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エピソード：ある園で～自然を活かした保育 

 子どもたちと共に過ごした至福の時間であ
り、また、自然のもつ、やさしさと力を改めて
感じた時間でもありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さて、10 年前の東日
本大震災後、長期間、
福島では放射能汚染に
より、さまざまな制限
ある生活を送らざるを
えない日々でした。戸
外に出ること、自然と
触れ合うことなど、そ
れまで当たり前にしてきたことができなくな
りました。 
 震災 1 年後から東京家政大学の学生、岩田力
教授、大澤力教授と共に継続して取り組んでい
る福島での保育活動(子ども・保護者・保育者 )
により、さまざまな気づきや学びがありました。
保育において、大切なことは何か、換言すると
「保育の真と新」が改めて見えてきたのです。
どんなに時代が変わっても、本質的に重要なこ
とと、時代の流れや状況において新たな思考、
実践を求められることの 2 つの視点です。 
 保育の基本の第１は、子どものいのち(生命)
を守ること、大震災で、保育者は的確な判断と
行動力で、子どものいのちを守りました。第 2
は、子どもと保育者との間に形成される基本的
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『コロナ禍においても私たち保育者が大切にすること』 
増田まゆみ氏〔湘南ケアアンドエデュケーション研究所所長・元東京家政大学教授〕 

5 月の爽やかな風、太陽の光を浴びながら、シ
ロ(アカ)ツメクサ、ハルジオン、ヒメジオン、
オオイヌノフグリ、カタバミ・・・と野草いっ
ぱいの原っぱを、走り回る子どもたち。 
 5 歳の A ちゃんと B ちゃんは、「小さいお
花、かわいい」、「たくさんつんだら、お花の色
水できるかな」、「きっとできる、摘んで帰ろ
う」。「これ、シロツメクサだね。お花の首飾り
つくりたいね」と 4 歳の C ちゃん。うなづき
ながら「でも、どうやって作るのかわからない
ね。前に来たとき年長さんたち、先生と作って
いたよ。先生、さがそう」と外にでるときはい
つも一緒の仲良しの D ちゃん。・・・ 
3 歳の Eちゃんは、しゃがみ込み、鮮やかな黄
色のタンポポを摘んではニコッ、次の花を摘
んでは、ニコッとしていましたが、「あげる」
と 1 本丁寧に、そしてそっと私の手に・・・。
「ありがとう、すてきね。」と言いながら胸ポ
ケットに差し入れて園に戻りました。・・・ 

Ⅰ．子どもは自ら育つ存在      
   ～環境との相互作用のなかで～ 
 

Ⅱ．2011年の東日本大震災後の福島 
での取り組みからの学びと綱ぐ 

～保育者の責務・専門性～ 
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信頼感を基盤に、子どもがいつでも大人(園では
保育者・家庭では保護者)を頼り、温かく、やさ
しい相互関係の中で、主体性が育まれていくこ
とです。子どもは自分がしてもらったように、
他者・生き物等に関わるのです。 
 忘れることのできない保育者の報告。震災後
生まれ、自然とのかかわりをもてずに育った子
どもが入園するようになり、その中に、命ある
虫や草花を平気で踏みつぶす姿を目にしたと
き、保育者や保護者は強く心の痛みを感じ、子
どもの育ちについて、育ちの環境についてあら
ためて話し合いを重ねているという報告です。 
 子どもの育ちの過程で大切なこととして、
「自然とのかかわり・人とのかかわり等直接的
体験」を、日々の保育の中で大人が意識するこ
と、また、そうした経験が可能となる環境を用
意することです。子どもの育ちに携わる専門職
である保育者の重要な責務といえましょう。 
 「自ら育つ存在」である子ども一人ひとりを
「主体」として、能動性を発揮できる環境が必
須なのです。子どもが心身ともに健やかに育つ
ことを可能にする環境を、現在はもちろん、未
来に繋げていかなくてはならないのです。 
 
 
Ⅲ．コロナ禍における社会のインフラと 
しての保育   ～保育者が大切にすること 
 
１．新型コロナウイルスに関する報道・緊急事
態宣言発令等の状況                         
ここでは、本稿のテーマ「コロナ禍においても
私達たち保育者が大切にすること」を述べるに
あたって、コロナ禍に関連する報道等の変遷を
たどってみることにします。 
 2021 年 1 月 2 日世界最高齢 118 歳の誕生日
を迎えたと報じられました。この田中氏も含め
て、今を生きる誰も体験したことのないコロナ
禍という深い不安感の中で、2 年余という長い

時間を過ごしてきたのです。本稿は、保育の抽
象的一般論を語るのではなく、保育という意義
ある営みを、保育者一人ひとりがコロナ禍と向
き合い、主体としての保育者のあり方を、自己
課題として語ることが求められています。 
 新型コロナウイルスに関する我が国最初の
報道は、2019 年 12 月 31 日、 続いて、2020年
1 月 8 日に W H O が新型ウイルスと認定した
と報道、そして、 1 月中旬、国内初の感染者に
ついて報じられました。1 月末には 13 例目の
発生、W H Oは、中国武漢市における新型コロ
ナウイルス関連肺炎の発症状況が「国際的に懸
念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると
発表しました。その後、感染は拡大し、3 月末
には、1,494 例となり、4 月 7 日に 7 都道府県
(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・
兵庫県・福岡県)を対象に「緊急事態宣言」が発
令、さらに、4 月 16 日には、8,582 例となり、
全都道府県を対象とした「緊急事態宣言」とな
ったのです。対象地域の変更を 2 回実施、2020
年 5 月 25 日に、緊急事態宣言は解除されまし
た。 
 現在、2021 年 2 月、「緊急事態宣言」は、10
都道府県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・
愛知県・岐阜県・大阪府・京都府・兵庫県・福
岡県)を対象とし、実施期間は令和 3 年 3 月 7
日までとされています。 
なお、2021 年２月 14日、厚労省は、感染者数
（陽性者数）は 414,472 名、死亡者 6,912 名と
報告しています。 
 
２．子どもの発症への認識を基本に嘱託医、保
護者との相談・検討・配慮を 
～日本小児科学会が「新型コロナウイルス感染
症に関する Q&A（2020年 8月 1日現在）～ 
子どもの感染者数は少数ですが、コロナ禍での
保育にあたって、日本小児科学会がホームペー
ジに示す内容を、保育者と保護者とが共通認識

Ⅲ．コロナ禍における社会のインフラ
としての保育   

～保育者が大切にすること～ 
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し、保育の基本である「子どもの命を守る」・「子
ども理解」・「子どもの最善の利益」を基本とす
る、「保育」に活かすことが求められます。 
・・子どもの感染者数は成人に比較すると少な
いですが、家庭内や集団生活の場における伝播
により感染者は増えていることを想定した診
療や感染対策が必要になっています。その一方
で、可能な範囲で通常の日常生活を続けること
も子どもの成長や発達には不可欠なことです。 
 
Q1．子どもが新型コロナウイルスに感染すると
どのような症状がでますか？ 
A1．現時点（2020 年 8 月 1 日）で、子どもの
感染者数は成人と比べると少ないですが、感染
しやすさは成人と変わらないこともわかって
きました。家庭内で感染している例が多く、発
熱、乾いた咳を認める一方で、鼻汁や鼻閉など
の上気道症状は比較的少ない・・・。成人と同
じように、発熱が続き肺炎になる例も報告・・。 
 感染していても無症状である可能性も指
摘・・・、子どもは正確に症状を訴えられない
ことに注意しなければなりません。 
 
Q2．子どもの新型コロナウイルス感染症は重症
化しますか？ 
A2．子どもの患者が重症化する割合は成人と比
べると少ない・・。成人同様に呼吸状態が悪く
なることもあります。２歳未満の子どもは比較
的重くなる傾向があり注意が必要です。 
欧米からは、発熱が続き、腹痛・下痢、発疹を
認める患者さんの中に、心臓の動きが悪くなる
ような子どもが 10 歳前後を中心に報告・・・、
国内ではまだ少ない・・・。 

～中略～ 
Q5．子どももマスクはしておいた方がいいです
か？マスクが出来ない場合は・・・？ 
A5．感染している人のくしゃみや咳に含まれる
飛まつを直接浴びないという観点からは、マス

クをすることの利点はある・・・、2 歳以下の
小さな子どもでは現実的ではない・・・。4－5
歳になるとマスクの着用は可能ですが、個人差
があるので、正しいつけ外し方は保護者の指導
において保護者から感染・・・保護者の方が感
染しないこと、感染した方から 2 メートル以上
の距離を保つことが子どもの感染予防に・・。 
また、ウイルスに汚染されたおもちゃや本など
に触れた手で、口や鼻、目を触ることでも感染
しますので、手洗いや消毒も大事・・・。 
 
2021 年 1 月に、内閣府より「認定こども園に
おける新型コロナウイルス感染症への対応に
ついて」が、これまでのガイドライン等を整理
して出されました。保健所や嘱託医に相談・確
認し、全職員が理解し、ガイドラインの家庭へ
の配布など、保護者と共有することが必要です。 

 
図 1  年齢別発症状況 2021.2  厚労省 

 
３．初めて直面しているコロナ禍での保育へ保
育者としてどう向かい合い、思考し、対応する
のか。 
①全国認定こども園協会による調査報告書(新
型コロナウイルス感染症対策に係るアンケー
ト)の意義と有効活用 
 2020 年 5 月 15 日から 6 月 6 日までの期間、
緊急事態宣言が全国を対象に発令されて 1ヵ月
後の大変厳しい状況下の期間に、協会会員の施
設(園)と保育・多様な子育て支援団体等の協力
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のもと、就学前の子育て家庭へのアンケートを
実施し、「施設編」と「保護者編」とに分けて、
分析、提言し、総合的に今後のあり方を提示し
たことに大きな意義があります。 
 報告書の「はじめに」で述べられているよう
に、2015 年から「子ども・子育て新制度」がス
タートし、認定こども園は、「親の就労の有無な
ど家庭の状況の違いや、幼稚園・保育所という
枠組みを超えて『全ての子どもの最善の利益』
を保証し、子育て支援を行うことが求められ、
各園、保育・教育を担う職員の努力により、そ
の具現化が図られてきました。 
 保育・子育て支援を担う保育者の思い、子育
て中の実に多様な保護者の率直な思いの可視
化により、認定こども園、幼稚園、保育所等就
学前の保育の場、そして子育て支援の場が、ま
た、その基盤となる国・行政が、コロナ禍が続
く中で、何をなすべきかが明示されています。 
 報告書が発行されてから 6 ヵ月、報告書を読
み込み、一人ひとりの職員により、また園が組
織として、様々な取り組みが進行中です。加え
て、地域で、また協会の各ブロックで検討し、
具体的に何に取り組んでいるのか、「新型コロ
ナウイルス感染症対策に係わるアンケート調
査報告書アフター」に期待感が膨らんできます。  
終息の見通しが立ちにくい、不安な状況下で、
各園が、厚労省が示す「新たな生活様式」の手
洗い、消毒、また、三密にならないよう援助す
る等、高まる保育者の負担感、さらに職員の確
保等厳しい園環境の中で、保育・教育の内容・
方法の工夫、子育て支援への取り組みを模索し
つつ、コロナを乗り越えようとしています。 
そこで、新たな調査結果を、今後の「WITH 新
型コロナ感染症対策」に活かし、「保育者」が大
切にすることは何かを検討しましょう。 
 
②コロナ禍においても私達保育者が大切にす
ること～子ども理解・保護者(家庭)理解に基づ

く保育、子どもの最善の利益を尊重する保育～ 
 保育の営みは「子ども理解に基づく計画、実
践、振り返り、評価、改善」のくり返しです。 
 子ども理解は、あるがままの子どもの姿を、
「できる・できない」という視点ではなく、育
ちのプロセスと、子どもの心情(見ていたい、お
もしろそう、やってみたい等)、思いに寄り添う
ことが大切です。深く、子ども理解をするため
には、保護者理解が必須のものとなります。 
 この基本(大切にすること)は、コロナ禍の保
育でも変わることはありません。しかし、これ
まで以上に細やかに、そして温かな眼差しで、
子ども、保護者を理解することが求められます。 
保護者への調査から、緊急事態宣言の発令や外
出自粛により、保護者の 75.1%が「子どもとの
過ごし方に悩む」、53.0%が 「保護者の心身の
疲弊」を掲げ、自身の心身の変化を実感しつつ、
密室育児を続けざるをえない実態が明らかに
なりました。また、2 項目と比較すると、低い
とはいえ、 20.0%が「減収や失職となり、生活
や育児の費用が心配」と経済的な側面への悩み
も明かとなりました。さらに、子どもの生活で
「親から見て気になることはありませんか」と
いう問に、64.7%が「メディアの利用が増えた」、
43.1%が 「生活が不規則になった」、37.7%が
「体力が低下した」と答えています。 
 保護者には、子育て家庭の孤立化、そして、
子どもの生活・行動等にマイナスの影響を与え
ていることが明らかとなりました。 
 このことは、日本社会の中で、認定こども園
はじめ就学前の保育の場の存在意義の大きさ、
重要なインフラとしての位置づけを明確にし
ました。今後、多様な状況にある子どもを心身
共に健やかな、また、豊かな育ちに向けた質の
高い保育と、多様な状況にある保護者の思いに
よりそう子育て支援機能の大切さに改めて気
づかされたのです。 
 休園や登園自粛という状況下で、保育者は、
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いつもとは異なる取り組みを求められる一方、
時間を有効に使い、これまでの当たり前を問い
直し、意見を交わし合うことで、保育・子育て
支援の基本を確認し合い、具体的実践に繋げた
ことは、大きな成果といえましょう。 
 コロナ禍での保育を通して、少人数保育によ
って、個々をかけがえのない存在としてとらえ、
子どもの最善の利益の尊重を第一義とする保
育の基本について思考する機会が生み出され
ました。今後も、園内研修を核に多様な研修を、
組織として体系的・計画的研修体制を構築する
と共に、職員が主体的に参加し、研修そのもの
を創造していくことを大切にしたいものです。 
最後に、国、各行政が、認定こども園はじめ保
育施設・子育て支援の場が、そして、業務を担
う人の諸条件の改善に早急に取り組むことを
強く要求したいと思います。子ども・子育て支
援新制度の掲げる「すべての子どもに質の高い
教育・保育」を実現するために、保育者が大切
にしたいことの具現化に向けて必須のことで
す。保育の場、保育者の社会的評価を高め、保
育に携わりたいという次の世代の育成により、
持続する社会の構築が可能になります。 
 新制度そのものの課題の修正、再構築に向け
た検討が求められます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
大震災後の厳しい保育への取り組みから、

「保育の真と新」に気づいたことと、コロナ禍
での実践からの気づきと重なります。 
倉橋惣三の「育ての心」の中から「廊下」をご
紹介します。保育者として、大切にしたいこと
が、心に響いてきます。 

 
廊下で 

 

倉橋惣三「育ての心」フレーベル館より 
 

泣いている子がある。 

涙は拭いてやる。 

泣いてはいけないという。 

なぜ泣くのと尋ねる。 

弱虫ねえという。 

・・・随分いろいろのことはいいもし、 

してやりもするが、 

ただ一つしてやらないことがある。 

泣かずにいられない心もちへの共感である。 

お世話になる先生、 

お手数をかける先生。 

それは有り難い先生である。 

しかし有り難い先生よりも、 

もっとほしいのはうれしい先生である。 

そのうれしい先生は 

その時々の心もちに共感してくれる先生である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．今後に向けて 
～保育の真と新～ 
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 この度、内閣府より発出された、「公定価格に
関する FAQ（よくある質問）Ver.18（令和３年
３月１２日時点版）」において追加された箇所
と処遇改善に係る必要な箇所を記します。ご確
認お願いいたします。 
Q.175：国家公務員の給与改定に伴う「基準翌
年度から加算当年度までの公定価格における
人件費の改定分」について処遇改善等加算通知
において示されている算式では、法定福利費等
の事業主負担分（以下「事業主負担分」）が含ま
れることになります。「起点賃金水準」には事業
主負担分は含まれませんが、「賃金改善計画書」
「賃金改善実績報告書」における「基準翌年 
度から加算当年度までの公定価格における人
件費の改定分」について事業主負担分をどのよ
うに取り扱えばいいでしょうか。 
A：国家公務員の給与改定に伴う「基準翌年度か
ら加算当年度までの公定価格における人件費
の改定分」には人件費の改定に伴う事業主負担
分の変動額も含まれていますが、起点賃金水準
には事業主負担分は含まれません。 
このため、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実
績報告書」に記入する「基準翌年度から加算当
年度までの公定価格における人件費の改定分」
の金額については、事業主負担金（以下の＜算
式＞を標準として算出）を差し引いた金額を記
入することになります。 
＜算式＞ 
「加算前年度における法定福利費等の事業主
負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の
総額」×「基準翌年度から加算当年度までの公
定価格における人件費の改定分」 
 

Q.176：処遇改善等加算通知において実績報告
時に以下の＜算式＞により算定した額以上で
あることを確認することとされている「各職員
の増額改定分の合算額」について事業主負担分
をどのように取り扱えばいいでしょうか。 
＜算式＞（処遇改善等加算通知第 4の 2(2)オの
※参照）「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額」×
「増額改定に係る改定率」÷「加算当年度に適
用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る
加算率」 
A：処遇改善等加算通知第 4 の 2(2)オに定める
比較は、事業主負担分を含めて行うこととなり
ます。 
同通知第4の2(2)オの※の＜算式＞により算出
する公定価格における人件費の改定分が人件
費（「各職員の増額改定分の合算額」）に充てら
れているかを確認するためのものになります
ので、公定価格における人件費の改定分につい
ては同通知第4の2(2)オの※の＜算式＞通りに
算定した金額・人件費（「各職員の増額改定分の
合算額」）については事業主負担分を加えた金
額とすることになります。 
 
Q.177：処遇改善等加算の金額の一部を他の施
設・事業所に配分する場合には、「配分額」を 
・加算新規事由がある場合には、「特定加算見込 
（実績）額」に・加算新規事由がない場合には、
「加算前年度の賃金水準」に反映することとさ
れています。「配分額」「特定加算見込（実績）
額」には事業主負担分が含まれている一方で、
「加算前年度の賃金水準」には事業主負担分が
含まれないという違いがありますが加算新規
事由がある場合とない場合でどのように取扱
えばいいでしょうか。 
A：【加算新規事由がある場合】「特定加算見込
（実績）額」に、「配分額」による受入れ（拠出）
の全額を加え（減じ）ます。 
【加算新規事由がない場合】加算前年度の賃金

〇公定価格に関する FAQ（よくある質
問）Ver.18（令和３年３月１２日時点
版）の発出について             
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水準に配分変更を反映することになりますが、
「配分額」に法定福利費等の事業主負担金が含
まれている一方で、「加算前年度の賃金水準」に
は含まれないため、「配分額」による受入れ（拠
出）額から事業主負担金（以下の算式を標準と
して算出）を差し引いた金額を加える（減ずる）
ことになります。 
＜算式＞「加算前年度における法定福利費等の
事業主負担分の総額」÷「加算前年度における
賃金の総額」×「拠出見込（実績）額等」 
 
Q.178：加算前年度に加算Ⅰ賃金改善要件分（加
算Ⅱ）の適用を受けておらず、それ以前に適用
を受けたことがある場合、基準年度の賃金水準
についてどのように算出すればよろしいでし
ょうか。 
A：加算前年度に加算Ⅰ賃金改善要件分（加算
Ⅱ）の適用を受けておらず、それ以前に適用を
受けたことがある場合については、「加算Ⅰ（加
算Ⅱ）新規事由あり」に該当し、「特定加算見込
（実績）額」を、加算当年度に初めて適用を受
けた場合と同様の方法で算出します。このため、
基準年度（加算Ⅰ賃金改善要件分（加算Ⅱ）の
適用を受けた直近の年度）の賃金水準は、加算
Ⅰ賃金改善要件分（加算Ⅱ）の適用を受けてい
ないものとして算出する必要がありますので、
基準年度における加算Ⅰ賃金改善要件分（加算
Ⅱ）による賃金改善額を除いて算出することに
なります。 
 
Q.179：起点賃金水準に合算する「基準翌年度
から加算当年度までの公定価格における人件
費の改定分」は、「決まって毎月支払われる手当」
及び「基本給」に係る部分のみが対象となるの
でしょうか。 
A：お見込みのとおりです。 
「基準翌年度から加算当年度までの公定価格
における人件費の改定分」による賃金改善のう

ち「決まって毎月支払われる手当」及び「基本
給」による全額のみを合算します。 
Q.180：賃金改善要件分の加算率が 7％から 6％
に下がった場合、どのように取り扱えばよろし
いでしょうか。 
A: 職員の平均経験年数が変動し、加算Ⅰ賃金改
善要件分の加算率が 7％から 6％に下がった場
合は「加算Ⅰ新規事由なし」に該当します。 
この場合の起点賃金水準の算定に当たっては、
「加算前年度の賃金水準」から「加算当年度の
加算Ⅰ賃金改善要件分１％に相当する加算額
（※1）」（法定福利費等の事業主負担分（※2）
を除く）を減じてください。その際、様式の欄
外等にその旨を記載いただくようお願いしま
す。その上で、「賃金見込（支払賃金）総額」が
「起点賃金水準」を下回っていないか確認して
ください。 
※1 利用子どもの認定区分及び年齢区分ごと
に、次の＜算式 1＞により算定した額を合算し
て得た額（千円未満の端数は切り捨て） 
＜算式 1＞ 
「加算当年度の加算Ⅰの単価の合計額」×「（見
込）平均利用子ども数」×「賃金改善実施期間
の月数」 
※2 以下の＜算式 2＞を標準として算出 
＜算式 2＞ 
「基準年度における法定福利費等の事業主負
担分の総額」÷「基準年度における賃金の総額」
×「加算当年度の加算Ⅰ賃金改善要件分１％に
相当する加算額」 
 
 
 
 
 
 2 月 26 日に一斉メールにてお送りしており
ます。令和 3 年度公定価格の単価表（案）、留意
事項通知（案）等が掲載されておりますのでご

〇子ども・子育て支援新制度説明会 
【都道府県等説明会】動画資料に 
ついて   
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確認いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
下記の通り研修用動画を作成しております。
配信期間を 4月末まで延長いたしますので是非
ともご覧いただけますと幸いです。 
会員専用ページからアクセスしていただき、
「研修用動画」をクリックしてください。 
＜保育内容編＞ 
◆幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 
 全 5 講座 
 講師：島倉千絵氏（内閣府子ども・子育て本部） 
◆コロナ禍におけるリスクマネジメント 
 全 3 講座 
 講師：小崎恭弘氏（大阪教育大学教育学部准教授） 
＜制度内容編＞ 
◆保育制度の昨日、今日、明日 
 全 4 講座 
 講師：吉田正幸氏（㈱保育システム研究所代表） 
◆行政説明（2021 年 2 月分） 
 講師：山村研二氏（内閣府 子ども・子育て本部） 
 
 
 
※このスケジュールは予定であり、通常総会を経て決
定されます。 
 
１）令和 3年度通常総会 
  日時：2021 年 6月 11 日（金）10:00～12:00 
  会場：浅草橋ヒューリックホール 
  定員：100 名 
  ※感染症対策のため入場制限を行います。 
  ※総会の模様はオンラインにて公開いた 
   します。 
  ※詳細は開催通知に記載いたします。 
 
２）トップセミナー2021 

  ～コロナ禍と人口減少社会の先にある 
認定こども園の姿～ 

  日時：2021 年 6月 11 日（金）13:30～18:00 
  会場：浅草橋ヒューリックホール 
  方法：対面とオンラインのハイブリット研修会 
  定員：会場 100 名 ウェビナー500 名 
  ※感染症対策のため入場制限を行います。 
＜内容＞ 
◆行政説明『(仮題)子ども・子育て支援制度の 
 現状と課題』（受講者限定動画配信） 
◆基調講演『コロナ禍と人口減少社会の 

先にある認定こども園の姿（仮）』 
 講師：汐見稔幸氏（東京大学名誉教授） 
◆鼎談『人口減少社会と保育政策の行方 

～問われる認定こども園の存在意義～』 
 登壇者：駒村康平氏（慶応義塾大学教授） 
     宮本太郎氏（中央大学教授） 
     吉田正幸氏（保育システム研究所代表） 
＜受講料＞ 
  会員：12,000 円、一般 20,000 円 
  行政・学生等 3,000 円 
  ※1 1名ずつのお申込み、ウェビナーも同料金 
  ※2 終了後受講者限定で見逃し配信を実施 
 
３）認定こども園経営セミナー2021 
  日時：2022 年 2月中旬から後半 
  会場：未定（オンラインのみの可能性あり） 
 
 
 
１）ステップアップ研修会Ⅰ 
２）ステップアップ研修会Ⅱ 
３）ステップアップ研修会Ⅲ 
４）自己評価研修会Ⅰ 
５）自己評価研修会Ⅱ 
６）想いを受け取り対話で紡ぐ研修会 
※いずれの研修会も感染状況を鑑みながら開
催を行ってまいります。 

◆ 動画配信について          
 

◆ 2021年度の予定について               
 

◆ 全国認定こども園研修研究機構   
  研修会予定 
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１）コロナ禍での子どもの育ちを医療と保育で語るオ
ンライン研修 （12/12）※会員限定 
研修会日：2020年 12月 12日（ 土 ） 
開催時間：14:00～17: 00（受付 13:00） 
方法：オンライン研修会（zoom を使用） 
定員：300 アカウント 
受講料：会員：無料（要申し込み） 
※特定非営利活動法人全国認定こども園協会の会員
様限定の研修会 
13:50～14:00 注意事項説明 
14:00～14:10 主催者挨拶・趣旨説明 
医療講話 14:10～15:10 子どもにおける新型コロナウ
イルス感染症とその対策 
国立成育医療研究センター感染症科診療部長 
宮入  烈 氏 
保育講話 15:15~16:15 
子どもと生きた 2020年～迷い・工夫・発見・希望～ 
お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所教授 
宮里 暁美 氏  
クロストーク 16:25~16:55 
事前と事後のリスクマネジメント 
～保育現場だからこそできること～ 
宮入  烈 氏 
宮里 暁美 氏 
木村  創（向山こども園） 
 
２）「今こそ大切にしたい、私たちの幼児教育・保育」 
～コロナ禍であっても保育の揺るがないもの、大切な
こと～ 
研修会日:2021 年 2 月 15 日(月)14:00~16:00 
入室開始 13:00～13:50 
事前説明 13:50～14:00 
講  演 14:00～16:00 
閉  会 16:00～16:10 
講 師：汐見稔幸氏（東京大学名誉教授） 
方 法：オンライン研修会(zoom ウェビナーを使用) 
受講料：会員 5,000 円、一般 8,000 円 
定員：300 アカウント 
 
３）認定こども園経営セミナー2020 

～コロナ時代の園運営～ 
開催方法：オンライン研修（動画配信／一部ライブ配信） 

開催日：2021年２月１７日(水) から配信開始 
（～３月１９日 金) まで） 

※経営ディスカッションは、2/25(木) 14:00よりライブ配信 
定 員：300 名 
受講料：会員 5,000 円／非会員 7,000 円 
＜講座内容・講師＞ 
Ⅰ．【動画配信】配信期間：2/17(水) ～ 3/19(金) 
講座１．行政説明（50分） 
『新制度の現状／無償化の状況／公定価格』 
講師：山村 研二 氏 
   内閣府子ども・子育て本部（子ども・子育て支 
   援担当）参事官補佐 
講座２．経営セミナー①（50分）『会計業務の最適化』 
講師：大本 幸生 氏 
   税理士法人ゆびすい 福岡支店 
講座３．経営セミナー②（50分）『公定価格から考え 
    る施設経営』 
講師：松本 和也 氏 
   株式会社福祉総研 代表取締役 
講座４．労務セミナー①（30分） 
    『働き方改革① 職員の「労働時間の把握」 
    「年次有給休暇の運用管理」』 
講師：安岡 知子 氏 
   人財コンサルタント、特定社会保険労務士 
   社会保険労務士法人人財総研役員 
   株式会社福祉総研ＫＹＯＳＴＡ事業部事業部長 
講座５．労務セミナー②（30分） 
    『働き方改革② 園における「同一労働同一 
    賃金」を考える』 
講師：安岡 知子 氏 
   人財コンサルタント、特定社会保険労務士 
   社会保険労務士法人人財総研役員 
   株式会社福祉総研ＫＹＯＳＴＡ事業部事業部長 
 
Ⅱ．【ライブ配信】2/25(木) 14:00 ～ 15:45 
      （受付：13:00 より）※見逃し配信あり 
講座６．経営ディスカッション（90分） 
    『認定こども園の経営状況～コロナ時代の園 
    運営：災害に強い園づくり～』 
吉田 正幸 氏 株式会社保育システム研究所代表 
王寺 直子 氏（佐賀県）社会福祉法人淨元福祉会 
あかさかルンビニー園 園長、学校法人華光学園 理
事、当協会副代表理事（九州地区）、当協会新型コロナ

◆ 研修会報告            
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ウィルス感染症対策緊急プロジェクトチーム座長 
村井 慶二 氏（大阪府）社会福祉法人ふじ福祉会 
認定こども園こどものいえ園長、当協会近畿地区会事
務局長 
 

◆一般社団法人全国認定こども園研修研究機構 
１）Cedepの想いを受け取り対話で紡ぐ研修会 
研修会日：2020年 11月 28日（土） 
開催時間：10:15～16:30（受付 9:00） 
方法：オンライン研修会（zoom を使用） 
定員：300名 
受講料：会員 3,000円／非会員 5,000円 
想い①「保育の中での対話」集中講義①保育×問い×
対話～ HoiQを使って実践を語ろう～ 
淀川 裕美 氏、佐川 早季子 氏、箕輪 潤子 氏 
対話① 「保育の中での対話」についてブレイクアウ 
トルームでの対話 輿水 基 
想い②と対話②集中講義②園庭を豊かな育ちの場に
実践につながる質の向上のヒントと事例「園庭を豊か
な育ちの場にする」ためのブレイクアウトルームでの
対話 秋田 喜代美 氏、石田 佳織 氏、（輿水 基） 
想い③「みんなで園づくり」 集中講義③「園づくりの
ことば」を活用してみんなで園づくり野澤 祥子 氏、
天野 美和子 氏 
対話③「園づくりのことば」カードを交えたブレイク
アウトルームでの対話 輿水 基 
 
２）幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく
自己評価研修会Ⅰ〔基礎講座〕1回目 
2021 年１月 26 日（火）13:30-17:35（受付・確認 12:00） 
     1月 27日（水）13:00-17:15（受付・確認 12:30） 
方法：zoom を使用したオンライン研修 
定員：80 名受講料（教育・保育要領解説書込）：会員 
10,000 円、一般 15,000 円 
◆１日目 １．プログラムⅠ(講義)幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領と評価内閣府子ども・子育て本部 
２．プログラムⅡ(講義) 教育・保育要領自己評価のね
らいと進め方３．プログラムⅢ(講義＆演習)第２章３ 
満３歳以上の園児の教育及び保育に関するねらい及
び内容４．プログラムⅣ(講義＆演習)第２章１ 乳児期
の園児の保育に関するねらい及び内容 
◆２日目５．プログラムⅤ(講義＆演習)第２章２ 満１
歳以上満３歳未満の園児の教育及び保育に関するね
らい及び内容 

６．プログラムⅥ(講義＆演習) 第３章 健康及び安全 
７．プログラムⅦ(講義＆演習) 第４章 子育ての支援
全般に関わる事項 
８．プログラムⅧ(講義) 自己評価コーチング 
９．プログラムⅨ(講義) 研修のまとめ＆クロージング 
 

３）幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく
自己評価研修会Ⅰ〔基礎講座〕2回目 
2021 年3月2 日（火）13:30-17:35（受付・確認12:00） 
     3月 3日（水）13:00-17:15（受付・確認 12:30） 
※講座内容は 1回目と同様 

1)令和 2（2020）年度行政説明 
『子ども・子育て支援新制度について』 
 １．認定こども園の現状について 
 ２．幼児教育・保育の無償化 
 ３．新制度施工後 5年の見直しについて 
 ４．認定こども園に関する特例及び経過措置に見直 
   しについて 
 ５．認定こども園の財政支援について 
 講師：南 新平氏（内閣府子ども・子育て本部） 
２）幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 
第 1章 総則 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領の理解 
・教育及び保育の基本 
・幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育 
 みたい資質能力及び小学校における教育との円滑 
 な接続について 
・教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する 
 全体的な計画等 
・指導計画の作成と園児の理解に基づいた評価 
・幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項 
 等 
第 2章 ねらい及び内容並びに配慮事項 
第 3章 健康及び安全の改訂 
第 4章 子育ての支援の改訂 
幼保連携型認定こども園の教育及び保育の内容に等
に関する事例集 
＜解説者＞ 
講師：島倉千絵氏（内閣府 子ども・子育て本部） 
３）保育制度の昨日、今日、明日 

～保育の歴史と社会変化から見えてくるもの～ 

◆ 動画配信研修報告          
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１．保育制度の昨日、今日、明日 part1 
《１．幼稚園と保育所の歴史的歩み》 
 ○幼稚園の始まりと制度化の歩み 
 ＊戦前の中高所得層が利用する存在⇒幼稚園の法 
  令整備と幼稚園の普及拡大 
 ○保育所の始まりと制度化の歩み 
 ＊戦前の救貧対策としての託児所⇒児童福祉とし 
  ての保育所の整備と普及拡大 
 ○幼保一元化をめぐる歴史 
 ＊教育と児童福祉の狭間における一元化論議⇒  
  社会経済状況の機が熟せず 
２．保育制度の昨日、今日、明日 part2 
《２．少子化時代の幼児教育・保育政策》 
 ○１．５７チャイルドショックと少子化対策 
 ＊急速に高まる少子化対策の機運⇒複合的な動き 
  になるも成果を生まず 
 ○新たな保育政策や幼児教育政策の動き 
 ＊救貧対策と決別する保育所、施設から機能にシフ 
  トする幼稚園⇒低くなる幼保の垣根 
 ○少子化対策と待機児童対策の動き 
 ＊待機児童問題に振り回される少子化対策⇒グラ 
  ンドデザインなき政策 
 ○構造改革の波と総合施設構想 
 ＊押し寄せる地方分権と規制緩和の波⇒総合施設 
  構想の実現へ 
 ○認定こども園制度の見直し 
 ＊増えない認定こども園の制度見直し⇒運用改善 
  にとどまる 
３．保育制度の昨日、今日、明日 part3 
《３．新制度の誕生とその後の動向》 
 ○新たな保育制度改革の動き 
 ＊幼保を超えた新たな制度の枠組み⇒包括的な次 
  世代育成支援、新たな制度体系の構築 
 ○社会保障・税一体改革と少子化対策 
 ＊社会保障の一環としての子ども・子育て⇒新シス 
  テムから新制度へ 
 ○子ども・子育て支援新制度の誕生とその後 
 ＊数次にわたる新制度の変遷⇒複雑化する新制度、 
  拡がる地方自治体の温度差 
 ○幼児教育・保育の無償化 
 ＊少子化対策としての保育の無償化⇒置き去られ 
  た幼児教育の質 
 ○待機児童解消に向けた動き 

 ＊加速する待機児童対策の動き⇒多様化する保育 
  対策、認可保育所以外の活用も 
４．保育制度の昨日、今日、明日 part4 
《４．これからの幼児教育・保育政策の展望と課題》 
 ○少子高齢・人口減少社会における“保育” 
 ＊社会構造の変化に立ち向かう“武器”⇒保育の質と 
  経営の質 
 ○認定こども園や新制度に関する今後の課題 
 ＊特例措置や制度の運用改善への対応⇒スピード 
  感のある政策対応を 
 ○保育分野の“災害”にどう立ち向かうか 
 ＊あらゆる“災害”を想定して対応する⇒制度の限界 
  をどう超えていくか 
 ○保育の質と経営の質をどう高めるか 
 ＊問われる“生産性”とマネジメント力⇒認定こども 
  園の機能と特性 
講師：吉田正幸氏（㈱保育システム研究所 代表） 
◆コロナ禍におけるリスクマネジメント 
 １．コロナ禍におけるリスクマネジメント① 
 ２．コロナ禍におけるリスクマネジメント② 
 ３．コロナ禍における保護者支援 
コロナ禍の保育とリスクマネジメントについて 
〇未曾有のコロナ禍において、保育の施設のリスクマ
ネジメントを考える 
・保育におけるリスクマネジメントについて理解を行
い、コロナの捉え方を検討する。そのことが今後の施
設運営に大きな影響を与える。 
〇保護者への対応を考える 
・保育の営みの中心に、子どもの安全と保護者支援の
二つの軸を意識する。これら二つの視点を交えて、求
められる保護者支援について考える。 
講師：小崎恭弘氏（大阪教育大学教育学部 准教授） 

〇令和 3年度年会費請求書の送付について 
 令和 3年 4月初旬に郵送にてお送りいたします。振
込期限は 4月末日まで。 
〇令和 3年度会員情報登録内容の変更方法について 
 4 月初旬にメールにて会員情報登録内容の確認に関
する URL をお送りいたします。現在こちらで管理し
ている情報を掲載しておりますので変更がある場合
はウェブ上にて変更いただきますようお願いいたし
ます。 

◆ おしらせ             
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風見鶏 
『ポスト・コロナ時代の子ども・子育て政策とは』 
株式会社保育システム研究所 代表 吉田 正幸 氏 

 

 平成７年頃から地方分権と規制緩和を車の両輪

とする構造改革が積極的に進められ、その一環と

して平成 12 年（2000 年）４月に地方分権一括法

が施行されました。これ以降、平成 11 年から進め

られてきた平成の大合併とも相まって、地方分権の

流れが加速していくことになりました。 

 その後も地方分権改革が進められ、第４次一括

法が成立した平成 26 年（2014 年）には、地方分

権改革有識者会議が 6 月 24 日に「個性を活かし

自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展

望～」を取りまとめ、その中で今後の地方分権改革

について、「個性を活かし自立した地方をつくる」と

いうミッションが最大の目的である旨を強調してい

ます。 

 さらに、このミッションを導くビジョンとして、①行政

の質と効率を上げる、②まちの特色・独自性を活か

す、③地域ぐるみで協働する──の３点を挙げてい

ます。このうち、地域ぐるみの協働に関しては、「住

民、ＮＰＯ、企業、教育機関、関係団体など多様性に

富んだ地域の主体が互いの活動を認め、評価し合

い、意識的に連携・協働することにより、地域社会

が総体として活性化する」として、その一例に「地

方公共団体の意思決定過程への住民等の参加が

進む」ことを挙げています。 

 さて、地方分権の話が少し長くなりましたが、なぜ

この話題に触れたかと言えば、これからの子ども・

子育て支援は今まで以上に地方自治体が主体

的・積極的・意欲的に取り組んでいかなければなら

ないからです。そもそも子ども・子育て支援新制度

は、国が制度設計したとはいえ、その実施主体は市

町村とされています。そのために市町村は、５年を１

期とする事業計画を策定し、質・量とも十分な教

育・保育や地域子育て支援を提供することが求め

られています。 

 その際、子ども・子育て支援の幅広い関係者で構

成する地方版子ども・子育て会議を設置し、ここで

の議論や意見などを活かしながら、計画の作成や

施策の推進に取り組むことが期待されています。加

えて、地方版子ども・子育て会議には、計画の進捗

状況を点検・評価するとともに、必要な見直しにつ

いて検討するという役割もあります。 

 しかしながら、昨春以降、新型コロナウイルス感染

症拡大によって、多くの地方自治体で会議が中

止・延期され、せっかくの会議がほとんど機能しま

せんでした。書面開催したところもありましたが、十

分な議論にはつながりませんでした。本来であれ

ば、昨年３月で終了した第１期計画の総括的な点

検・評価を行い、第２期計画の２年目に向けた検討

を行うところです。それがほとんどできませんでした。 

 むしろコロナ渦であればこそ、様々な関係者が集

う子ども・子育て会議において、感染症対策をはじ

め必要な保育保障のあり方や地域子育て支援の

実施可能性、新型コロナ対策の第２期事業計画へ

の反映など、多くの課題について議論し、事業や施

策に活かしていくべきだったと思います。また、今後

は少子化がさらに加速し、教育・保育の需要が減

少し、地域によっては想定より早く供給過剰に陥る

可能性もあります。その一方で、量的拡大から質的

充実への転換が求められていきます。 

 そう考えると、教育・保育や子育て支援の需給計

画である市町村事業計画のあり方も、いずれ大き

く見直す必要が出てきます。いわばポスト・コロナ時

代、ポスト待機児童時代の子ども・子育て支援に向

けて、地方自治体はその真価が問われることになり

ます。そのとき、「地方公共団体の意思決定過程へ

の住民等の参加」という観点から、地方版子ども・

子育て会議がきちんと機能し、期待される役割を

果たすことができるのかどうか。このことが、地方分

権の真の姿を占うバロメーターになるのではない

でしょうか。 

 

  

 

  

 

 

【編集後記】 

毎年 3 月になるとだんだん暖かい日も増えてきてわくわく

する一方、花粉の脅威に悩まされる日が続きます。花粉症

の方々、頑張りましょう。またこの時期は桜の開花時期で

もあります。今年も桜の開花が早いですね。喜ばしい事な

のか、地球温暖化の影響ということで嘆かわしいことなの

か…。 

激動の一年といっても過言ではない令和 2 年度が終わろう

としています。2 度にわたる緊急事態宣言や 7 月豪雨災害

など、想像だにしなかった事が相次ぎ、本当にあっという

間に時間が過ぎ去ったような感覚です。 

オリンピック、コロナ問題の不安が尽きない中ではありま

すが、新年度も希望を持ちながら皆様と共に歩んでいけれ

ばと思います。            （埼玉県 O） 


