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＜こども園と総合施設の構想＞ 

幼保一体のこども園について、新たな構想が提案

されています。子ども・子育て支援として子どもの

保育を行う場として、大きく、「こども園（仮称）」

と「地域型保育（仮称）」とに分けます。いずれも、

市町村に対する「子ども・子育て支援給付（仮称）」

の補助により運営されます。 

 この場合のこども園とは、質の

担保のための客観的な基準を満た

した施設であり、幼稚園、保育所、

それ以外の客観的な基準を満たし

た施設となり、それらが指定を受

けます。その中で特に幼保一体化

の施設は｢総合施設（仮称）」（その

名前は今後検討される）となります。指定施設はす

べて「こども園給付（仮称）」の対象となります。

それに対して、地域型とは、小規模保育、家庭的保

育、訪問型保育などであり、指定により、「地域型

保育給付（仮称」の対象となります。 

総合施設とは幼稚園と保育所の機能を併せ持っ

たものです。3 歳以上の 4 時間程度の保育だけで預

かり保育や 3 歳未満の保育を行わない幼稚園はこ

ども園の幼稚園型となります。従来の 3 歳以上の子

どもを含めて保育している保育所は基本的には総 
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震災・津波被害・原発事故被害の大変な状況の中で新たな年度を迎えました。 

当たり前だった様々な事柄があらためて問われています。人間 の存在のなんと小さなことか、だからこそ、な

んと愛おしくかけがえのないものであるかを思わされます。この国に、それぞれの地域に、多くの命が息づいて

いることを心から喜び、感謝をもって出会い続けていきたいと、こころから願うものです。 

22 年度も多くのお支えをいただき、協会の歩みを進めることができました。心から感謝申し上げます。認定こ

ども園協会として新システムの「幼保一体化ＷＴ」及び「こども指針ＷＴ」で「すべての子どもの最善の利益」

に向かう具体的な「こども園」のあり方を一貫して提言してまいりました。 

今、新システムの具体的な姿が描かれようとしています。23 年度も、会員の皆さんはもちろんのこと国や都道

府県、市町村の関係諸氏のご理解、ご協力をいただきながら、未来を担う子どもたちの為の「こども園」・「総合

施設」の実現に向かい歩み続けたいと願っています。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

             平成２３年 ６月１０日 特定非営利活動法人全国認定こども園協会 

                                    代表理事 若盛 正城 

特 集 新システム検討会（ＷＴ）から ③ 

  子ども・子育て新システムの 検討状況と課題 

無 藤  隆 氏 
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合施設となります。乳児保育所はこども園の保育所

型とされます。 

いずれにせよ、すべてのこども園は養護と教育を

一体的に進める保育施設です。ただ、3 歳以上の 4

時間程度の保育部分については学校教育法上の学

校教育と見なされます。ですから、3 歳以上の子ど

もがいる全ての幼稚園・保育所は

名称はどうであれ、学校教育とし

ての幼児教育を行います。しかし、

乳児保育であろうと、長時間保育

であろうと、養護と広い意味での

教育を行う場であり、それは 3 歳

以上の子どものいる全ての幼稚

園・保育所にも共通するわけです。

その養護は児童福祉法に基づくものであり、教育は

教育基本法第 11 条に基づくものであると見なせま

す。さらに、学校教育としての幼児教育と呼んでも、

それは養護と教育を一体的に行う保育であり、そこ

での教育の働きを強化していくというも

 

＜市町村の働き＞ 

市町村は子ども・子育てに関するニーズを調査し、

その結果に基づき、市町村新システム事業計画（仮

称）を策定します。そしてその計画に基づき、指定
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されたこども園や多様な保育事業を行う保育事業

者を共通の財政措置（子ども・子育て支援給付）の

対象とするなどして、保育の提供体制を都道府県と

共に担って計画的に整備します。また、家庭におけ

る養育を支援する事業（地域子育て支援拠点事業

等）を財政措置の対象として、計画的に推進します。 

個別の子ども・保護者の保育のニーズは市町村が

客観的基準に基づき認定します。保護者は、市町村

の関与の下、自ら施設を選択し、公的契約を結びま

す。施設側は定員を超えるなどの正当な理由がある

場合を除き、応諾義務があります。保育の必要性の

認定を受けた子どもはその必要度の高い子どもか

ら受け入れるようにします。入園できない場合には

市町村に調整の責務があります。 

給付については、質の確保・向上が図られる保育

とするために必要な水準の給付をすべての子ども

に保障する公的価格とします。それは保護者に対す

る個人給付を基礎として、法定代理受領の仕組みを

導入します。明確な必要があるときには上乗せ徴収

を保護者に出来ますが、低所得者に補足給付を行う

ようにします。 

指定施設への参入の事業主体は法人として広げ

ていきます。といって、株式会社立などが特に制約

なく参入できるかどうかは今後の議論が必要です。

社会福祉法人や学校法人が解散するとなると、その

寄付された財産は国庫への没収が原則ですので、そ

ういった点に例えば株式会社立との相違がありま

す。指定施設の中で中核的な施設を都道府県が認可

しますが、それは社会福祉法人と学校法人のものが

今のところ想定されています。 

指定については質の確保の観点から数年ごとに

更新する構想があります。ただそれが需要の減少の

みの理由で更新を認めないということだと、安定し

た経営は困難です。とはいえ、需給調整は必要では

あるでしょうから、そのやり方についてこれも検討

点です。 

指定事業者に対して、指定基準に従うのみならず、

指導監督を受けるよう、指定・指導監督主体にその

権限を与えます。都道府県単位が基本となります。

市町村の関与については検討されるべきことです。 

 

＜保育の量的拡大＞ 

先ほど述べた幼保一体の総合施設とは、学校教育

法上の学校教育を行う施設であると同時に、児童福

祉法上の児童福祉施設でもあります。双方の基準を

合わせて持つことが基本です。なお、現行の幼稚園

の預かり保育は児童福祉としての位置づけが付与

されて、基準を満たせば、財政措置を講じることに

より、質・量の拡大・向上を図ります。 

幼稚園が保育機能を強化することにより、保育の

量的拡大を図ります。調理室等の補助制度を創設し

ます。保育所における学校教育としての幼児教育の

在り方を明確なものとします。家庭における養育の

支援を幼稚園・保育所が地域の拠点として強化しま

す。さらに、行政の認可・認定を一本化することに

より、二重行政の解消を図ります。 

なお、すべてについて経過措置があるので、現在、

保育所あるいは幼稚園を営んでいるところがいき

なり継続できなくなるということはありません。認

定こども園は原則として総合施設への移行となり

ます。 

 

＜総合施設とは＞ 

総合施設は、学校教育（学校教育法上の教育）と

児童福祉法上の保育さらに家庭における養育支援

を一体的に提供する施設です。学校でもあり、児童

福祉施設でもあります。 

現行の幼稚園制度と保育所制度の双方に求めら

れる質の水準を基本として基準を考えます。ただし、

園庭の義務づけは例外になるでしょう。 

 自己評価を義務づけ、積極的な情報公開を行い、

保護者にとって選択可能とするとともに、質の確保

を図ります。従来の幼保・公私を問わず、研修の強

化を進めます。研修はすべての教職員に義務づけら

れます。監督も幼保・公私を問わず、立ち入り検査

や改善命令を含め、強化されます。 

 総合施設の保育者は｢保育教諭（仮称）」とされ、

学校教育と児童福祉法上の保育を共に担います。そ

の資格や養成は今後の検討課題となります。 

 

＜質の向上＞ 

質の向上については、財源を要するものが大部分

であり、どこまで実現できるかはまだ未知数となり

ます。ですが、単に量的な拡大をするだけであると、

むしろ質の低下の危惧すらあり得ます。量的拡大を

行いつつ、段階的に質の向上の行程を示してほしい

と思います。また同時に、全国的な統一の基準と地

方の裁量部分をどう組み合わせるかが大事になり

ます。そこについては特に丁寧な議論を重ねること

が望まれます。 

（無藤先生には、３号連続で検討会の内容を 

   解説いただきました。ありがとうございます。） 
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≪ トップセミナーin 九州 報告 ≫ 

平成 23 年 2 月 19 日、20 日 
〔第１日目〕 
●行政説明（１４：００～１５：００） 

「新システムと幼保一体化の動向について」 

講師  藤原 朋子  氏（内閣府参事官） 

 諸外国に比べ、出生率が上がらない日本の少子化の現状を上

げ、ワーキングチーム（ＷＴ）における検討状況を紹介した。 

「新システム」というと「幼保一体」ということをイメージ

されるが、「就労」と「結婚・出産」の二者択一構造を変え、

女性をはじめとする働く意欲を持つ全ての人の労働市場参加

を実現しつつ、国民の希望する結婚・出産・子育てを可能とす

るために、「労働政策」と「子育て支援政策」が車の両輪のよ

うに機能させることが大切で、その「子育て支援政策」の部分

を考えているのが、「新システム」であると説明した。 

 「新システム」の制度設計として、制度・財源・給付の一元

化を目指し、①国と都道府県の役割、②基礎自治体（市町村）

の権限と責務、③社会全体による費用負担、④子ども・子育て

会議の設置、⑤子ども家庭省（仮称）の設置を上げた。 

 「幼保一体化（こども園構想）」については、５つの案を提

起し、ＷＴで喧々諤々に議論してきた経過を話し、中でも委員

の共通意見として「財源を確保し、保育の質の向上させること」

が確認されていることを紹介した。 

 1 月 24 日の幼保一体化ＷＴでの資料を用い、①市町村新シス

テム事業計画、②保育の必要性、③応諾義務、④公定価格、⑤

指定制度について説明した。 

 最後に、「社会保障と税の一体改革」の議論を紹介し、財源

確保としてこの議論の中で、少子化対策の費用を盛り込めるか

が大切であり、それ主張していきたいと締めくくった。 

 

 

●基調講演（１５：１０～１６：４０） 

演題「こども園構想の行方と認定こども園の課題」 

講師  無藤 隆 氏（白梅学園大学教授） 

 無藤教授は、「新システム」がまとまるかは、１つは財源問

題であると提起し、「幼・保に対し補助を増やす唯一のチャン

ス」であり、消費税が上がる際に子どもの財源を盛り込める機

会であると強調した。２つ目には、このチャンスを生かすため

に、幼保がまとまっていないといけなく、今までのように幼保

が分かれ、公私立と分かれ、それぞれの団体が別々のことを言

っていても実現しない。どういう案であれ、まとめることが非

常に大切であると主張した。 

 こども園構想について、「非常に大雑把にいうと、保育所は

現状維持で、幼稚園は預かり保育の補助が増える仕組み」と示

し。こども園が求められる背景として、待機児童問題、潜在保

育ニーズ、量的拡大などを挙げ、保育を受けたいのに受けられ

ない現状があることに対し、認可保育所の増設だけでは、物理

的、財政的にも解消できない。また、幼児減による幼稚園統廃

合の危機を挙げ、「幼稚園が築き上げてきた幼児教育を消して

しまうのはもったいない」とし、過疎地問題を挙げた。幼保を

統一して地域の子ども達を支援する仕組みが求められ、また幼

保が築き上げてきた保育・幼児教育を合わせて行くことが課題

となる指摘した。 

その取り組みのパイオニアが「認定こども園」であると述べ、

協会のアドバイザーをしているのも、頼まれたからではなく、

認定こども園の課題を踏まえ、どうやって新しいこども園にす

るかが私に課せられた課題であると主張した。 

こども園構想へ進むポイントとして、①幼保の築き上げた良

い所を結び付けていくこと、②量的拡大のみならず保育の質の

向上を図ることとし、そのために最低限の法的整備が必要と

し、「新システム」の制度設計を述べた。 

 「保育の質の向上」を図るために、「こども指針」に触れ、

学校教育法の「教育」という定義、児童福祉法の「保育」とい

う定義を説明し、「養護」について「生命の保持・情緒の安定」

と、保育所保育指針に明記され、幼稚園教育要領には書かれて

いないが、保育の中身そのものには幼稚園・保育所で共通とす

ると解説した。 

 今の政権の中で、「こども園」がどのような形になるのか分

からないが、長年築き上げてきた幼稚園・保育所の良い所を合

わせた「こども園」へ、日本の未来の子ども達のための「こど

も園」へ向けて、一緒に努力し、私も微力ながら協力していき

たいと述べた。 

 

 
〔第２日目〕 

●シンポジウム（９：３０～１１：４５） 

テーマ「新システムが目指す”世界”と今後の課題」 

 

コーディネーター    吉田   正幸 氏（保育システム研究所代表） 

シンポジスト         柏女 霊峰 氏（淑徳大学教授） 

                           山縣 文治 氏（大阪市立大学教授） 

         宮本 太郎 氏（北海道大学教授） 

         岡村 宣  氏（当協会理事） 

 

子ども・子育て新システムの目指す世界を考えるにあたって、

吉田氏のコーディネートで２つ視点（視点１～それぞれの専門

の分野からの子ども子育て新システムの考え方・方向性 視点

２～こども園への期待及び課題・それぞれの立場でのメッセー

ジ）に分けて４人のシンポジストを迎え意見を出し合った。 

 

〈宮本氏〉 

2005 年の生産年齢人口(15～64 歳)：高齢世代人口(65 歳以

上)は 3：1 だったのに対して、2030 年には 2：1、2050 年には 

1.2：1 になることを踏まえ、「子ども子育て支援の問題は、日

本の社会保障の命運の鍵を握っていると言っても過言ではな

い。」と税と社会保障の一体改革の中で子育て支援内容の充実

が大切である。 

 また、1960 年代日本とスウェーデンは女性の労働割合は同じ

くらいであったが、日本は先進国の中では唯一女性の労働力が

下がり、スウェーデンでは急激に伸びた。その伸びた要因に就

学前プレスクールの強化があり、1998 年に確立された「スウェ

ーデン就学前教育指針 98」が生かされている。[○就学前教育

の重要な課題は、子どもたちが、我々の社会の価値を習得する

ことを助けることである。人間の生活が誰からも犯されない価

値をもつこと個人の自由と尊厳、人間が平等であること、両性

間の平等、そして弱く傷つきやすい者との連帯。こうした価値

は、就学前学校が、子どもたちと一緒の活動をすすめるなかで、

積極的に推し進めるべきものである。○就学前教育は多様な価

値を受けとめ、それを表現することを奨励しなければならな

い。] そして、小さいときにどんなに貧しい家庭に育ってもそ

こで家計の影響を受けることなく能力を確保していくことが

最大の貧困対策であり、格差対策である。そして、子育てを通

してできあがっていく繋がりが、地域が繋がっていくために決

定的な重みをもっており、それがこども縁である。 

 

〈山縣氏〉 

 210 万人生まれていた子どもが 110 万人になるのに 15 年しか

かかっていなく、15 年後には、年間出生率が 70 万台になる可

能性がある。現在の待機時問題も深刻であるが、15 年後にはも

っと深刻な別な問題が起こっている。また、過疎地にも幼児教

育機能を残す必要があり、３歳以上の幼稚園の教育機能をうま

く使うことも大切なのではないか。そして国立大学の使命とし

て、大多数を占めようとする「こども園」に取り組むべきであ

り、主流となる幼保一体化の研究を深めていく必要がある。 

 ３つのワーキングチームの意見の中には、都市部の団体役員

3. 
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としての意見として述べる委員もおり、過疎地域の意見を吸い

上げているのか疑問に感じるときもある。基本制度の議論では

様々な子どもの姿が見えてくるが、幼保一体化の議論では、保

育所、幼稚園に通っている子どもだけの議論がほとんどで、地

域の子どもの支援の議論がほとんどなされていない。また、認

定こども園の子育て支援は義務になっているが、財政的な支援

がなされていないので、一体化の仕組みの中には、子育て支援

を義務にしてしっかり保障して行く必要がある。 

 

〈柏女氏〉 

 今の家庭子ども福祉サービスは 60 年を経て限界にきており、

新システムもリニューアルの必要がある。その新システムは障

がいのある子どもを受け入れられないような支援方法ではい

けない。また、臨時休業時、どうしても休めない方をどこかの

こども園が受け入れることのできるシステムが必要である。自

園だけのことではなくて、地域全体で障がいのある子どもも安

心して暮らせるこども園やその他の施設を整備していかなけ

ればならない。こども園がその子どもたちが通える学校であ

り、社会福祉施設であってほしい。 

  制度検討に当たって留意すべき事項として次のような点があ

る。 

①財源の確保、一元化策についての十分な検討 ②市町村の関

与のあり方や子育て支援プランの策定など実施体制の検討 ③

保育所、幼稚園の社会的役割を混乱させない仕組みの創設 ④

事業者が安定的、意欲的に事業展開できる仕組み ⑤子ども家

庭福祉・保育の質の確保、向上に関するインセンティヴが働く

仕組み ⑥担い手である保育士資格の再構築 ⑦特別な支援が

必要な子どもと保護者を確実に救済するソーシャルワーク機

能の担保 ⑧社会的養護や障がい児福祉を包含する仕組み 

 そして、税と社会保障の一体については、税だけの世界で議

論をしないでほしい。子どもは税で、高齢になったら社会保障

でと分けるのはおかしい気がする。子どもこそ国で育てていっ

てほしい。年金・医療･育児・介護という四つ葉のクローバー

で政策を考えることで、人間の一生を切れ目無く支えていくシ

ステムに繋がっていく。 

 

〈吉田氏〉 

 大変化する社会が来ようとも、すべての子どもの最善の利益

という視点を含めて真剣に考えていかなければならない。その

切り口として、「こども園」を「パブリック（公的）」という視

点でどう捉えていくかを考えている。 

 「保育の内容」についてパブリック性が担保されている。し

かし、「保育の利用」について、保育所は、応諾義務があるな

ど保育に欠ける子どもについては担保されているが、すべての

子どもに対しては限界がある。幼稚園は、納付金等パブリック

性が保たれているとは言いがたい。そこをどう担保させるかが

重要で、こども園の構想についても公定価格があるが上乗せ価

格があるためパブリック性は失われてしまうのではないか。す

べての子どもという概念からパブリック性は重要である。もう

一つは、「保育の運営」についてどう担保していくのか。法人、

株式会社等あるが、運営の主体のパブリック性をどう担保して

いくのかが課題である。広い切り口からパブリックを考えてい

くことが重要である。 

 

〈岡村氏〉 

 幼保を単に一体化するだけのものではなく、総合化が必要で

ある。特別支援、障がい児保育、子育て支援、地域ネットワー

クの起点・拠点となる総合施設が必要となる。そこから、新し

い地平を見ていきたい。また、これまでの取り組みでいろいろ

な好事例が出ているが、苦労をしてきたこともあった。保護者

と分かり合う難しさも感じた。「幼稚園に入園させたのに、な

ぜ？」数名の園児が転園していき、この丘の向こうに素敵なも

のがあることを伝えきれず切なさも感じた。はじめは職員も意

見の食い違いがあった。しかし、子ども同士の遊びが大きくな

り、お互いの名前を呼び合うようになり、お互いのいいものを

生かしていく雰囲気が出てきて、思いが通うようになり、豊か

な保育が展開されるようになってきた。認定こども園制度、幼

保一体化に不安をもっている方がいるかもしれないが、それを

越えていったときに豊かな世界がある。そして、地域のすべて

の家庭に寄り添えて、一緒に歩きましょうと言うことが出来る。

保育に欠ける欠けないでは、子どもを分けていることになる。

地域のすべての家庭に寄り添える道を共に歩んでほしい。 
 

 

 

 

「 声 明 文 」 

「すべての子どもの最善の利益を保障できるシステムを」 

 

 私たちは、「平成２２年度第２回トップセミナー（in 九州）」

において、以下の声明を採択する。 

 

☆すべての子どもの良好な育成環境の保障を  

子どもの貧困問題に象徴されるように、子ども環境の貧困化

が懸念されています。家庭や地域社会を中心とした子ども環境

が少しでも改善され、子どもの健やかな育ちが保障されるよう、

子ども・子育てに関する総合的な施策の充実を求めます。  

１．子ども環境の再生・回復に資する多様な子育て支援の 

拡充  

２．子育てと仕事が両立できるワーク・ライフ・バランスの 

推進  

３．ワンストップサービスの整備と地域ネットワークの構築  

 

☆すべての子どもに質の高い幼児教育・保育の保障を  

格差社会の歪みが子どもの生活にも影響を及ぼしつつあり

ます。保護者の就労の有無や子育て家庭の所得の多寡、子ども

の障害の有無などで区別されることなく、すべての子どもが質

の高い幼児教育・保育を受けられるよう、新しいシステムを構

築するとともに、必要な財源の確保を求めます。  

１．一体性、一貫性のある総合機能をもった「こども園」

の創設  

２．職員の処遇・配置の改善など質の高い幼児教育・保育

を可能にする施策の充実  

３．現金給付に偏らない現物給付の充実 

（安定的な恒久財源の確保）  

 

☆すべての子どもの最善の利益を目指した国家戦略を  

都市と地方など地域格差が拡がりつつある中で、それが子ど

も環境にもマイナスの影響を及ぼしています。どんな地域に生

まれ育とうとも、すべての子どもの最善の利益が保障されるよ

う、ナショナル・ミニマムを担保した上で国と地方の役割分担

が適切になされることを望みます。  

１．ナショナル・ミニマムとして幼児教育・保育に関する最 

低基準の担保を  

２．不必要な地域格差を生じさせない国の財源保障を  

３．地域主権を尊重しつつ国・都道府県・市町村の適切な 

役割分担の確立を 

 

私たちは、以上の事柄を趣旨として、すべての子どもの最善

の利益の実現に向けて一層の努力を行い、関係機関等とも連

携・協力しつつ、今後さらに積極的な役割を果たしていく所存

です。 

平成 23 年 2月 20 日     

特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 
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大場先生を偲んで 

当協会のアドヴァイザリーボードとして、協会設立当初からお支えいただいた、大場幸夫先生（大妻女子大

学学長）が、去る 5月 13 日逝去されました。「現場の保育者は末端ではない。先端だ」と説かれた先生の言葉

を握りしめ、子どもと家庭のための働きというバトンを先生から受け止めて歩みたいと願います。 

ここに、生前の先生の面影をしのび、当協会設立総会において記念講演をいただいた内容の要旨を再掲させ

ていただきます。 

  

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。 

≪全国認定こども園協会設立総会 記念講演要旨≫ 

大場 幸夫 氏 

             （大妻女子大学学長） 
 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。 

 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、設立総会基調

講演で吉田氏（保育システム研究所代

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。 

  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 

 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 
  

お知らせ １．平成２３年度総会並びにトップセミナーが開催されます。参加申し込み、お急ぎください。 

                   日時：６月 17 日（金）～18 日（土） 場所：学士会館 

       ２．会員の皆さんに、平成 23 年度の会費納入について文書をお送りしています。 

振り込みをよろしくお願いいたします。 

おわびとお知らせ  前号でお知らせしましたメールニュース配信につきまして、ホームページリニューアルと関

連して行うこととなり、ご案内と配信が遅れています。申し訳ありません。近日中に配信を開始できるよう努めてお

ります。しばらくお待ちください。 
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 3 月 11 日に発生した未曾有の大地震、それに伴う

津波、そして原発事故。こうした状況を受けて、3 月に

予定されていた子ども・子育て新システムに関する検討

作業が中断を余儀なくされていたが、震災から 2 か月

経って再開された。このうち、幼保一体化ワーキングチ

ームの議論は、新システム関連法案の提出に向けて一

区切りつけた。基本制度ワーキングチームとこども指針

ワーキングチームの議論は引

き続き行われる。 

○保育認定を受けた乳幼児と、認定を受けない幼児の

いずれも、保護者が施設を選択し、保護者と施設が

契約する公的契約とする 

○指定制については、客観的な基準を満たすことを条

件に認可外施設も含めて多様な主体の参入を認め

る 

○ただし、安定的・継続的な運営を担保するため法人

格を条件とする 

6. 
 

 幼保一体化ワーキングチー

ムの会合は、5 月 11 日と 25 日に

開かれ、給付や指定制、こども園

など幼保一体化のあり方をめぐっ

て論議した。そこでの検討内容を

整理すると、おおよそ次のような

ものとなる。 

子ども・子育て新システムの動向 ○指定は数年ごとに更新する

更新制を導入する 

○こども園のうち、学校教育・保

育、家庭における養育支援を一

体的に提供する施設を「総合施

設」とする 

○これまで「幼保一体給付」としていたものを「子ども・

子育て支援給付」に改める 

○これまでの「幼児教育・保育」という表現を「学校教

育・保育」に変更する 

○「子ども・子育て支援給付」は、学校教育・保育に対

する「こども園給付」と家庭的保育や小規模保育な

どに対する「地域型保育給付」に分ける 

○国が定める客観的な基準を満たした施設を都道府

県が指定し、指定を受けた施設は「こども園」として

「こども園給付」の対象となる 

○「こども園給付」は保護者に対する個人給付とするが、

運用上は法定代理受領の仕組みとし、施設が受け

取る 

○客観的な基準に基づき、保護者の就労状況に応じ

て市町村が保育の必要性を認定する（保育認定） 

○総合施設は、学校教育法（１条

校）、児童福祉法（児童福祉施

設）、社会福祉法（第２種社会福祉事業）により位置

づける 

○総合施設の基準は、現在の幼保連携型認定こども

園をベースに定める 

 

 以上がおおまかなポイントだが、震災前までの検討内

容と比べると、本来目指したはずの幼保一体的な施設

が「こども園」ではなく「総合施設」とされたことが大きな

違いだと言える。こども園給付を受ける施設は、幼稚園

であろうと、保育所（３歳未満児対象）であろうと、制度

上の「こども園」となり、幼保連携型認定こども園のよう

な総合機能を持ったところが「総合施設」となる。 

 なお、「総合施設」については、設置認可を都道府県

が行い、職員は幼稚園教員免許と保育資格を併収し

た「保育教諭」を置くなど一体的な基準が設けられる見

通し。 

【新システムの公的な情報】 
「子ども・子育て新システム」の事業部会、各ワーキングチームの協議資料、記録、動画（５月以降分）は、 

下記の内閣府ホームページからダウンロード、視聴できます。 
http://www8.cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/wg/index.html 

又は、「子ども・子育て新システム検討会議作業グループ」で検索してください。 

協会としての提言も、資料の中に掲載されています。 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●５月から新システムの議論が再開されました。一回はその場に立ち会ってみたいと考えており、念願叶い、 

５月３１日のＷＴを傍聴しました。その場で何かが決まる訳ではないと分かっているのですが、妙に手に汗握 

りました。                                 ・・・（九州男児） 

●～自分の心にチャレンジする。勇気をもって前に出る！～ ４・５歳の剣道クラブの子どもたちが、汗をかきな

がらも小さな体で大きな夢をもって一歩ずつ前に進んでいます。足の引っ張り合いの政権争奪戦、東日本の復興

に向けて、すべての子どもたちの未来に向けて、心を一つにして前に出る勇気を見せてほしいと願っています。

・・・（まっすぐ進隊男）」

●２月のトップセミナー九州大会の報告、遅くなりましたが掲載できました。（担当者に感謝！） 

私たちの目標は、総合施設が出来ることではなく、総合施設が地域の中で機能することです。 

コミュニティデザインという言葉を聞きました。その中に、総合施設の役割があるんですね。・・（なすおろし）


