
　「すべての子どもの最善の利益」を

最大の理念に掲げて、

全国認定こども園協会

の設立総会が、8 月 1 日、

東京・大手町の経団連会館で開かれ

た。総会には、北海道から九州まで

全国から認定こども園関係者ら� 約

60 名が参加。規約や事業計画・収支

予算などを決めるとともに、役員の

選任が行われた。また、総会終了後、

保育システム研究所の吉田正幸代表

による基調講演と、大妻女子大学の

大場幸夫学長による記念講演が行わ

れた。

　総会には、来賓として文部科学省

から　濱谷浩樹�・幼児教育課長、新

津勝二・幼児教育課長補佐、厚生労

働省から　今里　譲・保育課長、朝

川知昭・幼保連携推進室長が出席。挨

拶に立った濱谷幼児教育課長は国で

も認定こど

も園の普及

促進が大き

な 課 題 に

なっている

こ と に 触

　れながら

ちょうど制

度を見直そ

　　　　　　　　　　　うという時

期に、全国認定こども園協会が立ち

上げられたことは時宜を得たことで

あり、多くの方々の意見を聞きなが

らより良い形で改善を進めていきた

い」旨を述べた。

　続いて、今里保育課長は、先に行

われたアンケート調査の結果、認定

こども園が多くの人から好評を得て

いるとした上で、「認定こども園をめ

ぐる様々な状況を踏まえながら、制

度の改革に取り組んでいくことにな

る」と説明。「そうした時期に協会が

設立されるのは喜ばしいことだ」と

語った。

　この後、今里課長が、政府から公

表されたばかりの「社会保障の機

能強化のための緊急対策～５つの

安心プラン～」について説明。その

中で、認定

こども園に

関しては、

「こども交

付金制度」

の創設や運

用改善にと

どまらず、

制度改革に

　　　　　　　　　　向けた検討

に着手することなどを明らかにし

ながら、「（５つの安心プランに盛

り込まれた施策の）推進への協力

をお願いしたい」旨を語った。

　また、渡海紀三朗・文部科学大臣

（当時）や舛添要一・厚生労働大臣

をはじめ、高岡國士・社会福祉懇談

会会長、渡辺真一・私立幼稚園経営

者懇談会会長から祝電が寄せられ

た。

　総会に際しては、若盛正城・発起

人代表が設立趣旨を説明し、「協会

もまだスタートしたばかりだが、

『子どもの最善の利益』ということ

に思いを通わせながら、それぞれ

が取り組んできた良いものを出し

合えればと願っている。ここで、望

ましいあり方に向かって行こうと

いう思いを結集していくことが私

たちの願いであり、そのために是非

　とも皆さんの力をいただいて、　

　　少しでもいい形で次世代の子ど

　ものための応援をしていこう」と

呼びかけた。�　　

　総会議事では、事務局から規約案

や組織案、アドバイザリー・ボード

の設置、事業計画・予算案について

説明がなされ、いずれも拍手で承認

された。また、役員選出については、

設立発起人 14 人の中から代表理事

として若盛正城（こどものもり、埼

玉）、副代表理事として古渡一秀（ま

ゆみ幼稚園・中里保育園、福島）、福

上道則（翼幼保園、愛知）、佐伯聰子

（西伊丹幼稚園、兵庫）、王寺直子（あ

かさかルンビニー園、佐賀）、事務

局長として中山昌樹（あかみ幼稚

園、栃木）の各氏が推薦され、承

認された。まだ入会者が増えてい

ることや、

協会ができ

たばかりで

あることか

ら、すべて

の役員を選

任するのが

難 し い た

め、秋に開

催する予定

の臨時総会で改めて諮りたい旨を提

案し、これも了承された。

　なお、設立総会には、アドバイザ

リー・ボードから大場幸夫・大妻女

子大学学長や池本美香・日本総合研

究所主任研究員、吉田正幸・保育シ

ステム研究所代表が出席した。

　このほか、質疑応答の中では、昨

年秋に設立されている全国認定こど

も園連絡協議会との関係を問う意見

や一本化を望

む意見などが

出された。
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《�基�調�講�演�》
　　　吉田　正幸氏

　　　（保育システム研究所代表）

　同協会のアドバイザリー・ボードの

メンバーでもある保育システム研究所

の吉田正幸代表が講演。「すべての子

どもの最善の利益」を目指して、認定

こども園の充実・振興を図ることが重

要である旨を強調した。

　また、既存の幼稚園や保育園の団体

は歴史も古く、実績がある一方で、地

方分権の時代を迎えた現在、組織が制

度疲労を起こしているのではないか指

摘。発足したばかりの同協会に対して

は、「生まれたばかりで未熟かもしれ

ないが、逆に白地に絵を描くことがで

きる。その強みを活かして理想的な団

体にしてほしい」と期待を寄せた。そ

の上で、役員だけが活動する団体では

なく、会員全員が各地で活動をし、認

定こども園が持つ総合的な機能を高め

るよう要請した。

　さらに、「これからの時代は政策が

重要だ」として、必要以上に政治に依

存したり、役所に補助金の陳情ばかり

行ったりするような取り組みを戒める

とともに、「これからの時代にふさわ

しい組織活動が問われる」と語り、発

想の転換を求めた。政治との関わりに

関しては、協会としての実績を積め

ば、逆に政府与党や国会から参考意見

を求めてくることを示唆し、「幼児教

育・保育の質の向上や子育て支援の充

実を願う方々が実のある活動を通し

て、むしろ政治の側に貸しをつくるく

らいの活動をしてほしい」とエールを

送った。

　最後に、「理念などいくらでもきれ

いごとは謳うことはできるが、大事な

のは実際に地域で活動し、実践を言語

化して伝えていくことだ」と力説。理

念倒れに終わらないよう求めるととも

に、「その実績が現実になれば、自ずか

ら答えは出てくる」と締めくくった。

《�記�念�講�演�》
　　　大場　幸夫氏

　　　　（大妻女子大学学長）

　吉田代表と同じく同協会のアドバ

イザリー・ボードのメンバーを務め

る大妻女子大学の大場幸夫学長が、

“子どもの傍らにある”現場の重要

性について講演した。今回の「保育

所保育指針」改定に関する検討会で

座長を務めた大場氏は、基調講演で

吉田代表が説いた「理念を現実にす

ること」という投げかけを受けて、

「保育所における理念が子どもの生

活や育ちを支えてい

るのか、子育てをし

ている家庭の日々と

どのようにつなげて

いるのかが見えない

ような議論にはした

く な い と い う 思 い

が、（指針の見直しに

際して）強くあった」

と説明。「理念が現実

から離れるのを再三

見てきたのは、ほか

ならぬ現場の先生方ではなかった

か」と問いかけながら、「子どもの

最善の利益」や「子どもの人権」と

いった児童福祉の一般論ではなく、

現場の保育者は具体的に感触やイ

メージがはっきりとある子どもを捉

えて言えることを指摘した。その上

で、「自明性という当たり前と思わ

れることが、実践者にとって一番大

事な役割だ」と強調した。

　また、吉田代表の「発想の転換」

という投げかけに呼応して、「とも

すれば現場は“末端”であるという

捉え方をされるが、保育士や教師は

“末端”という発想を変えて、子ど

もの最善の利益を守る“先端”でな

ければいけない」と語り、発想を転

換するよう求めた。つまり、「末端

であるということは、受け皿でしか

なく、社会に発信する装置がないこ

とだが、先端になれば、子どもを背

にして社会に異議申し立てをするな

ど、政治性を持たざるを得なくなる

存在になる」と説明した。

　さらに、認定こども園は福祉か教

育かという課題に関して、子どもに

とっては傍らにある大人との関係

（本気で遊んでくれるかなど）が重要

であり、保育士か幼稚園教諭か、短

大卒か四大卒かなどの身分や肩書き

は関係のないことだと主張。認定こ

ども園における保育士と幼稚園教師

が生活の拠点を作る際の原点は、

「“子どもの傍らにある”ということ

自体を点検し直すことだ」と訴えた。

その際、生活の概念について、改定

された指針は「新たな場で人ととも

に生きていく」という生活の仕方を

強く打ち出しており、これは新しい

幼稚園教育要領の生活の

概念にも合致している旨

を説明。保育所も幼稚園

も、就学前の子どもの最

善の利益を守るために最

もふさわしい生活の場と

位置づけ、認定こども園

においても「どういう大

人と子どもの生活の場な

のかということを起点と

し、就学前の子どもの傍

　　　　　�らにある存在を吟味し直

す必要がある」と述べた。

　最後に、大人の使命として３点を

提示。１点目は、「子どもを養護する

こと」として、子どもを背にして社

会に対して発信し、最先端の専門職

になることを求めた。２点目は、「子

どもの日常を守る」ことで、子ども

自身の創意工夫が活性化されること

を求めた。３点目として、「自明性と

の戦い」を挙げ、子どもの人権や子

どもの権利、子どもの最善の利益を

守るという当たり前の理念を飾り言

葉ではなく、顔の見える子どもを前

にして現実化していくよう求めた。
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　設立総会の終了後、引き続き基

調講演と記念講演が行われた。そ

の概要は以下の通り。

大場幸夫　大妻女子大学学長



〈協会の組織に関して〉

Ｑ：　協会の組織について、もう少し

具体的に教えてください。

Ａ：　会員は、各類型や設置者（社会福

祉法人、学校法人、公立等）の認定

こども園、及び認定こども園を志

向する施設の園長・施設長・理事

長・設置者などで構成されていま

す。

　　　役員構成は、将来のＮＰＯ法人

化を視野に入れて、いわゆる会長・

副会長ではなく代表理事・副代表

理事、理事などとしています。

　　　また、具体的な活動を展開して

いくため、「研修・研究委員会」、「振

興・経営委員会」、「調査・広

　　報委員会」、「企画・総務

　　委員会」を設けるほか設

　　置者別の課題に対応する

　　ため公立部会・法人部会を設け、

　　さらには地域特性に応じた課題解

決を図るため地域連絡組織として

ブロック毎の連絡会議を設ける予

定にしています。

Ｑ：　ＮＰＯ法人化を目指すというこ

とですが、なぜＮＰＯ法人なので

すか。

Ａ：　協会の活動を拡大していく場合、

公共性を備えた団体としてやはり

何らかの法人格が必要だと思いま

す。しかし、公益法人改革の流れの

中で、社団法人や財団法人となる

のはかなり困難であるため、ＮＰ

Ｏ法人化するのが現実的な対応だ

と考えています。また、ＮＰＯ法人

化することで、より公益性・公共性

の高い団体として活動することが

可能になると思います。

　　　なお、協会がＮＰＯ法人となっ

ても、団体として公的な法人格を

持つのであって、会員園の設置主

体（学校法人、社会福祉法人、ＮＰ

Ｏ法人、公立など）に関係なく会員

資格を有します。

〈今後の活動に関して〉

Ｑ：　協会の今後の活動について、も

う少し具体的に教えてください。

Ａ：　設立初年度は、まず保育者など

職員向けのセミナーや経営者向

けのセミナーを開催するほか、

広報誌の発行や運用改善のため

の調査研究、アドバイザリー・

ボードとの意見交換などを予定

しています。その際、会員間の情

報交換や意見交換などを大事に

しながら、認定こども園の振興・

充実につながるような具体的な

活動を進めていきたいと考えて

います。

Ｑ：　原則として政治的な活動は行

わないということですが、それ

はどういうことでしょうか。

Ａ：　政治力を使って行政に不必要

な圧力をかけるような活動をし

ないということで、政治的な活

動すべてを否定しているわけで

はありません。

　　　例えば、国会や政党などから

認定こども園に関するヒアリン

グをしたいということで、当協

会に意見陳述を求めるようなこ

とがあった場合、そうしたこと

には積極的に対応していきたい

と考えます。

　　　また、認定こども園の制度見

直しなどの動きが出てきた場合、

必要に応じて国会や政党関係に

も政策提言や要望書を提出する

といった活動は行う可能性があ

ります。ただ、公共性の高い団体

として、過度に政治的な動きを

せず、政治力に依存しないとい

うことです。

�〈全国認定こども園連絡協議会

　　　　との関係について〉

Ｑ：　全国認定こども園連絡協議会と

いう団体がありますが、それと協

会とは何が違うのですか。

Ａ：　当協会は、発起人を見てもお分

かりいただけるように、初めから

設置者（社会福祉法人、学校法人、

公立など）、類型、幼稚園・保育所

を問わず、基本的にすべての認定

こども園をベースとしたバランス

のとれた会員構成を考えていま

す。

　　　　一方、連絡協議会のほうは、

そのホームページを見る限り、　

総合施設モデル事業を受けた私立

　幼稚園関係者が設立の母体と

　　　　　なっています。正式な設立

　　　　　　は、当協会より９か月あ

　　　　　まり早い昨年10月で、その

　ときに規約や役員が決まってい

ます。実態として役員の方々も大

半が私立幼稚園の方々で、少なく

とも保育所型認定こども園の役員

はまだいないものと思われます。

　　　もちろん同じ認定こども園です

から、最終的に目指す方向は変わ

らないと思いますが、団体設立の

スタート時点から母体となる施設

種別（幼稚園・保育所）を問わず、

幅広い会員を擁しているかどうか

という点が違いと言えます。

　　　また、当協会の場合、認定こど

も園や協会の公共性・公益性を最

大限に発揮するとともに、より良

い制度や運営を目指すため、研究

者やマスコミ関係など有識者で構

成するアド

バ イ ザ

リー・ボー

ドを設けて

い る の も 、

大きな特徴

と 言 え ま

す。
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　全国認定こども園協会は誕生したばかりで、組織体制も活動もこれから充実させていくことになります。

　ただ、組織としての基本的なあり方や体制、活動に臨むスタンスなどは、最初に一定の方向性を明らかにして

おく必要がありますので、協会としての考え方を以下のようにＱ＆Ａ形式で示しておきます。

協会に関する�Ｑ＆Ａ



Ｑ：　協会と連絡協議会という２つの団

体ができることで、認定こども園が

分断化されるのではないでしょう

か。

Ａ：　協会と連絡協議会は、いずれも認

定こども園の振興・充実を目指して

おり、基本的にその目的に大きな違

いはないと考えられます。

　　　また、当協会は、連絡協議会より

後にできましたが、これは保育所型

や公立の認定こども園なども含め

て、文字通り公・私、幼・保の母体

を問わずバランスの取れた会員で構

成し、総合的な機能を持つ認定こど

も園全体の振興・充実が必要だと考

えたためで、連絡協議会に対抗して

設立したものでは全くありません。

　　　いずれにしても、基本的な目的に

大きな違いはありませんので、認定

こども園が分断化されることはない

と考えていますし、そうならないよ

う努力したいと思います。

Ｑ：　協会と連絡協議会との今後の

関係をどう考えますか？

Ａ：　連絡協議会のほうは、今年６

月に総会を開かれたようで、今

年度の事業活動に取り組まれ

ることと思います。もちろん当

協会も、先の設立総会を踏まえ

て今年度の事業に精力的に取

り組んでいく予定です。どちら

も認定こども園の振興・充実の

ために努力していくことにな

ると思いますが、認定こども園

として一緒に協力していける

に越したことはありませんの

で、会員の意見も尊重しなが

ら、来年度以降そうしたことの

可能性を検討したいと考えて

います。

〈その他〉

Q：　他の幼稚園・保育所関係団体と

の関係をどう考えますか？

Ａ：　当協会は、基本的にあらゆる関

係団体と連携・協力しながら事業

に取り組んでいきたいと考えてい

ます。また、認定こども園の多く

は、幼稚園や保育所をベースに総

合機能を持った仕組みとしてつく

られていますので、会員の多くが

既存の幼稚園・保育所関係団体の

一員でもあります。その意味で

も、既存の団体と良い関係をつく

りたいと思います。

　　　ただ、それぞれの団体の考え方

もあることですので、拙速になら

ないよう配慮しながら徐々に連

携・協力の方向を探っていきたい

と考えています。

　　　なお、設立総会では、私立幼稚

園経営者懇談会、社会福祉懇談会

からそれぞれ会長名で祝電をいた

だいております。

《�第１回役員会報告�》

＜臨時総会、園長研修会＞

　今年度は、秋に園長研修会と臨時

総会を併せて開催できるよう、話し

合いました。日程としては、１１月前

半、講師との交渉等によって決定し

ます。内容は、１泊２日の日程で総会

と講演、シンポジウムなどに加えて、

文部科学省と厚生労働省から行政説

明をいただければと願っています。

＜職員向け研修会＞

　北海道、東北（福島）、東京、名古

屋、神戸、福岡の６カ所で開催できる

よう、計画立案することとし、担当者

を決定しました。今後、時期、会場、

内容等、各担当で詰めることとなり

ます。

＜役割分担＞

　会則の規定に従って、必要な役割

を分担しました。臨時総会で選任さ

れる理事の方々も加わることとなり

ます。（以下、主な担当事項）

①�研修・研究　研修会企画・実施

②�振興・経営　運用改善につなが　

　　　　　　　る研究

③�調査・広報　調査、会報、ニュ　

　　　　　　　ースの発行

④�企画・総務　総括

＜機関紙とニュース＞

　協会の公式な機関紙として、会

報を発行することにしました。特

に今回は、総会に欠席した方々に

内容をお知らせするために早急に

発行することにしました。

　ニュースは、随時、必要なとき

に発行していきます。お楽しみ

に。

　なお、会報とニュースの名前に

ついて、いいアイデアがありまし

たら事務局までお知らせくださ

い。すてきな名前、お待ちしてい

ます。

編集後記

　会報Ｎo１をお届けします。「すべての子どもたちの最善の利益」を求める全国の認定こども園の皆さんの思

いが繋がり、より良い施設運営、保育、制度を創造していく歩みが始まりました。ドキドキ、ワクワクしてい

るのは私だけではないはず！　こどもが中心だから、楽しく一緒に歩みましょう。　（なまはげ）　

－　4　－

設立総会での決議事項を受けて、８月２５日、第１回役員会が開催されました。


