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８月１９日（日）～８月２２日（火）に今年で４回目となります 

“次世代リーダー研修会”を開催いたしました。今回は会場を 

東京に変え３２名の参加となりました。豪華な講師陣を迎え、 

認定こども園の未来を担うメンバーによる闊達な意見交換の場 

となる充実した三日間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

◎実施日時 

平成３０年８月１９日（月）～８月２２日（火） 

 

◎会場 

ホテルフクラシア晴海 

 

◎参加者人数  ３２名 

 

＜講座内容・講師＞ 

講座①『認定こども園の過去・現在・未来 

～誕生の背景、概要、現状、課題～』 

講師 

吉田 正幸 先生  ㈱保育システム研究所代表 

 

講座②『生活保障の制度転換と認定こども園の役割 

～４つの壁を超える～』 

講師 

宮本 太郎 先生  中央大学 法学部 教授 

 

講座③『人を動かす～園組織に相応しいリーダーの 

論理的な思考とコミュニケーションスキル～』 

講師 

斎木 里奈 先生 

㈱こども保育研究所 

保育事業推進部企画事業部部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座④『私たちが直面する日本の課題は何だろう』 

講師 

唐澤 剛 先生 

前まち・ひと・しごと創生本部統括官 

 

グループ討議 

人生１００年時代に 

認定こども園ができること 

認定こども園でやりたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

発行者 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 代表理事 角田 享 
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（岡村）本日は子育て支援を中心にそれぞれの実践と

地域の状況をお話しいただければと思います。初めに

田頭先生お願いいたします。 

（田頭）園の取り組みとして親子ビクスや親子クッキ

ング、季節の伝統行事に合わせた活動など様々行って

います。園内だけではなく園バスを利用した地域の

様々なところへ出かける活動も人気です。最近は SNS

やネットに関する問い合わせやママ友づきあいの課

題が増えていると感じており、園がどこまで関わって

いくのかという立ち位置が難しいと思うことが増え

ました。言い方は難しいですが「支援する側」と「さ

れる側」という立ち位置がよいのか、ある程度寄り添

った形で「ちょっと話を聞いてくれる身近な人がい

る」くらいの感覚がよいのか、時と場合にもよります

が考えていかなければならないと強く感じています。

最近は保護者支援が自分にとって大きな課題です。保

護者によって同じ出来事でも受け止め方が大きく異

なり、子どもへも大きく影響する場合があります。サ

ポートするためには園で受け止め、納得いただけるよ

う心を込めて対応する必要があります。一方的に教え

るという考え方ではなく誠実に対応するという考え

方が重要ではないでしょうか。園では保護者の様々な

思いを受け止める機能を果たしつつ、それによって保

護者の子どもへの対応が良くなっていけばよいと思

います。困っているときは助けられる場でありたいと

いつも考えています。 

（岡村）保育者自身もどのような立場でサポートする

かは日々悩んでいると思います。最近言われているの

は半分は保護者対応で半分は保育という傾向です。保 

護者対応が上手くいっていると子どもも大丈夫とい

うこともあると聞きます。田頭先生は 2施設運営され 

ていますが、地域性の違いはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（田頭）地域に古くからある園では園独自事業で子育

て支援事業をしており、地域とのつながりも強く、近

隣とのコミュニケーションも自然にとれています。一

方、ニュータウンにある施設では子育て支援拠点事業

を受託し実施しておりますが、地域自体のコミュニケ

ーションの場もまだ少ないためか、地域のコミュニケ

ーションの拠点（大人向け）も作ってほしいと近隣住

民から声を掛けられている状況があります。実際には

拠点事業にこだわらず、その園ごとに必要とされるこ

とや物を精査しながらやっていけることが一番よい

のではないでしょうか。そこの場所ではなにが一番必

要か考えていけたらよいと思います。 

（岡村）古渡先生お願いいたします。 

（古渡）現在認定こども園を 3 施設運営しています。

4 月から開園の認定こども園まゆみぷらすは子育て支

援拠点事業を受ける予定があり、設計段階から仕組み

を考えました。同じ建物のなかに幼保連携型認定こど

も園、地域・子育て支援セ 

ンターを配置して、真ん中 

を地域の全ての人たちが交 

流できる交流スペースにす 

るという発想です。事業内 

容としては、地域の誰もが 

利用できるカフェ、子ども 

食堂、子育て支援事業とし 

てクッキングや木工制作な 

ども対応し、父親が参加し 

やすいような取り組みも行っています。地元の二本松

市だけでなく福島市や郡山市からも来る方がいて驚

いています。子ども食堂は 3年前からスタートしてお

り、認定こども園の子育て支援自主事業として実施。

貧困問題からスタートしましたが子育て支援事業と

 

ココがポイント！ 認定こども園の実践＆工夫 Part⑪ 

「地域の状況と子育て支援」座談会(前編) 
認定こども園に課せられている重要な使命の一つである「子育て支援」。今回は東北地区の先生方にお集まり

いただき、各県の地域の状況を伺いながら「子育て支援」を中心としたテーマで座談会を開催いたしました。

今回はその前編です。                 
 

～東北地区編～ 

〇司 会 岡村  宣 氏（福島県：認定こども園ポプラの木理事長） 

〇座談者 田頭 初美 氏（青森県：認定こども園桔梗野幼稚園園長） 

〇座談者 古渡 一秀 氏（福島県：認定こども園まゆみプラス理事長） 

〇座談者 木村  創 氏（宮城県：認定向山こども園副園長） 
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しての必要性がとても明確になってきたと実感して

います。子育て支援の特徴としては、保育教諭が全て

やっているのではなく子育て支援員認定者が 3名で担

当していることです。これまで考えていた子育て支援

という枠から少し離れて、寄り添い型で対応できるス

タッフが必要と考えた結果です。 

先ほど田頭先生の話でも「立ち位置」という言葉が

ありましたが、どうしても私たちは保育者からの視点

で考えてしまう。一方で、利用者の共感を呼ぶ支援と

いうのは子どもを育てた主婦という視点や立ち位置

からの支援かもしれないと強く感じています。 

（岡村）子育て支援員ならではの持ち味もあるでしょ

う。主婦として子育てしてきたことによる近さと共感

がある。一方で利用者に近くなりすぎる懸念も。どの

ような場にするかの共通理解をはかることが重要と

感じます。木村先生お願いいたします。 

（木村）子育て支援としては広場事業があります。当

初は有料で実施するプレキンダー的なものでしたが、

利用者が少しずつ減ってきたこともあり昨年度から

は在園保護者で保育士資格あり、意欲もあった方に専

属スタッフとしてお願いする形にしました。今年度は

対象児の年齢層を分けて週５日実施しています。 

さらに園施設をカフェや放課後デイサービスの事

業者が利用したり、大学の先生が退職後の研究室とし

て利用するなど、場所を他者へお貸しすることで自分

たちでは対応が難しい色々なニーズに応える。専門家

を園のなかに取り込むという形です。 

課題への取り組みの例としては、保護者の方が全員

参加のチャリティーバザーがいつも大変でクレーム

の種になっていました。2 号の保護者は仕事もあり大

変と言い、1 号の保護者は自分たちに全て押し付けら

れていると感じる。園としては子どもに保護者が取り

組んでいる姿を見せたいという思いがありますが悩

んできました。そこでクラス単位での実施を学年単位

に変更したり、園全体での取り組みに変更し、やりた

いこと単位で実施としたり工夫を続けました。形式を

変えてワークショップで実施してみると予想以上に

人が来て、習いごとをしながらの商品づくりとしてと

らえて楽しんでくれたりもしました。制作するために

土曜日も園を使わせてほしいという要望を受けて対

応したり、新しいことに挑戦しながら実施しています。 

保護者の声に耳を傾けてみると様々なニーズがあ

ります。単位としては小さくても、そこに応えていか

ないとただのクレームを生むための行事になってし

まうと感じ、行事や保護者会事業の在り方もその年に

よって変えられるようにしました。みんなが楽しみな

がら子ども達へも取り組んでいる姿を見せられる状

況にするには園自体も変わらなければならないと思

っています。また、カフェや午後の保育時間でボラン

ティアを取り入れました。ボランティアをするとコミ

ちゃん券がもらえ、預かり保育の無料券として使えた

り、カフェやバザーでの金券にもなります。ボランテ

ィアした人たちがカフェでコミちゃん券を使って食

事をしたりもすることで交流の場も生まれます。 

「関係性をつくりましょう」「仲良くしましょう」と

いうスタンスではなく「助けてほしいんです」という

スタンスを取ることで関係性がいつの間にかできて

いるような仕組みがあるとよいと考え実施しました。

仕組みなしに標語だけでは実現は難しいですね。 

（田頭）面白い取り組みですね。コミちゃん券という

名前の意味は？ 

（木村）コミュ 

ニティーティー 

チャーを略して 

コミちゃんと呼 

んでいます。地 

域の人はみんな先 

生という考え方です。午後の時間まで園内で長く過ご

す子ども達は、色々な人につながる機会が無くなって

しまうのではないかと危機感から取り組みました。 

（岡村）園内で地域の人たちが出会えるような核にな

るという仕組みですね。外に出ていくばかりではなく

「園に来て！」という考え方。 

（古渡）木村先生の話を聞いていて、問題が起きない

ような仕組みにするにはシステムをつくって対応す

るしかない。子育て支援のネットワークやシステムも

もう少し明確なものが必要になってくるのでは。 

（岡村）システムとして意識し、明確化していく必要

があるということですね。自分たちが当たり前に実施

している内容を見直し、意識化し、整理していく中で

次のステップとして見えてくるものもあります。 

（古渡）在園児保護者向けで実施している事業を精査

すれば実施している子育て支援事業はたくさんある。

一方、事業者の考えとしては対外的な子育て支援ばか

りが浮かんでしまう。自園での取り組みを精査し強化

していくという考え方がよい。まずは在園児と在園児

保護者の対応をしっかりし、その後に対外的なところ

も交流できるように加えていくやり方もあります。 

（岡村）私たちが考えているより子育て支援は広くて

深いところがあるように感じます。認定こども園とし

ての創意工夫や様々な人たちとのつながりが地域を

支える力として発揮されていくことを願います。 
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『保 育 教 諭 を ど う 考 え る か 』 
 

  

子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直し問題

を中心に、内閣府の子ども・子育て会議での議論が

活発化している。その中で、懸念されていた保育教

諭の資格特例・取得特例をさらに５年間延長するこ

とが基本的に了承された。もし延長されなければ、

幼保連携型認定こども園で幼稚園教諭免許か保育

士資格のいずれか片方しか有しない職員は、平成

31 年４月から保育教諭としての資格を失うことに

なっていただけに、関係者にとってまずは一安心と

いったところだろう。 

 そもそも幼保連携型認定こども園は、幼稚園と同

じ学校であり、同時に認可保育所と同じ児童福祉施

設であることから、教育・保育に従事する職員は両

方の資格・免許を併有した者でなければならず、こ

れを「保育教諭」と称している。新制度施行前は、

幼稚園教諭免許か保育士資格のいずれかしか有し

ていない者が２割近くいたが、現在は１割強まで減

っている。正確には、平成 29 年４月１日現在で、

どちらか一方のみ所有が 10.8％、このうち幼稚園

教諭のみが 2.8％、保育士のみが 8.1％となってい

る。 

 今では保育教諭の約９割が、幼稚園教諭免許と保

育士資格を併有しているわけだが、それでも人数ベ

ースで見ると、幼保連携型認定こども園が着実に増

えていることもあって、どちらか一方しか有してい

ない者は平成 29年度で前年度より 1338人多い 8876

人と増加している。保育者の人材難や待機児童解消

への対応といった状況を考えれば、この特例を５年

で打ち切るわけにはいかないというのが実情だろ

う。 

 ただ、保育教諭の場合、幼稚園免許部分について

10 年に１回の免許更新が必要になるが、保育所由

来の認定こども園は地域によって免許更新講習の

機会や受け入れ枠が必ずしも十分ではないため、免

許更新に苦労しているケースも見られる。また、認

定こども園は、園児の保育日数や保育時間、集団生

活の経験年数なども異なっており、必須機能である

子育て支援も含めて多様な機能を持っているだけ

に、保育教諭も多忙な中で研修時間を十分に確保で

きないなどの課題も多く抱えている。 

 そう考えると、保育教諭の資格特例・取得特例を

さらに５年間延長するだけではなく、免許更新講習

の受講機会の保障やキャリアアップ研修等も含め

た研修時間の確保を併せて検討する必要があるの

ではないだろうか。さらに言えば、幼稚園教諭免許

と保育士資格を併有していることに対する何らか

のインセンティブがあってもいいのではないか。 

 なお、キャリアアップ研修に関しては、厚生労働

省が実施要綱等を示して、一定の要件や内容等を明

らかにしているのに対して、内閣府や文部科学省は

実施要綱等の通知が出されていない。特に内閣府は、

厚労省や文科省が幼稚園教諭や保育士等に関する

キャリアアップ・処遇改善のイメージ（１号関係、

２・３号関係）を示しているのに対して、保育教諭

のキャリアアップ・処遇改善のイメージさえ示して

いない。これは、早急に改善してもらう必要がある。 

 一方、資格・免許の問題については、実はもう一

つ大きな課題がある。「就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」い

わゆる認定こども園法の附則第２条において、「政

府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格につい

て、一体化を含め、その在り方について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする」ということが明記さ

れている。 

 幼保連携型認定こども園に置かなければならない

保育教諭は、幼稚園教諭免許と保育士資格を併有し

た者とされているが、この附則が意味しているもの

は、「一体化を含め、その在り方について検討を加

え」るというもので、より一体的な資格・免許を想

定していると考えられる。認定こども園は、幼稚園

的な機能と保育所的な機能に加えて、子育て支援機

能も必要になるだけに、その職員にも単なる資格・

免許の併有だけではない高度な資質・能力が求めら

れる。次期５年後の特例期間終了時には、是非とも

新たな一体的資格・免許のあり方を検討してもらい

たいものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

役員の改選がなされ、調査・広報委員も新たなメン

バーとなりました。会報作成に当たり、創立 10周年

を迎えたこともあり、認定こども園協会らしさを十分

にお知らせしていきたいとの思いを確認いたしまし

た。 

この度、東北地区の座談会に立ち会わせて頂きまし

た。2040 年の課題を抱えながら、それでもなお、

今いる子ども達の最善の利益のために励んでおられ

る先生方の取り組みを拝聴しつつ、気持ちを新たにす

ることが出来ました。 

 子ども・子育て支援制度も 4 年目を迎え、転換点

の中にあります。そのような中で、この会報が会員園

の皆様の園運営や保育の質の向上等にご活用頂けま

すと幸甚に存じます。（岩手県M） 


