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 子ども･子育て本部 

参事官 

（認定こども園担当） 

 

 平成３０年４月から幼保連携型認定こども園教

育・保育要領（以下「教育・保育要領」という。）

が施行となります｡ 

  幼稚園と保育所と重なる部分が重要なことは言

うまでもないことですが､今回､幼保連携型認定こ

ども園の独自性が社会に認知されることを願って､

独自の部分である｢幼保連携型認定こども園として

特に配慮すべき事項｣､｢子育ての支援｣について御

説明させていただきます｡ 

  また､幼保連携型認定こども園で勤務される保育

教諭等の５年の特例措置についても改めて御説明

させていただきます｡ 

 

１．新幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

■幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき 

事項 

①満３歳以上の園児の入園時や移行時等の配慮に

ついて記載 

幼保連携型認定こども園の特色の１つとして、２

歳児から３歳児の学級へ移行する園児と、満３歳ま

で家庭で過ごし、その後入園する園児、他の保育施

設等で過ごし満３歳から入園する園児など、それま

での生活や経験が様々な園児が、同じ学級の園児と

して生活するようになることが挙げられます。 

一人一人の園児が安心して園生活を始められる

よう、家庭や他の保育施設等との連携や園内の引継

ぎを円滑に行い、それまでの経験や発達の過程等を

把握し、発達や学びの連続性や生活の連続性を大事

にしながら受け入れる態勢を整える必要がありま

す。また、新たな学級を編制していく際には、新入

園児と満３歳未満から在園していた園児との合流

を段階的に行ったり、保育室の設定を工夫したりす

るなど各園の実態等に合わせ、柔軟で弾力的な対応

や工夫をしていくことが大切になります。その際、

園児だけではなく、保護者も安心して新生活を迎え 

 

 

 

 

 

 

 

られるよう、早い段階で保護者との信頼関係を築い

ていく工夫も必要です。 

 

②多様な経験を有する園児同士の学び合いについ

て記載 

 幼保連携型認定こども園には、生活形態の多様な

園児が在園しています。１日の在園時間や期間等が

異なり、生活のリズム等も一人一人違う。園や家庭、

地域などで経験する内容も様々であり、興味の示し

方や感じ方、その表現の仕方等も多様となります。

そのため、これら多様な園児の様々な遊び方や価値

観等が重なり混ざり合うことで、面白い遊び、魅力

的な遊びが生まれます。 

これらのことを踏まえ、園児同士が共に育ち、学

び合いながら、豊かな経験を積み重ねることができ

るよう、一人一人が日々経験していること等の実態

を把握すること、そのための保育教諭等の間での丁

寧な情報伝達が重要になってきます。また、個々の

力を発揮し、互いに刺激し合いながら、豊かな遊び

が創り出されるような意図的、計画的な環境構成の

工夫をしていくことが重要です。 

 

③長期的な休業中やその後の教育及び保育の工夫

等について記載 

幼保連携型認定こども園の満３歳以上の園児の

長期的な休業中は、家庭や園など、園児が主として

過ごす生活の場が異なります。そのため、長期的な

休業中やその後の、園での生活が円滑に進められる

よう、様々な工夫を凝らす必要があります。 

例えば、家庭や地域の実態等を踏まえ、その時期

にしかできない活動を計画したり、外部の人材を活

用したりなどの工夫をすること、また、その期間中

の、保護者への情報提供や配慮の要請、園庭の開放

など、園児の実態に応じた工夫をすること、保護者

からの情報収集や、長期的な休業中の活動の把握な

どにより、それぞれの多様な実体験からの経験を、

その終了後等の園での生活に生かすことなど、様々

な工夫が考えられます。 

 

■子育ての支援全般に関わる事項 

○幼保連携型認定こども園の特性を生かした支援 

 幼保連携型認定こども園の施設・設備は、子育て

の支援の活動にふさわしい条件を多く備えている

とともに、専門性を有する職員が配置されており、

これらを十分に活用することが重要です。 

 

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/ 
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■幼保連携型認定こども園の園児の保護者に対す 

る事項 

○多様な生活形態の保護者同士の相互理解や、園の

活動等への参加の工夫等 

多様な生活形態の保護者がいることが、幼保連携

型認定こども園の特色の一つであり、各園の創意工

夫によって、多様な教育及び保育を展開していく機

会にもなり得ます。 

 

■地域における子育て家庭の保護者に対する事項 

○幼保連携型認定こども園の地域における役割等 

 子育ての支援における「予防」的機能も重視し、

保護者との日常的なやりとりや些細な話の中から

悩み等に気付き、声かけをしたり、悩みを打ち明け

やすい雰囲気をつくったりするなど、園によるきめ

細やかな子育ての支援が、保護者の安心感につなが

るようにすることが望まれます。 

さらに、地域の未就園児だけではなく、小・中学

生などが遊びに来るなどいろいろな子どもたちが

つながっていくことができるような、地域の中の核

として、乳幼児期の教育及び保育の中心的な役割や

機能を有していくように、次世代育成の視点も含め

た支援等についても考慮しながら支援体制をつく

っていくことが望まれます。 

 

２．保育教諭等の５年の特例措置 

幼保連携型認定こども園は、改正認定こども園法

において、学校及び児童福祉施設としての法的位置

付けを持つ単一の施設として創設され、その中心職

員である「保育教諭等（主幹保育教諭、指導保育教

諭、保育教諭又は講師（保育教諭に準ずる職務に従

事する者に限る。）」は、「幼稚園教諭免許状」と「保

育士資格」の両方の免許・資格を有することが原則

となっています。 

  ただし、改正認定こども園法の施行後５年間（平

成 27年４月１日から平成 32年３月 31日まで）は、

幼稚園教諭の普通免許状、保育士の登録のいずれか

の免許・資格を持つ者は、保育教諭等になることが

できるという特例措置が設けられています。 

  現在、幼保連携型認定こども園に勤務する保育教

諭等の免許・資格の併有状況は、約９割となってお

り、残り約１割の、いずれか一方の免許・資格しか

持たない者は、特例措置期間が終了するまでに、も

う一方の免許・資格を取得する必要があります。 

  その際、特例措置期間中においては、幼稚園又は

保育所における勤務経験を評価することにより、一

方の免許・資格取得に必要な単位数等を軽減する特

例を設けています。 

  なお、特例に係る講座を実施している機関につい

ては、次を参照してください。通信制の講座もあり

ますので、参考にしてください。 

 

 

・文部科学省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/133

9601.htm 

・厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/tokurei.html 

  また、履修のための受講料の一部を補助する等、

保育教諭確保のための財政支援も文部科学省及び

厚生労働省において設けています。 

特例期間が平成 31 年度までであり、一回の受講

で必ず合格が保障されているものではないことに

鑑みると、遅くとも平成 30 年度中に受講が開始さ

れることが適切と考えます。 

 

３．幼保連携型認定こども園への期待等 

  幼保連携型認定こども園は、在園時間や期間、生

活形態等の違いによる、園児や保護者、機能等の「多

様性」という特徴があります。この特徴を上手く生

かしながら、より質が高く・豊かな教育及び保育を

目指すことが期待されます。 

  新しい教育・保育要領はこうした点も考慮して改

訂されています。今後各園におかれては、教育・保

育要領を踏まえ、幼保連携型認定こども園ならでは

と各園ならではの創意工夫も加えた実践が期待さ

れます。 

  また､子どもがより豊かに育っていける支援を目

指し、これまで制度としては、職員配置の改善を図

ったり、職員の処遇改善を行ったりしています。し

かし、制度として行われる質の向上には限界があり

ます。 

  実際に子どもたちと接し、携わる人間やその施設

が、乳幼児期の教育・保育は生涯にわたる人格形成

の基礎（人間形成）を培うという重要性を改めて感

じ、より質の高い教育・保育を行うためには、何が

必要か、何を行うべきか、日常的に何を心がけると

良いか等、個人で行えること、仲間と行えること、

また、各施設として行えることなどを考え、取り組

むことが重要であると考えます。 

  ここ数年の乳幼児期の教育・保育への関心の高ま

りは、いまだかつてないほどです。自分たちの行っ

ている教育・保育について語れる力も、現場に求め

られていることではないでしょうか。そして、人工

知能の研究等々が進み、子育てに関しても、様々な

形での活用が話題となっています。そのような時代

だからこそ、今一度、専門職としての保育者に必要

な資質能力とは何かということを考えていただき

たいと思います。 

 

（ 安田伸氏は、平成 30年 3月 31日付けで、 

異動になりました。 ） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339601.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339601.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/tokurei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/tokurei.html
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『地域の「人財」を活かした地域支援を』 

 

大日向
おおひなた

 雅美
ま さ み

 氏 

  

恵泉女学園大学学長 

NPO法人あい･ぽーと 

ステーション代表理事 

 

 

2015 年春にスタートした子ども・子育て支援新

制度が、ちょうど折り返し点に立っています。親の

生活スタイルの違いにかかわらず、すべての子ども

に良質な発達環境を保障し、子育てを社会全体で支

えることを目指した新制度の理念を改めて思うと

き、認定こども園への期待もまた大きく膨らみます。

幼保一体の精神を具現化する施設であると共に、地

域支援の拠点としての機能への期待です。子育ては

家庭や親だけ、まして母親だけで担えるものでない

ことは、長年、親の育児困難現象を研究してきた者

の確信です。それでは、だれが、どのように子育て

を分かちあうのかとなると、いまだ明快な解をもち

えていないのが現状であり、それゆえに認定こども

園の果たす役割の大きさを思うところです。 

しかし、認定こども園の保育者だけで地域支援を

担い切れるものではないことも、また事実ではない

でしょうか。認定こども園は専業主婦も働く母親も

共に子どもを預け、育ち合う場。加えて地域のさま

ざまな家庭の子育てにも応えていく場となれば、ス

タッフにも人生経験の多様性と深さが求められま

す。保育の専門性だけで担えるものではけっしてな

いのです。 

ここでご紹介させていただきたいのは、NPO法人

あい・ぽーとステーションが注力している地域の支

援者の養成です。子育てや介護、職業生活等が一段

落した主に女性たちが、地域の一時保育や子育てひ

ろばの見守り・子育て相談等で活躍することを目指

して 2005 年から開始した「子育て・家族支援者」

養成は、港区・千代田区・浦安市・戸田市・高浜市 

 

 

 

 

 

 

で 1800 人余りの認定者が誕生し、各地の実態に即

した活動を展開しています。この養成講座は 2015

年から厚生労働省がスタートさせた「子育て支援

員」制度のモデルとも言われています。 

さらに、2013年からは団塊世代男性を対象に「子

育て・まちづくり支援プロデューサー」養成講座も

開始しています。この世代は高度経済成長を支え、

低成長期の厳しい国際競争を生きてきた方々です。

企業人・職業人として培った技術・経験は社会の大

きな宝。それを地域の親子のために活かしていただ

きたいと願っての企画でした。 

とはいえ、これまで男性にとって地域は無縁の世界。

地域での活動には戸惑いも少なくないはずです。地

域の側も、男性企業人を敬遠する傾向もあります。

現役時代の肩書きをかざして地域にはなじめない

存在だとも言われてきました。しかし、この世代が

仕事を通して築いてきたものは、肩書き人間のプラ

イドだけではないはずです。「営業」「経理」「人事」

「情報システム」「総務」「企画」「製造・技術」、こ

うした部門で磨かれた豊かな発想とスキルと経験、

組織人としての見識が活かされれば、地域も豊かに

なるとの期待をもって始めた試みですが、活動を始

めて 5年余り。今や子育てひろばでの各種プログラ

ムや一時保育等々、その活躍ぶりは当初の期待をは

るかに超えたすばらしいものがあります。親子から

も「まちプロさん」と愛称で呼ばれて、あるときは

祖父的な役割を、またあるときは若い父親たちの先

輩としての相談相手に。さらには経理や書類作成、

事業企画等、NPO活動のバックオフィスとしても大

きな力を発揮しています。これまで女性と子どもだ

けで成り立っていたひろばや地域にまちプロさん

の活躍で新たな風が吹いているのです。  

あい・ぽーとステーションの人材養成はさまざまな

人々に地域の「人財」として活躍していただくこと

を目指したものです。NPOの一つの社会実験に過ぎ

ませんが、認定こども園がこの試みをさらに大きな

うねりに発展させる場となることを、そして、地域

支援がいっそう豊かに展開していくことを期待し

ております。 

「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  №18 
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『ミドルリーダーのリーダーシップ』 

 「リーダーシップ」と言う言葉からは、園長先生

あるいは主任の発揮するリーダーシップを思い浮

かべる方が多いようです。しかし、今回のキャリア

アップ研修で取り上げる「リーダーシップ」は、ミ

ドル対象の保育士の方を対象にしています。第一回

でご紹介しましたように、分散・協働型リーダーシ

ップという観点から、また教育組織イノベーション

論などでは、ミドルからの改革ということがよく言

われています。それはなぜなのでしょうか。 

今回はこの点に焦点を当てて考えてみたいと思

います。 

 

◆ミドルリーダーの４つのＢ 

 まず園において、ミドルならではの特徴は何でし

ょうか。ミドルと言ってもいわゆるチームリーダー

的な方もあれば、今回のキャリアアップ研修では数

年のこれからミドルの人も位置づいています。教師

教育で国際的に著名な、アンテイ・ハーグリーブス

教授らは、教師の専門性を個々人の資質・能力とし

てのリーダーシップを考えるのではなく、協働的な

専門家集団（collaborative professionalism）と

して考える方向性の大切さを指摘し、そのために必

要な要素を「４つのＢ」と呼んでいます。私はこの

教授の考え方に着想を得て、日本の保育におけるミ

ドルリーダーの「４つのＢ」ということをキャリア

アップ研修では、お話をさせてもらっています。そ

れはいわば、あたりまえのことではあるのですが、

ミドルリーダーならではの役割となります。 

 

第一は、数年以上の経験を持っているので、勤務

園の保育の伝統や以前からのあり方を知って学ん

でおり、それを伝承しつつ歴史の下で現状を考える

ことができる「Before」からの教職員と言うことで

す。これは特に私立、民営の多い日本では哲学と保

育方法やカリキュラムのつながりを知るというこ

とや、その園の地域性を知っている事がとても大事

ということになります。歴史的に大切にしたいこと

もあれば、変えられないけれど課題も見え始めてい

るということとも言えます。 

第二には、年齢の若い保育士や職員とも年齢が比

較的近いので、若手の傍で親身になって傍らで話を

聴いたいり相談にのりやすいという「Beside」、ち

ょっとした姉ご、兄貴分と言うところがあります。 

そして第三には、園組織の中で、いろいろな人々

の中間にいる「Between」,つまり中間としての仲立

ち、つなぎ役と言うことがあります。たとえば、自

分を中心として、どのように園の中で園長や副園長、

主任、ミドルと各年齢クラスやその他の職員の方々

とのコミュニケーションの頻度や流れがどのよう

になっているかをみていただくと、ミドルの大切さ

がとてもよく見えてくると思います。園によって、

この情報が双方向やどのようにつながっているか

というコミュニケーションの流れが園の特徴を表

していることも見えてくるでしょう。 

第四には、園を越えて保育の場で今何が起こって

いるか、これから何が必要かにも関心を持つことが

できるだけの多少のゆとりができるということ

「Beyond」です。園の外のことを学んだり、情報を

得たとしても、その中で自園でほしい事柄に注意し、

また持ち帰って実際の実践とどのようにつないで

活かしたらよいかも考えられます。つまり外の風を

園の中に入れるチャンスと言うこともできます。一

般に外からの情報は、園長先生や主任から若手へと

トップダウンに流れると園長先生は思いがちです。

しかし、イノベーションし、澱まない組織では、ミ

ドルからの着想と活力が組織を活性化することが

言われています。反転学習とは、いわゆる教わる内

容を予習して本当の授業では協働で皆で対話して

学ぶような、授業のあり方をこれまでのやり方と反

転するという意味であり、英語で“Flip teaching, 

Flipped classroom”と呼ばれます。組織の中でも

“Flip the system”と言う本も 2016年に出ていま

す。「組織を反転する」というと反発や職位をくつ

がえす組織のような否定的印象を与えがちですが

意味は全く異なります。教育のためには、中間層が

活躍できる民主的組織をどのように作るかを意識

することが、教育のように常に新たな可能性を持っ

た子ども達に柔軟に対応をするのに大切なのです。 

「ネットワークのネットワーク」形成がこれから

の時代には、スタンドアロンコンピュータよりもよ

り有効なように、大事なのです。だから自分でも保

育を行っているメンバーなので具体的な助言をで

『 園 リ ー ダ ー シ ッ プ を 育 む ！ 』 

＜第３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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きる 一緒に考え、行動でき、園の文化を受け継ぎ

つつ、新たに考え、若手に渡すことができるミドル

のリーダーシップを園長のリーダーシップとは分

けて考えてみることが、園でのキャリアオーナーシ

ップをもつために求められているといえます。 

 

◆ミドルが感じている課題から考える 

リーダーシップのあり方  

キャリアアップ研修が始まり、私もいろいろな研

修でミドルリーダーが感じておられる課題とやり

がいや、これからを語り合っていただく研修、そし

てそこから学ばせていただく機会を頂戴してきま

した。その中で、ある地区のキャリアアップ研修で

は、以下のようなことが課題として挙げられました。

挙げられた声も含めご紹介してみたいと思います

が、これは多くの園に通じますし、リーダーシップ

を考えていく時に越えるべき壁だろうと思います。 

 

最初は、業務量の多さや時間の確保が難しく、他

の同僚へ心を配ることの難しさです。これは裏返せ

ば、心を配りたいと思っているが、難しいという責

任感が生まれているとも読み取れます。「クラス担

任をしていることで、自分の仕事が中心になり、周

りを見ることが難しい、まわりに目が向きにくい、

気楽に素直に声がかけられるようなリーダーにな

ることが私の課題です」と保育者の自分と同僚との

間での姉御、兄貴分としての役割との間の難しさと

も言えるでしょう。それには、チームで行う仕事の

時間をどのように生み出すかが問われてきます。勤

務時間＝保育時間と言う発想から、どのようにして

協働の時間を生み出すかと言うタイムマネジメン

ト、また職員接触の空間マネジメントも必要になる

でしょう。それは園長や主任が考えるべき課題とな

っているとも言えるでしょう。 

 

 また第二には、職員同士の関係性を支える風土で

す。「言いにくい、どうせ言っても変わらない、誰

かが悪いと不満ばかりを口にする」といったネガテ

イブサイクルからポジテイブサイクルに代わる転

機は、意見の交流や対話、しかも視点を他のクラス

にもむけての対話です。情報交換はされても意見交

換は少ない、特定の声の大きな人からの意見やそれ

への反発などから対等な意見交換へ、そしてさらに

は、意見だけの交換から、専門の知識や見方・考え

方の協働創造へと向かうことが大切です。関係性を

支えているのは具体的な行動ですから、そこにおい

て交換されるのが、視野の広がりや専門的な理解に

つながることが関係性を変えると言えるでしょう。 

そこでこそ教育のリーダーシップが発揮されま

す。あえて国際的に pedagogical leadership(教育

のリーダーシップ)が強調されることの意味をしっ

かり考えたいと思います。  

 

 第三には、交換や話し合いはされても、共有し、

そこから共通理解に至る所の困難さです。「職員間

の中でも様々な考え方があるので、共通理解という

ところで難しい、取り組み内容・情報などの共有が

できていないので、滞りなく取り組んでいけるよう

にしたい、保育士一人ひとりの考えや思いも大切に

取り入れながらも、みんなで作り上げているという

気持ちや意欲が高まるようにしていきたい」など共

有そしてさらに共通理解という部分での課題です。 

このためには、話し合いから聴き合い、受け止め

あいのリーダーシップが必要になります。共有は能

動性ではなく受容性によって生じるからです。 

 

 また第四には、多様な人々が生かされる組織や保

育の難しさの課題認識です。「職員の能力や年齢な

どを配慮し、そのメンタルのケアに努め、職員一人

ひとりが有意義に仕事に取り組むことができるよ

うにする、得手不得手を把握する必要があり、把握

した上で、どこまで任せるのかの見極めや、確実に

伝わる伝え方をする難しさを常に感じている」とい

った声が上がっています。 

「一人一人の良さを認めて、多様性を活かして」

と言う言葉はきれいな言葉ですが、現実にはお互い

にどのように補い合う目配り、心配り、気配りがリ

ーダーシップにつながるともいえるでしょう。 

 

そして第五は、ミドルの悩みは「現状維持のみで

余り創意工夫をしていないのではないか、どのよう

にしたら、保育士一人ひとりが自信と責任をもって

保育ができるか、日々の保育を、子ども優先の保育

になるようにしていきたい」といった質の向上への

創意工夫での課題と悩みです。こうした感覚をもち

創意工夫をする機会とその見える化がリーダーシ

ップにつながるとも言えるでしょう。ここには保育

者自身が語られた５点の課題を整理して挙げまし

た。これらは一度に全て解決できるものでなく、時

間と共に進行し一部は解決しうるものと言えるで

しょう。それに耐え、やり抜く資質、しなやかに対

応し前向きなマインドセット、これらがレジリエン

スと呼ばれるものです。 

 

ミドルの人たちにミドルリーダーの心得３か条

を考えてもらいました。その２例を紹介します。 

●「失敗を恐れず挑戦してもらおう！話しやすい雰

囲気を作ろう！自ら学ぼう！」 

●「①いつでもどこでも誰とても みんなの絆を深

める、みんなの真ん中ミドルリーダー。②自らも学

び、みんなに伝え一緒に成長ミドルリーダー。③ど

んなことにも興味を持って、内にも外にも目を向け、

広い視野を持てるミドルリーダー」 

皆さんなら、どんな心得を考えられますか。３回

の連載、拙い話をお読み下さり、ありがとうござい

ました。 
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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３回＞ 成澤
なりさわ

 廣
ひろ

修
のぶ

 氏（東京都文京区長） 
            

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、東京都文京区長の成澤氏です。 

 

『官学連携こども園に見る 

子ども・子育て支援の新たな可能性』 

 

 平成２８年４月１日、お茶の水女子大学のキャン

パス内に「文京区立お茶の水女子大学こども園」が

誕生しました。区が設置して国立大学法人が運営す

るという官学連携による認定こども園は、全国初の

取組として注目されています。本事業の実現に至る

経緯や期待される役割等をご紹介しながら、文京区

の子ども・子育て支援政策について述べたいと思い

ます。 

 

●開設に至る経緯 

 文京区は、１９の大学を始めとする多くの教育機

関が立地し、文化の薫り高い文教のまち「文の京（ふ

みのみやこ）」として知られています。これらの大

学と区とが十分な連携を図り、協働しながら地域社

会に貢献することを目的として、学長と区長との懇

談会を毎年開催しています。 

 文京区とお茶の水女子大学は、平成１６年から「相

互協力に関する協定」を結び、学術研究の成果を政

策へつなげるための取組を進めていました。数年前

の学長懇談会の折に、羽入佐和子前学長から「これ

からの女性活躍の時代に、お茶の水女子大学として

取り組みたいことがたくさんあります。その中の一

つが認定こども園です。」というお話をいただきま

した。 

 文京区にとっても、当時区内に認定こども園は１

園もなく、こども園の設置と運営をどのように進め

るかは課題だったので、大学の知見と協力を得なが

ら共に実現できるならこれほどありがたいことは

ないと考えたわけです。 

 そして平成２６年９月２９日、「子育て支援の推

進に関する基本協定」を締結し、認定こども園の開

設を合同記者会見で発表しました。 

 

●事業スキームのメリット 

 「文京区が設置者となって、お茶の水女子大学が

運営主体となる」という事業スキームを採用した理

由は大きく二つあります。 

 一つは大学側の理由として、３歳児以降の研究は

附属幼稚園等でかなり進んでいるけれども、生涯発

達を見据えた０歳児からの教育カリキュラムの開

発など、新たな実践研究の場として認定こども園が

有効と考えておられました。 

 二つめは区側の理由として、保育所待機児童の解

消に向けた保育サービス量の拡充とともに、日本初

の幼稚園を開設するなど幼児教育分野における草

分け的存在であるお茶の水女子大学の研究成果を

還元していただくことにより、区全体の幼児教育・

保育の質の向上にもつなげたいと考えました。 

 こうして双方にとって Win-Winの関係の中、土地

を大学に提供いただき区が設置者として運営委託

費を大学にお支払いするという、新たなこども園運

営の枠組みを作ることができました。 

 

●開設後の運営状況 

 平成２８年４月の開園後は、教職員や大学関係者

のご尽力により、安定した運営が行われてきました。

「つながる保育」をキーワードに「人・遊び・地球・

家庭・地域」のつながりを大切にした教育・保育を

実践しています。地域の高齢者サークルによる絵本

読み聞かせや、地元の町会長による手品の披露など

が継続的に行われているほか、区立中学校の生徒を

職場体験として受け入れるなど、相互に交流を深め

ています。 

大学内の附属幼稚園・学内認可外保育所・こども

園が合同で開催する「お茶大こども園スペシャル研

修会」には、区内の公私立保育園や幼稚園の職員も



全国認定こども園協会 会報第 31 号                                      H.30.3.31. 

7. 

 

積極的に参加し、共に学び合う機会となっています。

また国内外の教育者や研究者からの注目も高く、平

成２９年末までに欧米やアジア諸国など１８か国、

１２０組以上の方々が視察に訪れました。平成２８

年１２月には当時のケネディ駐日米国大使をこど

も園にお迎えしたほか、コートジボワールやブルキ

ナファソなど中西部アフリカ諸国からの研修生と

交流するなど、国際色豊かなお客様と自然に触れ合

う機会があるのも、大学内のこども園ならではの特

長であるといえます。 

 こども園の園舎前にある園庭はあまり広くありま

せんが、大学内の中庭と広場を園庭として使用でき

るように整備していただきました。子どもたちは毎

日のように大学のキャンパス内を散策し、四季の移

ろいを感じたり、小さな生き物を見つけたりなど、

豊かな自然と関わりながらのびのびと過ごしてい

ます。運動会では大学の広い体育館を使わせていた

だいたり、附属中学校から放送設備をお借りしたり

と、大学を挙げて地域の子どもたちを支えてくださ

ることに感謝の思いで一杯です。 

 

●成果の還元 

 今後は、こども園での実践の成果を区内の幼児教

育・保育の質の向上につなげるため、具体的な取組

を進めていきます。その一環として、開園から１年

を迎える平成２９年３月に「第１回お茶大こども園

フォーラム」を開催しました。区内の公私立保育

園・幼稚園関係者はもちろんのこと、日本中の保育

者や研究者が総勢５００名近く集まる中、全職員が

参加者と対話するトークイベントや研究報告によ

り、熱い学び合いの機会となりました。こども園フ

ォーラムは平成 30 年 2 月に第 2 回を実施、今後も

毎年開催していく予定です。 

 このほか、新しくなった保育所保育指針・幼稚園

教育要領の内容を受けて「文京区版幼児教育・保育

カリキュラム」の改定を行うに当たり、検討委員と

してこども園の宮里暁美園長（お茶の水女子大学教

授）にも参加していただくなど、こども園での実践

や大学の知見を還元する取組が始まっています。 

 

●選ばれる自治体であり続けるために 

 文京区でも、待機児童解消は区政における最重要

課題の一つです。残念ながら解消には至っておらず、

保育所を作っても作っても新たな需要が生まれて

いる状況と言ってもよいかもしれません。 

 総務省統計局が発表した平成２９年の「住民基本

台帳人口移動報告」によると、年少人口（０歳～１

４歳）について、転入が転出を上回っているのは東

京２３区中わずか２区しかありません。出生率が伸

びていても、転出入でいうと転出超過の区がほとん

どなのです。そうした中、文京区の年少人口は毎年

転入超過が続いており、超過数は平成２３年以降７

年連続で２３区中１位又は２位にランクインして

います。このことは、文京区で子育てをしたいと多

くの方が思ってくださった結果であると受け止め

ています。 

 子育て世代に選ばれる自治体、住み続けたい自治

体であり続けるためには、保育所や認定こども園の

整備を進めていくのはもちろんのこと、同時に、保

育の量と質のバランスをしっかりと考えていかな

くてはなりません。長時間労働に代表される旧来の

労働環境を前提にした保育園を、文京区の保育・教

育の基本にするつもりはありません。面積基準や有

資格者の配置基準などにおいて、規制緩和による詰

め込みに与するつもりもありません。これからも、

子どもの最善の利益を一番に考え、保育の質を全力

で守っていきます。 

 

●結びに 

－－これからの子育て支援政策と認定こども園 

 文京区では、平成２７年に策定した「文京区教育

大綱」において、従来の幼稚園や保育園に加え、区

立幼稚園の認定こども園化など多様な取り組みを

進めることで、質の高い幼児教育・保育を提供する

ことをうたっています。 

 短時間勤務など働き方の多様化や、就労しながら

幼稚園教育を希望する新たなニーズも増えている

中、幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つ認定こ

ども園は、こうしたニーズに応えるものです。お茶

の水女子大学こども園で得られた研究知見や教育

手法を今後、新しく誕生する認定こども園に活かし

ていくのはもちろんのこと、大学のネットワークや

こども園フォーラムのような機会をとおして全国

にも発信していきたいと考えています。 

 官学連携による認定こども園の運営という先駆的

な施策が、我が国における子ども・子育て支援政策

の新たなモデルの一つとなり、子どもたちの豊かな

成長へとつながるよう、これからも取組を進めてま

いります。 
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（太田）保育の質の向上に重要な園内環境について、

皆さんの取り組みや課題についてお話しいただきた

いと思います。 

 

（永田）当園は栃木県宇都宮市にあります。定員は 

1 号 90 人、2.3 号 70 人の計 160 人です。宇都宮市は

中核市になります。人口は 50 万人程度。毎年減少し

ている状況です。もともと園自体が街のど真ん中にあ

り、ドーナツ化現象で中央区の人口が減ってしまった

ので引っ越しをした、今から 25 年ほど前に少し離れ

た住宅街に引っ越しをしました。 

幼稚園由来ではありますが以前から長時間の預か

り保育を実施していたので、行っていることはほとん

ど変わらず 0～2 歳の人数が増え公にあずかることが

できるようになりました。 

 

（落合）山梨県甲府市に位置し人口は約 19 万人、昭

和 60 年頃から人口減少が進んでいます。南北に長い

地形で市北部が人口減少傾向、南部は農地が多く、後

継者がいないので宅地化が進んでいます。 

園は市の南部に位置し、待機児童はいないが近隣の

園に入れないという問題を抱えています。園の規模で

すが、定員 268 名で 1 号 23 名、残りが 2.3 号定員が

245 名で、現在 253 名の子ども達が通っています。人

数が多すぎると子ども達の環境、職員の負担も大きく

なるので、面積も基準を満たしてはいますが今の 250

名程度が適格だと考えています。 

類型は幼保連携型の認定こども園、由来は社会福祉

法人の保育園です。平成２７年の新制度施行に際して、

認定こども園に移行しました。 

 

（太田）続きまして藤澤先生、お願いいたします。 

 

（藤澤）千葉県八千代市にあります。人口は 193,000

人、北部は農村地帯、南部は新規の住宅、ベッドタウ

ンで構成されています。人口は増えもせず減りもせず

宅地造成が進む一方で昭和 40 年代の高度経済成長期

に開発された大規模団地の住民の高齢化で子どもの

数は非常に減少してます。日本の縮図のような市と言

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来は私立幼稚園に通う子ども達が７割８割残り

が保育園だったのが、現在では半々もしくは逆転して

いるのではないでしょうか。市のほうでは公立の民営

化を進めていますが、0～2歳の待機児童がかなり出て

いる状況です。一方で隣接する市町村同士での保育士

の引き抜き合戦の様相を呈しています。当園でも他人

事ではありません。 

三つの園を運営しており、認定こども園若葉高津保

育園(保育園型)、認定こども園若葉ナースリ・スクー

ル(幼稚園型)、認定こども園八千代若葉幼稚園(幼保

連携型)それぞれ定員は 100 名程度でそれぞれ 1 号 2

号 3号の定員に特徴はあるのだが、一番認定こども園

らしく機能しているのが、八千代若葉幼稚園。1 号定

員 70名、2 号 3 号定員 30 名で組織として運営も経営

も安定していると思います。2 号 3 号が多いと長期休

みの人員配置、有給消化等職員

の処遇改善が不十分になるの

で1号定員を多めで2号定員を

少な目、3号の受け入れは必要

ですが、人員の確保ができない

と非常に厳しいです。本当はも

う少し受け入れたいと思いま

すが。 

 

 

（太田）どちらの園も東京に距離的にもアクセスしや

すいので保育士の都市部の流出、確保に頭を悩ませて

いるようですね。 

 

（落合）幼い頃から一生懸命地元で育てていても大学

から東京に行き、そのまま帰ってこないので一向に地

元に還元されないと言われています。地元では仕事も

そんなに多くないので、一回東京に出るとなかなか戻

ってこないではないかと思います。 

 

（永田） 

職員の新卒の割合が急速に減っているので市内の養

成校にて卒業生が一体どこに就職しているのか調べ

てみたところ、一般企業がとても多いようです。 

都市部にでてしまうのもあるのですが、都市部に出

た結果企業が運営している保育園、企業主導型に流れ

ココがポイント！ 認定こども園の実践＆工夫 Part⑩ 

「園内環境を見直そう！」座談会 
平成 30 年度より施行される「教育・保育指導要領」に踏まえ、各園では認定こども園の保育の質の向上に

力を注いでいることと思います。今回は関東地区の先生方にお集まりいただき、「園内保育環境」を中心と

したテーマで座談会を開催いたしました。 

 

～関東地区編～ 

〇司 会 太田 勝基氏（埼玉県：認定こども園ふたば） 

〇座談者 藤澤  彩氏（千葉県：若葉ナースリ・スクール幼稚園） 

〇座談者 落合 陽子氏（山梨県：認定こども園かほる保育園） 

〇座談者 永田 文子氏（栃木県：さくら認定こども園） 
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てしまっているパターンがすごく多いようです。地元

に残らない、さらに残ったとしても幼稚園・保育園・

認定こども園には戻らないという状況を痛感しまし

た。 

 

（太田）園内環境の充実には人手は必要不可欠です。 

昨今の人材難、採用難の中での皆さんの取り組みをお

聞かせください。 

 

（藤澤）三つの園があり、それぞれ特徴があるのです

が、一斉保育もやるし自由保育の時間もあったりです。

自由保育などという区切りも変ですが、コーナー遊び

をする日もあります。ただ年長になると小学校就学へ

の準備段階でもあるので少し一斉的な話を聞いて理

解するなどの活動を入れていくようにしています。 

小さい子ども達もコーナー保育主体でコーナーも

設定してはいますが先生達がそのコーナーを子ども

の状況に合わせて工夫しておいてくれないと機能し

ません。私が直接行ってコーナーを直していることも

あります。先生達が自ら考えて工夫してやることが出

来にくく今現在改革中です。 

午睡に関しては一人一人の生活リズムに合わせて

いくのですが、昼食に関しては給食室の準備、片づけ

の時間があったりとなかなか個別にはできずに小さ

いクラスは早めに年齢で大体の時間を決めています。

まだまだ改善の余地があり、子ども一人一人を大切に

すると同時に認定区分に関わらず、様々な保育時間の

お子さんにも細やかに対応できるように改善中です

ね。 

園庭の環境についてはグランドが割と広いのでグ

ランドゾーンや築山ゾーンとかゾーンで遊べるよう

になっています。また 3歳未満児についてはまたゾー

ン区切られており、築山や果樹が植えてあったりとわ

りと恵まれた環境でやっています。 

 

（永田）基本的に大切にしていることは年齢に関係な

く、一人一人の成長に合わせた保育の実践です。長年

モンテッソーリ教育をずっとやっ

てきて悩み続け、その子その子の育

ちに合わせた環境の設定と保育者

の関りとそこに子どもがどう関わ

っていくかよく見ること。そこは最

も大切にしている部分です。 

とはいうもののやっぱり理念は

理念として掲げていてもどうしても大人の都合で、お

昼の時間を一斉にいただきますをずっとしている時

代が長いことあったりとか、してたのも事実であって

そこの生活リズムが本当に良いのか、一人一人に合っ

たとは言うものの合っていないよねと見直しをして

生活リズムそのものを極力子ども達に合わていける

ように今見直しをしています。 

新たな取り組みとして体育館遊戯室をお昼の時間

にランチルームとして利用することを始めました。 

一日に 3回鐘が鳴る時間があって給食の準備が出来た

ことを鐘で知らせます。2 回目から 3 回目の鐘がなる

までに自分のタイミングで食べに行って食べたら自

分の名札をひっくり返してします。ある程度の決めら

れてはいるのですが、その中で自分の好きなタイミン

グでお昼を食べることができるようになり、一日の中

でも何回かこう子ども達の生活の流れ、遊びを区切る

というか区切らせてしまう。途切れてしまうことが少

なくなりました。 

 

（落合）私が園長に就任したときはわりと一斉的に活

動する園でした。今は先ほどおっしゃっていたように

一人一人の生活リズムとか一人一人を大切にしよう

と大きなものがあってその中で

どうやって保育をしていくか。ど

のようにして時間を組み立てて

いくかを考えました。 

今は 0～2 歳児は担当制にして

やっていて、一人の先生がケアを

するという保育をするようにな

りました。2歳児さんが不安定な

のが現状です。2 歳児保育の難しさをかみしめていま

す。3 歳から 5 歳さんは大人が何かを教えるというよ

りは子ども達が自分で何か発見したり、考えたりとか

する保育に転換しました。 

そのために環境を整えなくてはと、園庭も大きく変

わり園庭のフラットなところを井戸を掘ったり、水が

流れるようにしたりとか木を植えるようにしたり、自

然に触れ合うような、あとあえて凸凹を作ったりして

園庭を変えて、色々なものと出会えるような自然があ

る園庭にしていきました。室内もなにかをやりなさい

とぽんとだすのではなく、自分で選択できるという保

育に転換していったので、室内環境も自分でいろいろ

なおもちゃを作って遊べたりとか、あとは自分で思っ

たものを形にできる、色々な素材、例えば段ボールな

ど造形できるものを足りないものはそこで作るとか

というようなクラスの中の室内環境にしました。 

今取り組んでいるのは、共同的学び、子どものつぶ

やきを拾いながら興味関心から保育を展開していく

ということを行っています。そのために先生達も子ど

も達の声をゆっくりと聞かないといけません。そのた

めには人手も必要です。どうしても前述の人的環境に

いってしまいますね。1学年 2クラス構成なんですが、

もうなにかやるのにクラス毎でよいと同じ学年で遠

足などもフィールドトリップと呼んでいるのですが、

その時の子ども達の興味関心から行く場所を変えた

りしています。よってクラスで行く場所が違うのです。

それは子ども達と先生たちが話し合って年長さんな

んかは決めてここにいきますとか。突然行くこともあ

るしそういうことが出来るように自由な感じでやっ

ています。 

1 歳児さんもすごく需要が増えてきて今 36 人在籍し

ております。20数名いた時にこの状態は限界だとどち

らにも悪い。先生にも子ども達にもよくないなと思っ

て園舎を立て替え、12名用を三つ作りました。グルー

プを小さくして大きいのだけどグループを小さくし

て大きいながらこじんまりと過ごせればとの思いか

ら園舎を立て替えるに至りました。 
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『 認 可 の 意 味 と は ？ 』 
 

 幼児教育・保育の無償化に関して、認可外保育施

設をどこまで対象にするか検討が行われている。無

償化の対象施設は当初、幼稚園、保育所、認定こど

も園などの認可施設に限ると考えられていたが、待

機児童の多い地域など認可施設に入りたくても入

れない利用者がいることから、一定の条件を付した

上で認可外保育施設も対象に加えることになった

からだ。 

 そのことに大きな異論をはさむつもりはないが、

そもそも認可・無認可という線引きだけで、無償化

の対象施設を選別できるのかどうか、筆者には素朴

な疑問がある。 

 認可というのは、国や自治体から施設の設置運営

が認められたという、いわば“お上のお墨付き”だ。

これをチャータリングという。もともとは、イギリ

ス国王からいただいた大学設置の勅許状のことを

指すことばだったという。このチャータリングは、

設置基準（認可基準）を満たしているかどうか事前

にチェックするところに特徴がある。 

 これに対して、行政当局から一定の独立性を持っ

た組織や第三者機関が、継続的に質の維持・向上に

ついて事後チェックすることをアクレディテーシ

ョン（基準認証、適格認定）と言う。いわゆる第三

者評価もこれに該当する。 

 設置時点での質をチェックするチャータリングに

も一定の意味はあるが、認可を受けた後もその質が

維持されているという保障にはならない。まして質

が向上しているかどうかは全く分からない。一方、

アクレディテーションのほうは、あらかじめ示され

た認証（認定）基準をクリアしているかどうか、質

の向上が図られているかどうかを定期的にチェッ

クするという点で、質の維持・向上を担保する機能

を有する。 

 施設が無秩序に乱立せず、一定の質を担保された

施設が設置されるという意味では、チャータリング

にも十分な意義がある。しかし、設置後の質の維

持・向上を継続的に担保する役割は果たせないため、

その役割を担うアクレディテーションと組み合わ

せることで、より効果的な質の保障や補助金等の資

源配分への反映につなげることが可能となる。少な

くとも高等教育に関しては、程度の差はあれ多くの

国でチャータリングとアクレディテーションが併

用されている。 

 幼児教育・保育の無償化に話を戻すと、一定の質

が担保された施設を対象とすることが望ましいと

するのであれば、チャータリングとアクレディテー

ションの併用、すなわち認可施設に第三者評価を義

務づけることが理想となる。それが難しいとなれば、

チャータリングとアクレディテーションのいずれ

を重視するのかということになる。 

 日本の場合、有効な第三者評価が確立されていな

い現状からすれば、チャータリングつまり認可施設

ベースで考えるしかないのだろうが、例えばイギリ

スやニュージーランドでは、ＯＦＳＴＥＤ（教育基

準局）やＥＲＯ（教育評価局）といったアクレディ

テーション機関が機能しているため、幼児教育無償

化の対象施設は認可に限らない。認可・認可外を問

わず、ＯＦＳＴＥＤやＥＲＯの評価を受けることが

無償化適用の条件となっている。そう考えれば、我

が国の無償化を考える際には、「認可施設」＋「第

三者評価を受けた認可外保育施設」というのが現実

的な線かもしれない。 

 余談ながら、認定こども園であっても、幼稚園型

の保育所機能（２・３号認定部分）は認可外、保育

所型の幼稚園機能（１号認定部分）は認可外、地方

裁量型は全ての機能が認可外で、全て認可の機能を

持っているのは幼保連携型である。ただし、認定こ

ども園法と都道府県等の認定付与によってチャー

タリングが担保され、市町村の確認を受けているの

で、幼保連携型以外の認可外機能部分についても施

設型給付を法定代理受領でき、無償化の対象にもな

る。こうした実情を考えると、改めて認可とは何な

のか、認可の積極的な意義はどこにあるのか、とい

ったことが改めて問われなければならないのでは

ないだろうか。 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 
時間が過ぎるのは早いもので平成 29 年度も

終わりを迎えようとしています。会員園の皆様

も年度末～年度初めのお忙しい中をお過ごしの

ことと思います。 

今回は保育環境をテーマとした座談会を実施

いたしました。豊かな環境構成にはどうしても

人材が必要となります。そこで浮かび上がって

きたのは人材確保の問題です。全国で保育士不

足が叫ばれている中での人材確保、人材育成の 

困難を改めて痛感しました。 

   新制度が施行されて、４年目を迎え、また「教

育・保育要領」改訂が施行となり、我々を取り

巻く情勢もめまぐるしく変化しています。 

この会報が会員園の皆様の園運営、日々の保育

の充実に活用いただけますよう、我々も努力し

てまいりますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

（埼玉県 Ｏ） 


