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Q14 そもそも新しい認定こども園と前の

認定こども園の違いは何？ 

A. 新・幼保連携型認定こども園は、これまでの幼

保連携型認定こども園と同様に、幼稚園と保育所を

兼ねたものではあるのですが、一つの認可の一つの

施設である点が異なります。つまり、従来は認可の

幼稚園と認可の保育所が併設されていたものです

が、新型の方は一つで幼稚園と保育所を兼ねている

のです。それに対応して、補助金や会計処理や施設

設備も一つの施設として分けられません。園長も一

人になります。 

 

Q15 保育所型と幼保連携型の違いは？ 

A. 幼保連携型とは認可幼稚園と認可保育所を兼ね

たものです。保育所型は認可の保育所と無認可の幼

稚園を兼ねたものです。無認可でも基準があり、認

証が必要です。 

 

Q16 幼稚園型と幼保連携型の違いは？ 

A. 幼保連携型とは認可幼稚園と認可保育所を兼ね

たものです。幼稚園型は認可の幼稚園と無認可の保

育所を兼ねたものです。無認可でも基準があり、認

証が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q17 特定負担額ってなに？ 

A. 新制度の下では、国の基準を参酌して、自治体

が定める保育料では個別の園として不足する場合

があります。その際に、保育料に上乗せして徴収す

る額を「特定負担額」と呼びます。それにはしかる

べき理由を説明し、入園する保護者の理解を得る必

要があります。 

 

Q18 預かり保育と新制度の 

「一時預かり」の違いは？ 

A. 幼稚園や認定こども園の場合、新制度に入ると

「預かり保育」の制度がなくなります。その代わり、

保護者への子育て支援の一環としての一時預かり

事業の幼稚園型が適用されます。一時預かり事業は

市町村の事業としてその補助で行うものであり、市

町村が認める必要があります。保育料も市町村が定

めます。なお、一時預かり事業では預けるのは在園

児に限定されません。 

 

Q19 認定を返上する園が 

多いのはなんで？ 

A. 公定価格を元に収入を計算すると、以前より減

収になる園が多少出てきたことによります。それは

かなりの園が計算間違いであったようですが、それ

以外に実際に減収となる場合があります。その主な

理由は一つは既存の認定こども園の場合、園長・施
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                   『今さら聞けない･･･新制度！』 
 

 

無藤
む と う

 隆
たかし

 氏 
 

 第１回に引き続き、来年度スタートする「子ども・子育て支援新制度」ついて、無藤先生に質問をし

てみました。来年度の準備等を控える設置者・園長にとって参考になればと思います！ 

白梅学園大学教授 

内閣府子ども･子育て会議会長 
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設長が従来は二人であったのが一つの認可園にな

ったことに伴い、一人に減らされることによります。

もう一つは、都道府県による私学助成が一部の大規

模園に相対的に有利に働いて、新制度の下に入ると、

それが国の公定価格のままだと減収になる場合が

あります。この場合は都道府県が配慮すれば減収に

ならないことが多いようです。いずれも経過措置な

どにより減収は出来るだけ避けるのが国の方針で

す。 

 

Q20 個人立幼稚園は来年度しか移行の 

チャンスはないの？（宗教法人は？） 

A. 個人立は平成 27年度の新制度の移行時には、

みなし法人として一定基準を満たせば、新制度の下

の幼稚園等になることが出来ます。それはあくまで

個人立のままです。その後、少なくとも 5年間は幼

保連携型認定こども園への転換については認めら

れます。宗教法人は法人として他の法人と同様に移

行可能です。 

 

Q21 移行調査で認定こども園に手を 

挙げていなくてもなれるの？ 

A. 認定こども園は既存のものはそのまま認定こど

も園となります。新たに幼稚園・保育所から認定こ

ども園に移るためには新たな認可となります。 

 

Q22 最初に決めた利用定員を上回って受

け入れるのはダメなの？ 

A. 多少上回ることはあり得ます。それは許されま

すが、利用定員の 2割を超すような事態が数年続く

ようなら、利用定員の変更が必要になります。 

 

Q23 １号認定をゼロ定員にしたら、２号

から１号に変わる子どもは転園するの？ 

A. 幼保連携型認定こども園である以上、1号定員

がゼロであろうと、たまたまいろいろな事情で若干

名を受け入れることは原則として認められます。た

だし、そこに新たな補助がつくことは可能性として

低いと思われます。 

 

 

 

Q24 幼稚園の夏休みはどうなるの？ 

１号認定の子どもはあって、２号認定の子ども

はないの？ 

A. 1号定員の子どもは幼稚園と同様に年間の教育

週数が 39 週以上となっています。ですから、夏休

みなどの長期休暇があります。それに対して、2号

の子どもの場合、保護者が面倒を見られない時間が

就労などにより起こるので、保育の必要性が出来

て、預かるわけです。ですから、当然、夏休み等の

休暇は強制できません。保護者の希望により休むと

か、園と話し合い、特定の時期、数日休むことなど

は実際にはあるかもしれません。 

 

（次号につづく･･･） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●『認定こども園の未来～幼保を超えて～』 
（全国認定こども園協会出版本） 

 

 

大好評につき増刷！ 

協会 HPからも購入可能！ 

 

【お問い合わせ】 

協会本部 

 ℡048-993-3711 

 

 

●トップセミナーのお知らせ 
◎日にち 平成２７年２月７日（土） 

◎場 所 全社協・灘尾ホール(新霞ヶ関ビル内) 

 ◎日 程 

    ・10:00～10:20 開会行事 

    ・10:20～12:00 基調講演 

    ・13:00～14:40 行政説明 

    ・14:50～16:50 シンポジウム 

    ・18:00～ 懇親会 
 

 ◎会 費･･･会員 12,000 円、一般 19,000 円 

※多くの方のご参加をお待ちしております。 
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緊 急 要 望 書 

認定こども園 園長・副園長（教頭） 

ステップアップ研修会 

お 知 ら せ 
 

平成 27 年度から「子ども・子育て支援新制度」

が施行されるにあたり、新たな乳幼児施設の幼保

連携型認定こども園が第 3 の施設として、大きく

取り上げられる事になります。私達は、平成 18

年度に認定こども園として今日まで取り組んで

きた実践をもとに、この度の施行で進化する認定

こども園に取り組もうと考え、園長・副園長・施

設長に向け研修を計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度４月に施行を予定している「子ども・

子育て支援新制度」は、社会保障と税の一体改革によ

り、消費税財源から０．７兆円程度を投入し、我が国

の子育てをめぐる課題の解決を目指すために、全ての

こどもに質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に

提供できる認定こども園の普及・促進、地域子育て支

援の充実、待機児童解消のための量的拡充、人口減少

地域の保育支援等を大きな柱として準備が進められて

います。新制度が本格実施された暁には、日本中の全

ての子どもや子育て家庭や地域社会や家庭にとって

様々な課題解決の大きな力となるに違いありません。 

しかし、公定価格等の問題や市町村の設定する利用

者負担額等の問題から、新制度下での経営困難や利用

者の負担増の問題が生じると予想されています。その

結果、これまで先進的に運営を行ってきた認定こども

園が、やむなく認定返上を選択し、旧来の幼稚園や保

育所に戻らざるを得ない状況に追い込まれています。 

このことは、我が国の抱える喫緊の課題である、待機

児童問題、少子化問題、地域の存続問題の解決にブレ

ーキをかけるだけでなく、自民党政権下で進めてきた

新制度に大きな禍根を残すことにもなりかねません。 

今後、新制度施行に向けて、私ども認定こども園実

践者が決して認定返上をすることなく事業を継続でき、

安心して新制度を迎えられるよう、早急な対応とご配

慮を強くよろしくお願いいたします。 

●新制度移行を希望する認定こども園が、園の規模に 

よっては、現行制度よりも減収となってしまう状況

となっています。全ての認定こども園が安心して新

制度へ移行できるよう、公定価格等のあり方など必

要な改善を強くお願いいたします。 

●市区町村が決定する１号認定の利用者負担額設定 

によっては、利用者にとって現行より負担増になっ

てしまいます。消費税を引き上げ、子ども・子育て

支援を充実するという観点からみても、現行制度よ

りも利用者負担が増える状況が起こらないように、

市区町村への働きかけや支援をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 趣 旨 ≫ 

１）平成 27 年度、新たな認定こども園制度に向けて、現 

在認定こども園である園はもとより、現行の幼稚園・ 

保育所から、新たな認定こども園へ移行する園が増加 

すると予想されます。 

２）認定こども園の園長・副園長（教頭）は、教育・保 

育及び子育て支援を提供する機能を総合的に発揮でき 

るよう管理・運営を行う能力が求められます。 

３）認定こども園は幼稚園と保育所が一体化した施設で 

すが、ただ単に一体化しているのではなく、新たな融 

合の形を見せていることを、先進的に取り組んできた 

実践園は感じています。 

４）保育教諭の資格をもたない園長・副園長（教頭）は、 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領の趣旨を理解 

すると共に、地域ネットワークの構築力も必要とされ 

ます。 

 

 

 

 

 

 

◆〔期日〕平成 27 年 2 月 24 日(火)，25 日(水) 

 〔会場〕青山学院アイビーホール 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 4 丁目 4 番 25 号 

電話 03（3409）8181 代表 

〔人数〕２００名(先着順です) 

◆この研修会は、内閣府・文部科学省・厚生労働省に 

後援申請中であり、今後新園長･副園長(教頭)となる方 

も対象としています。研修会受講の修了証もあります。 

詳しくは、会員の皆様にご案内をいたします。 

講師もすばらしい先生方にお願いしておりますので、 

是非ともご参加ください。

●以上のことから、認定こども園の本来の理念の

理解、実践を学び、新たな可能性を、園長・副園

長(教頭)が、実践者並びに有識者とともに学び研

鑽を積み専門性を高めることを趣旨として研修会

を企画いたしました。 

≪ 協会より「子ども・子育て支援新制度に 

おける緊急要望書の提出」について ≫ 

H27年 4月より「子ども・子育て支援新制度」が施行 

 されるに際し、当協会は、公定価格の問題や利用料負担額 

等について関係大臣・議員に要望書を提出しました。 

これからも移行・促進に向けた要望活動を行います。 

以下、要望文です。 

 



全国認定こども園協会 会報第 21 号                                      H.26.12.8. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「名寄大谷認定こども園（北海道）」 

園長 白井慶子 氏 

 

北海道の北部に位

置する名寄市で、「幼

保連携認定こども

園」になり 6 年目を

迎えています。 

認定こども園を円滑に運営するために大切なポ

イントはいくつかありますが、子どもの生活を中心

に考え配慮した２つの事柄について記載します。 

 

１．子どもの生活について共通理解をする工夫 

①生活の記録ノートは複写式 

②伝言メモは共通様式に記入し一定の場所へ 

③朝・夕のミーティング内容は全職員把握 

３歳未満児の家庭での様子や、園での様子を記録

するノートは１冊だと保護者が持ち帰った後、園で

確認することが不可能になります。特に乳幼児は体

調の小さな変化を担当職員で共通認識を持つこと

が重要と考えて複写式用紙に記入して、１枚は保護

者が持ち帰り、１枚は園でファイリングをしていつ

でも閲覧できる状態にしています。 

また、３歳以上児は、幼・保完全合同で保育を行

っていますので、在籍に関係なく共通教育時間前後

の利用予定時間を把握する必要があります。そこで、

保護者が記載する利用時間予定用紙は３枚複写と

し、保護者・担任・長時間担当者が共通の予定表を

持ち、行き違いのないようにしております。個別利

用時間はパソコンに入力し、園全体の一覧表を作成

し、利用時間に変更が有った場合は再度入力し利用

保育時間をデータ化しています。このデータは、幼

稚園在籍の預かり保育料金・保育園在籍児の延長保

育料金の計算請求書と連動し、計算間違いが生じな

い工夫もしております。 

園全体として把握しておかなければならない事

項は、朝・夕のミーティングが重要となります。全

職員一斉にミーティングに参加することは出来な

いので、チームから１名以上は参加します。ノート

には全職員の氏名が印刷してあり、参加出来なかっ

た職員は、必ずノートに目を通しチェックを入れて

います。また、その日の全職員の出勤状態など確認

出来るようシフトも記入する様式になっています。

職員の共通理解を諮る為の方法・事務作業の時間短

縮等、試行錯誤しながら工夫を重ねています。 

 

２．職員配置の工夫 

月曜日～土曜日まで朝 7 時～18 時(延長保育 19

時)の開設をする園で、職員シフトを考えるのは簡

単なことではありませんが、大切なポイントは下記

のように大きく 2つに分けられます。 

●子どもを中心に考えた職員シフト 

①子どもの園生活の支障とならない職員配置 

②保育準備、保育日誌等の記録時間の確保 

③土曜日は担当年齢別のチームから 1 名出勤 

子どもの活動時間を考え、3 歳未満児、3 歳以上

児ユニットを組み、年齢別保育チームを念頭に置き

シフトを組みます。早朝、延長時間は園児数が少な

く全体で合同保育を行いますが、必ずユニットから

1名ずつ出勤して園児の生活を理解している職員の

配置を行っています。 

●一体施設としての職員配置 

①幼稚園・保育園在籍職員で不公平感がない 

②職員も子育てしやすい働き方 

③就業規則の整備による労務管理 

幼保連携認定こども園は、制度上現在は二つの就

業規則に縛られていますが、我が園では全く共通の

内容となっています。年間労働カレンダーを作成し

「１年間単位の変形労働時間に関する協定」を結び

幼・保の在籍で差が生じないよう配慮しています。

また、子育て中の職員も働きやすい環境を整える為、

時間単位の有給制度を設け学校の参観日等に参加

出来る体制を整えています。「子どもを中心」に考

えて全職員が働きやすいワークライフバランスを

考えた就業規則の見直しを行い、専門家と相談し整

備をしております。平成 27 年度からは、一つの事

業所として認められ、より円滑な運営が出来ること

に期待しています。 

 

★今回紹介した様式等一部会員専用ページで閲覧

できます。各園で工夫してご利用下さい。 

ココがポイント！ 

認定こども園の実践＆工夫 

Part② 
地域によって求められている認定こども園の

「機能」は多種多様です。そこで、認定こども園

として、「幼児教育・保育」「子育て支援」等の 

いろいろな取組みをご紹介します！！ 
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「保育の社会化を目指そう」 

浅川
あさかわ

 澄一
すみかず

 氏 

（福祉ジャーナリスト） 

 

人口減による消滅市町

村や将来の労働力不足が

具体的に明らかにされ、政

府は少子化対策にやっと

本腰を入れ出した。少子化

の本当の原因が、男女不平

等の社会構造に不満を抱く女性たちの「出産ストラ

イキ」にあると分かったのか、俄に女性活用策に着

手し始めた。 

安倍首相が「2020 年までに指導的地位にいる人

の 3 割を女性に」と世界経済フォーラムで宣言し、

女性活躍推進法の作成に走り、女性活躍担当大臣ま

で設けた。同時に自治体へ発破をかけ保育園の増設

を促した。 

 待機児数が長年全国でトップレベルだった横浜市

が一時的にしろ、「ゼロ宣言」したことも多くの自

治体を刺激した。「土地がない」と言い訳をしてい

た自治体が、よく調べてみると自治体が持つ遊休地

が意外に多いことも判明した。一学年に一クラスし

かないがら空き小学校を統合・廃校すればさらに遊

休地は入手できるが、文科省と一戦を交える気はな

さそうだ。 

 「保育の社会化」が次第に認識されてきたのか。

保守陣営や一部の幼稚園経営者を中心にいまだに

男尊女卑に基づく「3歳児神話」に固執する勢力が

ある。そんな閉塞状況を打破するには、共働き家庭

にとってのもう一つの悩み事、親の介護と比べると

いいだろう。 

自宅での男性介護者が急増している。認知症を患

う妻の介護は夫の役目となってきた。介護施設では

入居者の多くが女性でも、男が働くのは普通の光景

だ。家庭での担い手も働き手も男女の区分けをしな

くなったのが介護の世界。「介護の社会化」を受け

入れた結果である。 

 

 

 

 

 

 

一方で保育はどうか。まだ女性が一手に背負い込

んでいる。家庭での育児や保育園への送り迎えは母

親に任され、保育士は男性が増えたとはいえ、圧倒

的に女性の職場である。 

その大きな理由は、「育児は女性の役目」という

性別役割分担の考えがあるからだろう。その源をた

どれば、社会の中での男女の役割分担に辿りつく。

欧米では常識化しているジェンダーフリーへの抵

抗は相変わらずだ。その理不尽な慣行への抵抗が

「出産ストライキ」として現出した。 

では、男が男性社会を謳歌しているかと言うと、

こちらもノーである。職場での長時間労働、サービ

ス残業、休日出勤は目に余る。労働時間に厳格な規

定を持つ欧米と比べてあまりの長時間労働である。

それに耐えられるのは、家庭を妻に任せっぱなしだ

からだ。仕事の場での男に刷り込まれた性別役割分

担の身勝手な行動は妻の犠牲で成り立っている。 

働く女性が男並みの長時間労働を課せられると、

もはや家庭生活は成りたたない。 

長時間労働でない欧米諸国は労働生産性が日本

より高く、経済成長率も日本に劣らない。日本では

正社員や管理職の労働時間が長い割に生産性が低

い。おかしな企業文化である。 

男社会だけではおかしなことに気付かない。ある

社会が変わるのは「よそ者」の介入が必要だ。よそ

者である女性の介入で企業文化に変革が起きる。保

育の世界では企業の参入が必要だろう。 

横浜市の待機児減らしに最も貢献したのは、横浜

型保育室を中心に参入した企業群であった。2000

年から始めた介護保険制度では企業が在宅サービ

スの主役に成長した。自治体からの委託事業に安住

している社会福祉法人では、急増する介護需要に対

し力不足との判断からだった。  

需要の急増は保育も同様だ。だが、企業シェアは

5%にも満たない。自治体や保育園業界の抵抗による。

企業参入があってこそ介護保険制度が定着し、家族

介護から少しは解き放たれた。納税の義務のない社

会福祉法人は今や歴的使命を終えた。社会福祉法人

に拘り視野狭窄に陥ったままの保育業界。一刻も早

く目覚めて欲しいものだ。 

「子どもの最善の利益を願うあなたへ」 

・・・全国認定こども園協会の強い味方・・・ 

アドバイザリー・ボードの皆さんからのメッセージ⑪ 
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『 利用者にとっての公平性 』 

 新制度の実施を控え、全国の市町村では事業計画

づくりが山場を迎えつつある。既に事業計画案をパ

ブリックコメントした自治体もあれば、年明けにな

らないと計画案が固まらない自治体もある。そうし

た中、認定こども園、保育所、幼稚園関係者から最

も関心を集めているのが、利用者負担つまり保育料

の設定である。 

 この利用者負担については、国が示した利用者負

担イメージを参考にしながら、これを限度として各

市町村が定めることになっている。２号認定と３号

認定については、どの市町村も既に保育所の保育料

徴収基準を定めているため、現行の所得税ベースか

ら市町村民税ベースの応能負担に変更するだけで、

基本的に大きく変わらない。 

 これに対して、１号認定の保育料はベースとなる

基準が市町村にないため、多くの市町村が料金設定

の考え方や実際の設定額について頭を抱えている。

まだ決めかねている市町村も多いが、既に保育料を

設定した市町村を見ると、その考え方や設定額には

相当な違いがある。問題は、それによって施設側の

上乗せ徴収の可能性や利用者の選択に大きな影響

を与えるということである。 

 既に１号認定の保育料を設定した市町村の特徴を

みると、現時点で最も多いのは地域内の私立幼稚園

の平均保育料を算出し、それを上限に就園奨励費を

ベースとした応能負担の徴収額を決めるという考

え方である。平均保育料を算出する際には、入園料

も含めて計算しているところが多い。 

 それ以外では、①保育料の安い公立幼稚園が多い

ため、私立幼稚園との負担のバランスを考慮して、

現在の公立より高く私立より低く設定、②２号、３

号認定が国基準の 75％程度の設定となっているた

め、１号認定についても国基準の 75％程度に設定、

③保育所の保育料と同程度の軽減を行うとともに、

幼稚園への誘導を図る観点から低額な保育料を設

定、④公立幼稚園、私立幼稚園、公私立保育所の１

時間当たり負担額を算出し、その公平性を図る観点

から保育料を設定、といったように様々な設定の仕

方がある。 

 こうした設定の違いが、上述したように上乗せ徴

収の程度や利用者の選択に影響を及ぼす。例えば、

その地域の私立幼稚園の平均保育料と、市の定めた

利用者負担の最高額がいずれも 2 万 1000 円だった

場合、仮に上乗せ徴収を 3000 円にしたとすると、

保護者の負担は現在より高くなってしまう。そうな

ると、実質的に上乗せ徴収を行うことは難しくなる。

また、平均保育料を 2 万 1000 円と算出しても、あ

る園の保育料が 1 万 8000 円であれば、その園にと

っては上乗せ徴収をしなくても保育料を値上げし

たに等しいことになる。 

 また、１号認定の最高額が 2 万 1000 円、一時預

かり（幼稚園型）の利用料が 6000 円、２号認定の

最高額が保育標準時間で 2 万 6000 円、保育短時間

で 2 万 5000 円だった場合、１号認定と一時預かり

を組み合わせて利用しているパート就労家庭が、２

号認定を受ければ、保育料負担は 2 万 7000 円から

2万 5000円に下がる。逆に、１号認定の最高額が 1

万 7000円、一時預かりが 6000円、２号認定の最高

額が 2 万 5000 円であれば、２号認定を受けずに１

号認定と一時預かりの組み合わせを選んだほうが

負担は低くなる。 

利用者から見れば、同じ８時間の保育を受けても、

市町村の保育料設定によって負担額に違いが生じ

る。納税者から見れば、同じ町の子どもなのに１号

と２号で税の支出に差異があるということになる。

市町村においては、こうした問題を生じさせないた

めにも、利用者にとっての公平性や税の公正支出と

いう観点から、バランスのとれた保育料を設定する

ことが求められる。 

 
【編集後記】 

消費税増税の先送り、まだまだ見えない新制度

の行方・・・。それぞれの施設の舵取りを任さ

れているものとして、悩みつきない 1 年だった

のではないでしょうか。 

 今いる子どもたちのために、これから生まれ

てくる子どもたちのために、どういった社会を

構築していくことができるのか、今を生きる私

たちに問われていることがらではないでしょう

か。社会が閉塞感を覚えているいまだからこそ

現実だけでなく理想を、理念を大切にしていき

たいと願っています。（ピース） 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 


