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◎日  時  平成 2９年 6 月２日（金） 

１０：００～１２：００ 

 

◎場  所  TKP ガーデンシティー竹橋 

 

◎審議事項 

第１号議案 定款の一部変更について 

第２号議案 平成２８年度事業報告について 

第３号議案 平成２８年度収支決算並びに 

監査報告について 

第４号議案 平成２９年度事業計画（案） 

第５号議案 平成２９年度収支予算（案） 

第６号議案 役員の選任について 

第７号議案 会費の変更について 

 

※上記の議案が審議され、特に異議なく 

承認されました。 

 

 ◆協会事務所が移転しました。 

 (新) 東京都港区赤坂 4 丁目 1 番 1号 

小泉ビル 2F 

 

◆新理事は、以下の通りとなりました。 

(新)高木 薫子 氏(福井県：認定こども園梅圃幼稚園) 

 (新)吉田 京子 氏(群馬県：いそべこども園) 

 (新)野田  武 氏(富山県：かたかご幼稚園かたかご保育園) 

 (新)矢島 美里 氏(京都府：あけぼのこども園) 

 (新)武内 慎吾 氏(大阪府：旭ヶ丘学園) 

 (新)東口 房正 氏(大阪府：ふじがお幼稚園) 

 

 ◆会費の額が変更になりました。 

(正会員団体)年会費50,000円（入会金 20,000 円） 

(正会員個人)年会費 30,000 円（入会金 5,000 円） 

 (賛 助 会 員)年会費 30,000円（入会金 5,000 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 代 表 理 事 あ い さ つ ＞ 

「認定こども園を地域の話題の先頭に！」 

 

代表理事 若
わか

盛
もり

 正城
まさしろ

 

 

「あなたの園の魅力は何で

すか？」と問われて、すぐに

答えられる準備をしていき

ましょう。 

今、幼保連携型のみならず幼稚園型であれ、保育

所型であれ認定こども園は確実に増えています。 

背景にある理念や歴史はそれぞれ異なるかもし

れませんが、当協会が主催する「トップセミナー」

や「ステップアップ研修会」また各地で実施されて

いる「地域活性化研修会」や次期後継者に託す「次

世代育成研修会等」に参加された園長をはじめ保育

関係者は、協会の願う「すべての子どもの最善の利

益」を目指し、「質の高い教育・保育」に向けて学

び合い、それぞれの地域での先進的な教育・保育の

実践園として取り組み励んできているわけです。 

だからこそ、自園の保護者へはもちろんの事、地

域や他の研究会等では率先して積極的に啓発、発信

をしていってほしいと願います。 

 

例えば、 

●「子どもの主体性(子どものやる気や興味付けや

意欲)を生かした保育と環境づくりの良さを保護者

が認めてくれています」 

●「0歳から就学前までが一貫した保育をしている

ので保護者も安心しています」 

●「3,4,5歳児は年令別と異年齢(個と集団)のそれ

ぞれの育ち合いがしっかりしています」 

●「地域の特性や伝統を生かした保育が人気です」

●「自然や季節感を大切にした保育が評判です」 

●「保育者の離職率が低く温かな雰囲気の園経営と

なっています」 

●「生活と学びの保育が地域で信頼されています」 

●「自園給食や採りたて野菜等で好き嫌いがなくな

って保護者は喜んでいます」 

特定非営利活動法人 

発行者 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 

事務局 〒105-0000 東京都港区赤坂 4町目 1番 1号小泉部ビル 2F 

Mail: honbu@kodomoenkyokai.org  URL:http://www.kodomoenkyokai.org/ 

第８回  通 常 総 会 報 告 
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●「小学校に向けて文字や数を教え込むのではなく

、興味や意欲を育ててくれるので安心です」 

●「卒園児が地域で頑張っているので信頼されてい

ます」 

●「子ども主体の園として各地よりの視察が増えて

います」等々たくさんの良い姿が出てくるのではな

いでしょうか。 

 

だからと言って「自慢話」と受け止められないよ

うに心掛けることが重要です。保護者の信頼は、園

の願う熱い設立の理念と、保育者集団や地域との綿

密な連携や実践力を生かした日々のていねいな姿

の積み重ねから生まれます。 

一過性の見栄えのするのものであってはすぐに

信頼はなくなっていくものと肝の命じておくこと

が大切です。決して設置基準や保育での不祥事を起

こす問題園ではなく、あらためて全国認定こども園

協会の一員として、地域での信頼される先進園とし

て大いに発揮していってほしいと願っています。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「幼保連携型認定こども園 

教育･保育要領の改訂について」報告  

理事 岡村 宣  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今年の春、新たな幼稚園教育要領、保育所保育指

針と共に、幼保連携型認定こども園教育・保育要領

が告示され、来年４月からこれを用いて教育・保育

を行うこととなります。３年前にスタートしたばか

りの教育・保育要領ですが、幼保それぞれの要領・

指針との整合性を保つと共に、新たな認可施設の実

践からの見地を活かした改訂となります。 

 過去２回の幼保の要領・指針の改訂・改定におい

て、例えばねらいと内容を５つの領域で捉えて共有

するなど、整合性が求められてきましたが、今回は、

三つの要領・指針が深く関係づけられ、組み立てら

れていることから「画期的なもの」と言われます。

幼稚園教育要領と保育所保育指針、それぞれの検討

委員から半数ずつにより、教育・保育要領の検討委

員会が構成されたことからもわかります。このこと

は、同じ国に育つ子ども達に、利用施設が違っても

同様の育ちを保障することにもつながります。 

 改訂のポイントのいくつかを挙げておきましょう。

３～５歳については、幼稚園教育要領の検討内容が

活かされています。特に、幼児期から高校までの育

ちを見通したカリキュラムマネジメントの観点か

ら、幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿が

示されました。「目標」ではなく「方向性」と言わ

れるように、ここまで育てなければならないという

ノルマではなく、0歳から始まる教育・保育の中で、

５歳の後半にはこんな姿になるということを願い

ながら日々の教育・保育、特に環境の構成に当たる

ことが大事ですし、このことは小学校への接続とし

て、ここまで育ってますよ・・・ということが双方

で確認できるようになることでもあります。また、

アクティブラーニングの視点から、あらためて園児

の主体的な活動、遊びをとおしての環境による教育

が重要であることが確認されています。 

 保育所保育指針は、３～５歳の内容を幼稚園教育

要領に委ねつつ、保育所も「幼児教育」の担い手で

あることを明記すると共に、保育所だからこそ０～

２歳の保育内容に特化したものを求めることによ

り、乳児における領域を考える３つの視点や、満１

歳から３歳未満における５領域による保育の内容

が描かれました。 

 幼保連携型認定こども園教育・保育要領は、上記

の内容を包含しつつ、３歳クラスの初めの状況や、

多様な利用時間への対応など、幼保連携型認定こど

も園の課題について、要領本文と共に、解説書の内

容として豊かさを増し加えていると言えます。 

 また、今回の改訂で、２０年後の日本社会あるい

は世界の広がりの中で生きる人材を育むことが３

つの要領・指針共通の、また最大の課題として意識

されていることも覚えておきたいことです。 

 

＜ 今 後 の 活 動 予 定 ＞ 
●１０月２８日（金） 

 北海道地区 地域活性化研修会 
 

●１１月６日（月）、７日（火） 

 ステップアップ研修会 Ⅱ （東京会場） 
 

●１１月２１日（火）、２２日（水） 

 ステップアップ研修会 Ⅱ （大阪会場） 
 

●１２月２日（土） 

 近畿地区 地域活性化研修会 
 

●１２月３日（日） 

 関東地区 地域活性化研修会 
 

●２月１９日（月）、２０日（火） 

 ステップアップ研修会 Ⅲ （東京会場） 
 

※協会ＨＰでご確認下さい。(フェイスブックでもお知らせします ) 
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『認定こども園が地域を変える』 

 

 宮
みや

 本
もと

 太
た

 郎
ろう

 氏 

  中央大学法学部教授 

 

 今年の夏も全国認定こども

園協会の次世代リーダー合

宿に参加した。例年のように、

ナイトセッションでは私も

受講者の皆さんと深夜まで

膝を交えて語り合った。改めて思ったことは、認定

こども園協会のアドバイサリーボードのメンバー

と次世代リーダーの皆さんとの対話と議論を続け

ることの大事さだ。 

 アドバイザリーボードを構成する有識者は、認定

こども園へのきわめて大きな期待をもっている。そ

れはリップサービスなどではなく、それぞれのメン

バーの学識や経験に基づいた冷静で客観的な期待

表明であると思う。そのなかでも私などは、つい前

のめりで熱く語ってしまうクチの筆頭かもしれな

い。次世代リーダー合宿での私の講演は、煎じ詰め

れば「認定こども園こそ地域を救う！」という話で

あるから、ちょっと引いてしまう関係者もいるだろ

う。 

 もちろん私自身、認定こども園が毎日子どもたち

の笑顔を引き出してくれて、園庭に元気で幸福な声

を響かせてくれているだけで、実は十分すぎるとも

思っている。だがやはり、認定こども園には＋αを

期待してしまうのだ。 

次世代リーダーの皆さんと議論して嬉しかった

のは、そんないくぶん身勝手なエールもしっかり受

けとめてくれて、地域との接点や経営や教育・保育

の実践への活かし方を考えてくれていること、そん

な観点からボールを投げ返してくれる人が多かっ

たことだ。 

私が「認定こども園こそ地域を救う！」というの

は、他でもない。認定こども園は、日本の地域社会

が抱えている困難を超えて活力を増していく上で、

きわめて大事なポジションにあるからだ。それは、

地域社会がまとまってつながりを強め、支え合った

行く上で超えるべき「４つの壁」に挑戦している、

というポジションだ。 

第一の壁は、いうまでもなく幼児教育と保育の壁 

 

 

 

 

 

 

 

である。低年齢児からの就学前教育が地域に定着す

ることは、経済的に豊かとはいえない家庭に生まれ

育っても、その影響を受けることなく、認知的・非

認知的能力を育てることになる。将来の地域づくり

のもっとも大事な人的基盤づくりだ。同時に、働く

母親と専業主婦の接点が広がり、これまで制度がつ

くりだしてきた対立も乗り越えられていく。 

第二に、第一の壁が超えられ子どもを預けること

がなにより子どもたち自身のため、ということにな

ると、専業主婦の母親を含めて、就労したり地域参

加をする条件が一挙に広がる。つまり旧来の男女の

ジェンダー分業の壁を超え、地域は貴重な労働力を

得る。 

第三に、ジェンダー分業を超えるというと、しば

しば女性も男性なみにフルタイムでばりばり働く

条件づくり、というイメージがある。だが、認定こ

ども園が実現できるのは、一号認定と二号認定を、

ライフサイクルのなかで必要に応じて柔軟に切り

替えていくような、そのような働き方であり、暮ら

し方である。専業主婦か働く母親かを、一生の選択

として固めてしまうのではなく、女性がより柔軟で

多様なライフサイクルの設計することを可能にす

るのが認定こども園なのである。 

第四に、認定こども園は、０号認定などと呼ばれ

る３歳未満児の子育て支援など、地域の子育て支援

の軸になることが期待される。これに対して、自治

体の子ども関連の部局は、教育委員会、福祉事務所、

子育て支援課、都道府県など縦割りがとくに顕著で

ある。こうした縦割りの制度をつなぎながら、地域

子育て支援の要になっていくことが期待される。 

地域での認定こども園のこうした役割には、多く

の次世代リーダーが共鳴してくれた。だが実際には、

この４つの壁を超えていくのはそう簡単ではない

こともよく分かる。毎日の保育・教育を安全に、着

実にすすめることだけでたいへんなことだ。専業主

婦と働く母親の接点づくり、職員の確保と柔軟な配

置、自治体の制度のさらなる活用などいうことにな

ってくると、負担もさらに大きくなる。にもかかわ

らず、ナイトセッションではいろいろな挑戦を考え

ているリーダーたちの声を聞くことができた。 

「壁」という比喩は少し重いかもしれない。しかし

ながら、充実した日々の保育・教育を提供している

認定こども園の今の実践を深めていくその先で、地

域社会そのものが大きく変わっていく可能性があ

ることだけは、強調したいのである。 

「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  №16 
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◆第１回「園リーダーシップとは？」 

今回「園リーダーシップを育む」という３回の連

載を担当させていただくことになりました。「リー

ダーシップ」は、ミドルリーダー育成のための保育

士キャリアップ研修の中でも、「マネジメント」の

分野で新たに一つの内容項目としても研修に入れ

られることになりました。そこで３回の連載の内、

今回はまず「園リーダーシップをどのように考えた

らよいか」というリーダーシップの考え方について、

ご紹介したいと思います。 

 

教育におけるリーダーシップ（ pedagogical 

leadership）の重要性は、国際的にも認められてき

ています。それは、園のリーダーシップがさまざま

な形で保育の質に影響を与えることが海外では実

証的な研究によって明らかにされてきているから

です。園はチームになって保育にあたるため、保育

の方向性や園の雰囲気や風土を形作るのに大きく

影響し、また日々の保育の中での仕事や出来事を誰

がどのように意味づけるかという意味のマネジメ

ントにも、リーダーシップが関係するからです。保

育の質を、個々の保育者の子どもとのかかわりと担

任のいる保育室の保育環境の次元で捉えるだけで

はなく、チームとなって園全体で保育の質向上を考

える次元のキーワードの一つが、「リーダーシップ」

となります。「同僚性」と言う言葉は、同僚職員間

の関係を使用するのに用いられることの多い言葉

です。しかしその関係性をさまざまな職位間の関係

や仕事の機能を含めて捉えようとする時に、「リー

ダーシップ」という語が、より具体的な見方を提供

してくれます。 

私は保育者向けの研修を担当させていただく時

に、「リーダーシップと聴いて、どんな言葉やイメ

ージを連想しますか。連想する単語を３つほど挙げ

て書いてみてください」とまずお願いし、受講生の

間で交流し合っていただいています。そしてその後

にリーダーシップ研究の動向なども日本の園の実

践の場での事例と関係づけてお話をさせていただ

いています。そうしますと、受講してくださった皆

さんの方から感想として「リーダーシップなんて言

葉で園の保育を考えたことがなかった。」「リーダー

シップと自分たちとは関係がないと思っていたの

ですが、私たち一人一人にも関係があるのですね。」

「リーダーシップのイメージが変わりました」とい

う声を聴かせていただきます。それは、リーダーシ

ップと言う時に、会社や行政官庁の組織のようにピ

ラミッド型の「階層的リーダーシップ」をリーダー

シップの語からイメージされる方が多いからです。

「階層的リーダーシップ」とは、カリスマ性や権威

のあるリーダーが、あらゆる運営、計画、指示を行

い、他のスタッフがそれに従うという仕事の分担や

機能を示す概念です。ですから園における知識も、

上から下へと指導伝達されるという意味合いが強

くなります。  

これに対して、近年では「分散型協働的リーダー

シップ」と言う語が、保育でも学校教育分野でも取

り上げられるようになってきました。これは、組織

のどこにでもリーダーシップが存在するという考

え方であり、組織のあらゆるレベルにおいて、その

仕事にふさわしい適切な知識や専門的技術をもち、

その分野で主導し、変化や新しい機会を捉え、挑戦

する力のあるリーダーがいるように分散し、また相

互にそれらの知識をやり取りし合って学び合い支

え合って協働していく組織には、活力やイノベーシ

ョンが生まれるという考え方になります。つまり、

園のそれぞれで得られた保育実践の知識をその園

ならではの実践の知識として協働構築し共有する

ことが大事という知識観に立つことになります。保

育の領域では、特別な支援を必要とする子ども達へ

の対応や小児保健、子育て支援、ICTなどいろいろ

な分野で新たな知識が園に求められてきています。

それらについて園で全般的なことを学ぶだけでは

なく自園の保育と関連付けた経験の知恵を分かち

持っていく意味でも知識基盤社会においては分散

協働的な発想を大事にすることが、時代に対応し柔

軟で応答的なしなやかな組織になるために求めら

れています。 

今回の保育士のキャリアアップ研修等でも大事

にされているのは、中堅保育者個人の知識や技能と

言う資質向上と処遇が関連づけられるだけにとど

まらず、ミドルリーダーはそれぞれの園で、乳児保

育、幼児教育、子育て支援等々のそれぞれの領域で

自らリーダーとしての自覚や使命感をもって後輩

『 園 リ ー ダ ー シ ッ プ を 育 む ！ 』 

＜第１回＞ 秋田
あ き た

 喜代美
き よ み

 氏（東京大学大学院教授）  
  ３法令の改訂により、平成 30年度より実施を前に、園長先生を中心に教育･ 

保育の質の向上を図られていることと思いますが、どのように園内に浸透させ 

ていくのか悩ましいところがあります。そこで、秋田先生に“リーダーシップ” 

をキーワードに年３回の連載を頂きました。 
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に助言をしたり、一緒になって互いの可能性を引き

出しあってチームとしての仕事をより効果的にし

ていくことで、園組織全体に協働し支え合う関係を

創ることがイメージされています。 

私どもが今回翻訳したイギリスのイラム・シラー

ジ教授とエレーヌ・ハレット教授の著書『育み支え

合う保育リーダーシップ』に詳しく事例とともに記

されていることですが、彼らは英国の大規模調査結

果から質の高い園のリーダーシップの特徴を実証

的に研究分析され、以下の４次元をリーダーシップ

の内容として挙げています。 

 

◆表１リーダーシップの次元 

(シラージ & ハレット,2017)   

リーダーシップ 

の次元 

具体的な内容 

方向付けの 

リーダーシップ 

共通のヴィジョンを構築する 

効果的なコミュニケーション 

協働的 

リーダーシップ 

チーム文化の活性化 

保護者の協働を促す 

他者を力づける 

リーダーシップ 

人の主体性を引き出す 

変わる過程 

教育の 

リーダーシップ 

学びをリードする 

省察的な学びをリードする 

 

各園ではこれらの次元の行動について、すでにそ

れぞれに得意な人がおられたり、またこんな行動を

配慮しているということがおありのはずです。です

ので、改めてそれを相互に園の中でも園を越えても

紹介共有をしていただくことで自覚化してみてい

ただくことが大事だと考えています。園の規模や歴

史、創設の理念等園独自の特徴によって、これらの

あり方に違いはあります。しかし改めて考えてみる

と、どの園でも日常大事にされていることであるこ

とに、具体的に園では誰が何をしているかという次

元まで考えてみると気付かれ、また別の表現でそれ

を整理してみることで気づきが生まれるようです。 

園長先生や主任と共に、他の職員でもこのどこか

の次元に大きく寄与している人もおられたりする

でしょう。そうした行為を皆が大切に認め合えると、

園が元気にエンパワーされるのではないかと思い

ます。 

ここまで読まれると、この考え方は園長の権限を

脅かすものではないのかという感覚を持たれる方

も中にはおられるかもしれません。しかし、園長先

生には、園経営、園運営の具体的な実務としてのマ

ネジメントとしての重要な役割もお持ちです。「マ

ネジメント」とは、具体的な実施運営や資金運営も

含め、組織全体の人材の管理運営や現状の実践の在

り方を捉えそれらを長期的計画の下で調整してい

くことや対外的な関係も含めての実施運営等を指

します。つまり現在すべきことをきちんと実施して

いくためには、マネジメントがとても大切です。そ

れに対して「リーダーシップ」は、方向性やヴィジ

ョンなど価値観を創りだしたり応答責任を持って

園が未来に向けて学び続ける組織になるためのあ

り方と言うことになります。保育の中でも当該専門

分野では「マネジメント」と「リーダーシップ」は

分けて考えられています。そしてこれらは車の両輪

であり、どちらかだけがあればよいわけでも、片方

に着目して議論されればよいのでもありません。こ

の両方が相互にうまく高められることで園の運営

がうまく創造的に回る循環サイクルが創りだされ

ることが必要と言うことになります。優れたリーダ

ーに求められることは、次の世代のリーダーを育て

られることと言われますが、園においてもリーダー

がミドルリーダーやミドルリーダーにこれから成

ろうとしていく人が育つような園にしていくこと

が、真のリーダーと言えるでしょう。それがキャリ

アアップを含めて保育者の専門性を高め、園の保育

の質の持続的な向上に大切ということができます。 

と同時に、その組織の中で何が大事であるのか、

どのように職務分担をして協働を促していくのか

などは、園がそれまで培ってきた伝統や文化、その

園が目指す方向性によっても変わってきます。認定

こども園では、幼稚園と保育所という文化が融合し

新たな園組織の在り方を構築し、地域の子育て支援

センターの機能と言う新たな機能も果たしてきて

います。その中で認定こども園ならではの園リーダ

ーシップのあり方や大事にしたいこともまたある

のではないかと思います。それは、私どももまだ解

明できていないところです。 

連載初回の今回は、まずリーダーシップをめぐる

基本的な考え方をご紹介しました。次回では、私ど

もの大学で実施された園長先生や主任のリーダー

シップに関する質問紙や面接調査の研究結果をも

とにして、園リーダーシップのあり方やいかに育つ

かについて考えてみたいと思います。 

 

<参考文献> 

イラム・シラージ、エレーヌ・ハレット著 秋田喜

代美監訳 鈴木正敏・淀川裕美・佐川早季子訳『育

み支え合う保育リーダーシップ～協働的な学びを

生み出すために』明石書店 2017年 

秋田喜代美・淀川裕美・佐川早季子・鈴木正敏 「保

育におけるリーダーシップ研究の展望」 

東京大学大学院教育学研究科紀要 第 56巻 283-306 

2017 年 
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ation/ 
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＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今、認定こども園の時代 

～子ども･子育て支援制度が息づく社会～  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

＜第１回＞ 松崎
まつざき

 秀樹
ひ で き

 氏（前浦安市長） 
            

子ども･子育て支援制度が息づく社会とは、どんな社会でしょうか？ 

行政トップからみた“支援制度”を３回連載で３人の行政トップの取組みを 

紹介します。今回は、前浦安市長の松崎氏です。 

 

『 前浦安市長から見た 

〝子ども・子育て支援〟と、日本の未来 』 

 

●日本の縮図・浦安市 

 私は平成 10年 11月、病気で引退した前市長の後

を受けて浦安市長に就任しました。 

 私は選挙戦で公約として市民に約束したのは、高

齢者福祉や、障がい者福祉、さらには母子福祉など

どのような福祉であろうとも「福祉を求めて浦安市

から出て行く〝福祉流民〟を出さない！」ことと、

「情報公開と公開討論に耐えうる市政」でした。 

 市長職にあった 18 年３ヶ月間、浦安市は〝日本

の縮図〟だということを強く認識すると共に、一自

治体であっても「国という大きな歯車を動かす、〝

小さな歯車〟でありたい。いや、なり得る。」とい

うことを常に意識して市政運営を行ってきました。 

 

●浦安市長としての重点課題 

とりわけ私が重点課題としたのは、少子化対策と、

地域のコミュニティづくりです。 

 浦安市は、市域の 86％が埋め立てによって出来

ており、元々のまちから海面の埋め立てによって７

倍もの面積に広がり、都心まで 20 分以内といった

利便性が受けて昭和 53 年から毎年１万人以上の市

民の転入が続き、都市成長率が 7年連続で全国１位

となるなど、短期間で人口の急増とまちの急成長を

もたらした非常に珍しいまちです。 

 人口の急増は、全国各地の出身者が浦安市で初め

て出会ったため、近隣住民との付き合いが非常に浅

く、地域社会の要である〝コミュニティの醸成〟が

出来ていないために住民の人間関係の希薄さをも

たらします。 

 そのために、本来自治が基本である町会や自治会

なども行政が大きく関与しなければならず、新興都

市の浦安市にとっては、〝地域のコミュニティの醸

成〟が大きな行政課題でもあり、更に言えばこの課

題が子育てや高齢者福祉、さらに障がい者福祉など

の別の課題とも繋がっています。 

 このため全国でも珍しい自治会集会所や老人クラ

ブ集会所の建設にあたり、浦安市では人口の急増期 

から今に至るまで、土地の取得から建設まで、さら

に建設後の維持管理の水道光熱費など、日常の運営

まで全て市が面倒を見るといった、他の自治体には

ない施策につながっています。 

 まだ人口が増え続けているために全ての自治会・

老人クラブで集会所が整備されてはいませんが、優

先順位をつけながら現在も計画的に整備を続けて

いるところです。また、全ての集会所は市の行政財

産でもあるため、国の喫緊の課題でもあり私も最優

先課題として捉えた子育て支援の重要な拠点とし

て活用しています。 

  

●少子化＝国力の衰退 

 浦安市は、高齢化率は 16％台と最も若いまちで

すが、現実は 2年前に少子化が理由で、市の中心部

である新浦安駅周辺の小学校を廃校することにな

りました。 

 ちょうど創立 35 周年の年でしたが、創立からし

ばらくは全校生徒１千人を超していたマンモス校

が、5〜６年ほど前から各学年１クラスずつになっ

てしまい、クラス替えができない状態となり、学区

の今後の人口推計を見ても未就学児は各年次それ

ぞれ 20 名前後で、今後の増加も認められず、苦渋

の決断を下さざるを得ませんでした。 

 この一事を見ても、よく少子化は地方の問題のよ

うに捉えられていますが、首都圏に位置するベット

タウンの街でも少子化が深刻な状態であり、人口減

少に歯止めをかけるため〝少子化〟は国の存続を

も危うくする問題と捉えなければならないと思っ

 



全国認定こども園協会 会報第 29 号                                      H.29.10.1. 

7. 

 

ています。手をこまねいていれば地域社会だけでは

なく、国力の衰退にまで直結する正に国を挙げた喫

緊の課題です。 

 

●政局に振り回された〝総合こども園制度〟 

 都心に最も近く、財政的にも日本の市区町村のト

ップを走り、加えて最も若いまちである浦安市から、

人口減少に直結する〝少子化対策〟の具体策を提

示できないかとの話が、内閣府や厚生労働省からも

あり、本格的に〝少子化対策〟と〝子育て支援〟に

乗り出したのが、震災の直後からです。 

 私が、子どもたちを取り巻く環境が間違いなく大

きく変わると期待したのが、正にこの時期でもあり、

それに合わせて一自治体でも何か出来ないかと行

政を挙げて少子化対策と、それにつながる子育て支

援の検討をし始めました。 

 この子どもを取り巻く環境の変化として期待した

ものは何かというと、『総合こども園制度』でした。 

 私は、まさか民主党と当時野に下っていた自民

党・公明党の３党の話し合いで、幼稚園と保育園の

一体化を目指した『総合
・・

こども園構想』が、政局の

具にされて、骨抜きにされるとは考えもしませんで

した。当時（平成 24年・2012 年）は民主党政権の

末期でもあり、選挙を睨んでのこととはいえ、まさ

か時代を担う子ども達の未来が政局の具にされる

とは、立場こそ違え、政治の一端に身を置く一人と

して、情け無さに涙が出そうでした。 

 堪らず、私が市長就任直後から子育て支援につい

てアドバイスをいただき、常にご指導していただい

てきた、今は学長で当時は恵泉女学院大学教授であ

った大日向雅美先生と一緒に、常日頃から懇意にし

ていた元郵政大臣の野田聖子代議士と少子化対策

担当大臣までされた小渕優子代議士にアポイント

を求め、二人で抗議に議員会館に伺いました。 

 ところが、大臣経験者の有力な女性代議士には、

野党であったとはいえ一切事前の相談がなかった

ことを知り、大日向先生と二人で愕然としたことを

今でも鮮明に思い出されます。 

 あれから早くも 5 年が経過しましたが、平成 18

年（2006 年）に「認定こども園制度」がスタート

して 11 年が経ち、子どもをめぐる縦割り行政解消

のために民主党が最終目標とした〝子ども家庭省

〟あるいは自民党が目指したとされる〝女性子ど

も省〟などの構想は夢のまた夢と化しましたが、こ

ういった状況下であるのも関わらず、日々子ども達

と接している現場の認定こども園の関係者の皆さ

んのご努力には本当に頭の下がる思いです。 

 

●少子化対策は子育て支援！ 

（子どもを産まない障碍と理由） 

 「少子化対策と子育て支援が急務」と具体的な政

策を訴えて当選した平成 26 年の５期目の市長選挙

では、選挙戦の 1年ほど前からミニ集会を繰り返し、

主に子育て真っ最中のお母さん方を中心に、テーマ

を「もう一人子どもを産めない障碍と、産まない理

由」について延 600人を超す市民と対話を繰り返し

ました。その結果、ほとんどの方が異口同音に言っ

たことが「子育てのストレス」と「将来の教育費の

不安」でした。 

 このことが〝少子化対策基金〟を創設し、預貯金

にあたる財政調整基金から 30 億円を繰り出し、少

子化対策につながる子育て支援のため、さらに子育

てのストレス解消のためになるのであれば何でも

しようと、決断したことの最も大きな理由です。 

 お陰様で、昨年（平成 28年）の 12月に日本経済

新聞社と子育て情報サイトの日経 Dual が全国の主

だった自治体を調査し、第１回の「共働き子育てし

やすいまちグランプリ」を発表したところ、全国編

で１位に輝きました。その結果、子育て真っ最中の

家族の転入が相次ぎ、保育園の待機児童が一気に増

えてしまい、市の担当者を悩ませていますが、国と

いう大きな歯車を動かす前に市民と最も繋がって

いる行政である市町村自治体が、やる気を出して動

けば間違いなく市民ニーズに的確に応えられると

いうことを実証しました。 

 

●市町村長は〝大統領〟！ 

 私が、市長職を務めた 18 年３ヶ月市政の現場で

常に考え、全国の多くの首長達とも語り合ってきた

のは、国政と違い『地方自治体の市区町村長は〝大

統領制〟で、首長の意志と決断次第で、全ての政策

が決まる。』ということです。 

 これは、日本の自治体にとっての基本法である地

方自治法第 154 条に、「普通地方公共団体の長は、

その〝補助機関たる職員〟を指揮監督する」と明記

されています。これは、別な言い方をすると「全て

の地方自治体の職員は、市町村長が選挙で訴えた公

約を全力で実現しなければならない」ということで

す。どうぞ、子ども達のため、地域社会のため、強

いては日本のために日々奮闘されている認定こど

も園に関わる皆さんにとって、市区町村あるいは行

政が皆さんのためにあり、市区町村長も決して雲の

上の存在ではなく、皆さんが自分の手で選んだのだ

と気づいていただき、明日とは言わず今日からでも、

共に日々悩みながら問題解決に向かっている同志

であると信じて、積極的に胸襟を開いてぶつかって

頂くよう心から念じて止みません。 



全国認定こども園協会 会報第 29 号                                      H.29.10.1. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（野田）中部地区の取組について、中部地区、福井県、

石川県の状況をお聞きし、富山県の状況を伝えたいと

思います。まず、当地区の平成 29 年 4 月 1 日現在の

認定こども園数と当協会の会員数について、日吉輝幸

事務局長さんから伝えてもらいます。 

 

●中部地区の認定こども園数と協会会員数 

（日吉）私が調べたところ、認定こども園数は、 

富山県 88園（公立 6、民間 82）、石川県 145園（公

立 33、民間 112）、福井県 88 園（公立 16、民間 72）、

岐阜県 87 園（公立 41、民間 46）、静岡県 194 園（公

立 78、民間 116）、愛知県 123園（公立 12、民間 111）、

三重県 27園（公立 9、民間 18）です。 

 そのうち、当協会の会員数は、富山県 25、石川県

34、福井県 6、岐阜県 15、静岡県 13、愛知県 20、三

重県 4で合計 117園です。特記すべきは、今年 4月 26

日に、岐阜県支部が設立したことです。各支部の協会

加入率を、各県の民間の認定こども園数で算定すると、

8.3％から 32.6％と大きな幅があります。 

 ちなみに石川県における当支部の現状については、

民間認定こども園における加入率こそ 30.3％ですが、

既存の保育団体である石川県社会福祉協議会保育部

会、日本保育協会石川県支部と並んで、教育・保育に

おける団体として、石川県行政においても認知され、

平成 27 年度より一年一回前述の二団体と共に「石川

県保育三団体研修会」と称する研修会が開催され、参

加者はもとより各方面から好評を得ています。 

 

●中部地区活性化研修会の狙い 

（福上）日吉先生が仰った会員増強の意味で、中部地

区活性化研修会では質の向上という魅力ある内容に

し、会員になってよかったなと思っていただくことを

中部地区会長として心掛けています。 

 今年 8 月 26 日に名古屋で行われる中部地区活性化

研修会に３人の先生にお越しいただき、タイムリーな

話題を提供していただきます。 

 皆さんが気になさっておられる処遇改善加算に関し

ては、内閣府子ども・子育て本部参事官の安田伸氏に

「施設型給付に係る処遇改善加算」について説明をし

ていただきます。 

 また皆さんは、３法令改訂のポイントに非常に関心

をお持ちですので、関西大学人間健康学部教授の山縣

文治先生に「認定こども園の将来を展望する～教育・

保育要領の改訂も踏まえ～」と題して講演をしていた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３人目の保育システム研究所代表の吉田正幸先生に

は、処遇改善加算や 3法令改訂という大きな流れに直

面して、これから「認定こども園に求められる機能と

役割～さらなる可能性と今後の課題を考える～」につ

いてお話を伺います。 

（野田）お聞きしていて、本当に３人の先生方から、

私たちが直面しているタイムリーなお話しが聞けれ

ますので、楽しみです。ところで、３法令改訂に目を

通して見ますと、「保育の質を高める」ため「幼保小

の接続」がカギになりますが、福井県では先進的な取

り組みをしていらっしゃると耳にしていますが・・・ 

 

●福井県幼児教育支援センターの取組 

（髙木）はい、福井県は、教育の連続性を重視し、子

どもの確かな力を育成する「福井型１８年教育」を始

めましたが、特にスタート期の重要性を意識して、平

成 24年 11月に県教育委員会の中に「幼児教育支援セ

ンター」を立ち上げました。 

（野田）他県に先駆けて５年前にスタートしているの

ですね。そのセンターについて説明してくださいませ

んか。 

（髙木）「幼児教育支援センター」は、国公立・私立、

幼稚園・保育園・認定こども園の種別の別なく、子ど

ものための質の高い幼児教育を目指す仕組みを構築

することを目的としていて、福祉部局と教育委員会が

所轄を超えて「量の拡充」と「質の向上」を、それぞ

れの専門性を発揮して担うことにしています。 

（野田）質の向上のために所轄や種別を超えられたこ

とは英断ですね。ところで、そのセンターは具体的に

どのような活動をされたのでしょうか？ 

（髙木）はい。市町村単位で、市町幼児教育アドバイ

ザーの育成と園内リーダー研修を行っています。受講

者の「資質・能力・情意」の研修を幼児教育支援セン

ターが主となり、「知識・技能」の研修は福井大学教

職大学院と連携・協働して「福井型幼児教育研修シス

テムの確立」を目指しています。 

 また、「思考力・判断力・表現等」は、実践事例を

書いて持ち寄り、グループ協議を通して多様な取り組

みについて交換しています。「異なる園同士が学びを

共有する」「外部からの刺激だけでなく、それぞれの

園の内側から育つようにする」「アクテｲブ・ラーニン

グ（発意・構想・構築・遂行・省察）のサイクルを繰

り返して実践」し、重層的な「学びあうコミュニテｲ」

ココがポイント！ 認定こども園の実践＆工夫 Part⑦ 

「保育の質を高める！」座談会風 

３法令の改訂により「幼保小の接続」が、今までより重要になってきました。福井県と石川県での幼児教育

センターの取組に関する報告を座談会風にしてまとめました。 

～中部地区編～ 

〇司 会 野田  武 氏（富山県：かたかご幼稚園） 

〇座談者 福上 道則 氏（愛知県：東保見幼稚園） 

〇座談者 日吉 輝幸 氏（石川県：平和学園） 

〇座談者 髙木 薫子 氏（福井県：梅圃幼稚園） 



全国認定こども園協会 会報第 29 号                                      H.29.10.1. 

9. 

 

を構築することを目指しています。 

（野田）グループ協議を「学びあうコミュニテｲ」と

名付けるとは、福井県の先生方の意気込みが伝わって

きますね。ところで、幼児教育アドバイザーや園内リ

ーダーもおかれたと聞いていますが、どんなことをし

ておられますか？ 

（髙木）市町幼児教育アドバイザーには、質向上の核

となり、域内の園への助言等を行う役割があります。

研修内容により、ファシリテーターとして話し合いを

進めながら、参加者に視野を広げてもらい、それを生

かして、園訪問や公開保育等で指導助言を行っていま

す。 

 園内リーダーは、園内研修・研究会を活性化する役

割を担っています。園内だけの偏りや悩みだけでなく、

様々な園種の保育者と事例紹介や意見交換等を行い、

課題に向けた実践的ノウハウを交流し、それを自園に

持ち帰り、自園の質向上に結び付けていっています。 

（野田）幼児教育アドバイザーや園内リーダーは何名

ぐらいおられますか？ 

（髙木）この制度は平成 27年から始まり、平成 28年

までの 2年間で、市町幼児教育アドバイザーは 61名、

園内リーダーは 307名が認定されています。 

 これまで、認定こども園、幼稚園と保育所の考え方

が異なり、実践が一体的に進みにくいなかで、幼児教

育センターは、園種の隔たりなく、研修に参加し、人

材育成を行うことで、保育教諭の質の向上のための貴

重な場となっています。 

（野田）高木先生の園は、その幼児教育センターとど

のように関わっておられたのですか？ 

（髙木）自園の地域が「福井県保幼小接続カリキュラ

ム事業」のモデル地区であったために、幼児教育セン

ターに協力する形で策定に関わってきました。公立小

学校を中心に公立の幼稚園や保育園、私立の保育園や

認定こども園も協力しました。平成 27 年度文部科学

省委託「幼児教育の質向上に係る推進体制等構築モデ

ル調査研究」が正式名称だと思います。 

 園内リーダーに関しては、平成 27 年度（１期生）

と今年度（３期生）に一人ずつ派遣しました。４～５

回ほど県が行う研修会に園の事例を持って出かけま

した。 

 また、年に１～２回、幼児教育アドバイザーが３名

ほど（市の保育専門官、公立認定こども園長、私立保

育園長等で構成）、チームを組んで自園の保育を見学

に来られ、同席した園内リーダーや園長、主任等に保

育について気づいたことを助言して行かれました。 

 今年は、6月 29日に市町アドバイザーの活動を見る

ために、文科省の幼児教育課長や県の幼児教育センタ

ーの指導主事が、幼児教育アドバイザーと一緒に自園

に視察に来られました。良いところを見つけて職員の

やる気を出させるような内容の助言でした。 

（野田）お話を聞いていますと、福井県では、幼児教

育センターの活動は地道に根付いていますね。富山県

はこのような動きが全くないのですが、石川県はどう

でしょうか？ 
 

 

（福井県：市町幼児教育アドバイザーの活動報告の様子） 

 

●石川県の幼児教育推進体制構築事業 

（日吉）石川県では、平成 28 年度より文科省のモデ

ル事業である「幼児教育の推進体制構築事業」に採択

され、私も当協会県支部長として、地元学識経験者、

保育者養成校、幼稚園団体、保育所団体、小学校校長

会等、代表の方々と共に、同事業準備委員会の一員と

して参画させていただいています。 

 石川県では、「保育教諭・幼稚園教諭・保育士に対

する研修事業」「幼児教育アドバイザー事業」「幼児教

育と小学校教育の円滑な接続事業」を前述の事業の３

つの柱としています。 

（野田）具体的にどのようなことをしておられるので

すか？ 

（日吉）はい、３年計画の初年度は、幼稚園・保育所・

認定こども園から推薦を受けた３施設の視察を行い、

幼児教育アドバイザーの養成に向けた検討を始めて

います。 

 今年度は、保育所・幼稚園・認定こども園の各団体

から推薦を受けた幼児教育アドバイザー候補者が、県

内で抽出した４０か所の施設を順次視察を行うこと

になっています。 

（野田）幼児教育の推進体制構築事業が徐々に進んで

いて羨ましいですね。 

 

●富山県支部研修事業 

（福上）羨ましがることないですよ。官製の事業より

も、当協会富山県支部として、独自の研修会を開かれ

たじゃないですか。中部地区会長として招待されまし

たが、富山支部会員の皆様の熱気を感じましたよ。 

（野田）そうですか。３法令改訂の策定委員のお一人

である國學院大學教授の神長津子先生をご紹介いた

だいた、副支部長の蜷川徳子先生と協議し、半日研修

なので、「３法令改訂のポイント」に絞りました。 

（福上）講師の神長美津子先生から、３法令改訂のポ

イントだけでなく、今後どういうことに気をつけなけ

ればいけないのかを指摘してもらったことはよかっ

たですよ。 

（野田）そうですね。今後の幼児教育を考えるキーワ

ードとして、「質の高い幼児教育の保証」「小学校との

円滑な接続」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

の他に「主体的・対話的で深い学び」「アクテｲブラー

ニングの視点」「カリキュラムマネージメントの確立」

が重要になると思いました。 



全国認定こども園協会 会報第 29 号                                      H.29.10.1. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『処遇改善とキャリアアップ』 

今年度から「技能・経験に応じた保育士等の処遇

改善の仕組み」として、キャリアアップによる処遇

改善が行われることになった。これまでの処遇改善

は、基本的に施設のすべての職員を対象に、職員の

平均経験年数や賃金改善・キャリアアップの取組に

応じた人件費の加算を行うものであった。これに対

して今回の処遇改善は、技能・経験を積んだ職員に

係る追加的な人件費の加算となっていることから、

従来のものを処遇改善Ⅰ、今回のものを処遇改善Ⅱ

と区別している。 

 処遇改善Ⅱには、①経験年数が概ね７年以上の中

堅職員を対象に月額４万円の処遇改善、②経験年数

が概ね３年以上の若手職員を対象に月額５千円の

処遇改善という２通りがある。いずれもキャリアア

ップのための研修を受けることが要件とされてお

り、前者は複数分野の中から４つ以上、後者は担当

する職務分野の研修を受講しなければならない。専

門的な技能や経験に応じた処遇改善であるため、月

額４万円や５千円を手当として支給し、賃金改善を

図ることになる。 

 細かいことは省略するが、保育所（２号・３号関

係）や幼稚園（１号関係）に関する処遇改善Ⅱにつ

いては、厚生労働省文部科学省からある程度具体的

な内容が示されているものの、認定こども園につい

ては内閣府からほとんど何も示されていない。２

号・３号関係と１号関係を合わせればいいと思われ

がちだが、それぞれについて例示されている研修分

野や実施主体、職務名なども違うため、認定こども

園の現場では戸惑いが拡がっている。 

 特に、研修分野に関しては、２号・３号関係が①

乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・ア

レルギー、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・

子育て支援、⑦保育実践、⑧マネジメント、１号関

係が①教育・保育理論、②保育実践、③特別支援教

育、④食育・アレルギー、⑤保健衛生・安全対策、

⑥保護者の支援・子育ての支援、⑦小学校との接続、

⑧マネジメント、⑨制度や政策の動向となっている

が、１号・２号・３号すべてを対象とする認定こど

も園（とりわけ幼保連携型）の場合、これらの分野

をどう整理し体系化すればいいのか。若手職員を対

象とした分野別リーダーはともかく、ライン職を担

う中堅職員の場合、単純に２号・３号関係と１号関

係を足して考えればいいというわけにはいかない。 

 このたび改訂された教育・保育要領では、幼保連

携型認定こども園として特に配慮すべき事項とし

て、「入園した年齢により集団生活の経験年数が異

なる園児がいることに配慮する等、０歳から小学校

就学前までの一貫した教育及び保育を園児の発達

や学びの連続性を考慮して展開していくこと」「園

児の一日の生活の連続性及びリズムの多様性に配

慮するとともに、保護者の生活形態を反映した園児

の在園時間の長短、入園時期や登園日数の違いを踏

まえ、園児一人一人の状況に応じ、教育及び保育の

内容やその展開について工夫をすること」などを挙

げている。 

 こうした配慮事項を踏まえた質の高い教育・保育

や子育て支援を行うためには、認定こども園に固有

の研修が行われなければならない。しかしながら、

例えば「保育実践」「マネジメント」などは、２号・

３号関係と１号関係の両方に挙げられているけれ

ども、どちらも認定こども園には十分にフィットし

ないのではないか。また、都道府県が主体となって

研修を実施する場合、都道府県社会福祉協議会や既

存の保育団体に研修事業を委託するケースも少な

くないと見られるが、こうしたケースでも認定こど

も園の職員（特に保育教諭）にとっては十分な技能

を習得できるかどうか疑問が残る。 

 ２号・３号関係については、厚労省が保育士等キ

ャリアアップ研修ガイドラインを示しているが、１

号関係については幼稚園の場合、研修体系が整って

おり、既存の研修の活用や過去に受けた類似の研修

履歴も有効という考えから、文科省としてガイドラ

インを示す予定はないと見られている。しかし、固

有の研修体系も整っておらず、施設数も決して多く

ない認定こども園にこそガイドラインが必要では

ないかと筆者は考えている。全国認定こども園協会

が有益なキャリアアップ研修を行うことも重要だ

が、国（内閣府）ももっと積極的に対応することを

期待したい。 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●今年は大きな節目の年となりました。要領と指針、所謂

３法令の改訂と、処遇改善加算Ⅱの二つです。 

●前者は、幼保小の円滑な接続が大きな目玉となっていて、

カリキュラムマネジメントの成否が幼保小の円滑な接続に

響きます。「ココがポイント座談会」では、福井県などの幼

児教育センターでの実践例を紹介しました。 

●後者では、2、3 号がキャリアアップ研修が望ましく、1

号は既存の研修が有効とされていますが、幼保連携型認定

こども園サイドから不備な点を吉田先生が「風見鶏」で指

摘しておられます。また後者対象の中堅職員に関して、秋

田先生がリーダーシップについて述べておられます。 

●宮本先生や松崎先生が認定こども園の役割に大きな期待

を寄せておられ、気がひきしまります。（tube@ninkoen） 

 

 


