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全国の認定こども園が、６地区で集結。現場保育者の学びを深める。

平成２０年度　地　区　研　修　会　開　催

　「すべてのこどもの最善の利益」

を求めて、全国認定こども園協会

として初めての地区研修会が、全

国６地区に分かれて、２月７日の

北海道地区を皮切りに、３月末の

近畿・中国・四国地区までの約２ヵ月間にわたって開催さ

れた。各地区の認定こども園教職員をはじめ、認定こども

園を志向している幼稚園・保育園等の教職員、また都道府

県や市町村の担当者も加わり、総計 800 名を超える参加者

が、認定こども園が必要とされている社会の状況や制度を

巡る事柄を学び、認定こども園の運営や保育の共通理解形

成などの取り組みの実際を聞き、今後の歩みへのヒントを

求めて協議の時間をもった。

　トップバッターの北海道地区では、極寒の中の開催だっ

   たが、最終の近畿・中国・四国地

   区が開催されるころは桜も散り、

   春真っ盛り。日本列島を縦断して、

   冬から春へ、認定こども園の風が

   吹き抜けていった。

　

　「認定こども園」は、制度創設時から、幼保連携型、幼稚

園型、保育所型、地方裁量型の４つの類型が設けられてい

るが、これに加えて、公立私立の別、設置主体（法人）の

違い、そして、各認定こども園のおかれている地域や設立

の経緯など、「認定こども園」とひとくちに言っても、多様

な個性をもって運営が始められている。そのような違いを

理解しつつ、様々な課題を確認し、より良い運営となるよ

うに共に担うことが必要であるとの認識から、今回の地区

研修会は、教職員向けの研修会として企画された。

　一方で、認定数目標２，０００カ所にほど遠い状況の背景

に、各自治体の認定こども園制度への理解不足があること

が推察され、教職員向けの研修に併せて、園長設置者・都

道府県市町村の担当者の分科会を設け、特に自治体担当者

   　　の参加費はいただかない形を

   　　とっての開催となった。

   　　　各地区の研修内容について

   　　は次ページの通り、全体とし

て一定の方向性を確認しつつ、

各地区の独自性も現れている。

　共通の事柄として、それぞれ

の認定こども園がどのように息

づいているのか、現場からの報

告を受けて、互いの成果を分か

ち合うと共に、より一層、保育の質を高めるべく学び合うこ

とを第１のねらいとした。資料と共に、プロジェクターを用

いての実践報告から、幼保一体の運営の中で、どのように共

通理解を形成しているか、日々の保育の打ち合わせや、研修

の取り組みがどのように進められているかなど、具体的、実

際的な事例が提示され、参加した現場職員は、それぞれの園

の状況を重ねながら、新たな可能性の示唆を得る時となった。

　自治体の理解形成のために市町村担当者の参加をと願った

   　が、開催の案内の時期や各自治

   　体の予算などの関連からか、各

   　地区研修会への市町村担当者の

   　参加は少なかった。次世代を責

   　任もって育成する「国家戦略」

   　でもある認定こども園制度であ

り、この普及は、幼稚園・保育所の一体的運営による効率化

などにとどまるものではなく、「保育の質の向上」や「地域

の子育て力の回復」、「幼保小を繋ぐ連携のあり方」など、地

域において大きな力を発揮することにつながる。参加した園

長・設置者、そして行政担当者は

講演やシンポジウムを通して、

認定こども園制度が求められる

この時代・社会への認識を新た

にした。

　参加した一人ひとりが、研修で得たものを握りしめて、新

たな志を豊かにされて、それぞれの働きの場所へと散らされ

ていった。今回の地区研修の成果は、春の風のように、それ        

　　　　　　　　　　　　　　　ぞれの園、自治体等で、色

　　　　　　　　　　　　　　　とりどりの花を咲かせてい

　　　　　　　　　　　　　　　ることを願う。（編集

     　　　　委員会）



　　地区名 　日時・会場     講演・分科会・講師

　北海道地区 ２月７日（土）  講演「認定こども園の課題と可能性を考える」

  　14：00 〜 16：45 　　　   吉田正幸氏（保育システム研究所代表）

  名寄大谷幼稚園  分科会１　現場保育者研修

  　　　（北海道名寄市）  ・「幼保の枠を超えて〜こどものもりの実践を通して〜

  　　　　　 　　　   若盛清美氏（認定こども園こどものもり　保育園長）

     分科会２　市町村担当者、園長・

      ・「認定こども園制度について」

  　　　     濱谷浩樹氏（文部科学省初等中等教育局幼児教育課長）

　関東地区 ２月１４日（土）  講演「認定こども園の現場保育者として」

  　14：00 〜 17：40 　　　   柴崎正行氏（大妻女子大学児童学科教授）

  認定こども園  分科会１「認定こども園制度の現状と展望」

  　　こどものもり 　　　   濱谷浩樹氏（文部科学省初等中等教育局幼児教育課長）

  　　　（埼玉県松伏町）  分科会２　シンポジウム「認定こども園における保育現場の取り組みより」

  　　　    コーディネーター　 若盛正城氏（認定こども園こどものもり園長）

  　　　    シンポジスト　 東京都四谷こども園

  　　　　　　　　　　　　    認定こども園むつみ学園主任

  　　　　　　　　　　　　    認定こども園こどものもり主任

　九州地区 ２月２８日（土）  講演「認定こども園の現状と今後の課題」

  　14：00 〜 17：30 　　　   吉田正幸氏（保育システム研究所代表）

  筑紫女学園高校  分科会１「認定こども園の現状と展望」

  　　　（福岡県福岡市） 　　　   吉田正幸氏（保育システム研究所代表）

     　　　  森昭一郎氏（文部科学省幼保連携推進室幼保連携推進専門官）

     分科会２　シンポジウム「認定こども園の取り組みと資質」

  　　　     コーディネーター　 王寺直子氏（佐賀県　認定こども園赤坂ルンビニー園長）

  　　　      シンポジスト　  若盛正城氏（全国認定こども園協会代表理事）

  　　　　　　　　　　　　     古渡一秀氏（福島県　認定こども園まゆみ幼稚園長）

  　　　　　　　　　　　　     福上道則氏（愛知県　認定こども園東保見こども園長）

　東北地区 ３月　７日（土）  講演「すべてのこどもの最善の利益を求めて」

  　11：00 〜 15：45 　　　   吉田正幸氏（保育システム研究所代表）

  福島学院大学  分科会１　教職員研修　　　　　　　　　司会　岡村　宣（認定こども園しゃろーむ園長）

  　宮代キャンパス 　  ・「認定こども園に期待するもの」

  　　　（福島県福島市）　　　   森昭一郎氏（文部科学省幼保連携推進室幼保連携推進専門官）

   　   ・「幼保一体の保育に取り組んで」〜こどもが育つ空間の創造〜

  　　　     若盛清美氏（認定こども園こどものもり　保育園長）

  　    ・対談と協議　森昭一郎氏と若盛清美氏の対談と会場との協議

     分科会２　行政関係者・園長設置者研修　司会　古渡一秀（認定こども園まゆみ幼稚園長）

  　    ・「認定こども園の現状と課題」

  　　　     濱谷浩樹氏（文部科学省初等中等教育局幼児教育課長）

  　    ・対談　「地域の中の認定こども園」

  　　　     濱谷浩樹氏（文部科学省初等中等教育局幼児教育課長）

  　　　     吉田正幸氏（保育システム研究所代表）

  　　　     若盛正城氏（全国認定こども園協会代表理事）

　中部地区 ３月１４日（土）  研修１　教職員研修

  　13：30 〜 16：00　 　 講演　「幼保の機能と質の向上」

  愛知社会福祉協議会 　　　　   汐見稔幸氏（白梅学園大学学長）

  　　（愛知県名古屋市） 研修２　市町村行政・設置者・園長研修

   　  　　 講演「認定こども園の現状と今後の課題」

  　　　　     朝川 知昭氏（文部科学省幼保連携推進室長）

　近畿・中国 ３月２８日（土）  講演「認定こども園の未来」

　　　四国地区 　14：00 〜 17：30 　　　   無藤　隆氏（白梅学園大学教授）

  兵庫県私学会館  分科会１　園長・行政担当者研修

  　　　（兵庫県神戸市）  「認定こども園制度のあり方」

  　　　     濱谷浩樹氏（文部科学省初等中等教育局幼児教育課長）

  　　　     吉田正幸氏（保育システム研究所代表）

     分科会２　現場保育者研修

      「認定こども園に於ける保育のあり方」

  　　　     若盛正城氏（全国認定こども園協会代表理事・

        　　認定こども園こどものもり園長）
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　平成２０年度 全国認定こども園協会　地区研修会一覧



＜北から南から東から西から＞・・・認定こども園推進への思い・・・

　夢が広がる元気な社会をめざして
　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県知事　井戸　敏三

　　　　　　　　　　　　　平成 18 年、19 年と 2 年連続
　　　　　　　　　　　　で合計特殊出生数が回復しました
   が、出生数はピーク時の約半分で
   あり、本格的な人口減少社会が到
   来しようとしています。
　　　　　　　　　　　　　これからも社会の活力を維持
   し、質の高い生活を実現するには、
次代を担う子どもたちの健全育成はもとより、すべての人々
がもてる力を存分に発揮し、いきいきと活動できる社会をつ
くっていくことが大切です。
　兵庫県は、安心して子どもを生み育てる地域社会をめざし、
「ひょうご子ども未来プラン」のもと、保育サービスの充実、
地域ぐるみの子育て支援、子育てと仕事の両立などのアク
ション 10を全力で推進しています。
　延長保育や病児・休日保育の充実をはじめ、「まちの子育
て広場」の推進、在宅での子育てを支援する「乳幼児子育て
応援事業」の実施などのほか、20 年度からは、第 3子以降
の保育料の助成も実施しています。
　しかし、幼稚園・保育園という枠組みの中では、必ずしも
子育て家庭の多様なニーズや課題に対応できません。そこで、

創設されたのが、「認定こども園」制度です。兵庫県の認定
件数は、昨年4月で15件、本年4月には19件になりました。
 認定こども園の制度にも、いくつかの課題があります。そ
の一つが、0~2 歳の保育に欠けない子どもは対象外とされ
ていることです。兵庫県は、すべての子育て家庭を支援す
るため、こうしたケースも受け入れできるようにしたほか、
国の助成がない認可外部分にも、県独自の助成制度を創設
しました。
　また、国の助成制度が十分でないことや、所管官庁が複
数にまたがることによる事務の煩雑さなども指摘されてい
ます。
　昨年 10月、国に「認定こども園制度の在り方に関する検
討会」が設けられ、私も都道府県代表の委員として参加し、
問題点の改善を提案してきました。この結果、新たに「安
心こども基金」による助成制度が創設されました。
　今後とも、よりよい制度となるよう、認定こども園や子
育て家庭の皆様の意見を伺いながら、制度の改善・充実を
働きかけていきます。
　それだけに、全国認定こども園協会が設立されたことは、
本当に心強いことです。認定こども園の円滑な運営、充実
に向けた活動に大いに期待しています。
　みんなの知恵と力を合わせ、子どもたちの夢が広がる元
気な社会をつくっていきましょう。
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今回からの新シリーズ。認定こども園を推進しておられる知事、市長、町長、担当課の方々から、認定こども園にかける願いをお寄せいただ

きます。今回は、全国でも先駆けて取り組みを進めておられる、兵庫県と秋田県からご登場いただきました。
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　本年 3月 31日に、認定こども園制度の在り方に

関する検討会において、「今後の認定こども園制度

の在り方について」と題する報告書がとりまとめら

れました。この検討会は、昨年 10月に、内閣府特

命担当大臣 ( 少子化対策担当 )、文部科学大臣、厚

生労働大臣の 3大臣の合意により設置され、学識

経験者、自治体関係者、認定こども園、幼稚園、保

育所を運営している関係者など幅広い立場の方の

委員としての参画を得て、認定こども園制度の在り

幼保連携の
窓

見える 見える！

  幼保の未来

文部科学省

　幼保連携推進室

方について検討を重ねてきたものです。

　検討会の報告では、認定こども園の理念や意義については

制度創設時より現在においてより強まっており、安心こども

基金等の新たな財政措置を活用するなどして、制度のさらな

る推進を図っていくべきとの基本的認識が示されました。そ

の上で、認定こども園が直面している課題に早急に対応して

いくべきであるとして、二重行政の解消のための具体的な改

善事項に係る工程表の提示や、認定こども園推進のための国・

地方公共団体への提言等を行っています。                       

　この報告書を受け、国としては、工程表に基づいた二重行

政の改善へ向けた取組等を行っていくとともに、都道府県に

対し、報告書を踏まえ、認定こども園推進のための積極的な

取組を行うこと等を要請する通知を発出しました。具体的に

は、次世代行動計画における認定こども園設置促進の適切な

位置づけや幼稚園・保育所認可にあたっての柔軟な対応等の

認定こども園の普及促進のための取組や、補助手続・行政窓

口一本化の取組などについて、通知において要請を行ってい

ます。  

　また、認定こども園の認定手続き等における問題点や具体

的な改善例、認定手続き等に関する Q&A、各都道府県にお

ける手続きなどをとりまとめた「認定申請手続き等に関する

事務マニュアル」を作成し、上記の通知とあわせて各都道府

県に送付しました。

　これらの報告書や通知、事務マニュアルについては、文部

科学省・厚生労働省幼保連携推進室のHPに掲載しています

ので、ご参照ください。



　実のところ、幼保の違いというより、地域や園によ

る違いの方が大きいのかも知れません。幼稚園あるいは

保育園の特徴と呼んでいるものがその園独自にやり方で

あったりすることも珍しくありません。保育の世界はそ

れだけ多様性があるのですし、教育要領も保育指針も、

そういった多様性を尊重するように作られています。

　とはいえ、認定子ども園の日常業務においてはちょっ

とした違いが結構トラブルの元になります。その調整に

　　　　　　　　　も時間が掛かります。話し合いどこ

　　　　　　　　　ろか、互いの言い分の申し渡しの応

　　　　　　　　　酬で時間を過ごしているかも知れま

　　　　　　　　　せん。そうなると確かに消耗になり

　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　　　　幼稚園で働いてきた多くの保育者

　　　　　　　　　にとって、保育の記録の整理や教材

準備や互いの話し合いに十分な時間を掛けられないこと

に驚くかも知れません。保育所育ちの保育者にとっては、

そういったことに時間を掛けられる世界があることに愕

然とするのかも知れません。

　認定子ども園となると、時間が大幅に足りなくなる中

で、保育の質を確保するために、質の向上のための取り

組みをしていく必要があります。でもそれは教育要領で

も保育指針でも、必要であると求められていることです。

認定子ども園の試みは先駆的なものであり、既存の幼保

の園の保育や働き方の見直しに通じるものとなることで

しょう。保育所の保育者だって、例えば、保育の記録を

取り、指導計画を見直し、教材

準備をし、園内の他の保育者と

打ち合わせをすべきなのです。

また幼稚園の保育者もまた預か

り保育や保育の養護の面の働き

の充実に力を入れるようにすべきなのです。
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「こ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メッセージ　①

　認定こども園は言うまでもなく、幼稚園と保育園を統合して

成り立つものです。幼稚園も保育園も小さい子どもを預かり、

保育をする場であり、特に改定により、どちらも正規の意味で

幼児教育の施設ともなっています。だったら、統合は当然のよ

うにも思えます。とはいえ、実際には、幼稚園・保育園ともに

長い伝統の下に整備され、活動してきていますから、その実態

はかなり異なるところがあります。既に幼保の連携施設として

活動を開始した認定子ども園はたいてい元々幼稚園ないし保育

園で働いてきた保育者を多く置いて保育を進

めるようにしているでしょうけれど、そうし

た折りに発想がかなり異なるので、驚くこと

も多いようです。

　ちょっとした用語も異なるようですが、や

はりそれ以上に 4時間の保育を基本としてい

るところと、乳児からの長時間預かることが

中心のところの違いなのでしょう。ですが、幼稚園でも預かり

保育が増え、保育園も幼児教育に一層力を入れようとしている

現在、重なりはかなり増えてきています。その意味で、認定子

ども園の試みはすべての幼保のこれからの方向を具体的に形に

するものであると言えましょう。

 何より少々の違いを乗り越えて、幼保のそれぞれのよさを生か

そうという姿勢が大事です。幼稚園のよさがあり、保育園のす

ばらしさがあります。お互いに相手をおとしめることで自分た

ちを擁護しようというのではなく、相手のよさを認め、それに

学び、そのよさを保持していく工夫を一緒になって考えていく

べきでしょう。

　例えば、保育園ではいわゆる養護の面について丁寧に個への

対応を行ってきた経緯があります。また幼稚園では教育課程か

ら指導計画を考え、教育活動を組織していくことや、園の環境

への細やかな配慮に特色を持っているところが多々あります。

それらは幼保のどちらにおいても大事なことです。そういった

ところから学ぶことが出来ます。

幼保のよさをこそ合わせる　　　　　　 無　藤 　　隆　( 白梅学園大学教授 )

　平成２１年度定期総会が

　　　　　　　開催されます。

　別途ご案内の通り、平成２１年度総会を、6月 12日 ( 金 ) 

午前１０時３０分から学士会館 202 号室にて開催します。

NPO法人としての事業計画案と予算案、また、会費の変更

についてもご審議いただきます。同日午後からは、第２回

トップセミナーを予定していますので、お忙しい中と存じ

ますが、是非ともご出席ください。

　ＮＰＯ法人設立認可申請書を

　　　　提出しました。

　設立総会で、将来 NPO 法人化の方向でご了解いただき、

臨時総会において法人化手続きを進めることをご承認いただ

いておりましたが、役員会における準備作業、所轄庁との協

議を経て、２月２６日、NPO 法人設立認可申請書を内閣府

に提出することができました。定期総会までには認可が下り

る見込みです。ここにご報告いたします。
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認定こども園の今後の動向
　平成 18年 10 月に認定こども園制度

がスタートし、この春で 2年半を迎え

ました。都道府県を通じて行った調査

では当初、2000 件程度の申請が見込

まれていましたが、昨年 4月 1日現在

で 229 件、今年 4 月時点で約 360 件

程度しか誕生していません。

　そこで、文部科学省・厚生労働省は、

認定こども園の普及促進に向けた検討

に乗りだし、「こども交付金」制度の創

設や運用改善などを盛り込んだ方策を

昨年 7月にとりまとめました。このう

ち「こども交付金」に関しては、平成

20年度補正予算において「安心こども

基金」が創設され、その中で「こども

交付金」が盛り込まれ、施設整備費や

事業費が支出されることになりました。

　その結果、施設整備費については、

幼保連携型への移行を前提に幼稚園型、

保育所型の認定こども園に対する補助

が、事業費については幼稚園型の保育

所機能、保育所型の幼稚園機能に対す

る補助が行われることになり、地方裁

量型についても特別交付税 ( 地方財政

措置 ) が講じられることになりました。

　一方、経済財政改革の基本方針

2008( 平成 20 年 6 月閣議決定 ) や教

育振興基本計画 ( 平成 20 年 7 月、閣

議決定 ) など政府の方針により、認定

こども園の制度改革について平成 21年

度中に結論を出すよう求められていまし

た。これを受けて、平成 20 年 10 月に

「認定こども園制度の在り方に関する検

討会」が設置され、さる 3月末に報告

書をとりまとめました。

　報告書は、認定こども園制度の理念や

意義・機能を改めて確認した上で、改革

の方向として「平成 23年度には認定件

数が 2000 件以上になる　　　 ことを

目指し、必要な　　　　　　　　見直し

を早急に　　　　　　　　　　　　実施

　　　　　　　　　　　　　　　　すべ

きであ　　　　　　　　　　　　る」と

して、　　　　　　　　　　　期限を定

めた　　　　　　　　目標を明らかにし

ました。そのための具体的な課題として、

1. 財政支援の充実、2. 二重行政の解消、

3. 教育と保育の総合的な提供の推進、

4. 家庭や地域の子育て支援機能の強化、

5. 質の維持・向上への対応――の 5つ

について取り組むよう求めています。

　このうち財政支援の充実については、

「安心こども基金」による国の財政措置

や地方財政措置が講じられたことに触れ

ながら、その実施にあたっては「現場の

実情に十分配慮すること」や、子育て支

援に対する「財政支援の一層の拡充に努

めていくべき」ことなどを求めています。

役員会報告

　また、二重行政の解消では、こども交

付金の補助手続きの一本化をはじめ、会

計処理や監査事務の簡素化、認定申請手

続きの簡素化、幼稚園教諭と保育士の資

格の取得弾力化、行政窓口の一本化の推

進、認定こども園に係る基準の見直しと

いった具体的な改善事項や実施時期につ

いて、一種の工程表を示して確実に進め

ていくよう求めています。

　一方、厚生労働省において現在、保育

制度改革の検討が進められており、その

具体的な制度設計の在り方が認定こども

園にも大きな影響を与えることから、今

回の検討会では運用改善レベルの内容に

とどまり、認定こども園の制度改革にま

で踏み込むことができませんでした。そ

のため、今後のスケジュールについて、

保育制度改革の方向性や検討状況を踏

まえながら、「必要な見直しを実施すべ

きである」として、認定こども園の制度

改革を事実上先送りすることになりまし

た。

 　「こども交付金」による財政支援や

様々な運用改善によって、認定こども園

の普及促進に一定の弾みがつくものと思

われます。が、平成 23 年度中に 2000

件以上となるためには、やはり制度改革

を行う必要があります。その意味では、

保育制度改革が山場を迎えるこの 2~3

年の動きが注目されます。

　編　集　後　記　　原稿依頼をお送りしたその日に、無藤先生から原稿が送られてきました。あれから２ヶ月。大変
　お待たせいたしました。また、兵庫県知事様、秋田県幼保推進課の方には、お忙しい中、ご協力をありがとうござい
　ました。少しずつ、内容が充実していくのが楽しみです。暑くなったり寒くなったり、桜も人も、咲くべきか、行くべきか、
　迷うことの多いこのごろ。しっかり行くべき方向を確認しなきゃ・・・ね。　　　　　　　　　　　　　（なまはげ）

　第５回役員会
　　１月３０日　文部科学省会議室
①認定こども園向け保険について
　AIU 保険会社と三井住友海上保険株
　式会社の担当者説明を受けて協議　
　し、４月から対応できるよう準備を
　すすめることとした。
②地区研修会開催計画を確認した。
③文部科学省・厚生労働省・幼保連携
　推進室との勉強会内容を確認した。
④NPO法人設立書類を確認した。
※役員会後、勉強会開催。

　第６回役員会
　　３月３０日　文部科学省会議室
①地区研修会の状況について確認。
②次年度に向けての検討。（計画等）
③NPO法人関連。
④文部科学省委託事業（認定こども園
　好事例集）について、担当委員、活
　動内容などを検討した。
⑤認定こども園保険について、課題を
　確認した。
⑥ホームページの活用のあり方検討。
※役員会後、文部科学省・厚生労働省・
　幼保連携推進室と勉強会開催。

　21年度　第１回役員会
　　　　　　　４月２３日　霞山会館
①総会準備　20年度総括・報告・決算。
　21 年度計画案・予算案、NPO法人化
　に伴う会費変更案　他
②新年度の委員会構成について検討し　
　た。
③地区研修会の総括をした。
④新規会員募集の取り組みについて協議
　した。
⑤トップセミナー開
　催計画を立案した。
⑥ホームページの活
　用について協議した。


