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◆ 第 11 回通常総会報告        
 令和 2（2020）年 6 月 12 日（金）、ベルサール秋
葉原 B1 HALL（東京都千代田区）において、通常
総会を開催された。角田享代表理事より、『今回の状
況と趣旨をご理解いただき委任状提出を行ってい
ただいたすべての正会員に対し、感謝申し上げます。
併せて、新型コロナウイルス感染防止の為の対策と、
園児や子育て支援事業等で来園する子どもとその
保護者、従事する教職員等の安全・安心のために
日々尽力され、心労も重なりながらも鋭意ご努力さ
れていることに敬意を表します。 
 この新型コロナウイルス感染症に対する当協会
の取り組みとして、3 月には⾃由⺠主党新型コロナ
ウイルス関連肺炎対策本部（本部⻑・田村憲久政調
会⻑代理）においての発⾔、また 4 月には、衛藤晟
一少子化担当大臣に緊急要望書の提出を行ってま
いりました。さらに、当協会内に「新型コロナウイ
ルス感染症対策緊急プロジェクトチーム」を発足さ
せ、設置者及び就学前家庭への緊急アンケートを実
施しました。その際には、多数の園、就学前家庭か
らの回答をいただいたことに対し感謝申し上げま
す。とくに、就学前家庭向けのアンケートについて
は 6 月 5 日（金）に日本記者クラブにて中間報告の
記者会見を開催し、現在の子育て家庭の状況の一端
を報告させていただきました。 
 これからの幼児教育・保育現場では、新型コロナ
ウイルスの感染防止との共存を念頭に行っていか
なければなりませんが、先に発表された「新しい生
活様式」では、特に「3 密」を避けるよう提⾔され
ています。幼児教育・保育現場において、子どもの
愛着形成に関わるアタッチメントは大変重要であ
り、そのため「密集」「密接」を避けることができま
せん。 
幼児教育・保育現場が何を大切にして日々の幼児教 

 
 
 
 
 
 
 
 
育・保育を行っているのか、幼児教育・保育に関わ
る正しい理解を社会的に求めるとともに、「コロナ
時代の幼児教育・保育」について会員の皆様方と共
に模索・検討していかなければなりません。 
 また、これから議案審議をいただきますが、この
感染症が今年度事業にどのような影響を与えるこ
とになるか先行きが不透明であるため、やむを得ず
事業の見直し、実施方法の変更を行う場合があるこ
とも視野に入れ、感染拡大防止を第一に柔軟に取り
組んでいくこととします。』と述べた。 
 その後、議案審議が行われ、以下すべての議案に
ついて原案どおり承認可決された。 
第１号議案 令和元（２０１９）年度事業報告につ
いて 
第２号議案 令和元（２０１９）年度収支決算並び
に監査報告について 
第３号議案 令和２（２０２０）年度事業計画（案）
について 
第４号議案 令和２（２０２０）年度活動予算（案）
について 
第５号議案 役員改選について 
 
 通常総会終了後、第５号議案で承認された役員に
より、定款第１３条２及び第３５条３の規定により、
書面による臨時理事会を開催し、代表理事及び副代
表理事の選任を行った結果を報告する。 
 
代 表 理 事  角田  享 （東 京 都） 
副代表理事  王寺 直子 （佐 賀 県） 
副代表理事  大村 英仁 （愛 媛 県） 
副代表理事  嶋田 典之 （大 阪 府） 
副代表理事  野田  武 （富 山 県） 
副代表理事  東ヶ﨑静仁 （茨 城 県） 
副代表理事  田頭 初美 （⻘ 森 県） 
副代表理事  加藤 泰和 （北 海 道） 
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理   事  古渡 一秀 （福 島 県） 
理   事  正本 秀崇 （大 分 県） 
理   事  藤澤  彩 （千 葉 県） 
理   事  岡本はるみ （滋 賀 県） 
理   事  輿水  基 （鹿児島県） 
理   事  太田 勝基 （埼 玉 県） 
理   事  吉田 京子 （群 馬 県） 
理   事  矢島 里美 （京 都 府） 
理   事  武内 慎吾 （大 阪 府） 
理   事  東口 房正 （大 阪 府） 
理   事  森分 和基 （岩 手 県） 
理   事  永田 文子 （栃 木 県） 
理   事  鈴木 信行 （山 梨 県） 
理   事  日吉 輝幸 （石 川 県） 
理   事  大庭 公洋 （静 岡 県） 
理   事  宮田 裕司 （大 阪 府） 
理   事  甲斐 弘美 （広 島 県） 
理   事  寺尾 好洋 （宮 崎 県） 
理   事  大森 悠平 （北 海 道） 【新】 
理   事  谷山 正紀 （和歌山県） 【新】 
理   事  古賀 久貴 （⻑ 崎 県） 【新】 
監   事  鈴木 悦子 （埼 玉 県） 
監   事  柿沼平太郎 （埼 玉 県） 

任期：令和 4（2022）年 3 月 31 日まで 
 
顧   問  若盛 正城 （埼 玉 県） 

 ※ 第 9 回通常総会において就任。 
 
【退任】 
 白井 慶子（北海道） 副代表理事 
 福元 芳子（佐賀県） 理事 
 
 
◇事業スケジュールについて      
 
今年度 8 月末日までの研修会はすべて延期とさせて
いただいております。 
 8 月末日以降の研修会については、判断し次第、
一⻫メール及び当協会 WEB サイトにてお知らせい
たします。 
 
 

◆ 衛藤少子化担当大臣よりメッセージ    
 全国認定こども園協会の角
田代表理事はじめ会員の皆様
におかれましては、すべての
子どもの最善の利益の実現に
向けて常日頃から御尽力いた
だき、深く感謝申し上げます。
政府においては、国全体を挙
げて新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に
取り組んでいるところです。その中において、幼児
教育・保育と子育て支援等の提供は、社会生活を支
えていく上で非常に重要なものです。政府としては、
このような認定こども園等の重要性に鑑み、施設型
給付費の通常どおりの支給や感染予防対策支援等
を行ってまいりました。皆様におかれましては、感
染のリスクを抱えながら、必要な方々への幼児教
育・保育と子育て支援等の提供を行っていただいて
いることに、心より敬意を表します。 
 新型コロナウイルス感染症の流行は、安心して子
供を生み育てられる環境整備の重要性を改めて浮
き彫りにいたしました。深刻さを増す少子化の問題
は、新型コロナウイルス感染症を乗り越えた先にも
存在し続ける国⺠共通の困難であり、子供や家族が
大事にされる社会への転換が急務です。このような
危機意識の下、先月末に新たな「少子化社会対策大
綱」を策定しました。新たな大綱に沿って、「希望出
生率 1.8」の実現に向け、男女共に仕事と子育てを
両立できる環境の整備、地域・社会における子育て
支援、多子世帯への支援などを通じて、希望の実現
を阻む隘路の打破に強力に取り組んでまいります。
在園時間や期間、生活形態等の違いなど、子供を持
つ家庭の幅広いニーズに寄り添う「多様性」こそが
認定こども園の特徴であり、利用者、保護者、そし
て地域の方々の多様な想いに柔軟に応える担い手
です。「新しい生活様式」の時代においても、各園が
それぞれの機能・特徴を十分に発揮していただき、
その多様なニーズの受け皿として地域の子育て支
援の中心的役割を担っていただくことを期待して
います。改めまして、皆様方の益々の御発展と御活
躍を祈念し、御挨拶に代えさせていただきます。 
参議院議員・内閣府特命担当大臣（少子化対策担当） 

衛藤 晟一 
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◆「認定こども園を推進する国会議員連
盟」が設立  
 平成 27 年 4 月より始まった「子ども・子育て支
援新制度」の諸問題と 5 年の見直し等も視野に置き、
同年 12 月に当協会と全国認定こども園連絡協会で
認定こども園政策研究会（当時会⻑：角田享）を結
成し行ってまいりましたが、令和元年 9 月に認定こ
ども園・子ども子育て政治連盟（会⻑：越智瑞啓）
に改組しました。この動きに連動して国会議員によ
る「子ども・子育て支援に関する勉強会」が発足し、
この度「認定子ども園を推進する議員連盟」が令和
2 年 6 月 16 日に設立総会が挙行されました。 
 
「認定こども園を推進する国会議員連盟」 
会  ⻑：田村 憲久（衆議院議員・元厚生労働大臣） 
会⻑代行：衛藤 晟一（参議院議員・現少子化担当大臣） 
事務局⻑：⼭下 貴司（衆議院議員・元法務大臣） 
 
◆「認定こども園を推進する国会議員連
盟設立総会に要望書を提出」  
 

 2020 年 6 月 16 日（火）、「認定こども園を推進す
る国会議員連盟」の設立総会が参議院議員会館にて
執り行われました。その折に認定こども園を代表し
て角田代表理事より新型コロナウイルス感染症等
に関する要望書を提出いたしました。 
 

要 望 書 
 平素より、全ての子どもの最善の利益を保証する
幼児教育・保育と子育て支援事業へのご理解と協力
を賜り誠にありがとうございます。 
 新型コロナウイルス感染症拡大における様々な
状況の中、幼児教育・保育施設への施設型給付費に
ついては、これまでと変わらないご対応をいただき
心より感謝申し上げます。また、厚生労働省及び文
部科学省からの感染症対策に関わる支援を賜りま
して、衛生用品等の確保を行うことができました。
重ねて感謝申し上げます。 
 現在、非常事態宣言が解除され全国的に少しずつ
落ち着きを取り戻しつつありますが、幼児教育・保
育の現場では新型コロナウイルス感染症における

様々な対応に苦慮し、それぞれが模索しながらも、
目の前にいる子どもたちのために日々幼児教育・保
育と子育て支援に取り組んでいるところでござい
ます。今後の状況をしっかりと見つめながら、これ
までのように、日々子どもたちの命を守る使命感に
基づき、様々な対応を図る努力を行って参りますが、
出口が見えない不安と数えきれないほどの様々な
対応において、まだまだ国や自治体からの支援が必
要でございます。 
 ここに全国各地の幼児教育・保育施設と保護者の
声をお届けいたしますので、ご高配賜りますよう何
卒よろしくお願い申し上げます。      以上 
 
１）幼児教育・保育施設の対応における共通的な指
針・事務連絡を 
 非常事態宣言下ではさまざまな方針等が出され、
幼児教育・保育施設ではその対応に追われましたが、
特に幼保連携型認定こども園は幼児教育施設と保
育施設としての機能を併せもつ施設であるために、
各府省から通知される事務連絡に、どの基準・ガイ
ドラインにて判断をおこなっていいか混乱する場
面もありました。また、所在する市区町村の管轄が
福祉部署であるか教育部署であるか等により市区
町村間で対応が異なることも浮き彫りとなりまし
た。更には、1 号認定子どもについては各施設に対
応を委ねた市区町村も多く、市区町村内の施設でも
開園状況がバラバラとなり、幼児教育無償化より導
入された新2号子どもにおいては保護者に不安と不
信感を与える結果となったことも否めない事実で
す。 
 今回の新型コロナウイルス感染対策に関して、リ
スクを最大限に回避する上で大変なご努力をいた
だき大変感謝いたしておりますが、意思決定や周知
徹底には課題があったようにも伺えます。 
 このことを踏まえ、万が一の第 2 波、第 3 波に備
えるためにも幼児教育・保育に関しての事務連絡・
対応方法・順守すべきガイドラインの通知など出来
る限りワンストップサービスで行うようお願い致
します。 
 
２）「新しい生活様式」に対する幼児教育・保育の理
解を 
 厚生労働省や文部科学省より、「新しい生活様式」
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のガイドラインが発表されたところでございます。
特に「密閉」「密集」「密接」を避けることが求めら
れていますが、子どもの愛着形成に関わるアタッチ
メントは大変重要であり、そのため「密集」「密接」
を避けることができません。幼児教育・保育現場が
何を大切にして日々の幼児教育・保育を営んでいる
のか、どうか幼児教育・保育に関わる正しい理解と
啓発を国⺠（社会全体）に積極的にご周知いただき
ますようお願いいたします。 
 
３）保護者を支援する取り組みの充実を 
 緊急事態宣言下では幼児教育・保育施設も登園自
粛や休園、医療従事者やエッセンシャルワーカーの
保護者の子どものみの受け入れなど、施設とその職
員を守るための取り組みを行い、行政は公園等の公
共施設の利用が中止となり、その期間が⻑引くほど
に子どもと保護者が家庭内に取り残されてしまい
ました。就学前の子育て家庭向けに緊急アンケート
を行った結果では、7 割以上の保護者が「困りごと
があった」と回答し、その中には大変厳しい状況に
陥っているケースもありました。大変混乱した状況
下ではございましたが、心身の疲弊、虐待リスクの
増加、家庭内不和などが起こり、子どもの発育と心
身状態に大きな影響を及ぼしかねない事態が明る
みとなりました。また、保護者が不安を感じても相
談する先のほとんどが閉鎖されており、頼ることが
できなかったという声も多く届けられました。どう
か子を持つ家庭や保護者にもスポットをあててい
ただき、経済的支援のみならず地域全体で子どもを
守ることができるしくみを構築し、社会的支援に早
急に取り組んでいただきますようお願いいたしま
す。 
 
４）保育機能は社会インフラであるという社会的位
置づけの明確化と新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金（幼児教育・保育分）の創設を 
幼児教育・保育の現場では、すべての家庭の子ども
とその保護者のために日々力を尽くしております。 
感染リスクに立ち向かう保護者、社会の機能を維持
するために業務に携わる保護者等、様々な保護者の
状況を踏まえ、我々もまたエッセンシャルワーカー
として鋭意努力を重ね、その責任と使命感をもって
幼児教育・保育に携わっております。 

しかしながら、このコロナ禍においても、幼児教育・
保育の分野は社会的インフラとしての地位を得て
おりません。子どもたちを地域全体で包括し支えて
いくという観点からもどうか幼児教育・保育分野の
社会的地位の向上を推進いただきますようお願い
いたします。また、6 月 12 日に成立した第 2 次補
正予算の中には「新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金（介護分）」が創設されました。私ども
幼児教育・保育分野も、リスクに怯えながらも、日々、
目の前の子どもたちのために従事してまいりまし
た。どうか幼児教育・保育分野においても緊急包括
支援交付金の創設をよろしくお願いいたします。 
 
５）少子化対策大綱の実現にはボーダレスな取り組
みを 
 先日閣議決定された、第 4 次少子化対策大綱は結
婚から子育てまでの段階に応じて切れ目のない取
り組みを行うことが示されており、今後 5 年間が
「集中取組期間」と位置づけられています。個々の
取り組みが改善されることは大変ありがたく、大き
な期待を寄せており、認定こども園を含む幼児教
育・保育施設はその一端を担ってまいりますが、そ
の取り組みは横断的に実施されなければこの政策
自体が実現できないと考えます。また、1 年ごとに
検証作業と見直しを行うなど、ワーキングチームの
役割や機能が非常に重要な鍵となるように思いま
す。どうか大綱の定期的検証を行い、行政の縦割り
や社会的醸成など、隘路の打破に強力にかつ柔軟に
取り組んでいただきますようお願いいたします。 
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◆ 新型コロナウイルス感染症に係る緊
急アンケート（中間報告概要） 
 

 「新型コロナウイルス感染症対策緊急プロジェク
トチーム（座⻑：王寺直子）」では、5 月 15 日〜25
日に実施しました。このアンケートでは設置者 354
カ園、就学前の子育て家庭向けでは 5,777 件の回答
を得ることができた。会員の皆様におかれては、ア
ンケートにご協力いただき心より感謝申し上げま
す。今回は中間報告の概要を抜粋して掲載いたしま
す。最終取りまとめを行い、皆様方にご報告させて
いただく予定です。 
〇 設置者向けアンケート結果（抜粋）       
調査範囲：当協会会員園 
回答数：354 カ園（全国 47 都道府県） 
類型別回答数：幼保連携型：297、保育所型：14、
幼稚園型：28、地方裁量型：5、それ以外：4、無回
答：3 
Q１．5/1 現在の所在する市区町村の感染状況につ
いて 
A1．感染者が「0 人」の市町村に所在する園が 175 
カ園、50.0%で半数の園で感染者が無い市町村に所
在していた。また、「1 人」~「10 人」の感染者が
発 生 し て い る 市 町 村 に 所 在 す る 園 が  79 カ 園 
22.6%。 
Q2．全国に非常事態宣⾔が出された以降(4/16-5/6)
の園児の出席率について 
A2．「10％未満」が 49 カ園 14％、「30％」未満が
177 カ園 50.0％と、半数の園の登園率が 3 割未満で
ある。一方「70％以上」や「通常と変わらず登園し
ている」が 59 カ園 16.8％。 
Q3．現在の施設の運営状況について 
A3．「平常通り開園」している園が 111 カ園 23.9％
あり、7 割以上の園で何らかの措置がとられていた。 
 
Q4．地域子育て支援事業について 
A4．「⾃主的に全面中止」「市区町村の要請により中
止」をあわせて 257 カ園 73.2％の園が感染予防のた
め、やむなく地域子育て支援事業を中止している。
一方、工夫をしながら何らかの子育て支援事業を実
施している園が 94 カ園 26.8％あり、大変な環境の
下でも 4 分の 1 の園が地域の子育て支援に奮闘しな

がらも実施しようとする姿がみられた。 
Q5．新型コロナウイルス感染症の対応で⾃主的に
取り組み始めた子育て支援について 
A5．⾃主的に子育て支援を始めた園のうち、「園の
開放をしている」や「園庭の開放をしている」園が
39 カ園 32.5％、「医療従事者等のために、在園児以
外の一時預かりを開設した」園が 5 カ園 4.2％、「食
事の提供やお弁当の配布を行っている」園が 5 カ園
4.2％、「その他」ネットや電話を使った子育て相談
や子育て情報の発信、玩具の貸し出しや消毒液の配
布等、大変な状況な下、それぞれの園で工夫して地
域のための支援を実践している姿が伺えた。  
Q6．休園等で欠席や休みが多い園児への対応につ
いて 
A6．「電話連絡を行い園児と保護者の健康確認等を
行う」園が 255 カ園 43.7％、「SNS を活用し、園内
外の情報を共有している」や「YouTube チャンネル
などを開設し情報を共有している」園が 195 カ園
33.4％と多く、「給食を配布している」園も 5 カ園
0.9％あった。「その他」の取り組みとしては、教材
を郵便で配布、往復はがきを活用してコミュニケー
ションをとっている園等、様々な取組を行っている
園が多数である一方、「連絡はしていない」と回答し
た園が 17 カ園 2.9％あった。 
Q7．職員の出勤状況について 
A7．「登園園児数が減少しているため、グループ等
に分け、分散出勤をしている」園が 155 カ園 28.2％、
「児童（子ども）のいる職員は出勤しなくてもいい
状態にしている」園が 90 カ園 16.4％有り、学校休
校の影響が表れている。また、⾃由記載の中にはコ
ロナ手当を支給しているという回答もあった。職員
に何らかの対応している園が多数ある一方で、「通
常通りの出勤」という園も 126 カ園 23.0％ある。 
Q8．職員の状況について 
A8．「現在のところ大きな変化はない」と「現状に
配慮しながら前向きに取り組んでいる」が 348 カ園
67.2％と多くの職員が前向きに仕事に取り組んで
いるようではあるが、「いつ感染者が出るかわから
ず常に緊張している」85 カ園 16.4％「消毒や検温
に追われ気が休まらない」39 カ園 7.5％「保護者の
対応に追われ疲弊している」13 カ園 2.5％「情報が
少なく不安を感じている」13 カ園 2.5％とネガティ
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ブな回答も 150 カ園 29％あり、緊張感の中で使命
を果たそうとする職員の葛藤が感じられる。特に、
少数ではあるが、「退職を考えている（退職した）職
員がいる」との回答が 3 カ園 0.6％あった。 
Q9．臨時休園等を想定した対応策について 
A9．「すでにマニュアル等を作成し、保護者（家庭）
と職員と共有している」81 カ園 23.1％「すでにマ
ニュアル等を作成し、職員と共有している」34 カ園
9.7％「会議を行い、口頭にて職員と共有している」
111 カ園 31.6％「⾃治体が作成し、共有している」
49 カ園 14.0％と、何らかの対応策がある園が 275
カ園 78.3％あるのに対し、「現在検討・作成中であ
る」が 28 カ園 8.0％で「まだ検討・作成を行ってい
ない」24 カ園 6.8％「⾃治体の対応を待っている」
24 カ園 6.8％と、76 カ園 21.7％の園は現在対応策
がない状況であった。 
Q10．現在の施設が行っている対応で特に工夫して
いることについて 
A10．3 密の回避は困難であるが、園内の環境で可
能な範囲で感染対策を進めている。登園⾃粛への対
応については、ＩＣＴの活用によりＷｅｂ活用した
情報発信や在宅での子育て支援に取り組んでいる。
保護者が手に入りにくいマスクや消毒液を提供し
た園もあった。 
Q11．⾃治体、保健所と協力して取り組んでいる対
応策について 
A11．行政から感染対応についての文書配信や物資
の確保への協力を受けることができた。保護者への
利用料等の減免措置の実施や情報の共有に取り組
んだ。しかし一部では、情報が来ない、通知文書を
メールで送ってくるだけと協力的な⾃治体との温
度差がみられた。 
Q12．市区町村の対応や給付金・助成金等の措置に
ついて 
A12．市区町村から措置を受けることができた園が
ある反面、市区町村からの情報提供がない状況や、
利用者が減少した預かりや子育て支援の助成金の
減額による不安も見られた。 
Q13．保護者や園児の様子について 
A13．感染症予防に関する意識や登園⾃粛の際の園
の利用について保護者の意識差が見られた。保護者
の疲労や就労環境についても今後の影響が不安で

あり、家庭でストレスを抱えた子供のケアや 3 密を
予防する環境の中で保育者とのアタッチメントの
形成について悩んでいる園もあった。 
Q14．地域子育て支援事業で現在実施しているもの 
A14．園庭開放や電話相談、物資の提供等に取り組
んでいる。医療従事者対応の一時預かりを実施して
いる園もあった。 
Q15．職員の勤務体制などの労務管理や、ストレス
などのヘルスケアに関して気になること 
A15．感染予防で休ませた職員の対応に課題を感じ
ている。特別休暇の付与や 7 割給与をパート職員へ
保証している園や、感染地域の中で、感染したくな
いと⾃宅待機している職員と使命感で出勤してい
る職員との対応に⼾惑っている園もあった。学校等
の休業により出勤が難しい職員の子どもを臨時で
預かったり、妊娠している職員を休ませたりしてい
る。 
感染予防や保護者対応でストレスを抱えている職
員がいる 
Q16．運営上最も困っている点と質問したいこと 
A16．非常事態宣⾔が出た後も、3 密の環境である
にも関わらず 2・3 号認定児は受け入れる前提であ
ることへの不安、感染対策で人員が不足した場合で
も運営を継続しなければならないことや社会的な
責任への対応についても国が指針や対応について
明示すべきである。３密の回避や新たなる生活様式
への対応について、安全宣⾔やマニュアル等による
保育独⾃の状況に応じて国、市区町村が制度毎に縦
割りの方針を出すのではなく一貫した方向性の元、
対策を検討していただきたい。 
 

〇就学前子育て家庭向けアンケート結果（抜粋） 
回答者：０〜６歳（小学校未就学児）の子どもを持
つ保護者 5,777 件（全国の 47 都道府県） 
◆ 保護者の４人に３人が「子育てや生活で困った」
と回答 
・４人に３人（74.4％）が緊急事態宣⾔下で「困り
ごとがあった」と回答。困ったことのトップは「子
どもとの過ごし方に悩む」の 70.7%、次いで「親の
心身の疲弊」53.8％。 
・唐突に幼児教育・保育施設などで休園や利用⾃粛
が始まり、子育て支援なども断たれたなか、“⾃宅幽
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閉”となった家庭では子育てのさまざまな悩みが多
発していたことがわかった。 
・「在宅で仕事に集中できない」15.9％などの回答も
多く、在宅勤務が急増した結果、家庭内で仕事と育
児の両立の困難、子どものメディア漬け、夫婦の衝
突などが起きていた。 
◆６割の家庭で「子どもに気になる変化」あり 
子どもの「気になる変化」について 60.2%が「ある」
と回答。トップは「メディアの利用が増えた」で
64.8％。次いで「生活が不規則になった」が 43.5％、
「体力が低下した」が 38.2％、「きょうだい喧嘩が
増えた」が 33.6％、「食生活が不規則になった」
19.8％。子どもの生活の乱れによる健康面の不安や、
子どものストレスの増加を心配している様子がう
かがえる。また、「大人から離れたがらない」
（15.9％）、「いきなり大きな声をだしたりすること
がある」（14.4％）など、これまでにはなかった子ど
もの行動を心配する声も挙がった。 
◆保護者の半数以上が⾃身の心身に変化を実感 
保護者の 53.5％が、緊急事態下の家庭生活において
普段と異なる⾃身の感情や行動を経験していた。約
1 割がメンタルの疲れや閉塞感を訴えた。「イライ
ラして怒りっぽくなった」63.3％、「子どもを叱るこ
とが増えた」51.4％を合わせて、三、四人に一人が、
怒ったり叱ったりしやすくなったと回答。「外出す
るのが怖くなった」30.2％、「感情を抑えられないこ
とがあった」22.8％と続き、未知の感染症への恐怖
を感じながらの育児に強い不安感や感情の揺れが
あったことがうかがえた。不安定で孤立した状況が
⻑引くなかで育児の負担感が増加したなか、「子ど
もを叩いたり、叩きそうになった」「子育てが嫌な気
持ちになった」など、気がかりな状況がみられた。 
◆ 保護者から行政などへの要望に 1,300 件以上の
書き込み 
⾃由記入欄には 1,359 件の回答。目立ったのは経済
的支援を求める声。収入が減る一方で出費が増え、
経済的な負担感が強まっており、それに対する支援
を求める声が非常に多くあった。就労時間や親の職
種による一律の制限ではなく、家庭の実状を考慮し
た“保育の必要性”に応じて、幼児教育・保育施設や
子育て支援事業の利用を認めるよう求めた声も多
くみられた。 

遊び場や居場所に関する声も多く寄せられ、公園に
関する指摘だけでも 30 件以上あった。乳幼児健診
を受けられない問題や、登園⾃粛期間中の保育料の
取り扱いへの不満などもあった。その他、小学生以
上の学習の問題などきょうだいに小学生以上の子
どもがいる家庭から、学習の問題についても多くの
指摘があった。 
◆幼児教育・保育施設・子育て支援事業の利用状況
について 
認定こども園や保育園、幼稚園などの幼児教育・保
育施設や地域子育て支援拠点などを利用する保護
者に対し、緊急事態宣⾔下での運営や利用状況など
を質問。76％が就学前の施設や子育て支援事業を利
用していた。 
◆ 幼児教育・保育施設や子育て支援事業等を平時
に利用する家庭の７割近くは利用⾃粛していた 
「⾃主的に休んだ」が 37.2%で最も多く、「利用日
数を減らして利用」が 29.1%、「通常通り利用」が
20.2%、「利用できる条件が限られて希望通り利用で
きなかった」が 10.5%。保護者は⾃主的に子どもを
休ませたり、利用日数を減らして対応するケースが
多く見られ、子どもの感染の 
リスクを減らそうとしたと見られる。特定職種の家
庭のみ利用を認めた施設や、通園施設とは別の施設
の一時預かりを利用した家庭もあった。在宅勤務な
ら⾃粛して欲しいと求めるなど、家庭の様々な事情
を十分に考慮せずに利用を制限したとみられるケ
ースがあった。 
 

◆ 幼児教育・保育施設や子育て支援事業などが家
庭に対して行っていた支援策 
「ガイドラインやお便り等が発行された」が 77.2％
で最も多く、情報提供に努めた施設・事業者が８割。
「家庭で活用できる教材などが配布・配信された」
30.3％、「ウイルスについての情報が発信された」
25.5％、「オンラインの保育や活動が実施された」
15.3％。１割弱ながら、園庭開放など子どもの遊ぶ
環境を提供した施設等もあった。「不安や悩みにつ
いて話を聞いてくれた」「電話で相談に乗ってくれ
た」は５％前後だった。 
◆幼児教育・保育施設や子育て支援事業等への要望
に 705 件の意見 
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登園⾃粛や休園の運用への疑問、⾃粛が⻑引くこと
への不安や心配。施設等からの情報提供がないこと
への不満や不安。幼稚園利用者と保育園利用者（保
育認定の１号と２・３号）の利用可否の対応の違い。
在宅勤務やテレワークの苦労に対する施設側の不
十分な理解やサポート。登園⾃粛中の給食費や教材
などの費用徴収への対応の差。マスクの着脱に関す
る疑問。 
今後に考えるべき課題（提案） 
◆ 全ての子育て家庭へのサポートの提供を検討す
ること 
 外出⾃粛、在宅勤務、施設の利用制限が一⻫に始
まったことで、子育て家庭には大きな負担がかかっ
た。子育てへのサポートは途切れ、親たちは孤立感、
疲弊感、緊張感、不安感を⾼めていた。特に「⺟親
への負担集中」が限界に達していることがうかがえ
た。非常事態における「保育の必要性」を柔軟に判
断し、「親のレスパイト」のための預かり保育、相談
や支援の提供などを検討する必要があると思われ
た。園庭や公園の人数制限付きの利用、スーパーの
子連れ時間帯の設定なども工夫すべきではないか。
「在宅勤務」が増えるなか、雇用主と保育施設の両
側から家庭の育児の状況を確認し、適切なサポート
を工夫する必要があるのではないか。 
◆ 「全ての子どもの発達保障」の観点から支援策を
考えること 
⻑い⾃粛生活が乳幼児に及ぼす影響の把握と、適切
な対応策が求められている。⻑引く「密室育児」に
よるネガティブな生活変化により、乳幼児期を過ご
す子どもたちの成⻑・発達に、悪 
影響を及ぼさないための対応が必要になっている。
国や⾃治体は、専門家と協力し、早急な実態把握と
適切な対応策を講じるべきではないか。親の就労時
間や職種などにかかわらず、専業主婦家庭も含めて、
家庭が必要と判断したら短時間保育を認めたり、園
庭利用を認めるなど、「全ての子どもの発達の保障」
の観点から支援を検討すべきではないか。外遊びや
同年代の子どもとのかかわりなど、健やかな発達に
大切な「遊びの機会の保障」も必要。 
◆ 全ての子どもに必要な支援を届けるため、行政
などによる対応を検討すること 
 保護者の就労・非就労など家庭状況の区別を越え

た、就学前の全ての子どもと家庭のための支援策を
検討すべきではないか。感染症対策が続くなか、行
政や就学前施設による対応には改善が必要ではな
いか。就学前の制度政策が福祉、保健、教育、子育
て支援など縦割りで、統合的な対応が求められてい
る。 
今回調査で十分にカバーできなかった、妊婦、外国
出身家庭、病児・障害児など、様々な課題やニーズ
を抱えたケースも、状況を把握したうえで支援策を
講じることがとりわけ急務と考えられる。 
 

※就学前子育て家庭アンケートの協力組織：公益社
団法人 全国私立保育園連盟、NPO 法人 子育てひ
ろば全国連絡協議会、にっぽん子ども・子育て応援
団、保育園を考える親の会、保育総合研究会、私立
幼稚園経営者懇談会（日本経済団体連合会・業種別
団体）、日本プレイセンター協会 等（順不同） 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
【アンケート実施から考えること】 
〇思いもよらぬ、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のための全国一⻫緊急事態宣⾔下で、余儀なく休
園や登園⾃粛を取らねばならなかった、認定こども
園とその保護者や子どもたちの実態を把握し、実情
から見えてくる課題を精査し、今後に活かせる提案
を早急に起こすべきであると考え、緊急プロジェク
トが立ち上がり、短期間ではありましたが、全国か
ら多くの声が寄せられました。 
各施設では、未知の新型ウイルスに対する不安と、
感染予防対策情報への困惑等、手探りながらも、何
とか子ども達の安全と保護者の安心を得るため、懸
命の努力が続いていることがわかりました。 
また、保護者からのアンケート⾃由記述の欄には、
日常とは異なる社会情勢や緊急事態宣⾔下の家庭
内で生じる様々な問題に対し、はけ口を求めるかの
ようにたくさんの悲痛な声が寄せられていて、私た
ちは子育て支援の取り組みを、もう一度見直し深め
ていかねばならないのではないかと考えさせられ
ました。8 月上旬には皆様方に報告書としてまとめ
たものをお出ししなければと考えております。 

新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム 
座⻑ 王寺 直子 
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◆ 令和 2 年度第 2 次補正予算概要  
（関係部門） 

◎厚生労働省：保育所等におけるマスク購入等の感
染拡大防止対策に係る支援（新型コロナウイルス感
染症対策）（新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援交付金） 
【概要】保育所等において、感染症に対する強い体
制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的
に提供していくため都道府県等が保育所等に配布
する子ども用マスク、消毒液等の卸・販社からの一
括購入等や保育所等の消毒に必要となる経費のほ
か、職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継
続的に実施していくために必要な経費を補助する 
また、保育所等の職員は、感染症対策への不安や疑
問を抱え精神的に多大な負荷を負っていることか
ら、気軽に相談できる感染対策相談窓口の設置や職
員の尊厳を重視した専門家による相談支援を行う
ために必要な経費を補助する。 
【実施主体】都道府県※実施者都道府県、市区町
村及び市区町村等が認めた者【事業内容】①保育所
等へのマスクや消毒液等の配布、感染防止用の備品
購入、新：②職員が感染症対策の徹底を図りながら
保育を継続的に実施していくために必要な経費（研
修受講、かかり増し経費等）、新：③感染防止対策の
ための相談・支援事業（感染対策相談窓口の設置、
専門家による相談支援） 
【対象施設等】保育所、幼保連携型認定こども園、
地域型保育事業所、認可外保育施設 
【補助基準額】①及び②の合計１施設当たり 500 千
円以内③ １⾃治体当たり 5,599 千円以内 
【補助割合】国10／10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

◎文部科学省：幼稚園におけるマスク購入等の感染
拡大防止事業(新型コロナウイルス感染症対策) 
＜事業概要＞幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む
（以下、「幼稚園」という。））において、新型コロナ
ウイルス感染症対策の強化を図るため、都道府県等
が幼稚園に配布する子供用マスク、消毒液等の一括
購入等に必要となる経費や、幼稚園の設置者による
感染防止用の備品等購入、感染症対策を徹底するた
めに必要なかかり増し経費（感染症対策の取組徹底 
による業務量増への対応）を補助する。 
※「教育支援体制整備事業費交付金」の事業の一部
として実施 
＜実施主体＞ 都道府県、市町村（特別区を含む）、
幼稚園の設置者 
＜事業内容＞ ①幼稚園へのマスクや消毒液等の配
布、感染防止用の備品購入への支援、新：②感染症
対策を徹底するために必要なかかり増し経費への
支援（感染症対策の取組徹底による業務量増への対
応） 
＜対象施設＞ 幼稚園、幼稚園型認定こども園 
＜補助基準額＞ ①及び②の合計 １施設あたり 
500 千円以内 
＜補助率＞ 国 10／10 
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前号に続き、「園に求められるリスクマネジメント」に
ついて解説します。新型コロナウイルスの影響が大き
いので、今号は特に「こども園におけるコロナリスク」
に焦点を絞って掘り下げたいと思います。 
１．認定こども園におけるコロナリスクとは何か？ 
 ところで、皆さんは「認定こども園におけるコロナ
リスク」と言えば、どんなことを思い浮かべますか？ 
まずは、「園児や保護者の感染リスク」「職員の感染リ
スク」「園のクラスター化」などを思い浮かべる方が多
いでしょう。園児や職員がコロナに感染してしまうこ
とは、重要なリスクであることは間違いありません。
感染が確認された場合の対応をどのようにすべきか
を、あらかじめマニュアル等にしている園もあると思
います。感染リスクをマネジメントすることは非常に
大切なことです。ただ、ここでは紙面を割いて感染症
対策の基本を語ろうとは思いません。皆さん、当然に
実施していることと思うからです。別の観点からコロ
ナリスクを見てみましょう。 
他にどんなリスクを考えてコロナ対応を考える必要
があると思いますか？と聞かれると、なかなかズバリ
出てこないのではないでしょうか。 
 前号で、そもそもリスクとは何か？について解説し
ました。コロナリスクを考える上でも「リスクとは何
か」の大原則を考えるのは大切なことなので、ちょっ
と振り返りたいと思います。前回の記事では、本来リ
スクとは、「目的の遂行を阻害する要因」という概念で
あることをお伝えしました。では、認定こども園の「目
的遂行を阻害する要因」とは何かを考えてみましょう。 
次のように質問されたらどう考えるでしょうか。コロ
ナ対応で自粛を余儀なくされた園児や保護者にとっ
て、コロナウイルスがどんな影響をもたらしたと思い
ますか？あるいは、今後もたらすと思いますか？ 
「あっ、そうか」と気づいた方が多いのではないでし
ょうか。例えば、「自粛により園児の健やかな成⻑を 
阻害したかもしれない」「適切な養育環境が整わない
ことがあったかもしれない」あるいは「園が地域にお

ける子育て支援の機能を果たせなかった可能性があ
る」といったことを、コロナリスクとして思い浮かべ
た方がいらっしゃるのではないでしょうか。自粛中に
保護者と子どもとの間にしっかりとした愛着関係が
築かれ、日頃なかなか子どもに接する機会がなかった
親が子育ての喜びをしっかり味わえた、ということな
らいいと思います。しかし、実際には残念ながらすべ
ての子どもたちが、そういう環境にいたとは言えない
と思うのです。感染そのものがリスクなのは間違いな
いのですが、「こども園におけるリスク」を考えると、
コロナによって「認定こども園としての役割が果たせ
ていないこと」も大きなリスクと言えるのではないか
と思うのです。もちろん、ある程度は致し方ないこと
ではあるのですが。 
２．例年通りの行事ができないことをどう捉えるか 

 今年は、入園式を遅らせて実施するなど、保護者会
やお泊り会、運動会などの主要行事を延期にしたり中
止にしたりせざるを得ない園がほとんどだと思いま
す。行事は、行事を行うこと自体が目的ではありませ
ん。行事によって園児たちに協同性や自立心、表現力
などが育まれたり、行事に向けて準備したり練習した
りすることで得られる見通しの理解や達成感を感じ
ることなどが本来の目的のはずです。だとすれば、行
事ができないことがリスクなのではなく、行事で得ら
れるはずのことが得られなくなることの方がリスク

『 これから期待される認定こども園のマネジメントⅤ 』 

「認定こども園におけるコロナリスクへの対応」 

浅野
あ さ の

 睦
まこと

 氏（株式会社フォーサイツコンサルティング代表取締役） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、社会の動向が刻々と変化しているところで 

ございます。幼児教育・保育の現場においても大きな影響を及ぼしています。 

今回は、認定こども園におけるコロナリスクへの対応を探ります。 
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だということです。毎年楽しみにしている行事はでき
ないけれど、今年は特別にこんな活動ができた、こん
な披露ができた、という体験によって得られる価値が
大切なのではないかと思うのです。それがなくて、「コ
ロナだから発表会ができず残念だ」と嘆いていてはリ
スクがマネジメントされたことにはならないという
ことです。今年、中止になってしまう行事の代替策と
して、私は全国でいろいろな工夫ある取組みが見られ
ると期待しています。全員が１箇所に集まって皆で行
うことばかりが行事とは限りません。今は ICT 活用の
時代です。バーチャルな空間で披露し合うことを皆で
楽しむことで想像力が芽生える可能性もあると思い
ます。その中から言葉で伝えあう豊かさを体感するか
もしれません。ICT 活用以外の方法もあるかもしれま
せん。いずれにせよ、園が創意工夫することで「こど
も園としての役割」を果たすことはできると私は思っ
ています。このコロナ禍でさえも学びにする姿勢が、
園児たちの育みを支えるということではないでしょ
うか。「コロナ禍でも果敢に生きる力」を、園が子ども
たちに示すチャンスだとも言えると思います。子ども
たちの健やかな成⻑を支える大切な役割を担う認定
こども園が、コロナだから健やかに成⻑できる機会を
提供できませんでした、と言って終わってしまっ 
ては存在意義がなくなってしまうのではないかと思
うのです。私は、大学などの学校法人向けにもリスク
マネジメントの仕事をしていますが、今年は全国の大
学でオンライン授業が行われました。大学によっては、
オンラインで授業を行うだけでなく、新入生にキャン
パスライフをバーチャルで味わってもらう取組みを
したり、履修科目の選択で困らないような WEB 上の
プロジェクトを組んだりして、工夫した大学では学生
が安心して過ごすことができていると言います。 
こども園でも、４月５月の当園自粛期間に、園の先生
たちが手遊びや運動遊びの動画を配信したり DVD な
どを製作したりした園は少なくなかったと思います。
園によっては、新入園児が不安にならないように園の
案内をきめ細かく紹介するなど、スムーズに登園でき
るようにするための工夫を行ったところもあります。
保護者の育児放棄や虐待の疑いなどを懸念して、気軽
に相談に応じられるようにしたり、家庭訪問をしたり
した園もあると聞きます。 
 
 
 

３．コロナが私たちにもたらしたもの 
もう一度、園にとってコロナリスクって何だろう？と
皆で話し合ってみてください。そして、このコロナ禍
だからこそできることを見出していただきたいと思
います。そうすると、こども園にとって本当に大切な
価値は何か？が見えてくると思います。 
今回は、認定こども園におけるコロナリスクとは何か
について掘り下げました。各園では基本的な感染予防
策を講じながら、濃厚接触が疑われる場合の対応など
もあらかじめ想定した上で保育を行っていることと
思います。また、対策を講じていても万が一感染者が
出た場合に、できる限り感染経緯を追えるように行動
履歴を職員が自己管理しておくなど、多くの事業者よ
りも綿密な対策も打っていることと思います。コロナ
ウイルスには未知の領域が多く、ワクチンができるま
で、このリスクが⻑期化することが予想されています。
まだ気の抜けない日が続くと思います。 
パンデミックが、歴史の転換点になることがあります。
いま、世界的な価値の大きな転換が起きようとしてい
るとも言えます。働く環境が激変している保護者も少
なくないと思います。5G や AI（人工知能）の活用は
まだ先だろうと思っていましたが、もうすぐ目の前に
デジタルトランスフォーメーションの時代が来てい
ます。私はコロナ禍で直接人と対面して話す機会は激
減しましたが、日本中あるいが世界の初対面の人たち
とオンライン会議で出会い、意見交換をすることがで
きました。わざわざ出張しなくてもオンライン研修で
グループワークまでできてしまうことも発見しまし
た。この短期間で各地の人たちとお互いの価値を交換
し合い、刺激し合うことができることを体感しました。
働き方や休み方などが変わることによって、保育や教
育の見直しも進むと私は思います。園児たちが大人に
なる頃がどんな世界かを想像すると、「こうしてはい
られない」と思う人も多いのではないかと思います。
新しい生活様式に合わせて保育のあり方を考える大
切な時期ではないかと思います。 
 
※注釈 
デジタルトランスフォーメーションとは、「IT の浸透が、
人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」
スウェーデンのウメオ大学、エリック・ストルターマン教授
が提唱した概念。こども園等の現場では、登降園管理システ
ムや記録のデータ化、保護者との情報共有など事務効率の
向上に使われることが多いですが、今後は保育の質向上に
つながるツールの開発も期待されています。 
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風見鶏 
『新型コロナで何が問われているのか』 

株式会社保育システム研究所 吉田 正幸 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、認定こども園

や保育所、幼稚園なども大きな影響を受けたが、その一

方で今後の保育や子育て支援を考える上での重要な

示唆も得られたのではないか。感染の第２波、第３波も

懸念される中で、緊急事態宣言が解除された今こそ、こ

の３、４か月間の状況を冷静に振り返りながら、次への

備えを考えておく必要がある。 

 それを考えるに当たって、本協会が実施した「新型コ

ロナウイルスに係る就学前の子育て家庭への緊急アン

ケート調査」結果が貴重な手掛かりを与えてくれている。

この調査は、新型コロナウイルス感染拡大の最中に、そ

の影響を受けている子育て家庭の実態や親子の状況

を探ったもので、そこからは様々な問題状況や課題が浮

かび上がってくる。 

 調査結果から見えてきた問題状況の一つは、緊急事

態宣言下で臨時休園や登園自粛が行われ、子どもが

家庭内に閉じ込められた状態に置かれたことで、回答

した保護者の６割が「子どもに気になる変化があった」

と答えている。その内容をみると、「メディアの利用が増

えた」「生活が不規則になった」「体力が低下した」「兄

弟喧嘩が増えた」といった様子が見られたという。 

 自由記述の中には、「赤ちゃん返りした」「吃音がみら

れるようになった」「心因性頻尿になった」「かんしゃくを

起こしたり、泣くことが増えた」「すぐ怒るようになった」

「笑顔が少ない」といった声も聞かれた。 

 そこからは、臨時休園や登園自粛などによって保育を

受けることができなくなり、友だちと遊ぶ機会も激減する

と同時に、近所の公園で遊ぶことも遠慮しなければなら

ない状況に追い込まれ、親とだけ四六時中向き合う中

で、ストレスを溜め、不安に陥った子どもたちの姿を読み

取ることができる。 

 屋外で遊ぶ機会が減り、室内に籠もらざるを得ない状

況は、福島第一原発事故の放射能問題によって屋外で

の行動が著しく制約されたことと一見似ているようだが、

今回の新型コロナウイルス感染問題ではソーシャルディ

スタンスが強調され、人と人との接触も避けるよう求め

られたという点で、さらに深刻な状態をもたらしたと考え

られる。 

 そうした中でも、保育が受けられたのは、医療従事者

などのいわゆるエッセンシャルワーカーの子どもたちだ

った。自治体や園によっても対応の仕方は異なっていた

が、エッセンシャルワーカー以外は、たとえ保護者が働

いていたとしても園での受け入れを認められなかったケ

ースが少なくなかった。 

 この違いを強いて説明するならば、保護者の職業によ

って保育の必要性の程度が違うという考えに基づいて、

受け入れの可否が判断されたと言える。考えてみれば、

新制度においては保育の必要性の認定、いわゆる保育

認定が保育を提供する際の重要な基準になっている。 

 ここで言う保育の必要性は、保護者の就労の有無や

職種、就業形態、労働時間など保護者の状況から来る

必要性であって、子どもの側から捉えた必要性ではな

い。もちろん保護者が働いていれば、その間保護者の養

育を肩代わりする必要がある。その意味で、専業主婦家

庭より共働き家庭のほうが保育の必要性は高いと言え

るかもしれない。 

 しかし、今回のように保育を受けられない期間が、長い

ケースであれば４か月にも及ぶ場合、保護者の就労の

有無や職種の違いを超えて、子どもの健やかな育ちの

ための保育をどう保障するかという観点から、保育のあ

り方を考えなければならない。先ほど紹介したアンケー

ト調査結果が物語っているように、家に籠もらざるを得

ない子どもの姿は明らかに異常で、いびつであり、逆に

そこからは豊かな保育の必要性と重要性と緊急性がう

かがえる。 

 制度上は保護者から捉えた保育の必要性だが、本来

は子どもから捉えた保育の必要性というものにもっと光

が当てられなければならない。だからこそ保育の質がよ

り問われるのだ。そう考えると、子どもから捉えた保育の

必要性と保育の保障について、制度的にも検討するこ

とが求められるのではないだろうか。 

 また、これに関連して、園によってはオンライン保育の

実施や教材の配布・配信、園庭開放、分散登園など、

様々な工夫によって保育をカバーしようという取り組み

も見られた。一方で、園からほとんど何の連絡も情報提

供もなかったという声も聞かれた。今後の第２波、第３波

の到来ということを想定すれば、子どものための保育保

障という観点から、園は何を行うべきか、そのための基

本理念の構築と実践的な保育方法の創意工夫が期待

される。長期間に及ぶ保育の空白期間を決してつくって

はならない。 

  

 

  

 

 

【編集後記】 

新型コロナウイルスによる全国の非常事態宣言を経て、少しずつ日

常生活を取り戻しつつあります。今回のコロナ自粛で幼児教育・保

育施設の社会的必要性が改めて再認識されたのではないかと思い

ます。また多くの課題も浮き彫りになりました。人々の暮らしが大

きく変わりつつある中、幼児教育・保育の現場でも今までと違った

形での取り組みが求められていくことになるのではないでしょう

か。これからも会員園の皆様へ有意義な情報発信に努めてまいりま

すので令和 2 年度もよろしくお願いします。   （埼玉県 O） 


