられない時間帯

にその子どもの保育をする場です。認定こども園（特

に幼保連携型）は一つの園ですが、幼稚園と保育所の

双方の働きを兼ねます。 

 

Q3 どっちがいいの？ 

A. どちらが良いとか悪いとかいうことではありませ

ん。各々の保護者と子どもの事情に合わせて通いやす

く使いやすい場にしていき、どういう選択であろうと、

その保育がちゃんとした質のものであることを目指

します。 

 

Q4 １号子ども、2 号子ども、3 号子ども

って何？ 

A. 子ども・子育て支援法での分類です。1号とは満

3 歳以上の幼児で幼稚園に相当する子どもです。2 号

とは満 3歳以上で保育所に預ける必要のある子どもで

す。3 号とは満 3 歳未満で保育所に預ける必要がある

子どもです。2 号と 3 号については就労証明等の書類

により自治体で認証を受けます。 

 

Q5 公定価格ってなに？ 

A. 国が新制度の下で補助する給付金の保育料を含め

た総額です。幼保の園の規模や場所やどの程度の保育

の充実ぶりかなどにより、細かい金額は変わりますが、

それを国として決めます。個別の園としてはその額は

国として補助金として保障するということになりま

す。 

 

Q6 入園の申し込みはどう変わる？ 

変わらない？誰でも入れるの？ 

A. 今までとあまり変わりません。幼稚園および認定

こども園の幼稚園相当の人は直接にその園に申し込

みます。保育所および認定こども園の保育所相当の希

望の人は自治体に希望をいくつか書いて申し込むと、

その必要度を役所が査定して、その必要度が高い順で

希望の園の入園を認めていきます。もし十分に定員が

あるなら、待機児童はなくなることになります。 

 

Q７ 園の名前はどうなるの？ 

A. 新たな例えば｢認定こども園｣を使っても構いませ

んが、従来の例えば｢保育園｣とか｢幼稚園｣を使っても

構いません。 

 

Q8 園にあわない家庭の子どもの入園は断

ることができる？ 

A. その園の方針は募集の段階で明示し、説明会等で

説明します。それを受け入れられない保護者は他の園

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 

 

 

 今回より 3回シリーズを予定して、今さら聞け

ない新制度と題して、新連載がスタートします。 

無藤隆先生にお願いして、「子ども子育て新制

度」について、わかりやすく解説していただきま

す。ご期待下さい！ 

新連載！ 
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を選ぶはずですから、その意味で園に合わない保護者

の子どもは来ないのではないかと思われます。ただし、

例えば、その地域にはその園しかないとか、他がいっ

ぱいでどうしてもその園にしか行きようがないとい

った場合に、方針と保護者の意見が合わない場合もあ

るかも知れません。そういった際には誠実な話し合い

が必要かと思われますが、それは現状でもそうではな

いでしょうか。 

 

Q９ 短時間保育児と長時間保育児の認定の

仕方はどうなる？ 

A. 保育を必要とする子どもは短時間利用と保育標準

時間利用（長時間）に別れます。短時間利用は月に就

労が 48時間から 64時間を最低として自治体が決めま

す。フルタイムに相当する人は長時間の利用になりま

す。短時間の人は日々の労働時間の変動が大きいよう

なので、最長 8時間までの利用が可能です。長時間の

人は最長 11 時間までです（労働時間が 8 時間として

通勤その他で 10時間を超えると想定されるため）。そ

れらを超えた場合、延長保育としての扱いになり、料

金は別となります。 

 

Q10 建学の理念はかかげられ続けるの？ 

A. 私立の幼稚園などは特に建学の理念を大切にして

いることでしょう。それは保護者へ募集の段階で明示

し、説明会で説明し、さらに募集の選考において考慮

してよいとなっています。ただし、定員に満たない場

合に、基本的には全ての応募者を受け入れる応諾義務

があるので、建学の理念に反すると思われる考えを持

った保護者などを断る場合には丁寧な説明が必要で

しょう。定員を超えた場合の選考でも同様の配慮が望

まれます。 

 

Q11 保育料はどう変わる？ 

A. ほぼこれまでの保育料を変えないように移行する

予定です。幼稚園も世帯の所得に応じた保育料に変わ

りますが、これも従来、就園奨励費で保育料が割り引

かれていた、その額になるだろうと思われます。なお、

入園料は月ごとの保育料に割り入れて、国基準は計算

されます。自治体はそれを参酌して、独自に決めるこ

とが出来ます。さらに、各園は上乗せ徴収が可能です

が、それも前もって明示し、また何故それが必要かを

説明すべきことです。また低所得者への補助を自治体

がする必要があります。実費を明示して徴収するもの

はその都度、具体的に必要と単価を明示してお願いを

します。 

 

Q12 先生の資格はどうなる？ 

A. 原則として認定こども園の保育者は「保育教諭」

と呼ばれますが、それには幼稚園教諭と保育士資格を

持つことが必要です。ただし、5 年間の経過措置があ

り、その間は片方だけでよいとされています。その間

にもう一つの免許・資格の取得が出来る特別措置もあ

ります。なお、夕方以降の長時間保育や 3歳未満の保

育については保育士資格を持つことが必要です。 

 

Q13 介護保険制度と同じように単価は下

る？ 

A. 今回の公定価格の案では、総額としてどの施設も

おおむね 10％前後、国ベースで言えば、補助額が上が

っています。今後さらなる増額を目指しています。 

（次号につづく･･･） 

 

 

 

 

 

 

 
 

●『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 

 

● 地域活性化研修会のご案内 

・「近 畿ブロック」⇒H26．8．2（土） 

・「中 部ブロック」⇒H26．8．30（土） 

・「北海道ブロック」⇒H26．9．26（金） 

・「関 東ブロック」⇒H26．11．8（土） 

・「中四国ブロック」⇒H26．11．22（土） 

・「東 北ブロック」⇒H26．11 月後半頃予定 

  ※詳細は後日、ご連絡します。 
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『「子育て支援」を模索する』 

認定こども園あかみ幼稚園  

園 長  中山 昌樹 氏 

認定こども園の必須機能である「子育て支援」に

おいては、弱い存在としての保護者を支えるだけで

なく、保護者同士をつなげ自らサポートの輪を広げ

るような取り組みが求められています。ここでは、

そのような「子育て支援」に関するささやかな試み

をいくつかレポートすることにします。 

１．在園児保護者へのサポート 

 webサイトや紙ベースでの情報提供、そして日々

の保育を中心にした送迎時の声掛けやミーティン

グを大切にしながら、最近では、次のような取組み

をしています。 

①スクールカウンセラー（以下 SC.）による相談事業 

 週に一日 SC.が来園し、特別支援児を中心にした

発達相談と、子育て全般に関する相談に対応してい

ます。 

発達相談では、常勤の特別支援チームと SC.が連

携し、佐野市特別支援ネットワークと協働して、課

題を持った親子の支援にあたっています。市の特別

支援ネットワークでは、小児科医と保健師、さらに

作業療法士や言語聴覚士などが市内の保育施設を

巡回し、3歳児検診と就学時検診の間の学齢 4歳の

子どもの発達を診断します。ここでは文字通り一人

一人の子どもの育ちが確認でき、そのことを就学に

つなげることができるので、相談を通して保護者も

安心して我が子を進学させることができます。 

一方、子育て全般に関する相談では、漠然とした

育児不安や家族関係（配偶者やその両親など）の悩

み、さらに最近では保護者自身の情緒面での課題

（うつ傾向など）に関する相談が増加している状況

にあります。 

いずれにしても、子どもが育ちにくく子育てがし

にくい時代の中で、関係性をサポートする支援のあ

り方が求められていると感じます。 

②保護者同士をつなげる取組み 

 子育てがしにくいという状況は、保護者同士の関

係でも見られます。園では、日々のコミュニケーシ

ョンを基本に、園行事や有志の参加によるワークシ

ョップを「共同作業」をコンセプトに実施していま

す。子どもたちのために大人たちが力を合わせる

「共同作業」が保護者同士を顔見知りにさせ、温か

なつながりを作ってくれます。保護者同士が顔見知

りになりうまくつながれれば、子どもが保育の中で

ケンカをしてもおおらかに許容できるというメリ

ットも生まれます。 

 例として、今年で２３回目になる夏祭りがありま

す。模擬店を出すのは３歳児クラス以上になります

が、地域から約 2,000 人の集客があるこの祭りで、

まず保護者同士が、そして園の保育者も「共同作業」

をし、大人同士が顔見知りになります。子どもたち

への還元（例えば劇団を招く）のために祭りでの収

益を目指す際、「共同作業」が功を奏し、「専業主婦

家庭」と「共働き家庭」の強みが相乗効果で発揮さ

れます。 

２．地域・在宅子育て家庭へのサポート 

 認定こども園では、在園児保護者へのサポートを

基本に、地域の在宅子育て家庭への支援も求められ

ています。ここでは、保護者（卒園児の保護者含む）

が NPOを作り地域の子育てをサポートする re.（リ

ードット）というカフェに関する事例を紹介します。 

このカフェは、園が場所を作り運営を NPOが行う

子育て支援カフェです。在宅子育てを含めたすべて

の子育てを支援する re.（リードット）では、小さ

い子連れで来れる本格的なカフェ、おもちゃと絵本

のライブラリー（購入も可）、子どもの古着のワー

クショップ、その他いろいろなイベント・講習会が

基本コンセプト。講習会では、ベビーヨガなど直接

子育てに関わるものの他、プチ骨盤矯正やアロマセ

ラピーなど、親自身が元気になるためのものも開か

れ、等身大の子育て支援となっています。ここでは

また、個人と個人が出会うだけではなく、絵本に関

する別のグループ

や街の情報誌を作

る団体同士がつな

がり、子育てを縁と

した、あらたな地域

コミュニティの構

築を見るようです。 

 

ココがポイント！ 

認定こども園の実践＆工夫 

Part① 
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！！ 

新連載！ 
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「新制度 わかりやすく伝えたい」 

猪熊
いのくま

 律子
り つ こ

 氏        

（読売新聞社会保障部）   

 

子ども・子育て支

援新制度が来春始ま

るのに合わせ、施設

が受け取る運営費と、

利用者が支払う保育

料の国の基準が先ご

ろ公表された。どれ

ぐらいの既存施設が

新制度に移行するか

がカギを握るが、「運営費が思ったほどではな

いため、移行は進まないのではないか」「認定

から外れた方が得では」といった声も聞く。新

制度の中核となる幼保連携型認定こども園の

「親の働き方にかかわらず、すべての子どもに

保育も教育も提供する」という理念は大変重要

なものなので、全国各地で広がり、内容を充実

させていってほしいと思っている。 

 

 ところで、認定こども園や、同園を含む新制

度の内容は、保育の専門家でもないと、複雑で

「メディア泣かせ」だと常日頃感じている。 

 そもそも、2006年に初めて「認定こども園」

ができたが、所管が文部科学省と厚生労働省に

またがり、一本化の理念通りにはいかず、４類

型あるのも一般人にとってはわかりにくかっ

た。その後、民主党政権下で「総合こども園」

ができた時は、認定こども園との違いを、スペ

ースが限られた新聞紙面で、読者にわかりやす

く説明するのに苦労した。そして今回、新制度

ができ、認定こども園も装いを新たにスタート

することになったが、同園を含む新制度の「絵

姿」をうまく伝えるのは大変だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 大雑把な絵を描くと、新制度の枠の中に「認 

定こども園」、「幼稚園」の一部、「認可保育所」

があり、認定こども園は、さらに４つの類型に

分かれる。また、枠の中には、「小規模保育」、

「家庭的保育」、「事業所内保育」も含まれる。

一方、枠の外には、私立幼稚園など「幼稚園」

の一部や、「認可外保育所」がある。認可外保

育所の中には、自治体が補助金を出していると

ころと、そうでないところがある。 

 

読者の関心が高い「今ある幼稚園や保育所は

どう変わるのか」「現在と比べ、申請手続きや

保育料はどう変わるのか」を説明するのも、な

かなかややこしい。「今ある幼稚園は、認定こ

ども園の中の幼保連携型や幼稚園型に移行す

ることが考えられるが、認定こども園にはなら

ずに、新制度の枠内の幼稚園になるところもあ

る」「認可保育所は、認定こども園の幼保連携

型や保育所型になる施設と、新制度の認可保育

所になるところがある」といった説明をしても、

施設の基本がわかっていなければ、頭に入りに

くいだろう。 

 利用に際して必要となる認定も、いつの間に

か「１号」「２号」「３号」という種類ができて

いる。これなども、「何だか難しそうで、中身

はよくわからない」という人が大半ではないか。

利用者の立場にたって、親の就労状況や子ども

の年齢から、「どんな施設があり」「どんな申

請・認定が必要となり」「現在と比べ、保育・

教育の質や保育料がどう変わるのか」を、わか

りやすいチャート図や動画で示したものがあ

れば、新制度への理解も深まるのではないかと

思う。 

メディアはもちろんだが、全国認定こども園

協会がそうした部分で果たせる役割も、非常に

大きいのではないかと期待している。 

 

「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⑩ 
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「新制度と朝三暮四」 

 「朝三暮四」という故事成語がある。おおよ

そこんな内容である。 

 紀元前の中国・春秋時代、宋の国に狙公とい

う猿好きの人がいて、猿をたくさん飼ってかわ

いがっていたのだが、次第に生活が苦しくなっ

たため猿に与える餌（トチの実）を減らすこと

にした。餌を減らすことで猿がなつかなくなる

ことを恐れた狙公は、一計を案じる。まず最初

に、「餌をやるけれども、朝に３つ、夜に４つ

にしたら足りるか」と聞いたところ、猿はみな

怒り出した。そこで言い方を変えて、「では朝

に４つ、夜に３つで足りるか」と聞いたら、猿

はみなひれ伏して喜んだ。 

 今は少なくするけれども、後で多めにあげる

といったら怒った猿が、今は多めにするから後

で少なくするといったら喜んだという話から、

目先の違いにとらわれ結果が同じになること

に気がつかないことを指す。目先の損得に囚わ

れて、物事の本質が見えないことと言い換えて

もいいだろう。 

 さて、新制度の公定価格（仮単価）が示され、

多くの関係者の関心を集めた。そうした中で、

「仮単価で計算したら、現在の園収入よりかな

り少なくなるので、今のまま幼稚園で残ること

にした」「幼保連携型認定こども園に移行しよ

うと考えていたが、公定価格があまりに低いの

で移行するのをやめた」といった声も少なから

ず聞かれた。 

 私立幼稚園の場合、園児が３００人以上なら

ば、園収入だけで見れば確かに新制度に移行す

るメリットはないかもしれない。あるいは、園

児がそれほど多くないのに現在の収入より公

定価格のほうが低くなると試算した人は、現在

の収入の計算を間違っている可能性が高い。し

かし、筆者に言わせれば、どちらにせよ公定価

格にばかりこだわるという点で、朝３つより朝

４つがいいと考える「朝三暮四」の考えでしか

ない。 

 誤解のないように言っておかなければならな

いが、もちろん園収入は今より少なくてもいい

と言っているわけではない。また、公定価格に

おいて、そもそも園経営ができないような単価

設定をしているはずもない。 

 大事なことは、そもそも何のために園経営を

しているのか、という原点を忘れてはならない

ということである。とりわけ認定こども園を目

指す場合、ただ単に公費の多寡や園収入の増減

だけで移行の是非を判断するのは好ましくな

い。新制度における認定こども園が経営的に困

難な状況に陥るというのならともかく（決して

そうはならないのだが）、損得勘定で移行をた

めらうくらいなら、むしろ最初から移行しない

ほうがいい。 

 「すべての子どもの最善に利益」を大理念と

し、「例外のない保育保障」という理念に基づ

いて、親の就労の有無にかかわらず、質の高い

教育・保育を提供することが認定こども園には

求められる。そのことと充実した子育て支援が

相まって、子ども・子育て家庭を地域で分断せ

ず、これから中長期的に衰弱しかねない地域を

活性化することが可能になる。 

 その意味で認定こども園には、ある種の‘覚

悟’が必要になる。その覚悟がなければ、朝三

暮四の世界にとどまってしまい、新たな時代を

切り拓く存在とはなり得ない。新制度への意向

は、各園の存在意義を問う試金石と言えるかも

しれない。 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

●H26 年度の通常総会が行われ、全ての議案が

了承されました。H27 年４月の新制度施行に向

け、大切な時期と把握しています。認定こども

園の現場としての声を国に届けて行きます！ 

●今号より、新連載を２つ、スタートさせまし

た。『今さら聞けない･･･新制度』では、無藤先

生へ、いろんな質問をしていきたいと考えてい

ます。『認定こども園の実践＆工夫！』では、地

域によって、認定こども園の機能は多種多様な

ので、各認定こども園の工夫を紹介できればと

思います。乞うご期待！ 

●今年もいろんな風が吹きそうですね！どの風

に乗るべきか迷いますが、私は「子どもの風」

に乗りたいですね。      （九州男児） 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 


