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前回は、幼稚園教育要領と保育所保育指針は、同じ公

示文書（官報に公示される法的性格＝守ることが義務づ

けられる文書、守らなければならない程度はさまざま）

であっても、根拠が法律と省令という違いがあって、い

わば格が異なっているということ、そして幼稚園教育要

領が文字通り「教育」についてのガイドラインなのに、

保育所保育指針は「保育」（教育）だけでなく､保育所運

営のガイドラインの内容もかなり入っているので、実際

は保育及び運営の指針というべきものになっているとい

う違いがあること､そのため幼保連携型認定こども園教

育・保育要領を二つをくっつけてつくるといっても､くっ

つけ方に自ずと工夫が必要になっているということを指

摘しました。 

 今回は、その工夫の手法について説明しますが、その

前に、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」という

名称について説明しておきます。 

 どうして「保育要領」あるいは「教育要領」というわ

かりやすいシンプルな名称にしなかったのか。これはこ

の文書を策定するための国の会議でも論点になりました。 

 ご存じと思いますが､戦後最初につくられた保育のガイ

ドラインは「保育要領」という名称でした。これは倉橋

惣三氏らがアメリカのヘファナンらともにつくった最初

の指針でした。内容は実にあたたかくやさしい文書で、

今でも十分に通用することがたくさん書いてあります。

ただ、これは幼稚園、保育所の区別をしていないもので

したので､幼稚園の方が自分たちだけの要領をつくりた

いということで準備し、１９５６年に幼稚園専用の指針

を発表しました。そのときその名称をそれまで「保育」

と言っていたのを止め「幼稚園教育
．．

要領」としました。

これ以来、幼稚園の方は自らの実践を「教育」というよ

うになりました。それまでは幼稚園は学校教育法にある

ように「保育」をするところという言い方にこだわって

いたのですが、保育所が「保育」という言葉を使い始め

たので､区別する必要が生じて、一方でそれに不満を表明

しつつ他方で「教育」という言葉に先に切り替えたわけ

です。学校教育法はこの要領より前にできていましたの

で、幼稚園がこだわってきた「保育」という用語が学校

教育法には残っています。 

 それはともかく、この幼稚園教育要領が告示化された

のは１９６４年東京オリンピックの年でした。その前に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼保を一元化すべきという世論が高まったので､当時の

文部省と厚生省が協議したのですが、簡単には一元化は

できない､そのかわりに幼稚園の教育内容（保育内容）と

保育所の保育内容を基本的に同じにする､それによって

一元化に近づけるということを明確にして、それを両省

がそれぞれ通達を出して知らしめたのです（保育七原則）。

そしてまず幼稚園教育要領を告示化し、その次の年（１

９６５年）、保育所の指針を作り､それを通知しました。

その名称は「保育所保育
．．

指針」でした。この指針は１１

章構成で（平成２年に１２章、平成１１年に１３章）、幼

稚園の３章構成とはかなり異なっていましたが､その中

の各年齢の保育の内容のうち３歳以上の部分は、基本的

に幼稚園教育要領の保育内容をコピーしたものでした。 

 幼稚園の方は告示文書（法的性格を持った文書）にな

り、保育所は局長の名の通知文書（参考にしてほしいと

いうガイドライン）という性格の違いがこの 1965年から

生まれることになったのですが､同じ保育内容に基づく

実践を幼稚園は「教育」と言い、保育所は「保育」とい

う慣行がここから始まったわけです。幼稚園はそのため、

自らの実践が「教育」であることを明確にする努力をし

なければならなくなったとも言えるでしょう。 

 

２． 

 今回、新制度策定に向けてつくられた改訂「認定こど

も園法」の「第二章 認定こども園に関する認定手続等」

の最初の条である第３条には次のような記述があります。 

「一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園

教育要領（学校教育法第二十五条の規定に基づき幼稚園

に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二

項において同じ。）に従って編成された教育課程に基づく

教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該

幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第三十九

条第一項 に規定する幼児に該当する者に対する保育を

行うこと。」 

「二 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育

を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育

を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども（当該施

設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在す

る市町村（特別区を含む。以下同じ。）における児童福祉

法第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要

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 〒343-0117 埼玉県北葛飾郡松伏町田中 1-7-27 電話 048-993-3711 

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

『「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」をひも解く！』 

＜第２回＞ 汐見
し お み

 稔
とし

幸
ゆき

 氏（白梅学園大学学長） 
認定こども園の「保育の質の向上」のためには、「教育・保育要領」をどう読み 

込み、職員間でどう共有するかと考えている園長先生が多いと思います。 

そこで、汐見先生に３回の連載をお願いして、解説をしてもらいます！ 
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の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。）

を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法

第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行

うこと。」 

と書いてあります。 

 幼稚園が母体の幼保連携型認定こども園では、満 3 歳

以上児に対して、午前中を中心とする４時間は「教育」

を行い、午後の一時保育を選んでいる子どもには「保育」

を行う､となっています。 

 それに対して保育所を母体する幼保連携型認定こども

園では､満三歳以上の保育を必要とする子どもには「保

育」を行い、保育を必要としていない満３歳以上の子に

は「学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成され

るよう」に「保育」を行うとされています。ここで午前

中中心に行われる｢保育｣と今見た幼稚園が母体のこども

園の午前中中心に行われる｢教育｣は、先に見たように基

本的に同じであることが期待されていますので、この二

つは基本的に同じ内容でなければなりません。 

これを見てもわかるように、ここでいう「教育」と「保

育」は内容的に異なるものを指しているわけではありま

せん。保育所が母体となったこども園では､保育を必要と

しない子ども、つまり４時間を基本とする子どもは､幼稚

園児と同じはずなのに､母体が保育所であると「保育」を

受けることになっているのです。その「保育」は学校教

育法で幼稚園の目標とされている（２３条）のと同一内

容で、幼稚園では「教育」といっているものです。 

 わかりやすく言うと、保育所が母体の認定こども園で

は、幼保連携型であっても、また内容が幼稚園のめざす

ものと同じであっても、そこで行う営みはすべて「保育」

といい、幼稚園を母体としているこども園では、そこで

行う営みを午前中は「教育」といい、午後は「保育」と

いっている､ということになります。 

 ですから、私たちは、法律では幼稚園に属するメンバ

ーの実践は「教育」と呼び、保育所に属するメンバーの

実践は「保育」といっていると理解するのがいいと思い

ます。決してそこに価値的・内容的な違いを認めている

のではないのです。同じ営みを、場によって区別するた

めに｢教育｣｢保育｣と使い分けていると考えてよいのです。

ですから｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣とい

う名称は、幼稚園が母体のこども園ではそこで行う意識

的な育ての行為を｢教育｣といい、保育所が母体のこども

園ではそこで行う意識的な育てを｢保育｣というと法的に

規定されているので｢教育・保育｣要領といっているだけ

です。 

 

３． 

 さて、本題です。 

 ｢教育・保育要領｣は、幼保連携型認定こども園は、当

然､幼稚園と保育所の大事な機能を併せ持った施設です。

ですから、そこにおける実践の指針となるものは、幼稚

園教育要領と保育所保育指針のそれぞれの内容をあわせ

もった内容とするのが合理的です。 

しかし、これまで述べてきたように､幼稚園教育要領

（以下要領）の第２章の「ねらいおよび内容」は保育所

保育指針（以下指針）の第３章「保育の内容」の大切な

部分は基本的に同じになっていますが、全体の形式は大

きく違っています。法的性格もやや異なるということは

前回述べたとおりですが、それ以外に要領が全体で３章

立てなのに、指針は７章立てになっているという点でも

大きく異なります。そのため併せ持つ内容にするといっ

ても形式をどうするかで悩むことになります。 

 まずその形式の違いを確認しておきましょう。 

幼稚園教育要領は 

第１章 総則 

第１ 幼稚園教育の基本 

第２ 教育課程の編成 

第３ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育 

活動など 

第２章 ねらい及び内容 

健康/人間関係/環境/言葉/表現 

第３章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後 

等に行う教育活動などの留意事項 

第１ 指導計画の作成に当たっての留意事項 

第２ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育 

活動などの留意事項 

となっています。 

 少し補足しておきますと、２章は５領域の各領域ごと

に「１．ねらい」と｢２．内容｣のあとに「３．内容の取

扱い」という項があり、「上記の取扱いに当たっては，次

の事項に留意する必要がある。」と数項の留意事項が書か

れていて、わかりやすい構造になっています。 

また３章は指導計画をつくる際の留意事項が書かれて

いる章ですが、一般的な留意事項の他に｢特に留意する事

項｣という欄が設定され､そこで、障害、行事、幼小連携

などの問題が特記されているという構造になっています。 

要領は、最低限の原則的なことを書き、どう具体化す

るかはある程度現場にまかせるという構造と考えてよい

と思われます。 

それに対して保育所保育指針の方は次のような内容構

成になっています。 

第一章 総則 

第二章 子どもの発達 

第三章 保育の内容 

第四章 保育の計画及び評価 

第五章 健康及び安全 

第六章 保護者に対する支援 

第七章 職員の資質向上 

要領と比べると､１章は要領の１章｢総則｣に対応し､３

章が要領の２章「ねらい及び内容」に対応し､４章が要領

の３章「指導計画及び・・などの留意事項」に対応して

いることがわかります。ただ、指針の４章は要領の３章

に比べて､かなり詳しく書かれています。これは告示化さ

れて､保育所も保育過程、指導計画等をていねいに策定、

作成しなければならなくなったことをきっちりと伝える

ためと考えられます。 

指針３章の｢保育の内容｣は要領の２章「ねらい及び内

容」に対応しているのですが、要領とはやや異なった形

式を採っています。要領は各領域ごとに｢内容の取り扱

い｣をかなり詳しく書いているのですが、指針は５領域ご

とに｢ねらい｣と｢内容｣を列挙した後、まとめて４つの｢配

慮事項｣を記述しています。４つとは「(一)保育に関わる

全般的な配慮事項」「(二)乳児保育に関わる配慮事項」

「(三)三歳未満児の保育に関わる配慮事項」「(四)三歳以

上児の保育に関わる配慮事項」です。このうち四の｢三歳

以上児の保育にかかわる配慮事項｣は幼稚園等の子ども

に対応するわけですから、配慮事項も基本的に同じであ

る方がいいと思うのですが､配慮事項として実際に書か

れているのは、指針は９項目で、要領の合計２２項目ほ
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ど詳しくは書いていません。 

この点は微妙です。指針は要領に比べて､章数も多く、

全体の字数も多くなっていますので､この配慮事項もで

きるだけ大事なことだけに､と絞ったのでしょうが､その

結果、要領は５領域に基づく教育・保育の内容について

相対的に詳しく書いているのに比し､指針はさほどでは

なく、バランスが異なるという結果になっています。こ

の辺りに､幼稚園が教育機関であるということの証を明

らかにするという意思が感じられます。 

ところで、指針は０，１，２歳児の保育も含むため､

要領を参考にするだけではすみません。０歳児保育、３

歳未満児の保育については、指針が独自に書かねばなら

ないということです。これは要領には出てこないものだ

からです。 

実は２００８（平成２０）年に改訂される前の保育所

保育指針（告示化される前）、全部で１３章ある長い指針

だったのですが、その中には｢第三章 六ヶ月未満児の保

育の内容｣｢第四章 六ヶ月から一歳未満児の保育の内容｣

｢第五章一歳三ヶ月から二歳未満児の保育の内容｣・・と、

年齢、月齢ごとの保育の中身について、かなり詳しく書

かれていたのです。各章には｢１発達の特徴｣「２保育士

の姿勢と関わりの視点」｢３ねらい｣「４内容」「５配慮事

項」が書かれていました。告示化のための改訂で、これ

が全部カットされて、今見たように３章の後ろに「配慮

事項」として数項目書かれているだけになりました。こ

れは大きな問題といわねばならないでしょう。こども園

に移った幼稚園の参考には十分にならない可能性がある

からです（続く）。 

 

 

 

 

 

 

●「認定こども園補償制度」のお知らせ 

当協会の会員向けの 

「認定こども園保険」です。 

「相手方への補償（※休日保

育事業・子育て支援事業・園長

保育事業も対象となります。）」

と「園児のケガの補償」のセ

ット保険です。 

 

【お問い合わせ】 

事務局℡048-993-3711 

 

＜今後の予定＞ 

・1 月 23 日（土） 「第２回 トップセミナーin 大阪」 

会場：大阪総合保育大学 

・2 月 25 日（木）、26 日（金） 

「ステップアップ研修会Ⅱ」 

会場：TKP 赤坂駅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
子ども・子育て支援新制度の 

社会的な意義＜２＞ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

駒村
こまむら

 康平
こうへい

 氏（慶応義塾大学教授） 
  「なぜ今、制度の改正が必要なのか？」と 

思っている方も多いのではないでしょうか。 

経済学者・駒村先生に、改めて新制度について、 

解説していただきます。 
 

『子ども子育て新制度への道』 

１．安定財源がネックとなった保

育政策 

 前回は 1990 年代前半の非正規労

働者の増加が少子化に与えた影響

について議論しました。今回は、90

年代後半から子ども子育て支援新

制度の成立まで考えたいと思いま

す。 

 90年代の社会保障行政の大きな課題としては、50代を

前にその多くが都市部に住む団塊世代にとって大きな不

安要素になり始めた介護の問題と少子化の問題の２つが

あった。介護の方は 90年代、10年間をかけて議論して、

介護保険を 2000 年に導入し、大きな充実が行われたが、

少子化対策の方はなかなか拡充が進まなかった。89 年の

1.57 ショックに代表される出生率低下が大きな課題に

なっており、その原因として、子育てと仕事の両立が困

難なこと、保育サービス不足は大きな問題になっていた。

政府は、1994 年にはエンゼルプランを発表し、保育所の

増設、時間延長・休日保育などについて数値目標を設定

した。また、また 1997 年には、児童福祉法が改正され、

保育所サービスの利用は、親の施設選択が可能になり、

さらに措置の性格が後退、契約の性格が強まったとされ

る。1999 年度には、エンゼルプランの見直しがなされ、

「新エンゼルプラン」が策定されたが、その内容である、

「保育サービス等子育て支援サービスの充実」、「仕事と

子育ての両立のための雇用環境の整備」、「教育に伴う経

済的負担の軽減」などは今日も依然として克服できてい

ない課題のままである。 

やはり飛躍的な保育サービスの充実を図るためには、

安定財源の確保は不可欠であった。そのため「育児保険」

といった社会保険料で保育サービスの安定財源を確保し

ようという考え方も存在した。この構想は、保育サービ

ス拡充の目的税として社会保険料を充当するという考え

第 2 回！ 
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であるが、「子どもを持つことがリスクなのか」という誤

解があり、支持が広まることはなかった。またバブル崩

壊後の不況のなか、介護保険に加え、別の社会保険制度

を作るということのハードルや介護保険という大掛かり

な仕組みの準備が進むなかで、厚生労働省内の政策人的

資源も不十分であり、育児保険構想が十分に検討される

ことはなかった。その後、2001年からの待機児童ゼロ作

戦、2003 年「少子化社会対策基本法」、2005 年度からは

「子ども・子育て応援プラン」(新新エンゼルプラン)が

実施されたが、財源確保の壁が大きく立ちはだかること

になった。 

２．新制度のへの道 

状況が大きく変わったのが、2007年の厚生労働省の少

子化特別部会からである。少子化特別部会では、大掛か

りな保育制度の改革が提案された。介護保険のサービス

提供の仕組みを参考にし、要保育認定の考え方、公定価

格、上乗せ料金、公的契約など子ども子育て支援新制度

の原型が提案された。その後、2009年 9 月に民主党政権

が発足すると、子育ての議論は、幼保一元化と子ども手

当の構想とこの特別部会の提言が、一体的に議論される

ことになる。関連する省庁も厚生労働省、財務省、総務

省、文科省となり、財源や権限を巡る複雑な議論が行わ

れるようになる。その一方で、民主党も行政改革だけで

は、財政再建や持続可能な社会保障制度の確立が困難な

ことを理解するようになり、社会保障目的の消費税増税

の機運が高まるようになる。2010年の社会保障改革に関

する有識者検討会で社会保障目的の消費税の投入先に年

金、医療、介護に加え子どもが加わることになり、この

議論と並行し、消費税による財源確保を前提とした幼保

一元化・保育新制度を議論するための内閣府の子ども子

育て新システム検討会議で新システムの原案が作られる

ことになる。 

最終的には、2012年 6月民自公の三党合意で、新シス

テムの案のうち、幼保一元化が後退し、また民間保育所

には措置制度を残す修正が行われ、現在の子ども・子育

て支援新制度に修正されることになる。そして、社会保

障制度改革国民会議で社会保障・税一体改革が成立し、

そのなかで新制度の導入が固まる。 

３：未完成の新制度 

このように 2007 年からの保育制度の改革は急激なも

のであり、参加した関係者も本当にこの改革は実現でき

るのか不安を持ちながらもなんとか新制度の完成にたど

りついたわけであるが、制度が理想形になっているわけ

ではない。新制度の最大の弱点は、労働政策との連携が

不十分な点である。正規労働者のみならず非正規労働者

へも育児休業の利用が拡大し 0 歳時保育や短時間勤務が

可能にならないと、過剰な保育サービス需要が生まれ、

新制度に過大な負担がかかることになる。本来は、企業

の努力を促すために、育児休業などの両立支援に消極的

な企業に対してはペネルティーとして、子ども子育て支

援新制度に充当される負担金を求めるような仕組みを導

入すべきであったと思う。また保育の質の向上の予算

3000億円が確保されていないことも大きい。新制度スタ

ート以降、保育サービスの需要は増大し、保育サービス

量も増えているが、保育士が不足し、それがサービス供

給のさらなる拡大のボトルネックになっている。保育の

質は保育士の確保がカギになる。また家族や子どもは虐

待や障害、アレルギーなど多くの新しい課題を抱えてい

る。保育士の配置の拡充と確保のための財源が確保され

ていないことがここにきて大きなアキレス腱になってい

る。 

新制度は、１）すべての子どもに良好な成育環境を保

障し、その成長の可能性を広げること、２）子どもの貧

困を防止すること、３）仕事と子育てを両立させること

が目的となって準備されたはずである。新制度はスター

トしたものの、まだ理想の姿には遠い。政府そして関係

者全員で新制度の完成を目指していく必要がある。 

 
●『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 
 

 

●アンケート調査にご協力を！ 
 ～「認定こども園満足度調査」を実施予定～ 
 今年度、協会の調査広報委員会では、「認定こども園

の満足度調査」を行う予定（1 月予定）としています。 

・アンケート対象 ①保護者調査 

          ②設置者・園長調査 

以上の対象から、施設や保護者の要望や意見を把握し、

認定こども園が一層積極的に活用されるように、調査を

実施します。 

 各認定こども園へアンケート調査用紙が配布されます

ので、お忙しいと存じますが、どうかご協力賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

●「認定こども園 動向調査アンケート集計結果」 

 ６月に実施したアンケートですが、集計結果を当協

会のHP上で公開しております。多くの方々のご協力

を頂きました。誠にありがとうござました。 
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「いよいよ認定こども園の時代！」 

 

宮島
みやじま

 香澄
か ず み

 氏 

（日本テレビ報道局解説委員） 

 

８年ほど前から国の少子化

対策の議論に参加し、子育て新

制度につながる話し合いにも

関わったので、難産の末スター

トした新制度、そして柱の認定こども園には、大変大き

な期待を持っています。それは「すべての子どものため」

の、「いろんな家庭で育つ子ども、それぞれに応じた」

子育て支援が今度こそ本当に始まると思うからです。 

 

私の２人の息子が保育園にお世話になった１０数年前、

当時も子育て支援に関わる方々はとても熱心で「すべて

の子どものため」はスローガンでしたが、保護者の私は

スローガンと違ういろいろな分断を感じていました。保

育園関係者と幼稚園関係者は考えが違い、保育園の中で

も認可と認可外、認可の中でも公立と私立。時に、自分

たちと違うやり方を批判する声も耳にしました。我が家

がお世話になっていた都下の公立認可保育園は１８時お

迎えで１９時までの延長枠はなかなか入れず、残業が少

しでもあるフルタイムだと二重保育などを余儀なくされ

るため、時間がきっちりした公務員や公的な仕事の家庭、

近くに親が住んでいていざという時のお迎えを頼める家

庭が多い状況でした。二重保育を避けるために認可外を

選択すると、事業者・保育士は一生懸命でも公的な支援

が少ないことの影響はあり、保育料が高めで自治体の目

配りも限定的でした。極端にいえば、労働条件を子ども

に合わせることができたり、親の助けがある人のほうが

公的支援を受けた保育園に入る選択ができ、例えば、ど

うしても深夜に預けざるを得ない家庭の子どもの受け皿

はいい環境が難しい。。。。。そんな風に見えました。

「残業がある仕事をしたいなら、子どもは持つなってこ

となのね」と言っている友人もいました。仕事で取材し

ていた国のお財布を握る人たちもそう感じていたようで、

団体による言い分がバラバラなことや、「本当に困って 

 

 

 

 

 

 

いる子どもに届いていない」「自分たちの庭先だけ良け

ればいいのでは」という批判が、当時、子育て支援への

財源投入を阻んだ面があったと思います。 

また、小学校に入ってからは、学童保育に通う子ども

と帰宅して過ごす子どもで、人間関係が分かれがちなの

が気になりました。受け皿が少なかったから硬直的だっ

た面もありますが、目と鼻の先にある小学校の施設がな

ぜ使えないのか、専業主婦家庭の子と遊ぶには学童保育

をやめるしかないのか、といった疑問や悩みがありまし

た。現在は、別々だった文部科学省と厚生労働省の施策

が統合する方向があり、こうした悩みがだいぶ解消に向

かっているようで嬉しく思っています。 

  

今回の新制度は、経緯の中で複雑化した面や課題は残る

ものの、まずは、認定こども園はじめ多様な形で子育て

支援を進めようとしています。少子化対策が進まない壁

のひとつ財源の問題でも、子育て支援は国の最優先課題

という認識がだんだん広がってきました。子育てに関わ

っている人は「そんなの当然」と思うかもしれませんが、

高齢化が進む日本では、選挙においても「医療・年金・

介護」を求める高齢者の声が大きくなりがちで、口では

子育て支援は大事と言いながらなかなか十分な財源が子

育てに来ませんでした。今回は、消費増税の延期があっ

ても子育て支援はまずは優先されました。今後子育て新

制度が多くの人から見て「良くなった」「優先してよか

った」と思える状況になれば、さらに財源を確保して量

も質もアップする動きにつながると思います。過渡期の

今、現場の皆さんもいろいろなご苦労がある中ですが、

新制度をしっかり理解し、保護者にもよく知ってもらっ

て、改善を重ねていただきたいと思います。 

 

 最近、若い後輩の保育園探しの話を聞いていて、いろ

んな形態の園やサービスを並べて検討する姿に隔世の感

がありました。いわゆる「保活」の大変さは相変わらず

ですが、選択肢が限られ保護者にうれしい工夫が「親の

わがまま」と言われたころから見ると。。。。すごい！ 

子どもたちを大切にすることはもちろんですが、仕事

と子育ての板挟みになることも多い若いご両親も幸せな

気持ちで過ごせるように、子育て終盤戦にかかってきた

私も、今の立場でできることを頑張ろうと思っています。 

「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 ⑫ 
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「認定こども園にブレーキがかかる日？」 

 子ども・子育て支援新制度の施行に伴って、認定こ

ども園の数は前年の 1360か所から 2836か所へと２倍

以上も増えた。とりわけ、幼保連携型は 720か所から

1931か所へと 2.7倍近く増加した。新制度２年目とな

る来春も、認定こども園に移行する施設は相当数に上

ると見られる。 

 しかし、一見順調に認定こども園が増え続けている

ように思えるが、例えば多くの待機児童を抱える自治

体地域では、幼稚園からの移行に積極的な一方、保育

所からの移行に難色を示したり、逆に保育所の影響が

強い地域では幼稚園からの移行がなかなか認められ

なかったりといった問題状況が生じている。あるいは、

認定こども園への移行こそ認められたものの、待機児

童が多い地域では保育所から移行する際に、１号認定

の利用定員をゼロないし数人に抑えられるといった

こともしばしば耳にする。 

 そればかりか、認定こども園に熱心でない自治体や

予想外に認定こども園への移行が多かった自治体な

どの中には、来年度以降の認定にブレーキをかけそう

な気配のところもあるやに聞く。 

 そもそも新制度においては、認定こども園への移行

を促進するとの考えから、単に需要と供給のバランス

を図るという需給調整に任せるのではなく、少なくと

も既存の保育所や幼稚園からの移行に関しては、実際

の需要や需要の見込みに加えて、「都道府県計画で定

める数」を加え、それに達するまでは認可・認定する

よう求めている。この場合の「都道府県計画で定める

数」というのは、既存施設の利用状況や認定こども園

への移行希望などを踏まえて設定する。 

 既に存在する保育所や幼稚園、認定こども園といっ

た各施設の利用状況に関しては、例えば保育所や幼稚

園に比べて認定こども園のほうが定員充足率（在園

率）が高い場合、その地域の保護者ニーズは認定こど

も園にあると考えられるため、たとえ既存施設の供給

量が需要の見通しを上回っていた（つまり供給過剰）

としても、まだ認定こども園への移行を増やしてもい

いと判断できる。認定こども園への移行希望について

は、市町村ごとに行った認定こども園への移行希望調

査を都道府県で集約し、第１期の計画終了期間である

平成 31 年度までに移行を希望もしくは検討する施設

をカウントして、「都道府県計画で定める数」に反映

させる。ただし、利用定員に関しては、市町村とも協

議して必要以上に供給過剰にならないよう配慮する

ことになっている。加えて、地方版子ども・子育て会

議で検討して、行政側だけの都合で認定が安易に抑制

されないようにすることが求められている。 

 その趣旨は、既存の保育所、幼稚園から認定こども

園への移行を希望する場合、認可・認定基準を満たす

限り認可・認定が行われるようにすることにある。と

ころが、実際にはこうした考えが必ずしも徹底されて

おらず、認定こども園への移行に対して抑制的な姿勢

を示す自治体が既に見られつつある。来年度に認定こ

ども園がさらに増えることになれば、そうした自治体

がさらに出てくる可能性も否定できない。 

 仮に「都道府県計画で定める数」を適切に設定した

としても、その数に達したときは認定こども園が基本

的に打ち止めとなり、それ以降は保育所も幼稚園も移

行できないということになる。これは筆者の私見だが、

利用定員をほとんど変更しない範囲で認定こども園

への移行を認めることはできないものか。例えば、あ

る幼稚園の利用定員が 100人として、実際には預かり

保育を利用していて２号に移れる子どもが 20 人、満

３歳児が 5人いたら、１号を 75人、２号を 20人、３

号を 5人という形で、地域の需給状況に影響のない範

囲で認定こども園になることも不可能ではないと思

うのだが…。 

 

 
【編集後記】 

●新制度がスタートしてから、半年以上が経ちま

したが、皆様はどのようなスタートを切っていま

すか？協会に寄せられている意見として、最初の

頃は、「窓口業務（入所の決定や途中入園など）」

の所で混乱があったように感じますが、今では「公

定価格の加算」について混乱が生じているように

聞きます。経営者側の不安は絶えませんね。 

●今回、アドバイザリー･ボードのコーナーで、宮

島香澄氏（日本テレビ報道局解説委員）に寄稿してもらい

ましたが、保育業界以外の声を聞くと、この新制

度はとても大切で、期待を寄せているのだなと感

じます。子ども・子育て家庭・地域の期待に応え

るためにも、大変ですが、行政と経営者と共に制

度を整えないといけないですよね。（九州男児） 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 


