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◎日  時  平成２７年６月５日（金） 

１０：００～１１：３０ 

◎場  所  全社協 灘尾ホール 

◎審議事項 

第１号議案 平成２６年度事業報告について 

第２号議案 平成２６年度収支決算 

並びに監査報告について 

第３号議案 平成２７年度事業計画（案） 

第４号議案 平成２７年度収支予算（案） 

第５号議案 理事の選任（補充）について 

 

※上記の議案が審議され、特に異議なく 

了承されました。 

 

＜報告＞ 

・地区会、支部組織について 

・「認定こども園園長・副園長ステップアップ 

研修会」について 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

代 表 理 事 あ い さ つ 
≪新制度元年を迎えて≫ 

 

「子ども主体の保育への 

細やかな心構え」を！ 

 

代表理事 若
わか

盛
もり

 正城
まさしろ

 

（埼玉県こどものもり） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「認定こども園教育・保育要領」は、従来の幼稚

園教育要領と保育所保育指針の整合性を確保した

新たな内容です。 

その中心として位置付けられているのは「子ども

主体の教育・保育」です。また今年度より実施され

た「こども・子育て支援新制度」の運用でも、認定

こども園の理念として「子ども主体」であり、「環

境を通して行う」ことの重要性が明記されています。 

 

 

 

 

 

 

このことから、次代を担う子どもたちが、自らの

興味や関心を持って「主体的に取り組んでいく」た

めの環境のあり方が課題となっていきます。 

その上で、あらためて「子どもを取り巻く環境は

保育室のみでなく、保育者及び自然界などのすべて

が学びの場」と位置付けていくことが大切ではない

かと思います。 

 

～子ども主体の保育を生かす「３つのポイント」～ 

●１つ目のポイント・・「ノイズからの脱却」へ 

保育者には「園生活は小さな社会と同じ」である

ことを子ども達に伝えていく役割があります。その

一つが「ノイズ（雑音）」からの脱却です。お互い

が居心地良く過ごしていくためのマナーとして、自

分自身が発する「音」が、他の子や園全体に騒々し

さや不安定感に繋がる原因になっていることに気

づくことであり、また保育者も問題としていくこと

が重要です。 

そこで、その解決の一つとして、保育者は日々の

保育の中で、穏やかで丁寧な言葉かけや心配りの繰

り返しをしていくことで、子どもの心に少しずつ穏

やかな雰囲気の心地よさが生まれ、園全体に広がっ

ていくことを知っておくことです。集団生活を通し

てお互いがノイズではない生活の大切さを伝えて

いくには、「保育者（大人）自らがホッと落ち着け

る環境を整え、ノイズ（雑音）ではない穏やかな声

掛けの心地良さを繰り返し伝えていくこと」です。 

 

●２つ目のポイント・・「豊かな心を育む 

自然界との共存」を  

幼稚園設置基準での運動場は「運動会等で集団活

動を体験する施設」とされています。しかし「環境

を通して行う教育・保育」の実践を大前提とする認

定こども園では「運動場を“園庭”（子どもの心を

育む庭）」と位置付けていくことにより“季節感や

自然感”を感じ、「豊かな心を育てる空間」として

生かしていくことが重要だとしています。 

子どもの生活で最も基礎となるものの一つが「自

然界との共存」です。園庭から見上げる広い空や季

節を感じさる木々や動物や草花。雨や風や暑さや寒
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さ、更には眩しい太陽や夜の星や月、野菜や果物な

ど全て私たちの心を豊かにし、さらには命を育む大

切な原動力になっていることを教えてくれている

教材です。学びの場は室内のみではなく、たくさん

の自然との出会いがすばらしい教材となっていか

れるよう保育計画に取り込んでいくことが必要で

す。心豊かな感性が身につく子は他へのやさしさや

思いやりのわかる子に育っていきます。保育者の為

せる技です。 

 

●３つ目のポイントは・・「魅力ある保育者を 

めざして」へ 

子どもから見て「魅力ある保育者」とはどのよう

な姿なのでしょうか？子どもは保育者をアイドル

と思っていて、良くも悪くも真似をします。憧れら

れる保育者像はどのような姿を言うのかを常日頃

より意識していくことが大切です。「温かな笑顔」、

「いつも自分のことを観てくれている」、「えこひい

きをしない」、「やさしくお世話をしてくれる」等々。

逆に、「自分の気持ちをわかってくれない」、「命令

や指示される」「声をかけても聞いてくれない」等々。

子ども主体と言いながら、知らず知らずにみんなと

同じことを同じようにさせてしまう保育者との出

会いを強いられた子は、大人になっての生き方に大

きな差が出てくるのではないかと心配です。 

次代を担う子ども達が夢や希望を持ち、｢自分の

興味や関心事に一生懸命に挑戦していく子ども｣、

「他を思いやれる子」、「感謝できる子」を育ててい

くことと同時に、子どもたちから「憧れられ、魅力

ある保育者｣をめざし日々努力していくことを心よ

り願っています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（H27 年度 子ども・子育て会議委員 就任あいさつ） 

『これからの認定こども園を考える 

～当協会が目指す認定こども園～』 

副代表理事 王寺 直子  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○平成２７年４月より子ども・子育て新制度が施

行されました。それに伴い全国各地の幼稚園・保育

所で「認定こども園」の看板を掲げ、新たな乳幼児

施設として取り組む施設が増えてまいりました。 

この制度が出来上がるに至り、多くの有識者や関

係施設並びに内閣府・文部科学省・厚生労働省の皆

様方が長い時間をかけ議論されて出来上がったも

のです。当協会の古渡副代表も委員の一人として、

認定こども園の立場だけでなく、この国の未来を見

据えた発言で、この制度改革作成を牽引してきたの

は皆様方もご存じのとおりです。本当に改めて施行

へのご尽力いただきました皆様方に感謝申し上げ

たいと思います。 

しかし、この子ども・子育て会議は制度を作るこ

とで終わりではなく、この制度が正しく理解され運

用されていくのかを評価し改善していく会議でも

あるのです。国でも継続して子ども・子育て会議が

始まり委員のメンバーも変わることになりました。 

そこでこの度、新委員として古渡副代表に変わり、

王寺直子副代表が務めさせていただくことになり

ました。 

 私自身もまた会員の皆様方も、この大役を担うに

値するかと不安視されていることと思いますが、任

命をお受けした以上、皆様方のご協力を仰ぎながら、

精一杯頑張りたいと思っておりますので、どうぞ、

宜しくお願いいたします。 

 この制度施行が始まった４月は全国各地で大混乱

が起こり、この制度の理解や取り組む姿勢に施設も

また各自治体にもばらつきがあり、多くの問題が露

出しておりました。 

幼稚園にとっては給付や加算請求など、今までに

ない業務への理解や事務手続きなどで困惑し戸惑

いがありました。保育所においても同じような違い

を受け入れるという事が求められていたかと思い

ます。子ども・子育て会議ではこのように混乱して

いる状況に基づき改善策を求める意見を述べるこ

とも大事ですが、私はこれまで協会が一貫して言い

続けてきた「子ども・子育て支援制度」の意義、理

念を常に根底に置き、未来を見据えた「すべての子

ども達の最善の利益」の為の意見を述べていきたい

と考えております。 

 この制度は、大きく言えば「この国の子ども達の

豊かな育ちを社会全体で荷い、この国の未来をつく

る」ためのものだと私は思います。高齢者と同じよ

うに地域全体で考え取り組む、言い換えれば「地域

包括保育ケアシステムの構築」、子育ての社会化へ

の取り組みで、認定こども園は地域と様々な施設と

をつなぐ架け橋となりうる、いえ、ならねばならな

い使命があると考えています。 

 此の使命感を持ちながら、会員皆様方のご意見を

反映した発言をしていきたいと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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１． 

 これから３回にわたって、「幼保連携型認定こども園教

育・保育要領をひも解く！」という題で、幼保連携型認

定こども園教育・保育要領を解説していきます。読むこ

とで、大事なことが見えてきたという記述を目指したい

と思います。 

 

 まず、1 回目では、この「要領」というのはどうした

性格の文章なのかということを説明しておきます。やや

こしい法律文書が続きますが､がまんして読んでくださ

い。わかりにくいときは申し訳ありませんが、二度、三

度と、できれば声を出して読んで、そういうことかと理

解した上で先に進んでください。法律文書はそうした読

み方が要求されるものなのです。 

 

 さて、本題ですが、「幼保連携型認定こども園法」（正

式には「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律」）の第十条に「幼保連携型認

定こども園教育・保育要領」の策定にかかわる以下の記

述があります。 

 

「第十条  幼保連携型認定こども園の教育課程その他の

教育及び保育の内容に関する事項は、第二条第七項に規

定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が

定める。 

２  主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども

園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

を定めるに当たっては、幼稚園教育要領及び児童福祉法

第四十五条第二項 の規定に基づき児童福祉施設に関し

て厚生労働省令で定める基準（同項第三号 に規定する保

育所における保育の内容に係る部分に限る。）との整合性

の確保並びに小学校（学校教育法第一条 に規定する小学

校をいう。）における教育との円滑な接続に配慮しなけれ

ばならない。」（下線部汐見） 

 

 いきなりややこしい文章で恐縮ですが、読んでいて、

何でこんなややこしい書き方をするのかな、と思いませ

んでしたか。 

 

 幼保連携型認定こども園というのは、認可された幼稚

園と認可された保育所を併せ持つ施設ですから､教育及

び保育の内容に関する事項を定めるに当たってはそれぞ

れで行う保育の内容を定めた基本文書である「幼稚園教

育要領」及び「保育所保育指針」との「整合性」を「確

保」する、とシンプルに書けばよいはずです。しかし実

際にはそう書かれていません。「幼稚園教育要領及び児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉法第四十五条第二項 の規定に基づき児童福祉施設

に関して厚生労働省令で定める基準（同項第三号 に規定

する保育所における保育の内容に係る部分に限る。）」と

の「整合性」を「確保」すると書いてあるのです。なん

とややこしい書き方でしょう。 

 

じゃあここで指定されている「児童福祉法第四十五条

第二項」には何と書かれているのでしょうか。引用しま

しょう。 

「第四十五条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び

運営について、条例で基準を定めなければならない。

この場合において、その基準は、児童の身体的、精神

的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保

するものでなければならない。」 

「○２  都道府県が前項の条例を定めるに当たって

は、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める

基準に従い定めるものとし、その他の事項については

厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 

一  児童福祉施設に配置する従業者及びその員数 

二  児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他 

児童福祉施設の設備に関する事項であって児童の 

健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働 

省令で定めるもの 

三  児童福祉施設の運営に関する事項であって、保育 

所における保育の内容その他児童（助産施設にあ 

つては、妊産婦）の適切な処遇の確保及び秘密の 

保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発 

達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定 

めるもの」 

認定こども園法第十条には「・・・（同項第三号 に規

定する保育所における保育の内容に係る部分に限る。）と

いう但し書きがついていますから、上記の中で適用され

るのは「三」だけ、つまり「児童福祉施設の運営に関す

る事項であって、保育所における保育の内容その他児童

（助産施設にあつては、妊産婦）の適切な処遇の確保及

び秘密の保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な

発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定める

もの」だけということになります。要するに「保育所の

保育の内容」・・・「として厚生労働省令で定めるもの」

ということで、これは実際には「保育所保育指針」のこ

とを指します。 

 

 なあんだ、やはり「保育所保育指針」のことではない

か、ということなのですが、ではどうして素直に「幼稚

園教育要領及び保育所保育指針」と書かなかったのでし

ょう。ここに幼稚園教育要領と保育所保育指針との法的

『「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」をひも解く！』 

＜第１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！ 

新連載！ 
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な扱いの違いという問題が浮かび上がってきます。 

 

 幼稚園教育要領と保育所保育指針が、法律でどう位置

づけられているのかをみてみましょう。 

 幼稚園教育要領の方は、学校教育法施行規則の 38 条に

次のような規定があります。 

「第三十八条  幼稚園の教育課程その他の保育内容に

ついては、この章に定めるもののほか、教育課程その

他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示す

る幼稚園教育要領によるものとする。」 

 つまり幼稚園教育要領は、学校教育法の施行規則で策

定が義務づけられていて、文部科学大臣が別に告示する

文書として位置づけると明示しています。幼稚園教育要

領の根拠は学校教育法という法律で、その施行規則に大

臣の責任でつくって告示するものとされているわけです。 

 保育所保育指針の方はどうでしょうか。こちらは今見

たようにちょっと屈折しています。「児童福祉法第四十五

条第二項 の規定に基づき児童福祉施設に関して厚生労

働省令で定める基準」というものがまずある。その基準

にしたがって保育の内容について別に「厚生労働省令」

で文書を作成する、と書いています。これが「保育所保

育指針」だと読めるのですが、この基準は以前の言い方

でいうと「最低基準」、現代では「児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準」という「省令」がまずあり、その

「基準」の内容に沿って保育内容等の基準を作り、それ

を「省令」で告示する、という構造です。 

 つまり保育所保育指針の方は法律に直接根拠をおいて

策定されているわけではなくて、別の「省令」の指示に

従った「省令」という位置づけなのです。 

 これは、法の世界では大きな違いになります。片方は

きちんとした法律に規定されたもので、どうしてこの要

領が必要なのかときかれたら、学校教育法という法律の

施行規則につくれと書いてあるからと説明できるのです

が、指針の方は、法律に直接つくれと書かれているわけ

ではなく、児童福祉施設はこれだけの内容を満たさねば

ならないという諸々の基準が省令としてあり、その省令

に沿った省令としてつくると書いてある、と説明される

わけです。保育所保育指針も告示文書なのですが、幼稚

園教育要領のように法的な根拠のある告示文書ではなく、

大臣が「省令」に基づく「省令」として定めた指針とし

ての告示文書なのです。従って指針の法的な格は要領よ

りも下になります。 

 

ややこしい説明になりましたが、これで、幼保連携型

認定こども園の保育の内容についての基本文書（要領）

を策定する際に、要領と指針で別の扱いというか書き方

をした理由がおわかりいただけるのではないでしょうか。 

①幼保連携型認定こども園の教育・保育要領を幼稚園教

育要領と同じように法的に根拠のあるものにするために

「認定こども園法」という法律の第十条でそのことをま

ず規定したのですが、 

②その文言の中に出てくる幼稚園教育要領はもともと法

的根拠のある文書だからそのまま載せても格の齟齬が起

こらないものの、保育所保育指針の方はそのままでは法

的に一つ格下の文書になりますので、併記すると格の齟

齬が生じてしまいます。 

③そこで指針の方を法的に根拠のある文書に近づけるた

めに、「児童福祉法第四十五条第二項 の規定に基づき児

童福祉施設に関して厚生労働省令で定める基準」という

言い方で、こちらも児童福祉法に間接的に根拠を持って

いることを示そうとしたわけです。 

つまり法的に根拠のある告示文書と省令にしか根拠の

ない告示文書を同等に扱うわけにはいかないので、素直

に｢保育指針｣と書かず、児童福祉法に（間接的に）根拠

のある文書、と書いたわけです。 

 

２． 

もう一つ、このことに関連して問題にしなければなら

ないのは、幼稚園教育要領は｢教育｣にかかわる要領（要

領はもともと、course of study の訳語であった学習指

導要領からきたもの）なのに、保育指針は「設備及び運

営に関する基準」を基にした｢指針｣であるということで

す。つまり幼稚園教育要領のように、保育（教育）の内

容（目標、方法も含めて）の基準だけでなく運営の基準

も書いてある、ということです。 

幼稚園は学校教育法に 

「第 22 条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の

基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やか

な成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達

を助長することを目的とする。 

「第 23 条 幼稚園における教育は、前条に規定する

目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう

行われるものとする。 

1．健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な

習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 

2．集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度 を

養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、

自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養う

こと。 

3．身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養

い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽

生えを養うこと。 

4．日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じ

て、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を

理解しようとする態度を養うこと。 

5．音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通

じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。」 

と、目標が法律で規定されていますが、保育所にはこう

した規定は児童福祉法にも他の法律にもありません。 

 つまり保育所の方がまだ法的な整備が不十分であるた

め、設備や運営に関する法的整備も不十分になり、その

ため、保育指針という文書に｢設備や運営｣に関する内容

があちこちに書かれざるを得ないという構造になってい

るわけです。このうち｢設備｣の方は省令、条例である程

度整備されてきていますので、指針には｢運営｣指針がい

くつかに分けられて書かれています。 

 幼稚園教育要領が 3 章立てなのに、保育指針が 7 種立

てになっているのは、そうした内容上の違いがあるから

です。もっとも、幼稚園教育要領にも、例えば保護者支

援や預かり保育など、本来の｢教育｣ではなく新たに必要

になってきたサービスについて書かねばならなくなって

きたため、それらの内容を書く場所つまり納めどころが

なく、｢配慮事項｣に書くようになってきていて、配慮事

項が次第に膨らんでいくという問題も出てきています。 

 

認定こども園教育・保育要領は、こうした矛盾のある

二つの文書をくっつけているわけです。どうくっつけた

か、次回に見てみたいと思います。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

子ども・子育て支援新制度の 

社会的な意義＜１＞ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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、改めて新制度の意義に 

ついて、解説していただきます。 

 

 

 

今年 4 月に、大変な難

産の末に生まれた子ど

も・子育て支援新制度が

スタートした。新制度は、

戦後の子育て支援政策の

なかでも最大級の制度変

更であり、制度も複雑な

ため現場での混乱も不安

視された。結局、大混乱というほどでもなかったが、

どうにかスタートできたという状態であろう。保育

士不足の深刻化や多数存在する待機児童など従来

制度からの問題は依然として解消されないままで

ある。また、新制度は、当初の構想からはだいぶ異

なったものになっているのも事実である。 

これから 3回にわたって、子ども・子育て支援新

制度が目指した社会的な役割に遡って考えていき

たい。第一回目は、新制度発足の背景から始めたい

と思う。 

 

１ 子ども子育て支援新制度以前 

いかなる制度も同じであるが、認定こども園、保

育所、幼稚園といった子育てを巡る制度もまた社会

の一つの仕組みに過ぎない。社会の仕組みが変化す

るなかで、既存の制度は時代に応じた改革が求めら

れることになる。これは子育てに関係する制度でも

例外ではない。 

まず、子ども・子育て支援新制度以前の子育て制

度、すなわち幼保二元モデルを、その全盛期から見

てみよう。 

1990年代前半までの日本社会の中核は年功賃金、

長期雇用慣行で特徴づけられる「日本型雇用慣行」

であった。年功賃金下では途中の転職・退職は不利

であり、日本の男性・正社員は一つの会社で長く働

く傾向があった。労働者と企業は運命共同体となり、

企業の業績を上げるために男性正社員は長時間労

働をいとわなかった。他方、多くの女性は結婚・出

産を機会に退職した。そして、高齢者や子どもとい

った家族の世話は女性が担うことになっていた。こ

の状態を「性別役割分業」といい、それを体現する

のが「専業主婦世帯」であった。専業主婦世帯の子

どもは、3歳以降から日中の就学前教育の場として

幼稚園に入学した（専業主婦・幼稚園利用の世帯）。

他方、少数派の共働き世帯や一人親世帯の子どもは

保育所を利用した（共働き・一人親・保育所利用の

世帯）。つまり、「日本型雇用慣行→性別役割分業・

専業主婦世帯→幼保二元モデル」という労働と子育

ての間で制度間の連携が存在した。重要なことは、

多数派だった「専業主婦・幼稚園利用の世帯」が「正

しい生き方」で、少数派だった「共働き・一人親・

保育所利用の世帯」は間違った生き方とかそういう

価値判断は存在しないという点である。一部に「専

業主婦・幼稚園利用の世帯」の正当性を主張するた

めに、この世帯を「日本古来の伝統的な家族モデル」

と位置づけたり、あるいは「三歳児神話」を利用す

る動きもあったが、いずれも何ら根拠はない。「専

業主婦・幼稚園利用の世帯」が「正しい生き方」と

考えるのは一種のイデオロギーに過ぎなかった。 

 

２ 社会構造の大変化 

 日本型雇用慣行は、金融システムによって強化さ

れていた。企業はメインバンクを持ったり、企業間

で株の持ち合いを行い長期的な企業利益を追求す

ることができた。長期的な企業利益を追求するなか

で、従業員を長期に雇用し、時間をかけてその能力

を高めるという視点から日本型雇用慣行が定着す

ることになった。 

しかし、90 年代前半のバブル崩壊によって状況

は一変する。バブル崩壊のなか、従来の企業間の株

の持ち合いは縮小し、外資からの乗っ取りを防止す

るために高い株価を維持しなければなくなった。こ

の結果、企業は短期の利益の重視するようになり、

長期的に従業員を育てる余力がなくなり、日本型雇

用慣行を縮小されていく。95 年に経団連が企業中

核人材は日本型雇用慣行の対象にするが、それ以外

は労働市場から専門職や派遣・非正規労働者として

新連載！ 
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確保すればよいという方針を示したことにより、日

本型雇用慣行の縮小は明瞭になる。以降、日本型雇

用慣行の対象者は絞り込まれるようになり、同時に

非正規労働者が急増していく。また、バブル崩壊後、

長期に続く不況のなかで、正社員でも収入も減少、

さらにリストラのリスクにさらされるようになる。 

この 90 年代半ばのタイミングで、人口の多い団

塊ジュニア世代が就職、結婚期を迎えるようになっ

た。しかし、彼らは就職機会に恵まれず不安定な非

正規労働者になるものが増加した。 

非正規労働者は結婚の機会に恵まれず、他方、正

社員も失業・減収リスクのなかで結婚しても共働き

を選ぶものが増えた。育児休業制度の整備が遅れ、

保育所も不足していたため、子育てと仕事の両立は

困難となり、出生率の低下が続いた。 

人口の多い団塊ジュニア世代の未婚率上昇、出生

率の低下は、日本の人口構造に大きなゆがみをもた

らした。それは、急速に高齢化率を高め、人口減少

要因となり、今日の社会保障制度の不安定化と財政

赤字の原因になっていく。 

 

次回、この 90 年代の議論された幻の子育て制度

改革の議論から、子ども子育て支援新制度への道の

りを紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

●「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】 

協会事務局へ℡048-993-3711 

●『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 

 

 

●協会の活動予定（１０月以降） 
・10 月 10 日（土） 岩手県支部 

「認定こども園研修会」 

会場：奥羽キリスト教センター チャペル 

・10 月 29 日（木） 岩手県支部 

「副園長・主幹教諭対象公開保育」 会場：未定 

・10 月 30 日（金）、31 日（土） 東北地区会 

「地域活性化研修会」 

会場：山交ホール／山形国際ホテル 

・10 月 31 日（土） 関東地区会 

「現場職員向け研修会」 会場：東京家政大学 

・11 月 9 日（月） 栃木県支部 

「県外視察」学校法人栄光学園（予定） 

・12 月 19 日（土） 北海道地区会 

「地域活性化研修会」 

会場：札幌医学技術福祉専門学校（予定） 

・1 月 7 日（木） 福島県支部 

「職員研修Ⅱ（グループ討議）」 会場：未定 

・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」東京会場 

会場：TKP 赤坂駅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

 

 

●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。 
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～ 地域の特色を生かし、想いの広がる 

園をめざして ～〔宮崎県日南市〕 

幼保連携型認定こども園 

あがた幼稚園・四季の森こども園・にじ色の海こども園                

伊豆元 精一 氏 

 

 認定こども園は機能を求められていますが、より大

切にしたいものは「想い」です。子どもたちが、どの

ような想いを心に残し、巣立った後でも園・地域を故

郷として感じてくれるかが大切なことではないかと

思っています。  

 いくつかの想いをもとに、３つの園で取り組んでい

る事例をあげてみました。 

 

１ 木育からの想い 

宮崎県は杉の生産量日本一です。地元素材を生かし、

杉材を積極的に活用しています。 

(1) 園舎・ホール・教材を杉材（飫肥杉）で 

木のぬくもりの中で生活することのメリットは 

数多くあります。園舎を木造で、園庭には、四季 

を感じる樹木や草花が子どもたちの心を癒やし、 

自然への関心を高めていま

す。 

また、現在の技術では木

造 2 階建ても準耐火構造で

建てることができます。 

◆事例～森のユートピア館(上写真)、ニルスの館、 

     木香里ホール、四季の森こども園園舎、 

     杉の日時計、杉のままごとセット等 

(2) 遊びの中で木を生かす 

杉材で、立体的な構造の遊具を造る

ことによって、子どもたちの体力が大

幅に伸びました。〔ゆうき橋、森のス

カイタワー（右写真）〕 

また、縦 15cm、横 3cm、厚さ 1cm の杉材積み木は、

市の特産物として注目され、市内の全認定こども園・

保育園・幼稚園で活用され、市飫肥杉課との合同研修

会も開かれました。今では、小学校に入学する全児童

に、立方体の杉材積み木セットが無料で配布され、学

習でも生かされています。 

幼児期の遊びと小学校の学びが木育を通して連携

されています。 

 

２ 食育からの想い ～ 地元の特産を園活動で 

太陽の恵みをうけ、海幸山幸の豊かな宮崎の特産を

園活動の中に生かしています。そして、保護者の協力

に感謝しています。就労にかかわらず入園できるよう

になったために、地域の一体感が増しました。 

◆事例 

①菜種油づくり(菜の花→菜種あやし→菜種油→菜園 

の作物を油を調理) 

②黒砂糖づくり(サトウキビ栽培→黒砂糖へ→餅つきで) 

③ジャンボかぼちゃづくり（地域の祭りに子どもの育て 

たものを出品→ハロウィンで活用） 

 

３ 海育からの想い 

 人口減少が続く小さな港町の園です。この園がなく

なったら小学校もなくなります。地域の命の園を守り

たいです。 

(1) 海の町の安心 

埋め立て地であるために、

50mの杭を 14本入れ屋上避

難所付きの 2 階建て園舎を

建築しました。 

(2)海の町だからできる     〔海の見える家〕 

魅力ある地域を発信していくためにも、認定こど

も園として子育て支援活動を生かし、少しでも多く

の人に来園してもらいたいです。 

あくまでも夢、いや目標ですが、水族館をつくり

たいです。海水は、地元の人に相談すれば何とかな

るかな・・・甘い考えの気もしますが。 

 

４ 小学校・未来への想い 

 森のユートピア館で、園児の活動の他に、小学校放

課後児童クラブ、子育て支援、地域高齢者交流を行っ

ています。優しい笑顔が見られます。 

認定こども園は、地域の特色を生かした活動がこれ

までより広がる可能性が高いと感じています。 

乳幼児から小学生、高齢者までが、地域と共に、夢を

もって、優しい心で、幸せな時間を過ごしていただけ

たら嬉しく思います。 

ココがポイント！ 

認定こども園の実践＆工夫 

Part④ 
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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『 新 制 度 と 理 念 』 

 新制度がスタートして約５か月が経った。基礎自

治体である市区町村が実施主体であるとはいえ、市

区町村によって制度の運用がこれほど違うという

のは正直言って驚きである。特に、保育認定のあり

方や１号認定と２号認定の保育料設定、保育標準時

間と保育短時間の保育料設定など、市区町村によっ

て同じ制度とは思えないような違いが見られる。 

 誤解を恐れずに言えば、制度のそのものは論理的

につくられているが、その運用は必ずしも論理的と

は限らず、ともすれば情緒的な要素やステークホル

ダーの利害関係、行政担当部署の意欲や新制度理解

の程度などによって左右されやすい。それが制度と

運用のズレを生じさせる大きな要因ではないかと

思われる。 

 では、こうしたズレをどうやって解消すればいい

のか。筆者は、制度と運用をうまくつなぐのが「理

念」だと考えている。運用が必ずしも期待されるよ

うに行われていない自治体にあっては、しっかりと

した理念が十分に浸透しておらず、多くの関係者の

間で共有されていないのではないだろうか。制度は

いわばツール（道具）であり、ツールを活用してよ

り望ましい運用をするためには理念が必要になる。 

 新制度の理念については、いろいろな捉え方がで

きるが、ここでは①例外のない保育保障、②切れ目

のない支援、③子どもや子育てにやさしいまちづく

り、の３つを挙げておきたい。「例外のない保育保

障」とは、幼児教育や保育を必要とする子どもたち

に対して、質・量とも十分な幼児教育・保育を提供

することである。そのために「保育認定」という仕

組みを導入して、保護者がフルタイムで働いていよ

うと、パートタイム就労であろうと、あるいは専業

主婦家庭であろうと、それぞれの状況に応じて必要

な教育・保育を認定した上で提供することにした。 

 しかし、現実には、例えば２号認定の保育短時間

認定を受けられても、１号認定と一時預かり（幼稚

園型）を利用したほうが保育料負担が少なくて済む

ような保育料設定の自治体もあれば、その逆の場合

もある。これは、明らかに制度の問題というよりは

運用の問題と言わざるを得ない。 

 新制度に移行して、いろいろ問題を生じているケ

ースもあるが、それが果たして制度そのものに由来

する問題なのか、それとも運用における問題なのか

を区別しておく必要がある。そして、もし運用上の

問題であるのであれば、やはり理念に立ち返って、

改めて理念を確認・共有して運用改善を図ることが

求められる。 

 新制度は、上述した３つの理念に基づいて、すべ

ての子ども・子育て家庭に対する必要な支援（幼児

教育や保育の提供、在園児保護者や地域の在宅子育

て家庭への支援）を総合的に行う。この総合的な支

援は、認定こども園をはじめ、保育所や幼稚園、小

規模保育など多様な施設・事業の組合せによって展

開される。ただ、総合的な機能を持つ認定こども園

だけは、単独でこれらの支援を提供することが可能

である。それだけに、認定こども園には、３つの理

念に裏打ちされた運営が求められる。 

 幼稚園や保育所といった既存施設から認定こども

園に移行する場合も同様で、少なくとも上述した３

つの理念に基づいた施設運営や事業展開ができる

かどうかを確認しなければ、認定こども園として十

分に機能することはできない。極論すれば、「応諾

義務は受け入れたくない」「１号認定は設定しない」

「３号認定の保育はできればやりたくない」「地域

子育て支援にはあまり力を入れたくない」といった

考えを捨てきれない場合、認定こども園には移行し

ないほうがいい、と筆者は考える。 

 

 
【編集後記】 

●今年 4 月に「子ども・子育て支援新制度」

がスタートし、間もなく半年です。「 ここか

ら聞きたい新制度」という面もありますが、

微力ながら「良いものにしたい新制度」とい

う信条で汗をかいていきたいものです。 

 

●今号では、汐見先生、駒村先生はじめ寄稿

くださった先生方には、多岐にわたるこれか

らの指標を頂戴いたしました。 

有難うございます。 

やり甲斐以上の業務内容に重圧を感じて

いますが、全ての子ども達の為に、努力を惜

しまず実践していきたいものです。 

by あゆ 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 


