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 新システムでは国・

都道府県と市町村の

役割分担を変えて、

市町村が責任を持ち、

国や都道府県がその

バックアップをする

ことが提言されてい

る。それは保育・幼児教育が地域ごとの特徴に応じ、

地元に根ざして進めるべきであることからも、もっ

ともなものである。ただ、いくつか保育の質という

観点から留意すべきことがあるのではないか。 

 一つは、全国共通の最低基準を明確にして維持す

るよう規定するのは国の責任として行うべきだと

いうことである。どんな地域でも、また幼稚園でも

保育所でも、公立でも民間でも、小さな子どもが育

つというところでは一定水準の施設・設備や人員を

必要とするはずである。乳幼児の育つ条件にはそう

大きな違いはない。だからこそ、どういったところ

でも一定以上の基準を確保してほしいのである。そ 

の規定は、専門家の知恵を得つつ、国として行うべ

きことではないか。市町村などでそれを上回る基準 
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新システム・ワーキングチーム(WT)による議論が開始される！ 

 ６月に政府が決定した「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づき、平成 23 年通常国

会への法案提出に向け、新システム検討会議作業グループの下に、「基本制度」、「幼保一体化」、「こど

も指針(仮称)」の３つのワーキングチームが設置され、検討を進めることになりました。 

 当協会・アドバイリーボードの先生方と代表理事･副代表理事がＷＴのメンバーに入りました。 

 ●「基本制度ＷＴ」（全 22 人）  ●「幼保一体化ＷＴ」（全 20 人）  ●「こども指針（仮称）ＷＴ」（全 16 人） 

  ・無藤 隆  氏        ・無藤 隆  氏         ・無藤 隆  氏 

  ・秋田喜代美 氏        ・秋田喜代美 氏         ・秋田喜代美 氏 

  ・山縣 文治 氏        ・山縣 文治 氏         ・山縣 文治 氏 

  ・駒村 康平 氏        ・柏女 霊峰 氏         ・大場 幸夫 氏 

                  ・古渡 一秀（副代表理事）    ・若盛 正城（代表理事） 

● 特 集  新システム検討会（ＷＴ）から ① 

『質の確保の問題』－子ども・子育て新システムへの一つのポイントとして 

無藤 隆 氏（白梅学園大学教授・当協会アドバイザリーボード） 

を加えることは自由であろうし、各園でさらなる改

善を図ることは大いに望まれる。 

 第二は、市町村がその地域や各園の事情に応じて

行政を進めることである。最低基準を満たした上で、 

様々な工夫を行い、一括化した交付金を使っていき、

また地方財源の中でとりわけ乳幼児を重視してい

くのがまさに市町村に行ってほしいことである。基

準の上乗せや細部の決定について、現場の園と対話

を重ねつつ、よりよいものにしていってほしい。そ

のためにも市町村の権限を増す必要があるだろう。 

 第三に、各園での保育の質を保ち、向上させてい

くための手立ての導入である。単に各園での自己努

力に任せるということでは、園の間の落差を解消し

ていくことは難しいし、その中に劣悪なものが混じ

っても排除できない。市町村の監督を強化すること

も考えられるが、行政の細かいところへの干渉を強

化することは各園の工夫を押さえてしまう危険も

ある。とりわけ民間の幼保の園は独自の工夫をこれ

までも努力してきている。細部にまで渡る一律の指

導監督が望ましいとは必ずしも言えない。また全国

すべての市町村側に十分な専門的知見の蓄えを期
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待することも現実的ではないだろう。特に都道府県

との連携が望まれるが、それもそう簡単ではない。

そこで、外部からの専門的な評価の拡大を進めては

どうだろうか。 

 第三者評価については既に保育所については福祉

施設の評価として義務的ではないが、導入されてい

る。幼稚園については文部科学省において検討され

ているが、今のところ導入の予定はない。保育所の

第三者評価について、それが最低限の基準を確保す

るという意味での良さはあると思われるが、保育の

質に立ち入って評価できるとは必ずしも言えない

のではないか。おそらく評価のあり方として専門性

が十分とは言い難いのではないだろうか。必要なこ

とは、十分に幼保の保育について専門的な知見を持

ち、評価について研鑽を積んだ専門家を養成し、評

価を外部から行い、その資料を基に各園が改善・向

上を図るようにすることである。 

 第四に、各園での自己評価と自己改善、さらに園

内での研修による質の向上への努力を促すことが

必要となる。確かに、保育所保育指針にはそのこと

を奨励するように書き込まれている。幼稚園におい

ては学校教育法施行規則に自己評価とその情報公

開が義務づけられている。とはいえ、それらがどの

程度に現場に根付いているか、またその努力が質の

向上につながっているかと言えば、それはあまりに

多様なありようで、全体に十分にうまく機能してい

るとは言い難いのではないか。その一つの要因は保

育を振り返り、省察を加え、記録を取り、検討し、

次の指導計画を改善するというサイクルを実地に

動かすためのゆとりが乏しいところにある。大多数

の園は時間的・人員的なゆとりが日々持てるならば、

園内で保育を振り返り検討する園内研究会を開い

たり、保育をどうよくするかの討議を重ねたり、子

どもの記録からその育ちの姿を明らかにして保育

課程・教育課程を作り上げる作業をするようにした 

 

 

いのである。そのために、認定こども園などでも、

保育者の勤務時間の一定分を保育そのもの以外の

記録の整理や教材の準備や保育者間の話し合いな

どに使えるように保障していくべきではないだろ

うか。 

 なお、上記のことを実現するにあたり、研究とし

て望まれることも多々ある。特に、保育の良さを客

観的に明らかに出来る観察指標を開発する必要が

ある。どんな子どもの姿が保育の良さを示すのかを

合意していき、その多様な姿を取りだしていく。そ

の上で、客観的な尺度として保育の様子を専門的な

訓練を受けた評価者が観察して、その保育の良さを

いろいろな側面に分けて、その各々を評価する。そ

れらを総計することにより、保育の良さを比較可能

な形にすることが出来る。 

 そういった評価者については専門機関で認定し、

それらの集合としての評価チームを構成していく。

行政としてもそういったチームにより保育の質を

検討し、補助金の使い方を正当化していくことも出

来るし、よりよい保育を行っているところを公表し

たり、問題のある保育について改善のための研修計

画を立てることも出来るだろう。 

 以上、保育の質の確保と向上について可能な手立

てを整理した。国・都道府県、市町村、外部の評価、

園内の努力、さらに研究者の課題という 5 つの点を

取り上げた。もちろん、大事なことはそれらの間の

関連にある。そのつながりをつけることは行政側に

特に望まれることである。説明責任という点におい

て、また税金の効率的な使い方という点においても、

何より保育の質をすべての子どもの健全な育ちと

いう観点で確保し、さらなる向上を目指すことが必

要なのである。未来への投資という乳幼児の保育・

教育の理念はその追求があってこそ具体的な形と

して実現していくことだろう。 

 

 

平成２２年度「地域活性化研修会」開催準備が進んでいます。
是非、ご参加ください！！ 

 

● 北海道 １０月 ８日（済）       ●近 畿   ８月２０日 兵庫（済） 

● 東 北 １１月２０日 仙台       ●中国・四国 ２３年度に予定（今年度は近畿に参加）

● 関 東 １１月２７日 会場検討中    ●九 州   平成 23 年 2 月 19 日 会場検討中 

● 中 部 平成 23 年 3 月 12 日名古屋    （↑↑↑ トップセミナー・九州大会） 

※お問い合わせは、協会事務局まで。℡0283-25-4202

★協会としての新システムへの提言をまとめました。会報第９号別冊をご覧ください。 

 別冊 1＝新システム全体への提言  別冊２＝こども指針第１回 WT,一体化第１回 WT への資料
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『品川区における保育・教育の取組み   

―すべての子どもたちの健やかな成長を願って―』 

品川区長 濱 野  健 氏 

（はまの つよし） 

 品川区では、幼稚園と保育

園がそれぞれ培ってきた経

験やノウハウを融合させ、０

歳から就学前までの乳幼児

に質の高い保育・教育を実施

する取組みを行っています。 

 

 平成１４年には、区立幼稚

園をベースに認可保育園を

併設した品川区独自の幼保一体施設、「二葉すこや

か園」を開設しました。「二葉すこやか園」は、０

歳から３歳までの乳児が通う保育園と、４・５歳児

の幼稚園を一体化した施設で、保育園の３歳児は４

歳になるときに幼稚園に優先入園することができ

ます。

 そして、幼稚園で預かり保育を実施することによ

って、保護者は就労を継続しながらこどもを幼稚園

に通わせることができます。つまり、親が働いてい

るかいないかにかかわらず、希望すれば幼稚園教育

を受けさせることができる仕組みを作ったのです。 

 この幼保一体施設の取組みは、その後、平成１８

年度に２園目の「のびっこ園台場」を開設し、本年

度は３園目の「第一日野すこやか園」を開設するな

ど、計画的な整備を続けています。 

 一方、区立保育園でも平成１９年度に３つの保育

園を保育所型の認定こども園に転換し、就労を要件

としない４・５歳児クラスを設けて、幼児教育の充 

 

 

 

 

 

 

 

実と地域の子育て支援機能の強化を図りました。認

定こども園では、午前９時から午後２時までを基本

的教育・保育を行う時間と位置づけ、保育園の子ど

もと一体的に保育・教育を行っています。そして、

認定こども園を含めた全ての区立保育園で外部の

専門講師を活用し、５歳児に造形や音楽、運動の指

導を行い、充実した幼児教育に取り組んでいます。 

また、平成１９年度には、保育園、幼稚園から小学

校へ入学するときに少しでもスムーズに接続でき

るように、乳幼児教育の充実と保幼小の連携を目指

して、「のびのび育つしながわっこ」という実践的

な手引きを策定しました。これは品川区の乳幼児教

育についての基本的な考え方をまとめたもので、

「健やかな体と心を持つ子ども」、「豊かな感性と創

造性にあふれる子ども」、「自分なりに考える子ど

も」という、区が目指している子ども像を示してい

ます。 

本年９月には、「のびのび育つしながわっこ」をさ

らに発展させるために、保幼小の連携の推進に関す

る検討委員会の報告を受けて、保育園、幼稚園から

小学校へのジョイント期のカリキュラム、「しっか

り学ぶしながわっこ」を作成しました。これは、従

来から実施してきた保幼小連携事業をさらに推進

し、保育園、幼稚園、小学校がそれぞれ子どもたち

の「生活する力」、「かかわる力」、「学ぶ力」を育て

ることにより、小学校へのスムーズな接続を図るも

のです。子どもたちが基本的な生活習慣を身につけ、

さまざまな人とのかかわりの中で規範意識を育ん

でいくこと、また、学びの芽生えを大切にしながら

子どもたちの意欲を引き出していくことで、「小一

プロブレム」と呼ばれる問題の解決にも糸口が見え

てくるものと考えています。 

品川区はこれからも、国の「子ども・子育て新シス

テム」、「こども園」などの制度改革の動向も踏まえ

ながら、保育園、幼稚園、小学校においてさまざま

な連携の取組みを継続し、全ての子どもたちが健や

かに成長していける仕組みをつくるために、全力を

傾注していく所存です。 

 

＜北から南から西から東から＞
･･･認定こども園推進への思い･･･ 

認定こども園を推進しておられる知事、市長、町長、

担当課の方々から認定こども園にかける思いをお寄せい

ただきます。今回は、東京都品川区からご登場していた

だきました。 

【 理 事 会 報 告 】 

平成 22 年 9月 21 日、東京にて第３回理事会を開催いたしました。内容は以下の通りです。 

●第１号議案 理事辞任に関する件      ●第６号議案 会員拡大に関する件 

●第２号議案 研修の日程・内容検討の件   ●第７号議案 協会の各地域組織に関する件 

●第３号議案 臨時総会開催の件       ●第８号議案 定款並びに各種規定に関する件 

●第４号議案 商標登録に関する件      ●第９号議案 政策提言に関する件 

●第５号議案 情報共有のあり方に関する件  ※安田監事が逝去され、監事が 1名欠員となる報告 
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 子ども・子育て新システムの構築に向けて、よう

やく本格的な検討が始まった。関係閣僚から成る新

システム検討会議を実質的に運営しているのは、副

大臣や政務官で構成する作業グループだが、この作

業グループの下に３つのワーキングチーム（以下、

ＷＴと省略）が設置され、

9 月下旬から順次スター

トした。 

の在り方に関しては、幼保関係団体の見解に大きな

開きがあるだけに、十分な合意を得ながら一定の考

えを集約するのは容易ではない。議論のベースとな

る何らかの資料が 11 月に提示されるとしても、具

体的な議論をする時間的余裕がないまま法律案大

綱が作成される可能性

も否定できない。 

4. 
 

 設置されたのは、①基本制度ＷＴ、②幼保一体化

ＷＴ、③こども指針ＷＴ、の３つ。基本制度は 9月

24 日、幼保一体化は 10 月 14

日、こども指針は 9 月 29 日に

それぞれ初会合を開いた。各ワ

ーキングチームには、有識者や

幼稚園・保育所・認定こども園

団体関係者、労使関係者、自治

体関係者、子育て当事者などが

メンバーに入っている。 

基本制度ＷＴは、新システム

が想定する「子ども・子育て会

議（仮称）」の前身となるもので、制度・財源・給

付など新システム全体の基本設計を中心に、子ど

も・子育て会議の運営の在り方や費用負担の在り方

などについて検討する。幼保一体化ＷＴは、こども

園の基本的位置づけや具体的な制度設計について

検討。こども指針ＷＴは、子ども・子育てに関する

理念や指針の構成、施設における教育・保育の在り

方などについて検討する。 

 今後の検討スケジュールについては、基本制度Ｗ

Ｔが月２回程度、幼保一体化ＷＴとこども指針ＷＴ

がそれぞれ月１回程度の開催を予定し、幼保一体化

ＷＴとこども指針ＷＴは年内に中間的な報告をと

りまとめて、基本制度ＷＴに報告することになって

いる。これを受けて基本制度ＷＴでは、幼保一体化

の制度的な在り方についても意見交換し、それを踏

まえて作業グループが法律案大綱をまとめて、来年

3 月に法律案の国会提出を目指す。 

 ただ、新システムの骨格を示す法律案大綱を決定

するまでに、基本制度ＷＴは年内にせいぜい７～８

回程度、幼保一体化ＷＴとこども指針ＷＴは年内に

４回程度しか会議を開けず、それで制度の具体的な

中身まで詰めることができるのかどうか。11 月に

は事務局から制度設計に関して踏み込んだ資料が

提示されるとの話もあるが、それにしたところでＷ

Ｔが実質的に議論する時間は限られている。 

 とりわけ、幼保一体化の象徴とも言えるこども園 

 法律案大綱や法律案は、

基本的な制度の在り方を示すもので、直接的に予算

に関連するわけではないが、それでも財源確保の見

通しがないまま制度設計する

のは好ましいことではない。財

源に関しては、来年度以降から

子ども手当をどのくらい上積

みするのかを含めて、子ども手

当財源を 12 月の予算編成過程

で決着しなければならない。そ

の状況によって、新システムの

財源問題も影響を受けること

が避けられない。 

新システムとこども園の行方 

 なお、認定こども園制度を創設したときは、法律

案大綱や法律案がつくられた後で、関連する省令や

通知、事務連絡、Ｑ＆Ａなどが相次いで出された。

恐らく今回の新システムの構築に関しても、同じよ

うな形で進むのではないかと思われる。ただ、認定

こども園のときは、省令や通知など厚労省・文科省

主導で作成され、会議による検討などの機会はほと

んどなかった。新システムの構築に際しては、法律

案ができたあとも、関係者による検討や意見反映の

場がつくられることを期待したい。 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●私のいる九州では、とても暑かった夏も徐々に

涼しくなり、秋の訪れを感じています。子ども達

が遊ぶにはとてもいい時期だと考えています。 

●子ども・子育て新システム検討会議がスタート

しました。どのような議論が行われ、どのような

方向付けになるのか、興味津々に見守っていま

す。戦後、このような大きな議論があったのでし

ょうか。せっかくなので、子ども・保護者・先生

により良い方向付けとなることを願ってます。 

●９月の理事会で、安田監事の逝去が報告されま

した。安田先生のご冥福を心よりお祈りいたしま

す。（監事選任のための臨時総会を開催すること

となります。）        （九州男児） 


