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子どもをめぐる状況の移り変わり。

 戦後第一次ベビーブームがあり、その 20

数年後には第二次ベビーブームが来た。と

ころが次に来るはずの第三次ベビーブーム

が来なかった。親の数は多いのに子どもが

生まれなかった。今後はいまの少ない出生

数が親の数になるのだから、将来の子ども

の数はさらに減る。その現実を意識してく

ださい、と日頃は申し上げている。

 親の数が増えないという現実は「われわ

れが変えられない未来」。しかし子どもを

産む率は上げることはできる。スウェーデ

ンやフランスは、政府の対策によってそれ

を実現しており、これはわれわれにも今後

の取り組みで「変えられる未来」である。

 2005年から2030年にかけては高齢者が

増え現役世代が減る。2030 年から2055

年は高齢者の数は増えず現役世代は減る

が子どもの数は増やすことができる「変え

られる未来」である。2055 年の現役世代

はこれからの対策によって増やすことはで

きる。

 少子高齢化 = 社会全体の支え手が減って

いくデフレ社会は、日本全体の活力にも関

わってくる。私自身は、社会の活力の減退

を食い止める「手段」として少子化対策を

語るのは嫌なのだが、現実問題としては切

実な側面がある。

トップセミナー

「子ども・子育てをめぐる国の動向と課題」
内閣府 政策統括官 (共生社会政策担当 ) 村木厚子氏
3 月 5日 ( 土 ) 東京虎ノ門の東海大学校友会館において、 本部主催の平成 22年度トップセミ
ナーが開催され、年度末の多忙な時期にも関わらず全国から 40名の会員が集まった。当日は
セミナー直後に会員と村木氏のフリーな対話の場として茶話会も設けられ、33名の出席者が
率直な意見交換を行った。

子どもの出産数を左右する要因とは。

 独身男女の 9 割が結婚の意思がある。ま

た子どもの数は二人以上を望んでいる。乱

暴な推計だが、結婚したい人がみな結婚

して子どもを2 人産むと(「みんなの願い

が叶えば」) 出生率が 1.75 になる。しか

し現実の将来 (2055 年 ) の人口推計 (「み

んなの願いが叶わなければ」)では 1.26

である。この乖離は、若い人の正規雇用

率が低く、安定した収入が得られないこと

が原因のひとつとしてある。 子どもを増や

すためには、若い人を正規雇用することが

実は一番効き目のある方策になるのではな

いか。

 ここ20 年、女性が一人目の出産を期に

仕事を辞める比率 (70%) は変わらない。と

なると、子どもを産むか、産まずに働きつ

づけるかを迫られていることになる。ある

いはそれを迷っているうちに高齢になり出

生率が下がる。働く女性のこうした問題は、

労働環境が一向に変わっていないことに起

因する。

 一方男性の状況は、運良く正規社員にな

れて結婚をしても、子育て時期になっても

残業が多く、子育ては奥さん任せになる。

男性の家事・育児に費やす時間は世界的

に見ても最低の水準である。この問題が実

は重要なポイントで、二人目を産むか産ま

ないかは、一人目を産んだときの父親の

育児参加にかかっている。つまり、 一人目

を産んだときに夫が家事・育児を手伝って

くれた人は二人目も産むという結果が現れ

ている。父親の育児参加を妨げている「働

き方の改革 (ワーク・ライフ・バランス )」

が急務となっている。

また、子育てに社会が冷ややか、隔離され

ていると感じる母が二人に一人いる。特に

専業主婦の育児不安感が高い。一人目を

産んだときに育児不安が大きかったかどう

かが、二人目を産む動機につながる。そし

て三人目になるとお金の問題となる。

子ども・子育て政策として、何が必要か。

 国は子ども・子育て政策として、子ども手

当(13000円 )を新たに設けた。これによっ

て家族関係支出は 0.3% 上がったが、諸

外国と比べると依然として家族関係費は低

い。13000 円を 15 歳まで払うと子ども一

人につき500 万円くらいの所得移転とな

る。その考え方自体は面白いと私は思った

が、この政策が始まる前に財源が厳しいの

で現物を優先してほしいとお願いしたこと

があった。
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 子どもが生まれたらお金と手間はかかる。

 お金をどうするか ?まず正社員で働けるこ

と。労働政策が大切。そして現金給付とし

ての子ども手当や所得控除。

 手間をどうするか ?これは、育児休業、短

時間勤務、残業時間の削減などワーク・ラ

イフ・バランスを推し進める。そして、幼

稚園、保育所をはじめとする現物給付。現

金と現物の手当のバランスが大切である。

子ども・子育て新システムの現況。

 新システムは就学前～放課後児童クラブま

でをカバーしている。少子化担当大臣は与

謝野馨氏。女性と子どもの問題に非常に熱

心な方で、私は期待をしている。

 いまは政党に関わらず、日本の子どもを

めぐる状況は本当に深刻であり、これをな

んとかしなければならないとい

う認識は変わらない。民主党に

なったときに子どものことを第一

に考えて、「チルドレン・ファー

スト( 子どもが主人公 )」という

考え方が濃くなったと感じる。む

ろん民主党のなかにも経済成長

を第一に考える方々もいるが、

子ども政策は成長戦略のなかで

最も大事な政策と位置づけられている。私

は、どこを切り口にしても子ども政策は大

事ですよ、と言っている。そういう基本の

考え方のもとに、妊娠出産から放課後児童

まで子育てをトータルに、穴が開かないよ

うに切れ目無くサービスを提供するのが新

システムだと考えている。

 制度設計をする上では「田舎と都市」の

違いを認識すること、「各省が一体的に」

取り組むことが重要である。「地域主権」と

いう考え方の下で「市町村 ( 行政 ) がその

市町村の子どものことに責任と権限をもつ」

ことを基本にしている。それを都道府県と

国が重層的に支える。

 財源は、子ども関係にしか使えない費用

を国から地方に包括的に交付して、地方は

地域の実情に応じて給付を実施する。また

国と地方にも「子ども・子育て会議」を設

置して、施策の妥当性やお金の使い方など

を見守る。給付は、「子ども手当」が一番

大きくなる。基礎サービスとして妊婦検診、

相談などの地域拠点、一時預かり、乳児

家庭全戸訪問などがある。幼稚園・保育

所 (これからは幼保一体型施設 ) など就学

前の施設への給付、その他の多様な保育

サービスへの給付がある。

幼保一体化とは何か。

 幼保一体化の目的は「就学前のすべての

子どもに質の高い教育・保育を提供する」

「保育の量的拡大」「在宅養育の支援」の

3 点。その起点になっているのは、現在は

親が働いているかいないか、親を基準に

制度がつくられている。小学校はひとつな

のに、なぜ就学前だけ分けられているのか

という素朴な疑問がある。実害として、幼

稚園に行っているときに親が仕事を持った

ら保育園に行くことになる。保育所に行っ

ているときに親が仕事をやめたら保育所を

やめなければならない。親の働き方で、子

どもが翻弄されてしまう。

 本当に深刻なのは、地方に行くと少子化

で幼稚園が成り立たっていないこと。幼稚

園と保育所、どちらを残すかではなく、 両

方の機能を持った施設が、必要とする人の

近くにあることが大切である。

 都市部は、待機児童対策が急務。特に0、

1、2 歳の受け入れ先が足りない。だから

といって3、4、5 歳だけの施設は待機児

童対策にならないとは私は思っていない。

「こども園 ( 仮称 )」にしても地域の実情に

応じた多様性があってよい。私は地域の子

育て資源として、幼稚園に期待している。

新システムが言う「システム」とは、幼保

一体化は「施設の一体化」だけを指すも

のではない。

 まずは地域のニーズを把握した上での「幼

児教育・保育の計画的整備」が必要である。

その上で0、1、2 歳の受入先が不足して

いれば「保育の量的拡大」を行う。待機

児童がいるが、基礎自治体はお金がない

から施設を作らないで済ます、という選択

はできない。基準を満たした施設であれば

「指定」を受けて新規参入できることとす

る。足りているところの参入はできないが、

不足している地域の新規参入はブロックで

きないようにする。そして子どもの教育・

保育ニーズに応じてどの子も必要な給付が

公平に受けられる「給付の一体化」を行う。

 施設については、地域のニーズがあれば

3 ～ 5 歳児のみの幼稚園や 0 ～ 2 歳児の

みの保育所など「専門店」が残ってもよい。

これからの主な論点。

 正当な理由がある場合を除

いて応諾義務をお願いする。

正当な理由とは、定員に達

していて受け入れできない、

非常に特別なニーズのある

事例などである。定員を上回

る際の入園の選考に際して

は、選考の基準をオープン

にすることが条件である。

 市町村の関与は、障害をもつお子さんや

虐待のおそれのあるお子さんなどに支援を

確実に届けることができるような具体的な

権限を検討している。

 給付の内容については、日本の子どもの

基礎的な質が担保をされた教育・保育に

関わるお金に関しては公費 ( 利用料負担有

り)で賄われる「公定価格」が適用され、

価格競争はしないという考え方だ。今後の

制度設計について皆さんは、公定価格の

算定基準が適性か監視しておく必要があ

る。上乗せ徴収については、「こども指針(仮

称 )」に基づくベーシックな教育を行ってお

り、それに関して特別な教育などを行う場

合には上乗せ徴収は可能。上限を設けな

い。ただし、理由を開示することと、低所

得者には上乗せ分の負担は施設が負担す

ること。このような方向性を打ち出してい

る。
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今が、子ども施策を充実させるチャンス。

 これから幼児教育・保育の質の向上のた

めに取り組むべき項目は、職員配置基準

の引き上げ、看護士の配置、職員待遇の

改善、減価償却費の導入などがある。本

来ならば給付率も改善したい。いま現在、

介護は 1 割、医療は 3 割の利用者負担な

のに、なぜ子どもは4 割 ( 保育所 )5 割 ( 幼

稚園 )の利用者負担なのですか、と問題提

起したい気持ちがある。

 これらの施策のための財源は、税と社会

保障の一体改革の議論の中できっちりと請

求書を出してエントリーをしたい。今後議

論が進むなかで、消費税を ( 上げる )とい

う議論の際には、子どものことをきっちり位

置づけてエントリーさせようと思っている。

過去に行った推計で消費税の0.4 ～ 0.6%、

1.3 ～ 2.1 兆円という数字もある。

 国の財源の話が横で動いているなかで、

できるだけ早く、子どもたちのためにこうし

たいというビジョンを描いて「そのために

必要なお金はこれだけです。ですから国民

の皆さんで子どものために支えましょう!」

と訴えていかなければならない。そのため

ワーキングチームの議論を急いでいるとこ

ろ。税と社会保障の一体改革の案が 6月

に出るので急ぎたい。大変時間が短いが、

なかなかこんなチャンスは来ない。子ども

にお金が必要であること、未来への投資と

して皆で支えるべきということを国民に広く

理解いただくために、どういう政権下であろ

うと、幼稚園・保育所の違いなく、ここに

向けて皆が一体となってやっていきたいと

願っている。子どもに関わる人々がいろん

な意見を言って政策決定に関わる。ぜひ皆

さんの声をお聴きしていい案を作りたいの

でご協力をお願いしたい。

セミナー直後に行われた茶話会での一問一答。

【会員】今の認定こども園は、新システム後にどういう形になるのか。
【村木氏】まず幼保連携型は「こども園 ( 仮称 )」にスムーズに移行していただけると思う。幼稚園型の認定こども
園を考えなければならない。しかしわれわれとしては、あの不自由な認定こども園を受けてくださった園には非常
にご恩があると思っている (笑 )。3,4,5 歳でも「こども園 (仮称 )」になれるようにしていきたいが、「こども園 (仮
称 )」の姿が見えてきたときに自分のところと照らし合わせて、不都合があれば早めに「ここをなんとかしてほしい」
と教えて欲しい。事務方も今の認定こども園には、ちゃんと (「こども園 (仮称 )」に移行 ) したいと考えているので、
気づいたことがあれば言ってきて欲しい。

【会員】自民党は抵抗するのか賛同するのか。
【村木氏】自民党のなかでもいろいろある。もともと幼保一元化と言っていた先生は文教に多かった。(幼保一体化を)
やると決めたなら文教の先生を推していただきたい。保育を熱心にされていた先生方は ( 幼保一体化を ) やりたい
と言う人とそうでない先生に分かれるかもしれない。ただ幼児教育・保育を良くしたいという思いは同じなので、
その方法論、特にお金の問題で変わってくるかもしれない。公明党はずっと認定こども園を応援してきているので、
どちらにしてもキャスティングボードを握っている。いま現在の保育所、幼稚園、どちらに行っている子どもにも、
新しい制度で保育がよくなっていくのかを注視されている。
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【会員】アレルギー児を受け入れる場合の応諾義務のプラス給付は。
【村木氏】アレルギー児ということまでの議論は現在はなされていない。障害児の受け入れに際しては一般財
源化されていて各自治体がどのように補助しているのか国は把握できていない。できるだけインクルーシブの
形で自分の地元の施設に人を加算されたかたちで入れるようにしたい。非常に特別なニーズの場合はそれ相応
の人の配置が必要。一度地方にわたして一般財源化したものを取り戻すことは大変。公立保育所が手薄になる
ことを危惧している。また国の制度が大きく変わるときには自治体の独自加算が手を引くことがある。これを
何とか食い止めたいのだが、国は強制することはできない。お金の動きは地域で監視するしかない。子ども・
子育て会議を地方につくれば、お金の監視はしやすくなるだろう。子ども・子育て会議は結構キーになる。

【会員】保育の質を語るときに幼稚園と保育部局の認識の差が大きい。
【村木氏】ひとつは最低基準を落とさないこと。保育所は認可で ( 制度で ) 護られて良い環境が担保されるが、
無認可はその限りではない。しかし都市部では保育室の面積を狭くしようという圧力がものすごくある。 量的
拡大を急がないと保育環境がどんどん悪くなる。最低基準を守るのは自治体に任せるだけでは保障できない。
ある程度、国に権限を残しておくという考えもある。あとはそれにどれくらい質の改善を組み込めるか。また、 
制度改革をするときは必ず自治体の職員の質が上がる。皆さんが質の高い担当を育てられる。そこはチャンス
である。

【会長】こういう車座でフリーの意見交換をまた設けたい。
【村木氏】意見交換できる機会をまたお願いしたい。

ふじようちえん
経済協力開発機構 (OECD) の効果的学習環境センター
(CELE) が出版する学校施設好事例集の最優秀賞受賞

TOP
ICS

OECD/CELE が世界の先進事例を集めた『学校施設好事例集』の第 4版で、会員園のふじようちえんが、文科省
の推薦を受けて 33カ国、166件の応募リストに加えられ、昨年 8月の審査委員会で最多得票を獲得した。世界
33カ国から 166プロジェクトが推薦され、その中から最も傑出した施設に選ばれた。文部科学省によると、国
内の建築物が最優秀に選ばれたのは初めてという。表彰式で加藤積一園長は「栄誉ある賞を頂き感謝している。
幼児教育は国をつくる力、世界をつくる力があると思う。今後も頑張っていきたい」と述べた。
表彰式に先立ち、18日に園児の様子を視察したOECD/CELE アナリストのアラスター・ブリス氏は「遊びと学
びと建物が一体となった、世界的にユニークな建物」と評価した。

写真提供：
ふじようちえん
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――民主党が進める「幼保一体化」に対
して現場からの反発が大変大きいようで
すが、なぜなのでしょうか。
 渡邉真一園長 ( 以下渡邉園長 ): あまりに

議論が拙速過ぎるからではないでしょうか。

もともと、幼稚園・保育所はそれぞれ歴史

も目的も異なるもの。それを、十分な議論

も財源もないまま、「幼稚園は定員割れし

ていて、保育所は ( 子どもが ) 溢れている

なら、一緒にしてしまえばいい」という考

え方は乱暴でしょう。幼保一体化は、少子

化対策・待機児童対策として、働く親御さ

んたちのために子育てを支援するだけでな

く、専業主婦であっても、子育てに不安を

抱いている人たちに手を差し伸べる、とい

う目的で進められるべきと私は認識してい

るのですが、現場から見るとどうも現実か

らかけ離れた方向へ行ってしまっている。

 幼保の役割については、それぞれの歴史

を見れば明らかですが、幼稚園では就学

前の幼児教育、保育所では「保育に欠け

る」子どもへの支援が根本にある、という

ことです。今回の一体化構想に強い反発が

出てきたのは、幼稚園・保育所がそれぞ

れの役割に自負をもってやってきたところ

に、「これからは ( 幼保が ) 一緒になります」

と言われて抵抗を感じているからでしょう。

 特に幼稚園からの反対が大きいのですが、

これは、こども園 ( 仮称 ) に統合されること

によって保育に割く時間が増え、教育に力

が入れられなくなるのでは、という懸念が

あるからです。また、0~2 歳児の保育とい

う未知の経験に対する不安もあると思いま

す。保育所側にも、株式会社などの多様

な参入者によって、パイの奪い合いになら

ないか、それらが過当競争を引き起こし、

利益追求のため保育の質の低下が起こら

ないか、という声があります。

見えない「こども園」の中身
 そしてこの幼保一体化、まだまだ先行きが

不透明です。政府のワーキングチームは、

現在、幼保一体化の構想として5 つの案

を挙げていますが、構成員の中でも意見

が割れています。さらに、これも現場や保

護者が反発・混乱する一因と思われます

が、「こども園」の仕組みが見えてこない。

イメージとしては、今ある「認定こども園」

の形になるのでしょうか。しかし、先生の

人員確保、給食室の設置義務、保育料金

システムなど、様々な基準について、どの

ような対応となるのか現段階では決めきれ

ていません。開設側からすると、こども園

は認定こども園よりも、手続きや事務管理

などの煩雑さが解消されるというメリットが

ありそうですが、それらは外からは見えに

くいこと。一般的に幼保一体化の意義が理

解されづらいのです。

――「認定こども園」ですが、そのよう
な事務手続きの煩雑さもあり、今年の 4
月時点で全国に約 500 件の設置にとど
まっています。「こども園」がより設置し
やすいものであるならば、待機児童問題

を解消できるのでしょうか。
 どちらにしても、5 案の中で、いきなり1

案 ( 幼稚園と保育所をすべてこども園に一

本化する )という形を選択するのは不可能

でしょう。そうすると、こども園を作っても、

まずは既存の幼稚園・保育所は残る可能

性が高いのではないでしょうか。

 そもそも、横浜市をはじめとする待機児童

数が多いと言われている地域でも、実は満

員の保育所は駅の近くだけで、少し離れた

ところには空きがあるというケースもたくさ

んあります。お迎えに便利な駅近の保育所

から埋まるのは仕方のないことですが、こ

のようにまだまだ現行の枠組みの中で工夫

の余地があると思われるにもかかわらず、

新たな「こども園」という仕組みが必要か

どうか、疑問です。

預かり保育の先生が「お迎え」に来る

――そんな中、渡邉先生が園長を務めら
れている、横浜市の初音丘幼稚園では、
認定こども園が開始されるずっと前か
ら、「預かり保育」を実施しています。
 渡邉園長 : 横浜市から、待機児童問題解

消のために、幼稚園を保育資源として活用

できないかという呼びかけがあり、13 年

前からスタートさせました。幼稚園の基本

時間帯は午前 9 時 ~ 午後 1 時 50 分、そ

の前後の午前 7 時 30 分 ~9 時、午後 1

時 50 分 ~6 時 30 分、ないしは 7 時まで

が預かり保育の時間帯です。

 幼稚園の時間が終わる頃、預かり保育専

幼保一体化
既存の枠組みで工夫できる
横浜市・初音丘幼稚園 渡邉真一園長に聞く

2010年 12月 24日 (Fri) 
WEDGE Infi nity 編集部

提　言
「子ども・子育て新システム」の政府案決定が迷走する昨年暮れ。渡邉会長が雑誌『WEDGE Infi nity』に取材を受け、子育て環
境の現在や新システムの問題点に対し、自園での取り組みを交えて持論を語った。ここに同記事を再録する。

民主党が2013年度からの導入を目指す幼稚園・保育所を一体化した「こども園」(仮称)
について、政府の「子ども・子育て新システム検討会議」のワーキングチームで議論
が行われてきたが、あまりに性急に進める政府に現場は猛反発。12月に 2度開かれ
た同会議でも、着地点が定まらない状態だ。少子化問題を解決するために、幼稚園と
保育所は、社会にとってどのような在り方がベストなのか。すでに横浜市で、幼稚園
と保育施設を一体で経営する渡邉真一氏に聞いた。
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任の先生が、園児たちを「お迎え」に行き

ます。そして、親御さんたちのお迎えが来

るまで、幼稚園内に設けた預かり保育専用

の部屋でのんびりと過ごします。幼稚園で

の生活は、子どもたちにとって楽しいなが

らも、集団生活という非常に緊張度の高い

環境に身を置いていることになる一方、預

かり保育の時間は、幼稚園から家庭に帰っ

てゆったりと過ごす感覚です。このように、

同じ園内にいながら、子どもたちは幼稚園

と家庭を行き来しているかのような、メリハ

リのある生活を送ることができます。これが

子どもにとってプラスになるということは、親

や教育者でなくとも感じるところでしょう。

 また、幼稚園の時間には同じ年齢の子ども

たちと一つのクラスで過ごし、預かり保育の

時間は、3~5歳の子どもたちが皆一つの部

屋にいますので、兄弟のような感覚で、幼

稚園の時間とはまた違った楽しい過ごし方に

なっています。これも、幼稚園だけではあま

り経験できない触れ合いです。こども園での

クラス編成がどうなるかはまだ分かりません

が、認定こども園のような形を踏まえると予

想すると、年齢別のクラス分けができたとし

ても、それぞれの子どもたちの在園時間が

バラバラなので、集団での活動がなかなか

難しいと思われます。このように、幼稚園で

の預かり保育の実施は、子どもの日々の生

活や成長にとって非常に有効です。

 親御さんたちにとっても、幼稚園で特色あ

る ( 幼児 ) 教育をきちんと受けられ、保育

もしてもらえるというのは大きなメリットで

しょう。また、幼稚園の預かり保育は、就

労しているお母さんだけでなく、専業主婦

であっても、病気や介護など、仕事以外

の理由でも利用が可能です。「家に帰って

も遊び相手がいないし、外に遊びに行か

せるよりも幼稚園で預かってもらえる方が

安心する」という親御さんの声もあります。

就労の有無を問わず、親の多様なニーズ

に応える環境を、現行の幼稚園という枠組

みの中で、預かり保育という工夫によって

整えています。

―さらに、預かり保育の開始とほぼ同時
期に、0~2歳児のための横浜保育室 ( 認
可外保育施設 )も開設されました。
 渡邉園長 :3 歳児の保育をしていると、教

育者として、自然と2 歳児のことが気になっ

てきます。0~2 歳児は横浜保育室、3 歳児

からは幼稚園で、希望者には預かり保育を

提供。そして私が経営する施設には学童保

育もありますので、小学校卒業の 12 歳ま

でずっと、親御さんは安心して地域に子ど

もを預けることができるのです。

 私は、( 私立 ) 幼稚園が、もっと地域に開

かれた幼稚園として、施設を開放すべきだ

と思います。市(町村)が困っているときに、

その問題に対して理解を示し、手を差し伸

べるのは、公的な援助をもらっている以上、

幼稚園にとって当然ではないでしょうか。

それだけでなく、諸外国の事例やこの少子

化の状況を見れば、この先幼稚園経営が

苦しくなることは避けられません。経営者と

しても、積極的に広い意味での子育て支援

に取り組むべきだと考えました。

 しかし、幼稚園経営者である以上、幼児

教育の重要性は実感してきましたので、「認

定こども園」という形を現在とっていません。

認定こども園のシステムでは幼児教育の実

施が今程充実しなかったり、運営に難しさ

を覚えたりするからです。現在横浜保育室

を利用しているご家庭は 0~2 歳児であり、

ここを修了した子どもたちは、全員 3 歳児

から幼稚園に入る仕組みとなっています。

この移行がスムーズなので、敢えて認定こ

ども園に踏み切る必要性を感じませんでし

た。初音丘幼稚園は、幼稚園と保育園を

一体化しなくとも、現行の枠組みでも解決

できることを証明しているのです。

保育室をはじめて気づいたこと
 保育室をはじめて気づいたことがありま

す。近年、幼稚園に入園してくる子どもた

ちの中で、おむつがとれていない子が増え

ていると感じていたのですが、同じ3 歳児

でも、横浜保育室に預けられていた子ども

の方がおむつがとれている割合が高いの

です。早期から子どもの自立を促すという

点では、幼稚園よりも保育所が優れている

という見方もできるのかもしれません。

 つまり、幼稚園・保育所、それぞれ子ど

もにとって良いところと課題があり、互いが

それらを学び合い、子どもを育てる上でベ

ストな環境づくりに努めていくことが大切だ

と思うのです。今回の幼保一体化に対する

それぞれの反応を見ていると、言い分とし

ては分からなくはないけれども、もっと双

方に努力の余地があるのでは、と感じます。

互いに協力し合って、現行の枠組みで工夫

していけば、トップダウンではなく、ボトム

アップの「幼保一体化」が模索できるので

はないでしょうか。

 そういった点からも、私は、今の自分のや

り方がベストだと考えています。幼稚園で

預かり保育をし、できれば2 歳児未満も含

めた保育所を設置する。さらなる理想とし

て、学童保育まで備えればまさに地域に開

かれた教育施設 ( 総合施設 )です。現在、

初音丘幼稚園には約 400 人の園児が通っ

ていて、そのうちの 4 分の 1 の子どもたち

が預かり保育を利用しています。横浜市内

で預かり保育実施・第 1 号の園として、体

制や教育内容にも満足してもらえているか

ら、駅から徒歩 30 分以上かかるという立

地条件の下で、市内でも比較的大規模な

幼稚園に成長できたと自負しています。

大切なのは自治体との話し合い
 幼稚園で預かり保育を成功させるために

は、当然十分な人員と財源の確保が必須

です。「横浜市は財源があるから ...」とい

うことを言われたりもしますが、それは違

います。もっと、市内の私立幼稚園は、市

( 町村 )と対話をして工夫することが必要で

す。初音丘幼稚園で13 年前に預かり保育

を始めるにあたって、市から園児一人あた

り21000 円の補助をもらうことができまし

た (2010 年 12 月時点では、園児一人あ

たり23800 円の補助金が横浜市から支出

されている )。こうした、自治体を説得して

互いに協力し合う姿勢が重要と感じます。

 もちろん、すべての幼稚園が同じようにで

きるとは思えませんし、「3~5 歳児の幼児

教育に特化していく」という信条を貫く幼

稚園経営者もいると思います。それはそれ

で良いと思うのですが、やはり、親の働き

方や家庭環境が多様化している現代、既

存の幼稚園・保育所という2 大枠組のもと

で子どもの保育・幼児教育を行っていくに

は限界があるのではないでしょうか。今あ

る仕組みをベースにして、親御さんたちが

選択できるメニューを増やす。これが目指

すべき形だと考えます。無理矢理、幼稚園
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と保育所を一体化するのではなく、現行の

枠組みの中で、できることを模索していく

努力が、行政も含めて必要でしょう。

 さらに言えば、親御さんたちの就労環境の

改善も進めてほしい。企業のトップ管理職

が、孫が産まれたら休暇をとる ( 孫育休暇 )

ぐらいのことを考えても良いと、私は本気

で思っています。人々の意識の改革ととも

に、子育てしやすい環境を整える努力を、

各方面で手を取り合って取り組んでいきた

いと思います。

地区活動報告

■この度、幼経懇北関東・新潟地区にて
初めてのセミナーをホテルイタリア軒に
て開催致しました。
東京都や群馬県、遠方は福岡県からのご
出席をいただき計 19名の参加のもと行
われました。
 初めに、渡辺真一会長より「改めて考え
る ! 幼経懇の存在意義と今後の幼稚園経
営」と題して大きく 5つの標題に分けて
お話しいただきました。『今回、ドラス
ティックな政権交代のもとすべての政策
や施策が転換を求められている。一連の
政権再編の流れと、それにともなう文部
科学省を含めた幼児教育周辺の動きを注
視した上で、我々の要求をしっかりとま
とめて少なくとも来年の参院選までに出す
必要がある。』旨を強調。幼経懇の設立意
義と役割、今後の活動に言及されました。
 認定こども園については横浜や神奈川県
の事例を紹介しながら『待機児童最多の
横浜でさえ就園年齢児が 2,000 人も減
少。確かに保育所志向が強いが、拙速的
に全国すべて認定こども園にするメリッ
トはまだ熟考の余地がある。むしろ総合
施設として多様なサービスに対応する方
が、幼稚園として可能性が高い面もある。
この問題は地域により温度差が大きい事
なので、道州制も視野に入れて組織全
体のあり方を問うていかねばならない問
題。』とした。そして総合施設として草分
け的なイギリスの施設フォームを参照し
ながら『大切なことは子どもや親へ還元

されるシステムの構築である。』と要諦を
述べ、今後の幼稚園機能の方向性や地域
との関係、幼経懇の今後の存在意義など
を実例データ等を交えながらご講演いた
だきました。

■翌 28 日 ( 水 ) は、福島大学共生シス
テム理工学類教授・福田一彦先生から「睡
眠を科学する」と題してご講演いただき
ました。
 福田先生から、人生の三分の一を費やす
「眠り」について広く多角的にわかりや
すくお話しいただきました。睡眠時間が
長すぎても短すぎても早死にする確立が
高くなることや、睡眠と痴呆症との関係・
赤ちゃんの睡眠・受験生の仮眠の是非な
ど、特に注目されたのが「幼児期におけ
る昼寝」の影響
でした。通常の
成長発達では 3
歳から 6歳まで
の間に徐々にお
昼寝はなくなっ
ていきます。興
味深かったデー

タは、幼稚園児と保育園児の眠りの比較
で、お昼寝をする保育園児の方が夜の就
寝時刻が遅く、登園を渋る傾向が強いと
いうものでした。この結果、成長発達に
そぐわない昼寝の強要は、夜更かしや心
身の不調に結びつくというもので、追跡
調査では小 4以降もその傾向が及ぶとい
うことでした。また日中の仮眠は、20
分前後の短いものであれば良く、痴呆症
の危険率を 6分の 1にまで下げますが、
仮眠時間が長いと逆に危険率を 2倍に増
加させるとのことでした。
日頃、私たちが「眠り」について抱いて
いる常識が意外にも間違ったものであっ
たことに参加者全員が驚いた次第です。
以上のことから睡眠の良し悪しは、長さ
よりも規則性が大切ということ。日中は
良く活動し、夜は早く眠るというメルハ
リのリズムを心がけましょうとのまとめ
で締めくくりました。まさに目からウロ
コの講演会でした。あらためて幼児の成
長発達の特性や、教育・施設環境等を考
える上での気づきになった良い講演会で
した。

北関東地区研修会
「新しい科学に興味を持ちませんか ?」

講 演 I「改めて考える ! 幼経懇の存在意義と今後の幼稚園経営」幼経懇会長 渡辺真一先生
講 演 II「睡眠を科学する」福島大学共生システム理工学類教授 福田一彦先生

●場 所    新潟市 ホテルイタリア軒　●日 程 10 月 27日 ( 火 )15 時から 28日 ( 水 )12 時まで
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兵庫地区研修会
子ども・子育て新システムの動向
~こども園構想と私幼の今後の課題 ~
●場 所    神戸市 有馬グランドホテル　●日 程　平成 23年 2月 12日 ( 土 )~13 日 ( 日 )
●講師　保育システム研究所所長　吉田正幸氏

 平成23年 2月 12日 (土 )~13日 (日 )、
立春を過ぎたが雪の舞い散る寒い日に、
神戸市北区の有馬の地で、講師として遊
育代表の吉田正幸先生をお迎えし、勉強
会が行われました。
 現在、政府において検討中の幼保一体化
に向けた「子ども・子育て新システム」
検討会議での法制化について、最新の情
報を得る研修会でした。要旨は以下の通
りです。

 法案は、当初 23年通常国会に提出の予
定でしたが、現段階では、早くて秋の臨
時国会への提案が見込まれます。また「こ
ども家庭省」をつくる予定でしたが、23
年度中にはできないと思われます。そし
て「こども園」を 25 年度よりスタート
させるには「こども指針」を 24年 3月
までに告示する必要があります。
 こども園に関わる法案が国会で審議され
ますが、子どもの育つ環境や内容を吟味

され、今、子どもが必要とする施策、子
どもが大事であることを共通認識をした
上で議論する必要があります。
 この法案が通らなければ、認定こども園
の法律を手直しするしかないとのこと。
子どもの生活保障を考えると、預かり保
育、3歳未満児保育などの子育てサポー
トを充実するなど、幼児教育で +αの機
能を加え、総合機能を設える必要があり
ます。
 経営面では、園バス、給食など、外部に
委託への見直し、園の改築・修繕など、
補助・助成制度を活用し、社会の構造変
化を見ながら先を見据えた経営の在り方
が大事になってくるでしょう。
 幼保がこども園に変わると、幼稚園は幼
児教育の部分でリードしているので、そ
の質を高め、親・社会から素晴らしいと
見えるように、教職員が一丸となって意
識を持ち、保育のレベルアップを図るこ
とが肝要であります。

今後、少子化が進み、子どもの減少、先
生も減る、定員に満たなくなることが考
えられます。園をイキイキとした職場に、
親・地域から認められる園に、何時、チャ
ンスがあればいつでも対応できる体制を
常に整えることが大事になってきます。

研修を受けて
少子化の中で、さらに子どもの数が減少
していく中、法人立の幼稚園として存続
するために、地域社会、親、子ども達に
とって必要不可欠な園として有り続けら
れるよう、私たち自身の教育内容や経営
について、しっかりと先を見据えながら
子育て支援のために、子どもの最善の利
益を追求していかなければならないこと
と、改めて再認識いたしました。
(五字ヶ丘幼稚園園長 : 高橋秀信 )

私立幼稚園経営者懇談会
事務局　124-0023　東京都葛飾区東新小岩 7-14-4
TEL 03-3696-6888 FAX 03-3696-6715

編集室より

3 月 11日午後、マグニチュード 9.0 という、わが国史上最大の地震が宮城県
沖で発生しました。東北関東の広域を被災地に陥れ、犠牲者の数も最大となり、
われわれの仲間である多くの私立幼稚園も被災されました。幸い会員園が壊
滅的な打撃を受けることは免れ、辛うじての無事を確認しています。津波と
原子力発電所の被害に見舞われた被災地では予断を許さない状況が続き、各
方面からの必死の救援や支援活動が展開されています。幼経懇本部でも 3月
16 日付で義援金取りまとめのお願いを被災地以外の会員園に発信されまし
た。救援支援は今後も長期にわたります。罹災した園の一日も早い復興を願い、
私たち一人ひとりができることを考えて支援を続けたいと思います。（は）

この度の地震で被災されたみなさまにお見舞い申し上げます。


