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１．なぜマネジメントが大切なのか？ 

  

平成２７年度よりスタートした子ども・子育て

支援新制度が、5年目の節目を迎えようとして

います。国は、待機児童解消や幼児教育の無償

化など、量的な面で幼児期の教育・保育を確保

する施策を進めていますが、子育てを取り巻く

環境に目を向ければ、幼児教育・保育の質の向

上については課題も多くみられます。保護者の

子育てニーズは多様化し、SNSの普及なども背

景となって、各種トラブルの発生やクレームの

増加に悩まされる園は少なくありません。また、

児童相談所における児童虐待相談対応件数は

27年連続で増加（平成 30年 9月・厚生労働省

調べ）し、子どもを育てることに困難さを感じ

る親の姿が表面化しています。さらに、幼児教

育・保育を担う人材確保は全国共通の課題であ

り、構造的な人材不足が園の経営を揺るがしか

ねない事態となっています。こうした環境の中

で、質の高い教育・保育をめざそうとすれば、

当然のことながら、安定的な組織基盤をベース

として、職員の能力が十分に発揮される高度な

マネジメントが求められます。ところが多くの

園では、これまで国の施策や制度に対応すべく、

外形的な仕組みの整備は行ってきたものの、教

育・保育の質の向上を果たすための継続的なマ

ネジメント体制を築けていないのが現状では

ないでしょうか。福祉サービス第三者評価制度

の設計や運用に関わってきた私が見る限りで

は、次々に出現する問題やトラブルへの対処に

追われている園が多く、数年先を見据えた事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題をクリアにすべく、先手を打った施策を 

講じている園はとても少ない印象を持ってい 

ます。 

 

２．どんなマネジメントを行うか 

 

では、これからの幼児教育・保育を中心的に担

う役割が期待される認定こども園では、どのよ

うなマネジメントが求められるのでしょうか。 

私は認定こども園において必要なマネジメン

トを次のように捉えています。 

 

 

 

 

 

「組織がめざすこと」ですから、各園の地域性

や環境を踏まえ、各園が自ら設定するものであ

るはずです。国が示す教育・保育要領は、こど

も園の運営を行うための全国共通の基本フォ

ーマットであり、最低限満たさねばならない基

準のような性質のものですから、これだけでは

「各組織がめざすこと」は見えてきません。教

育・保育要領に沿いながら、社会的な役割やニ

ーズに応えるべく、どこまで各園が独自性を発

揮するかが問われると私は考えます（図１）。

各園は、国や自治体の施策を最低限の条件とし

て、地域社会の中でどのような役割を果たすこ

とによって幼児期の育ちを支えるのか、という

存在意義を自ら問い続ける必要があると考え

ます。そして、その「めざすこと」の実現に向
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組織がめざすことの実現に向けて、有する資源を活用し、 

そのパフォーマンスを最大化すること 
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けて、有する資源を有効に活用し、そのパフォ

ーマンスが最大化されるようにすることがマ 

ネジメントの本質であると考えます。 

各園が「めざす保育」を実現しようとすれば、

当然のことながら職員がそのことを十分に理

解し、共通の認識をもって保育を行うことが求

められます。ところが現実には、園がめざす保

育の共通認識を持つことは容易ではありませ

ん。全体的な計画や指導計画の中で、どんなに

丁寧に言葉として示しても、職員の経験やスキ

ル、価値観などの違いによって、それぞれがイ

メージする保育の理想像が異なってしまうこ

とは少なくありません。その理解不一致がチー

ムワークを乱す一因となることさえあります。

では、どのようにして「園がめざす保育」につ

いて、職員の共通認識を醸成すればよいでしょ

うか。図２は、ある園で職員たちが「めざす保

育」について語り合い、共通認識をビジュアル

化した例です。この他にも大切にする保育に必

要な職員のスキルをビジュアル化し

たり、理想のリーダー像をビジュアル

化したりするなど、多様な方法により

「その園らしさ」を表現することもで

きます。職員同士が意見を交換し合う

中で、「めざす保育」の実現に必要な

ことを見つけ出し、ビジュアル化する

プロセスが、共通のイメージを持つこ

とにつながります。こうした取り組み

により、職員間で円滑なコミュニケー

ション図られ、目標意識の共有につな

がります。 

めざすことの共有ができたら、次は

「有する資源のパフォーマンスを最

大化すること」です。園が有する資源

は多様です。人・モノ（保育環境）・金はもち

ろん、地域特性や保護者の協力、保育のノウハ

ウや発達心理などの知識、情報なども大切な資

源です。ただ残念なことに、これらの資源が有

効に活用されているかというと、園によっての

違いがあると言わざるを得ません。園の経営層

や管理職が認識している重要な資源と、現場の

職員が必要とする資源に食い違いがあること

も珍しくありません。できれば、園運営におい

て今後強化すべき点は何なのかも園全体で共

有したいものです。めざす保育を実現する上で

課題となることがあれば、その課題をビジュア

ル化するなども有効な取組みなのです。図３の

ように、職員自身が園の運営上の

課題を認識し、表現することによ

って、園全体で今後どのような取

組みが求められるのかが共有され

れば、園運営は円滑に進めやすく

なります。職員による主体的な改

善も促され、経営層と職員の共通

認識も図りやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

図２ 
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３．リスクへの対応と信頼性の高い組織づくり 

  

園運営を行う上では、リスクへの対応も欠かせ

ません。トラブルやクレーム等への対応、災害

など不測の事態への備えなども、マネジメント

力が問われる重要なテーマではないでしょう

か。「認識できないリスクは管理できない」と

言われるだけに、職員間のリスク認識を共通の

ものにしたいものです。職員間でリスクの認識

を合わせるためには、リスクマップというツー

ルを使うとよいでしょう。リスクマップとは、

リスクの出現の可能性とリスクの大きさ（影響

度）を座標にとり、どんな事象の出現が重要な

リスクとなりうるかを「見える化」するための

仕組みです。図４は、職員同士が話し合ってク

ラスごとのリスクマップを作成した例です。こ

のように付箋紙と模造紙を使って、

クラス内で発生しうるリスクを洗

い出し、発生の可能性と、子どもへ

の影響度を評価してマップ化する

と、リスクマネジメントを組織的な

取組みにすることができます。さら

に、ヒヤリハット報告の取組みから

得た情報の中で改善された事例を

掲示して公開するなどにより、透明

性のある園運営につなげていくこ

とができれば、保護者からの信頼も

得られやすく、トラブル等の未然防

止にも役立つことがあります。リス

クマネジメントは、リスクの出現を

「あってはならない」と捉えるので

はなく、常に「ありうること」と認識し

て、あらかじめ準備する体制づくりが欠

かせません。 

 

 

４．計画的な時間の確保と仕組み化 

 このように、認定こども園におけるマ

ネジメントでは、現場で暗黙化しやすい

ことをいかに職員共通の認識になるよう

に可視化できるかが重要なポイントとな

ります。「先輩の背中を見て覚える時代」

ではなく、「見える化によって共有する時

代」なのです。現場で行われる保育は見

えますが、そのスキルやノウハウは非常

に見えにくいものです。ですから、職員間で保

育を大いに語り合う時間を持ち、同じ方向を見

通しながらビジュアルで表現し、確認し合える

ように準備することが大切なのです。現場は、

保育時間の長時間化などで、会議や保育の振り

返りを行う時間の確保が難しいことでしょう。

だからこそ、園がこうした取り組みを計画的に

行えるように準備する必要があるのです。要す

るに、「計画的に仕組みを整備するマネジメン

ト」が求められるということです。こうしたマ

ネジメントの仕組みが、子どもたちの最善の利

益につながることを願います。 

 

 

 

 

図４ 

図３ 
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（岡村）「社会の未来を考えよう！」というテーマで地域ととも 

にある認定こども園が目指す姿について、地域という視点か 

らお願いいたします。 

（古渡）現在既に進行中ですが、今後も人口が減っていくな 

かで私たちはどのように対応できるのか。今ある全ての施設 

を助けたいと思っても、できる人しか残れないと感じていま 

す。生き残るのであれば 20年後、40年後もどれだけ日本を 

支えられるのか、そして「支えていける人を育てていこう」とい 

うことの意味を最低限共有できる人でないとだめになる時期 

がくるのではと感じています。 

これからは人口減の社会でも機能をさせる仕組みを考えた

いと思います。例えば、市町村の行政担当者を事務室に配

置して一緒に仕事ができるようにするとか。人が急激にいなく

なる時期がきたときに、それでも地域のみんなが生きていけ

るような仕組みを考えたい。もう一回みんなで町をつくってい

く、一緒に考えていく、そういうときが数年後に来るのではな

いかと思うのです。園の運営だけでなく、私たちもトラクター

を運転したり、漁業をしたりという可能性だってあるのでない

かと考えたりしています。 

（田頭）地方の自治体もすごく危機感を持っているように思い 

ます。認定こども園とうまくコラボレーションしていこうという意 

識が少しずつでてきているなと感じます。 

先ほど古渡先生の話にあったように、園のなかに行政が入っ 

てきたり、逆に行政の中に園から入っていくようなことも考え 

られるのではないでしょうか。新しい子ども・子育て支援の仕 

組みが各市町村で必要になってく 

ると感じています。 

（岡村）そのような意識をもって 

くれる市町村は何かが動いて 

いくということですね。 

（田頭）当市は動き始めています。 

（岡村）市長や町長が気づくというのはなかなか難しい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気もしますが、気づいている首長がいるところは将来のまち 

づくりなどを相当考えている人たちだろうと思います。行政側 

が何かヒントを感じるような取り組みを園で実施しているから 

興味をもたれるということもあるのではないでしょうか。そのよ 

うな取り組みが注目されることで「一緒にやりませんか」という 

声をかけられることなのではないでしょうか。 

（田頭）まさにその通りです。当自治体でも「八戸市版ネウボ

ラ」を立ち上げる動きがあります。ハコ物だけではなく、機能と

して部署横断的な対応ができるような仕組みをと願い、アド

バイスできるところはないか注視しているところです。 

東北はどこでも人口減という状況では同じだと思いますが、

これから私たちが行うべきは行政とつながり、人口減少対応

やコンパクトシティーということも含めて、どう考えていくかとい

うことだと思います。認定こども園はプラットフォーム的役割を

担っていかなくてはなりませんね。 

5 年前に古渡先生が構想されていた「認定こども園の姿(イメ

ージ図)」が今現実のものとして動きつつあります。とても先見

の明があったと感じています。イメージ図のような連携がなけ

れば市も動きません。私たち子ども・子育てを預かる立場とし

てすごく大事にしなければならない部分だと思います。 

（木村）お話しを聞いていて、行政から声がかかるのが先か、 

こちら側の取り組みが先か、どちらが先なのかなと考えてい 

ました。子育て支援センターの委託があれば単純に運営資 

金としては事業しやすくなると思いますが、今は週５日で開 

設すればどうしても赤字になってしまいます。保育者が 2名 

つくことにしているのですが、参加者からは料金をあまりとら 

ないようにと考えるとどうしても赤字です。ある程度は広報と 

みなして取り組もうと理事会でも同意を得てはいるし、先々入 

園する方々ではあるが、良いものにしようと思えば思うほど運 

営は厳しくなります。誰でも来ることが出来るというのが一番 

大事なことだと考えていますが、周囲の園の子育て支援事業 

では、自園に入園するなら歓迎という雰囲気もあるのです。 

ココがポイント！ 認定こども園の実践＆工夫 Part⑫ 

「地域の状況と子育て支援」座談会(後編) 
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。

今回はその後編です。                 
 

～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） 

〇座談者 田頭 初美 氏（青森県：認定こども園桔梗野幼稚園） 

〇座談者 古渡 一秀 氏（福島県：認定こども園まゆみぷらす） 

〇座談者 木村  創 氏（宮城県：認定向山こども園） 

T

 

 



全国認定こども園協会 会報第 33 号                                      H.31.3.15. 

5. 

 

園児獲得のためではなく、地域の誰もが利用出来るというこ 

とが認定こども園として必要だと感じています。 

どうにも、市町村は園独自で行っている子育て支援事業に 

ついて協力的ではないと感じています。皆さんの所では先行 

して様々な事業をしていて、結果的に企業や市町村行政か 

らお声がかかるのかな、という思いがあるんですが…。 

（古渡）そうとばかりは言えないですよ。二本松市では今回初 

めて子育て支援センター事業を私どもの園が民間として受 

託しました。これまでは公立 4施設でセンターを受託してい 

たのですが、おそらく半年ほどで当園が昨年度一年分の 4 

施設分の利用人数を実績として越えると可能性が高いので 

す。実績が見えるようになれば今まで公立で運営してきた予 

算を別の事業に使うことも検討できると思います。 

民間で当園の真似をする施設が増えてくれば予算はそちら 

にもまわるはずです。そうなれば予算を効率的に使うチャン 

スになる。実績には必ず利用者数などの数値をだすのが重 

要で、行政との話し合いでは数字が絶対に必要になってき 

ます。 

（木村）先行投資がある程度必要だということはおっしゃると 

おりだと思います。当園のすぐ下のところに子育て支援セン 

ターの委託を受けているところがありますが、地域的にも子ど 

もが減少傾向にある地域で、子ど 

もの数自体は少なく、利用者もそ 

れほど多くない様子が見受けられ 

ます。 

ニーズに合った取り組みをしてい

ることもあって、当園の支援事業

のほうは実際に利用者が多数来

ています。一方で、子育て支援セ

ンター事業を、当園で受託したく

てもこれまで受託した施設以外の

新規委託を行政側は考えていないと言われました。 

せっかくの委託事業であればニーズを考えて様々な取り組

みをしているところ、子どもや保護者が集まってくるところが

受託して実施したほうがよいと思いますが、実際には以前に

委託を受けたところが惰性でも委託を受け続けている現状が

残念に感じているところです。 

（古渡）子どもがいない地域という考え方ではなく、子どもが 

集まってくる場所という考え方はとても重要です。 

そこに、さらに数値で実績を示していくことで市町村行政の 

対応も変わってくるのではないでしょうか。行政の理解を得 

ていくと変わっていく部分もあるのではないかと思います。 

（岡村）市町村行政とコラボレーションするときに市町村規模 

での違いが大きいかもしれないませんね。規模の大きい市 

町村では多くの施設があるなかで、どこか一カ所を特別扱 

いするわけにはいかないこともあるのでしょう。関係性が作り 

づらい可能性もあると思います。一つのところではなく全体 

の動きの中でということなら通ることもあるのでしょうが、一施 

設にということは難しいことも多いのでしょうね。 

それにしても、仙台市でも子どもが減少傾向にあるという話

は深刻に感じます。ある時期にニュータウンができて子ども

が増えても、長期的には高齢化していきます。多くの市町村

で起こっていることですが、これからどうしていくのかをどこで

も、地域との関わりのなかで考えていかなければならないと

いうことではないでしょうか。 

（古渡）別枠の話になりますが、全国各地の都市計画関係の

見直しは今が真っ最中のはずでこれから協議されていくとこ

ろも多いと思います。20 年後の町のプランをどうするかが出

始めているところです。情報として早めに知っておかないと

町の方向性がわからないままで自園の運営を考えることにな

ってしまいます。都市計画の今後について知っていた方が

効果的に働きを担えるので、市町村行政とのやりとりを円滑

にしておくほうがいいと思います。 

（田頭）私も市町村行政と仲良くすることは大事だと感じてい

ます。また、こちらからも情報を伝えることも同じように大事で

すね。 

（岡村）古渡先生の話の 20 年後の都市計画について、国か

ら各市町村への流れがあります。複合施設化の動きが増え

てくると思います。予算の 6 割が総務省から支援がくることに

なっていますから、市町村でも引っ張られるのです。予算の

4 割は市町村負担という中で、老朽化施設の管理や別々に

管理する費用を考えると一つにせざるをえない状況もあるの

ではないでしょうか。 

機能をまとめていくことで、小さくても豊かにできる可能性も

考えられると思います。私たちができる役割はないかという切

り口をもって情報収集しながら実践につなげていかなければ

ならないと思います。本日は皆様それぞれのご意見をいただ

きありがとうございました。（2018年 7月 4日収録） 

「認定こども園の姿（イメージ図）」 
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『幼児教育・保育の無償化を考える 』 
 

  幼児教育・保育の無償化に向けて、子ども・子

育て支援法の一部を改正する法律案が２月１２日

に国会に提出された。与野党で多少の議論はあった

としても、対決法案ではないことから、順調に行け

ば４月末、そうでなければ５月の連休明けには国会

で成立するのではないかと見られている。 

 法案には「幼児教育・保育の無償化」という文言

は出て来ず、従来の子どもための教育・保育給付（施

設型給付、地域型保育給付）に加えて、新たに「子

育てのための施設等利用給付」が創設される。これ

によって、新制度に移行した認定こども園や保育所、

幼稚園等のほか、新制度に移行していない私立幼稚

園や認可外保育施設等についても、市町村が認定し

た３～５歳児と市町村民税非課税世帯の０～２歳

児の保育料が無償化される。 

 そこで、本稿では２点ほど課題を整理しておきた

い。１点は、「何の無償化か」ということ。もう１

点は、無償化された際に懸念される事態への対応に

ついてである。 

 まず「何の無償化か」ということについては、幼

児教育の無償化と保育の無償化を分けて考えてお

きたい。この２つは、政策目的が異なると考えられ

るからだ。幼児教育の無償化は、幼児の健やかな育

ちを促すため、すべての幼児に質の高い幼児教育を

保障することが目的であり、家庭の所得の多寡にか

かわらず幼児教育を受ける機会を保障するための

費用負担の軽減と、提供される幼児教育の質の担

保・向上という両面が欠かせない。 

 一方、保育の無償化は、子育て家庭の経済的負担

の軽減を図ることによって少子化対策につなげる

ことが目的であり、幼児教育の無償化が幼児（子ど

も）を政策の対象としているのに対して、保育の無

償化は子育てを行う保護者が政策の対象となる。法

案でも、「子育てのための施設等利用給付」という

言葉を使っている。その意味で、今回の無償化は「保

育の無償化」というほうが実情に近い。 

 ２つ目の今年１０月から無償化された際に懸念さ

れる事態への対応についてだが、具体的には保育の

長時間化と、それに伴う保育者の業務負担増が最大

の懸念材料と考えられる。幼稚園の預かり保育も無

償化されることになったため、１号から２号へのシ

フトが大きく生じることはないが、１号＋預かり保

育（あるいは一時預かり幼稚園型）の利用が拡大す

る可能性がある。また、２号の場合も、１日最大

11 時間利用できる保育標準時間と最大８時間利用

できる保育短時間がともに無償化されれば、保育短

時間から保育標準時間へのシフトが進む可能性も

否定できない。 

 もちろん、家庭の状況や保護者の判断、地域事情、

上乗せ徴収の有無や多寡などによっても違ってく

るだろうが、もし保育利用の長時間化が進めば、子

どもの在園時間が長くなるわけで、そのことは職員

体制のあり方に影響を及ぼす。早番・遅番といった

シフトの組み方に影響を与え、場合によれば遅番を

多めに配置したり、新たに保育者を増やしたりしな

ければならないケースも想定される。万が一そうし

た事態を招くようなことになれば、保育者の労働環

境・職場環境の悪化につながることも危惧され、た

だでさえ人材難の折から、人材の確保や定着促進が

さらに難しくなるかもしれない。 

 こうした事態を避けるためには、必要以上の長時

間利用にならないよう、市町村が保育認定の段階で

保護者に過剰利用への自制を促すなどの対応が求

められる。例えば、パート就労で保育標準時間認定

を受けたとしても、就労証明等の提出書類から１日

当たりの最大利用時間の目安を示して、それ以上の

利用を控えるよう求めることなどが考えられる。園

の側も、重要事項説明書について保護者に説明し、

同意を求める際に、必要以上の保育利用が行われな

いよう丁寧に説明することも必要だろう。 

 このほか、満３歳児の１号利用が増加する可能性

があり、それは満３歳児という実質２歳児の３号利

用の減少につながりかねない。加えて、保育標準時

間と保育短時間の利用状況の変化などによって、認

定こども園の１・２・３号利用定員の変更が必要な

場合、市町村が簡単に利用定員の変更を認めてくれ

るかどうかという問題も考えておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

風風見見鶏鶏 

【編集後記】 

まもなく平成 30年度も終わりとなりますが、保育

業界では 3 法令の改訂、本協会にとっても 10 周年

という時代の節目にあたる意義深い一年だったかと 

思います。 

「平成」も残り後わずか。年初から「平成最後の○

○」という言葉をよく耳にしました。一つの時代の終

わりと 5 月からの改元による新しい時代の幕開け、

また 10月からは幼児教育・保育の無償化のスタート

と社会全体、幼児教育・保育の世界も今年も変化の大

きな一年になります。そのような情勢の中で、会員の

皆様へ有意義な情報発信に努めてまいりますので今

後ともよろしくお願いします。 

（埼玉県 O） 

 


