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１．はじめに 

 
 認定こども園制度が平成 18 年 10 月にスタートして、３年半が経とうとしていま

す。以来この期間を経て、認定こども園の成果がどのように現れているのかについ

て評価・検討を加えるとともに、今後の認定こども園、ひいては日本の幼児教育・

保育のあり方を模索することは重要なことでもあります。 
目まぐるしく変化する社会情勢の中、家庭や地域の子育て力の低下が叫ばれてい

る現在、現行の保育制度そのもののあり方が問われてきましたが、認定こども園は

そのような状況においても、新しい保育の形を具体的に現しつつあります。さらに、

親の就業の有無など家庭の状況の違いや、幼稚園・保育所という枠組みを超えて、

「すべての子どもの最善の利益」を保証するという、認定こども園に求められる役

割と意義は徐々に実現されてきていると言えます。 
このたび文部科学省からの委託を受け、特定非営利活動法人全国認定こども園協

会として、各地で実践してきた認定こども園の好事例を集め、「認定こども園の具体

的な諸事例にみる園運営に関する調査研究報告書『はじめの一歩』」を作製し、教育・

保育関係並びに行政関係の皆さまにご紹介できる運びとなりました。 
 この事例集から、全国各地に誕生した認定こども園の設立経緯や保育への取り組

み、地域の実情や固有の歩みなど、様々な状況の中から、それぞれが多くの困難や

課題を乗り越えて、どのように努力し、どのような工夫を重ねてきたのかが見渡し

ていただけることと思います。 
ここに紹介された事例は、制度としての認定こども園の成果であることは確かで

すが、言わばフロンティアとして実践を通して切り拓いた取り組みの紹介でもあり

ます。今後、認定こども園に取り組もうとされる多くの方々や、市町村施策のため

に、「すべての子どもの最善の利益」を目指し、より質の高い教育・保育の実践の参

考書としてお役に立てくださることを願っています。 
 
 
         平成２２年 ３月 
            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 
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・・・認定こども園の概要・・・ 
  
 地方分権と規制改革を柱とする構造改革の流れの中から、総合施設構想が浮上し

た。それが、「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」の設置を

目指すという形で、具体的な検討に着手してから、法律が成立するまで丸３年を要

したが、平成 18 年 10 月から認定こども園制度がスタートすることになった。 
 その間、文部科学省の中央教育審議会・幼児教育部会や厚生労働省の社会保障審

議会・児童部会で論議が始まり、その後、両審議会部会をベースにした合同検討会

議、総合施設モデル事業での実践的な取り組み、総合施設モデル事業評価委員会を

経て、認定こども園に関する法案が国会で成立し、以後、各都道府県の条例制定を

受けて、平成 21 年 4 月 1 日現在で３５８園の認定こども園が誕生している。 
 「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」と

いう名称からも分かるように、認定こども園は「子どもの最善の利益」という視点

に立って、幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ、総合的な機能を提供する仕組みと

して構想されている。いわば機能に着目した制度設計を考えたわけである。 
その類型として、 

① 幼保連携型（認可幼稚園と認可保育所が連携し、幼稚園機能と保育所機能を一体

的に発揮できるタイプ） 
② 幼稚園型（認可幼稚園が保育所機能を付加したタイプ） 
③ 保育所型（認可保育所が幼稚園機能を付加したタイプ） 
④ 地方裁量型（認可外の教育・保育施設が幼稚園機能と保育所機能を併せ持つタイ

プ） 
の４つが示されている。 

 
●認定こども園の総合的機能 

認定こども園の総合的な機能は、以下のような近年の教育・保育に対する需要の

多様化や地域の実情に応じて柔軟に対応することが期待されている。 
ア、就業形態が多様化する中で、保護者の就労の有無に関わらない施設の利用 
イ、少子化の進行により子どもの数が減少する中で、子どもの健やかな成長にとっ 

て大切な集団活動や異年齢交流の機会の確保 
ウ、既存の幼稚園の活用による待機児童の解消 
エ、育児不安の大きい保護者やその家庭への支援を含む地域子育て支援の充実 
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 これらの役割を十二分に果たしていくためには、認定こども園がクリアしなけれ

ばならない課題も少なくない。まず基本的機能である教育・保育を一体的に行い、

子どもの学びや発達の連続性を保障していくことが重要になるが、認定こども園に

は、３歳未満から園にいる子どもと、３歳児以降に入ってくる子ども、４時間を標

準とする幼児教育を受ける子どもと、８時間程度の長時間保育を受ける子ども、夏

休みなどの長期休業中に家庭で過ごす子どもと、長期休業中も保育を受ける子ども

など、様々な状況の子どもが混在する。これらの子どもたちに発達の連続性や援助

の一貫性を大事にしながら、質の高い教育・保育を行うのは、決して容易なことで

はない。 
 そこで、最も重要になるのが保育者の資質向上である。認定こども園の性質上、

保育者の勤務形態は多様にならざるを得ない。それだけに、保育者自らが研鑽に努

めることはもちろんのこと、園内・園外の研修機会を確保することが大切であり、

特に園内研修や日々の指導計画・教材準備などの必要な時間をどう確保するかが大

きな課題となる。そこで、国・都道府県・市町村を通じた支援体制を整備するとと

もに、認定こども園においても園長を中心に相当な工夫と努力が要請される。 
 もう一つは、幼稚園機能と保育所機能を一体的に発揮するためには、それぞれの

機能が持つ特質を活かして、相乗効果を生み出すことが求められる。幼稚園は学級

を単位とした子ども集団の良さを取り入れた教育（環境を通して行う教育、遊びを

通しての総合的な指導など）に強みがあり、保育所は子ども一人ひとりの生活を大

切にした養護（乳幼児の発育・発達の支援、食事や午睡等を含む生活リズムの保障

など）に強みがある。保育に欠ける、欠けないにかかわらず、今の子どもたちには

どちらの要素も重要であり、両方の機能をいかに総合的に提供できるかが大きなポ

イントとなる。 
 一方、子育て支援に関しては、認定こども園自体が支援能力を高めることはもち

ろんのこと、こども園が拠点となって地域社会資源を有機的に結びつけた地域ネッ

トワークをいかに構築するかが、重要な課題と言える。そのためには、子ども・子

育てに関する社会資源を掘り起こすとともに、それが互いに補い合い、それぞれの

持ち味を発揮できるようなコーディネーター的な役割がこども園に求められる。ま

た、既存の社会資源を掘り起こし、活用するだけではなく、子育てサポーターや保

育ボランティアなどの人材を積極的に育成したり、子育て支援のＮＰＯをバックア

ップするといった活動も重要になる。 
 こうした幅広い子育て支援機能を高めるためには、職員一人ひとりが基本的な資

質能力を向上させることはもとより、園長に優れたコーディネーター能力やマネジ

メント能力が求められることは言うまでもない。 
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●認定こども園の評価と課題 
認定こども園が設置された地域においては、保護者や当該施設は認定こども園制

度を評価しているという調査結果が出ており、おおむね当初期待された役割を果た

していると考えられる。平成 20 年 3 月にとりまとめた「認定こども園に係るアン

ケート調査結果」をみると、認定を受けた施設の９割以上、認定こども園を利用し

ている保護者のうち回答のあった８割近くが、認定こども園制度を評価しており、

また、回答のあった保護者の９割近くが制度を推進していくべきだと回答している。 
具体的には、「保育時間が柔軟に選べること」、「就労の有無に関わらない施設利用」、

「教育活動の充実」などの点が評価されている。また、専業主婦家庭は主として幼

稚園、共働き家庭は主として保育所と、その利用する施設は分かれているが、認定

こども園は両方の家庭の利用が可能であるため、施設の運営の工夫により各家庭に

とって良い交流の機会が提供されているとの指摘もなされている。 
このような認定こども園制度の意義・評価を踏まえ、認定こども園の「教育・保

育機能」及び「子育て支援機能」をさらに充実させることが必要である。「教育・保

育機能」については、園における実践的な取り組みの積み重ねやその普及等を通じ

て、その内容・方法の整理も図りつつ、教育・保育機能の一体化をより一層進める

など、教育・保育機能の総合的な提供の在り方について検討していくことが必要で

ある。 
また、認定こども園は、「子育て支援機能」について、保護者の就労の有無にかか

わらず多様な地域の子どもや家庭が利用する施設であり、就労の有無や形態の違い

を超えた保護者の交流の場としての役割のほか、父親が子育てに主体的にかかわれ

るようになるなど、親自身が育ち合う場としても有用であることから、これを適切

な方法で積極的に評価し、その機能強化に取り組むことが必要である。 
なお、教育・保育のニーズは地域によって異なることから、既存の幼稚園や保育

所の機能の拡充、組合せ・連携の強化等により対応するのか、あるいは、認定こど

も園を組み合わせて対応していくのかについては、地域の実情に応じて柔軟に判断

されるべきである。 
 今後の認定こども園制度の改革の方向としては、子どもにとって質の高い教育・

保育や子育て支援を保障するため、地域の実情に応じて、教育・保育・子育て支援

の機能が総合的に提供される仕組を目指すべきであり、「認定こども園」の取り組み

は、その具体的な実践としての意義を有している。しかしながら、現状では３５８

件（平成 21 年 4 月現在）と普及が進まない状況となっている。その背景には、 
・ 認定こども園へ移行するために財政支援等が不十分 
・ 省庁間や自治体間の連携が不十分 
・ 会計処理や認定申請手続き等の事務手続きが煩雑 
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・ 制度の普及啓発が不十分 
などの課題が指摘されている。 
 
こうした課題に取り組むことが必要であり、平成 22 年度までに「安心こども基

金」等の新たな財政措置を活用するなどにより認定こども園の緊急整備を図り、利

用者のニーズや施設の認定申請の希望状況を踏まえつつ、平成 23 年度には認定件

数が 2,000 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。 
具体的には、次のような課題について取組を行うとともに、あわせて、制度の普

及啓発に努めるべきである。 
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 

その際、次のような視点を踏まえ、幼稚園教育要領と保育所保育指針に基づき教

育・保育を行うことが重要である。 
・ 子どもの最善の利益を重視すること 
・ 乳幼児期に最もふさわしい生活の場を保障すること 
・ 教育・保育の質の維持・向上を目指すこと 
・ 家庭や地域の子育て支援機能を評価し、強化すること 
 さらに、「社会保障審議会・少子化対策特別部会第１次報告（平成 21 年 2 月 24
日）」で示された保育制度改革に係る検討の方向性を踏まえて論点を整理し、具体的

な制度的検討を進めることが必要である。 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

7 
 



２．事業概要・調査研究経過 
 

 ●事業名  「幼児教育の改善・充実に関する調査研究」 

 

 ●研究名  「認定こども園運営の具体的な諸事例に関する調査研究」 

 

 ●研究内容 

 ①認定こども園をめぐる状況と研究の動機 

 認定こども園制度がスタートして平成 21 年４月時点で２年半を経過した。この間、

制度開始前の意向調査から見込まれた認定数 2,000 箇所には遙かに及ばないが、全

国で３５８園の認定こども園が誕生し、それぞれの地域の現状やニーズに対応しつ

つ、「すべての子どもの最善の利益」を求めて運営がなされている。その内容は、公

立・私立、学校法人・社会福祉法人等の設置運営形態、認定こども園の４つの類型

とそこでの対象年齢の違いなどに加えて、地域性や自治体の政策の方向性なども相

まって、同じ「認定こども園」でありながら、実にバラエティに富んだ取り組みや

工夫がなされていることが伺える。認定こども園の設置促進、普及啓発など、文部

科学省と厚生労働省等の検討会などにおいて、利用者等のアンケート調査なども踏

まえて広く議論されているところであるが、実際に認定を受け、教育・保育や子育

て支援活動が展開されている内容を、全国の広がりの中で見ていくことは未だなさ

れておらず、研究者の調査や研修会での現場からの報告もまだ十分と言える状況に

はない。しかし、認定こども園が日々の教育・保育の実践の中でどのような効果を

上げ、地域に何を醸し出しているのか、またその背後にはどのような取り組みや工

夫がなされているのかなどの情報を得ることは、認定こども園を志向する自治体や

法人、またすでに認定された園においても、強く求められていることは間違いない

ことであり、そのための調査研究が待たれている状況にある。 

 

 ②研究内容 
 上記のような認定こども園をめぐる状況と研究への動機から、「認定こども園の運

営に関する好事例集」（仮称）の作成・配布のための調査・研究を行う。調査・研究

に当たっては、認定こども園運営のいわゆる手引書やＱ＆Ａのような内容ではなく、

あくまでも個別の具体的な事例に当たりながら、認定こども園制度が、引いては現

代の日本社会が認定こども園に求めているものを確認しつつ、園運営の中でそのよ

うな内容が具体化されている事例を紹介することを求めたい。これにより、認定こ

ども園制度の検討や改善という狭い意味での効果ではなく、多くの認定こども園や
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認定こども園を志向する園・自治体に限らず、既存の幼稚園・保育所にとっても、

さらには社会に対しても、今後の教育・保育や子育てをめぐる取り組みの方向性を

指し示すものになると期待する。今、認定こども園で何が始まっているのか、何が

始まろうとしているのかを広く紹介する取り組みとなることを目指したい。 
 また、調査・研究を通して得られた一定の成果を広く周知するため、全国規模の

研修会・シンポジウムなども行う。なお、調査・研究を行うに当たっては、当協会

及び当協会のアドバイザリー・ボードの中からメンバーを選定して、運営協議会を

設置し、具体的な検討を行うとともに、実地調査（現地視察）を実施し、実践的な

事例の収集を行う。 

 

 ③調査研究実行委員会の構成 

 

  氏  名  所属・役職名 

１ 無藤  隆  白梅学園大学教授 

２ 山懸 文治  大阪市立大学教授 

３ 吉田 正幸  保育システム研究所代表 

４ 池本 美香  日本総合研究所主任研究員 

５ 猪熊 律子  読売新聞社社会保障部次長 

６ 若盛 正城  全国認定こども園協会代表理事 

７ 古渡 一秀   同協会   副代表理事 

８ 岡村  宣   同協会   調査・広報担当理事 

９ 正本 秀崇   同協会   調査・広報担当理事 

10 中山 昌樹   同協会   事務局長 

 

 ④調査対象 

    全国の認定こども園 ３５８箇所 

 

 ⑤調査方法・経過報告 

   ●調査アンケート実施：３５８園（平成 21 年４月１日現在） 

   （北海道 22 園、東北 40 園、関東 108 園、中部 33 園、近畿 36 園、 

    中四国 37 園、九州 82 園） 

   ●実地調査園：１５園（調査委員２人１組にて調査） 

   （北海道 2 園、東北２園、関東３園、中部１園、近畿１園、中四国１園、 

九州５園） 
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● 経過 

  時 期       内      容 

   ７月２１日 収集する事例の項目を選定する 

８月 上旬 調査アンケート実施 

   ８月２８日 収集した事例を整理する 

１０月 ２日 第１回運営協議会を開催 

・ 認定こども園等への照会の結果を踏まえ、視察候補地に  

ついて協議 

１１月 上旬 視察地となったところを視察 

 〜１２月まで 

１１月３０日 第２回運営協議会を開催 

・中間報告（事例集の内容について） 

・視察園へ原稿依頼について 

１月１５日 各園原稿提出 

   ２月１０日 調査員による各園コメント原稿作成 

   ２月２２日 第３回運営協議会を開催 

・講演会・シンポジウムの打ち合わせも行う。 

   ２月２８日 報告会、シンポジウム開催  成果の普及を図る 

３月２９日 事例集の作成・配布 



３．実践事例 

（１）教育・保育活動における工夫 
認定こども園は、幼稚園機能と保育所機能を併せ持つことから、教育・保育につい

ては幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合した一体的な教育・保育課程や教育・保

育計画等を作成することが求められている。ここでは、子どもの発達を見通した教

育・保育課程編成等に関わる事例を挙げる。 
 
①事例１（デイリープログラムの編成） 
■Ｈ園（東京都） 

Ｈ園は、敷地内に社会福祉法人の保育所を併設した幼稚園型の認定こども園である。

認定こども園に移行する以前の 2003（平成 15）年度、この保育所の２歳児が幼稚園に

３年保育として優先的に入園できるように対応した当初、幼稚園では小学校に準じたお

おむね４～５時間を指導時間と規定、一方保育所では１１時間あるいは１３時間の保育

時間（開所時間）が求められ、朝・夕の保育は教育活動ではないと考えられていた｡し

かし､それは子どもの立場から生活を考えたとき決してよい環境とはいえず、保育所と

同質の保育時間を幼稚園が提供すべきであろうという観点から、保育所から３歳で幼稚

園に入園〔移行〕した子どもたちに対しては、保育所と同じ保育時間（１１時間の保育

時間設定）を提供することとした。 
Ｈ園のデイリープログラム 

短時間保育と長時間保育や朝保育・夕保育のカリキュ 
ラムの整合性等を図るために、次の視点でカリキュラム 
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の改善を図った。 
○一日１１時間の流れを重視した生活リズムの再検討 

の見直し 
○カリキュラムの編成にあたっては、年間の保育テー 

マ及び月の保育目標を共有化 
○又コアタイムでの保育活動を中心に据え、長時間保 

育での活動との共有化 
さらにＨ園では、デイリープログラムの見直しを行い 
年間事業計画において「基本方針（再重点課題を含 
め）」、「運営方針」、「年主題」のほか「学年別（年少 
組・年中組・年長組別）の年間・月間目標」、またデ 
イリープログラムとしてお弁当の流れなどを含めた朝 
から夕方までの子どもの動きと保育者の動きを定めた。 

具体的には、一日の生活の流れを大切にし、子ども 
の興味や関心・保育の意図性に合わせ、特にコーナー 
を重視した保育環境を設定したこと、また、動と静のリズムがバランスよく組み込ま 
れるように生活のリズムの整えを大切にし、生活時間が長いので個々の子どもに応じ 
て生活の習慣化をていねいに取り組むなどの工夫を行った。 



さらに、１１時間という保育時間を生活としてとらえ、生活リズムを配慮する必要が

あることから、子どもたちの居室として専用の部屋を設けたりするなど、保育所で育っ

た子たちですから、そこでの生活環境・生活空間等をそのままをできるだけ再現するよ

うな空間の用意も行った。そこでは、所属クラスで経験したことを夕保育のあそびで共

感しながら、相互交渉を高めていけるという長時間保育ならではの関わりも育ってきて

いる。 
 
②事例２（スタッフ全員による指導計画の作成） 
■Ｇ園（埼玉県） 

Ｇ園では、園が目指す教育・保育目標の具現化のためには、まずスタッフ全員が共通

理解をした上で、日々の教育・保育に取組ことが大切であると考えた。そこで、従来の

ように一部の担当だけで年間計画を作成するのではなく、全スタッフが０歳から 5 歳ま

での発達を見通した教育・保育計画を検討することで、まず職員の意識の共有をはかっ

た。 
さらに、職員会議等で年令の担当が前期の評価や振り返りを行い、来期に向けてのね

らいや目標を検討し次の指導計画に反映させている。 
 

資料（Ｇ園における保育過程） 
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③事例３（子どもの育ちを見通した日々の計画） 

■Ｎ園（宮崎県） 
Ｎ園では、0 歳から 5 歳を見通した教育・保育計画を作成することで、遊びにおける

年齢に応じたコーナー遊びの充実等、園全体で発達に応じた環境を提供することにより

一貫した流れの中での生活が可能になっている。また、室内外におけるコーナー遊びに

おいては、自ら選択、自ら決定、そして自ら片付けができるような環境をつくることに

より、子どもの自主性を伸ばしていけるような保育計画を長期に渡って立てることがで

きます。また、挨拶や排泄等、幼児期にとって も大切な基本的生活習慣についても、

一貫した指導ができるようになっている。 
  さらに、０歳児から保育所・保育所に通っていた子どもが幼稚園へ入園（幼稚園型な

ので）する際に、同じ施設からの移行であることから、子ども自身が安心する姿が多く

見受けられるということもあげられる。このような、環境への慣れと馴染みのある保育

者による安定した移行は、自ずと保護者からの信頼へと繫がっている。 
 

資料（Ｎ園デイリープラン） 

３歳未満児 ３歳以上児 

時間 ０歳後半～１歳６ヶ月 時間 １歳６ヶ月～３歳 時間 短時間活動児 

 7:30～ 

 

 9:50～ 

     

 

 

11:30～ 

 

12:30～ 

 

15:00～ 

 

18:00～ 

18:30 

 

自由遊び･検温 

おむつ交換･着替え 

おやつ 

自由遊び 

(睡眠) 

おむつ交換 

ラ ン チ 

おむつ交換･着替え 

睡 眠 

おむつ交換･着替え 

午後のおやつ 

自由遊び 

延長保育 

 

 

 7:30～ 

 

 9:30～ 

  

10:00～ 

 

11:30～ 

12:30～ 

 

14:30～ 

15:00～ 

 

 

 

18:00～ 

自由遊び･検温 

片づけ・排泄 

午前のおやつ 

排泄・着替え 

設定保育 

排泄・手洗い 

ラ ン チ 

排泄・着替え 

睡眠 

排泄・着替え 

午後のおやつ 

降園準備 

絵本タイム 

自由遊び 

延長保育 

 7:30～ 

  

 9:40～ 

10:00～ 

 

11:40～ 

12:40～ 

 

 

  自由遊び     

  健康状態把握  

  片づけ・排泄  

  設定保育     

  排泄・手洗い  

  ラ ン チ      

自由遊び又は設定保育 

降園準備、排泄･着替え 

  絵本タイム   

14:00～ 

 

15:00～ 

 

 

18:00～ 

降園  〔預かり保育〕 

   自由遊び 

  健康状態把握 

  排泄・手洗い 

  午後のおやつ 

   延長保育 

○一人一人のリズムに合わせたプログラムで生

活します。 

○自由遊びの中に、季節に応じた、自然を感じる

体験活動を取り入れていきます。 

○自由遊びの中に、季節に応じた自然・命を感じる体

験活動を取り入れていきます。 

 
 



資料２（教育課程） 
■年少① 
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■年中① 
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■年長① 
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④事例４（共通利用時間における一体的な教育活動と異年齢集団による活動） 
■Ａ園（北海道） 

A 園では、８時からの３歳以上児の保育活動異年齢活動では、子どもたちがみんな一

緒に育ってほしいという保護者の要望と保育者の育ちの願いのもと「自ら遊びを選択し

能動的に活動・異年齢の育ち合い」をテーマに、長時間保育児・短時間保育児が２つの

グループに別れて活動している。４月～９月/１０月～３月の半年でグループが変更さ

れ、１０時３０分から１１時３０分までの戸外活動は、春夏秋冬、雨・風・雪にかかわ

らず行われている保育活動である。 
「散歩・探索・園庭活動を中心に自然の変化への気付き・地域住民との交流・地域を

知る」というテーマで行われるこの活動は、特に地域住民との交流や子ども自身が地域

を知ることを通して、結果的に地域の人々が子どもたちを見守り、地域そのものが保育

の環境となり、子どもが地域で育つプログラムになっている。 
さらに、Ａ園では、毎日の生活の中に、異年齢が交じり合って活動する時間を保障し、

異年齢の育ち合いを進めていくことを目的として実施している。これまで、長時間児は

午後活動から、また短時間児は降所時の活動でそれぞれに異年齢の関わりを持っていた

たが、年齢の違う短時間児が長時間児の名前を知らなかったり、短時間の年長児が 3 歳

児や３歳未満児とのかかわり方が上手くできない様子が見られた。 
長時間児と短時間児が混じりあって異年齢活動を行なう時間を十分確保するために、 

保育者で振り返り検証を行い、 
・登所時間の幅が広くなり、これまでの幼稚園のようにクラス全員が同じ時間に登所し 

ないこと 
・二つ目にはこれまでの保育所は長い保育時間の中でクラス運営を行っていたが、午前 

の共通時間の中で進めていかなければならないこと 
この二つの変化が保育者に戸惑いとあせりをもたらし、共通時間のクラス運営を進める

ことに精一杯になり、異年齢活動の実践が十分ではなかったのではないかと考えた。 
 地域の様々な年齢が一緒に活動し一緒に育つ幼児センターの中で、上手く異年齢の関

わりができていなかったことは反省となり、異年齢が一緒に活動する時間と同年齢活動

時間を毎日の生活の中に設けた。実施に当たっては異年齢用の保育室があるわけではな

く、3･4 歳児のそれぞれの保育室で行い、その後年齢別保育を行った。そのためどちら

の保育室にも 3･4･5 歳の発達に必要な玩具や教材等の準備や、異年齢･同年齢どちらの

遊びも継続できる環境をどう作るか、新たな課題が生じた。異年齢の育ち合いはただ一

緒にいるから育つのではなく、各年齢や一人ひとりの子どもが主体的に活動できる環境

の中で「やってみよう」という意欲が引き出され、その取り組む姿や完成させる姿に年

上の子への尊敬の気持ちが生まれ、また、自分のできることがまだできない様子を見て、

自然に手を貸すなどの行動が生まれる。このようにお互いが育ち合える環境を、月毎の

会議で検証し合い環境の見直しを常に行い、異年齢の育ち合いを進めることにより、異

年齢で作り上げたものが同年齢の中で継続され、また異年齢が継続するなどの共有した

遊びへと広がりを見せている。 
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資料（Ａ園におけるディリープログラム：3 歳以上） 
時間 子どもの活動 
 3 歳児  パンダ ４歳児  コアラ 5 歳児  キリン 
7:40 長時間児登所 
8:00 短時間児登所／異年齢活動 

アンモナイトグループ／クビナガリュウグループ 
（自ら遊びを選択し能動的に活動･異年齢の育ち合い） 

9:20 年齢別活動 
朝の集まり（お話しを聞く･話し合い・絵本・わらべうたあそびなど）～毎日

ホール活動（運動遊びなど） 
課題活動（課題を持った取り組み） 
（年齢ごとの発達援助・クラスの仲間意識の育ち・課題に取り組む力） 

10:30 戸外活動 
（散歩･探索･園庭活動など全身運動） 

（自然の変化への気付き・地域住民との交流・地域を知る） 
11:35 
11:45 
 
12:30 

昼食準備 
食事 

（おいしくいただく）（食事のマナーを身につける） 
短時間児降所準備／長時間児午睡 

13:10 
14:10 
14:35 
 
15:00 

短時間児降所 
起床 

わらべうた／おやつ準備 
（異年齢わらべうた活動） 

おやつ／保育室活動 
（異年齢活動） 

16:00 
16:30 
17:30 
 
17:45 

降所開始 
ホール活動 

17:30 以降の降所児降所準備 
 
 

＊異年齢グループは 4 月～9 月／10 月～3 月の半年でグループ変更します 
＊『アンモナイトグループ』(パンダ保育室)『クビナガリュウグループ』(コアラ保育室) 
＊未満児は午前おやつ後、10:00～11:00 が戸外活動時間です。 
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⑤事例５（環境の工夫「コーナー保育」） 
■Ｇ園（埼玉県） 

Ｇ園では、一人一人の意欲や興味を生かす場や時間を保障し、活動を自分の意思で選

び自ら挑戦していくことを大切にし、教育・保育に取り組んでいる。特に、長時間児（保

育所児）と短時間児（幼稚園児）がクラスや年齢の区別なく自然な形で一緒に活動し、

学び育ち合う為の効果的な活動の場として、「コーナー保育」を導入している。 
具体的な取組としては、 
○クロークコーナーでは 

自分で着替えたり脱いだものはきちんとたたんだりと自分の身の回りの始末を

上手に出来る喜びや小さな子のお手伝いや助け合いの思いを育む。 
○絵のコーナーでは 

園生活に落ち着いて参加する為に、毎朝一枚の絵に自分の思いをゆっくりと丁寧

に描く。描く楽しみから自由な発想や創造性を育て、美的センスが身に付ける。 
○造形のコーナーでは 

自分のイメージで空箱や廃材などの素材を生かして、切ったりつなげたり、色付

けしたりして、造形活動を通して道具の正しい使い方を覚え、豊かな創造力を育む

ことで、知らず知らずに工夫する技術とイメージが豊かなる。 
○ごっこのコーナーでは 

ままごとごっこやお店屋さんごっこなどを通して、家庭の再現と大人の真似から

生活や上手な片付け方など生活の仕組みを楽しく遊びながら学び、心の安定と生活

の仕組みや居心地良く生活していく基礎訓練を体験し身に付ける。 
○表現コーナーでは 

ダンスや劇あそび、大型積み木やブロックあそびを通して自分の思いを身体で表

現し充実感や満足感を体験することを通して、伝え合う喜びや達成感を味わう。 
○クッキングコーナーでは 

季節毎に収穫した果物や野菜を楽しくクッキングして味わう。食を通して、食べ

る為の作法や調理の手順、道具の正しい使い方、準備や片付けを学ぶ 
○自然コーナーでは 

小さな生き物や草花や野菜の世話を通して、やさしい思いや感謝の気持ちが持て

るようになる。またウサギやアヒルなどの小動物を育てることや四季を感じる中で、

思いやりや優しさ、感動する心を育む。 
○外あそびコーナーでは 

思いきり体を動かし、丈夫な身体や頑張る力を養う。また楽しく参加するにはル

ールがあることを体験を通して学ぶ。 
以上のように、それぞれの「コーナー保育」の環境を構成するとき、こどもの実態を

考慮した構成に心がけている。 
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⑥事例６（子ども一人一人の実態に応じた午睡や休息への配慮） 
■Ｃ園（秋田県） 

認定こども園では、子どもの生活の流れがとても大切であり、従来の幼稚園における

四時間の保育時間、保育所における八時間の保育時間を融合させることだけではなく、

子ども一人一人の生活に沿った配慮が必要である。一般に幼稚園利用の子どもは午睡を

せず、保育所利用の子どもは午睡をすることが多い。認定こども園は、両方の子どもが

混在することから、午睡や休息について配慮をするかが重要である。 
Ｃ園の場合は、保育所利用の子どもや幼稚園利用でも預かり保育の子どもであっても、

午睡をしたくない子どもには家庭と連絡を取った上で、ゆったり休める時間や場所を確

保するよう配慮するなどの一人一人の子どもの実態に対応した取組を行っている。 
 ３歳児の４月当初は、午睡をしないで午後２時頃に降園する友だちを見て、自分もお

昼寝をしないで帰りたいと言い出す子どももいるが、そうした子どもの思いを押さえる

ことなく、むしろしっかり表出させることで、子どもなりに自分の置かれている環境や

状況を受け止め直し、主体的に自分の生活を始めるようになっていく。つまり、子ども

の中に内在する「育とうとする主体的な力」や「違うことを受け入れ合う心」に出会う

ことができたと受け止めている。 
 
⑦事例７（二つの離れている施設としての機能の共有化） 
■Ｄ園（福島県） 
 D 園は、幼稚園と保育所が直線距離

で 2.7ｋｍ離れている認定こども園で

ある。認定こども園の施設の形態は

様々あるが、同一敷地内、隣接、合築

施設という形が多い中で、実際に両園

が 2.7ｋｍ離れて就学前の合同保育機

能を発揮しているというのは珍しい

事例である。D 園の特徴として、施設

（ハード）面の総合化ではなく、保育

（ソフト）面での総合機能に着目して

いることがあげられる。 
 D 園の朝の受け入れは両園とも７時からであり、保育所に登園する３、４、５歳児は

９時までに幼稚園にバスで移動する。一方幼稚園は９時までに登園し、その後、９時か

ら１３時までを幼保合同保育と設定し、子どもたちは活動をしている。 
１３時から短時間児の降園後、預かり保育に入り、１５時３０分に保育所入所児は保

育所にバス送迎される。保育所入所児が保育所に登園し、幼稚園へバス移動というだけ

ではなく、３、４、５歳児は、利用しやすい施設のどちらかに登園するという選択がで

きるようになっており、保育所はバスステーションという機能を果たしている。 
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資料（D 園におけるデイリープログラム＆ローテーション） 
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⑧事例８（小学校との連携） 
■Ｃ園（秋田県） 

発達と学びの連続性を踏まえた幼児期の教育・保育と小学校教育の円滑な接続という

観点から、小学校教育との連携について中核的な役割を果たすことが大切である。 
C 園では、子ども同士の連携と教師・保育者同士の連携（協議や情報共有）を行って

いる。Ｃ園では認定を受ける前から、幼稚園では県の幼保連携推進事業である相互職場

体験に参加して教師・保育者同士の連携を図ってきた。さらに、認定後も継続して事業

に参加し教師・保護者同士の連携を図るとともに、近隣のＴ小学校と連携のもと、年間

の計画を立てて子ども同士の交流を行うなど、園生活から小学校生活へのスムーズな移

行を図ることを目的に取り組んでいる。 
 ２００９年度は、当園の保育者が小学校で職場体験（保育参観および保育実践）を行

ったほか、児童・園児間の交流では１年生と年長児の交流や、5 年生の園訪問などを行

うことができた。 
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 資料（Ｃ園における連携理解推進事業計画書） 

研修者 ●●●● 所属園 認定こども園Ｃ園 連絡先  

ねらい 小学校生活を送る一年生の姿とその発達過程の実際を知り、就学前の子どもたちにふさわしい活動や

体験の在り方を探る。 

研修先 ●●●市立 ●●小学校 所在地  

担当者名 ●●●● 教諭・●●●● 教諭 所属クラス 1 年 

月日（曜） 研修時間 内    容 

 

 

研

修

１ 

 

 

 

 

一 日

目 

6／23 

（火） 

 

 

 

15：30 

  〜 

 16：45 

 

幼保小合同研修会（担当者間打ち合わせ） 

○ 経営説明 

○ 研修 2 について（期日の決定、研修内容とその持ち方） 

○ 幼保小の交流の持ち方について 

○ 入学後の児童の様子や５歳児の様子について情報交換 

○ 協議「幼保小連携の充実に向けて現場が取り組むべきこと」 

○ 今後の活動についての要望、共通認識等 

 

 

 

 

 

 

 

研

修

２ 

 

 

二 日

目 

7／29 

（水） 

 

 

9：30 

  〜 

  16：00 

 

平成 21 年度就学前・小学校北地区合同研修会（能代） 

○ 開会式 

○ 講話 1 「小学校教育へつながる就学前教育」 

○ 講話 2 「就学前教育を踏まえた小学校教育の展開」 

○ 実践発表・情報交換 「幼保小の交流活動の実際」 

○ グループ協議・演習 

 「幼保小の連携に向けたプログラム作り」 

 

 

三 日

目 

10/30 

（金） 

 

 

8：00 

  〜 

  17：00 

○ 職員打ち合わせ参加 

○ 参観 ・授業（1 時間目〜5 時間目） 

     ・給食指導 

     ・清掃指導 

     ・帰りの会 
○ 放課後 授業打ち合わせ 指導案の検討 

 【11／2 までに実践の指導案を提出、その日のうちに打ち 

  合わせ、指導を受ける。】                

 

四 日

目 

11／6 

（金） 

 

 

8：00 

  〜 

  17：00 

○ 職員打ち合わせ参加 

○ 参観  ・授業（1 時間目〜5 時間目） 

     【・授業実践 3 時間目（図画工作 T1）】 

      ・給食指導 

      ・清掃指導 

      ・帰りの会 

○ 放課後 まとめ・反省 
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資料２（小学校との連携の推進報告） 
2009 年度 小学校との連携の推進報告 

認定こども園Ｃ園

（１）取り組みの趣旨 

 保育施設における５歳児は、さまざまな活動や行事を体験し、遊びの中で多くのことを学んでいる。特に、友だちとの葛藤を

乗り越える経験を通して、互いに意見を受けいれあうというかかわりあう力や協同して遊びを展開する力を培っている。 

 ５歳児にとっては、小学校に入学するという出来事は大きな期待と同じくらいに不安を感じるようである。園で存分に自己を

発揮していた姿がそのまま小学校の姿につながるというスムーズな移行の在り方について昨年度に続いて探っていきたい。 

（２）保育施設・小学校連携の推進委員会の組織 

氏  名 所     属 備  考 

 ●●●市立●●小学校教頭  

    〃      1 年生担任  

    〃      1 年生担任  

  当園  園長  

  〃   副園長  

  〃   3〜5 歳児チーフ保育士  

  〃   ５歳担任保育士  

  〃   ５歳担任教諭  

（３）活動報告 

月 幼児・小学生の交流 教師・保育者間の交流 備  考 

４   申し入れ 

５  (13)職場体験ガイダンス  

６  (23)担当者打ち合わせ、幼保小連携推進委員会  

７  (29)就学前・小学校地区別合同研修会  

８    

９    

１０ (17)たかっこ祭り見学(小) (30)職場体験（観察）  

１１ (5)５年生園訪問（しゃろーむ） 

(13)５歳児・１年生との交流(小) 

(6)職場体験（授業実践）  

１２    

１    

２ (17)体験入学（各小学校） (12)幼保小連携推進委員会 まとめ 

３  (3）就学にむけた連絡会  

（４）活動内容 
◎幼保小連携担当者会及び幼保小連携推進委員会 

   日 時：2009 年 6 月 23 日（火曜日）15：30〜16：45 
   参加者：●●●●、●●●●、●●●●、●●●●、●●●●、●●●● 
   内容 （１）職場体験研修１についての打ち合わせ 
      （２）幼保小連携推進委員会協議・・資料をもとに幼保小の連携のあり方を協議する 

◎職場体験・5 年生交流会については別紙参照 
◎幼保小連携推進委員会（まとめ） 

日 時：2010 年 2 月 12 日（金曜日）15：30〜 

 



資料３（連携理解推進事業報告書） 
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所属園 認定こども園 Ｃ園 職・氏名 助教諭 ●●●● 

研修先 ●●●市立●●小学校 1 年 1 組・1 年 2 組 

実施期間 
研修 1 平成 21 年 6 月 23 日（火） 

研修 2 平成 21 年 7 月 29 日（水）・10 月 30 日（金）・11 月 6 日（金） 

１ 研修の概要 
≪ねらい≫ 

  小学校生活を送る一年生の姿とその発達過程の実際を知り、就学前の子どもたちにふさわしい活動や 
  体験の在り方を探る。 
 ≪研修内容≫ 

（研修１）・●●小学校の経営説明、校内見学 
       研修 2 についての話し合い（期日の決定、研修内容とその持ち方など）、幼保小交流の持ち方と児童、園児の情報

交換 
（研修２）・「平成 21 年度就学前・小学校地区合同研修会」への参加 

・授業参観（１年１組・１年２組）、給食指導、清掃指導、指導案検討会 
・１年生活科、指導案作成と授業実践（Ｔ1 として）、協議会 
 

２ 研修の成果 
（１）小学校生活への理解の深まり（子どもの様子及び教師の働きかけ） 

 ○自分の考えや思いを伝えるときは、相手に伝わりやすい言葉で話したり、声の大きさに気を付けて話したりすること、また、

聞く側も話し手の方を向き、 後まで話を聞く等の指導が丁寧にされていた。自分の思いを言葉にして伝えたり、相手の話

にも耳を傾け 後まで聞いたり出来ることの大切さを改めて実感した。 

○生活科の校外活動に参加した。「秋の野原で虫や草花を探したり、それらで遊んだりして、秋を体感する」というめあての下

（当日はあいにくの雨になってしまったが）子どもたちは様々な形の落ち葉や木の実を拾い集めて帰ってきた。教師は、拾

い集めた自然物について「どんな色・形であったか」を問いかけ、クラスで発表しあう場を持つことで、児童一人ひとりの

気付きや発見を引き出し、秋の自然に対する興味・関心の深まりを支援していると感じた。 

○児童は生活の流れに見通しを持って、授業に必要な物を用意したり生活の場を整えたりしていた。また、それぞれにある係

の仕事にも意欲的に取り組んでいた。児童一人ひとりがクラスの一員として役割を担い友だちと協力して取り組むことで、

一緒にやり遂げる充実感や達成感を持って、学校生活を送っていけるのだと感じた。 

○児童の頑張りや良いところを認めて他の児童にも伝えたり、振り返りの時を持ったりして、クラス全体で互いを認め合おう

とする雰囲気を感じた。児童一人ひとりが、友だちの良さや頑張りに気付いて自然と認め合えるようになることも、学校生

活や学習を共にしていく上で大切な姿なのだと感じた。 

（２）授業実践から（生活科・図工） 

○「秋を見つけよう」という生活科の校外活動に授業参観として参加した事から、拾い集めてきた落ち葉や木の実を使った制

作（お面作り）を計画、授業実践をさせて頂いた。指導案をたてる段階から繰り返しクラス担任と打ち合わせをすることで、

実践の内容が今後の授業の導入になるようにした。初めて書いた指導案であったので、言葉の使い方や表現の仕方に違いが

あり慣れるまで戸惑った。 

丁寧に指導して頂いた事で大変良い経験となったように思う。 

○45 分と限られた時間の中で、ねらいが達成されるように授業を展開し、終わりには振り返りの時を持つことで次時への意欲

につなげる事、また、子どもたちが集中して聞けるように簡潔にわかりやすく伝えていくことの難しさを感じた。保育の現

場での言葉掛けと、多少違いはあっても、子どもたちに分かりやすく伝えていく教師の姿は大変参考になった。 

○授業のねらいや内容を TT と共通理解しておくことで、１時間の短い授業も豊かになるのだと感じた。保育も同様であると改

めて再確認した。 
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３ 研修の課題 

 ○今回の授業参観と実践、及びその後のミーティングを通して、就学前の子どもが卒園後、スムーズに学校生活に移行できる

ために園でどんな生活体験が必要であるか、またそのための保育者の援助のあり方について改めて考えさせられた。 

  実践後のミーティングで、１年生担任の先生から、就学時に 低これだけはできていてほしいこととして以下の内容が提示

された。 

① 話を聞く姿勢 
② 授業中に座っていることができる 
③ 身の回りのことができる 
④ 自分の名前程度の字が書ける 

 現在の年長児の実態と照らし合わせてみると、④についてはだいたいの子どもが字への関心を持っており、卒園する頃にはな

んとか字を書いているという姿が見られる。この時、保育者の働きかけとして、個別の興味関心の高まりに応じて対応している。

課題なのは①②③である。③の身の回りのことを一通りできるものの、他のことに関心をとられそのことに気持ちがむかないと

いう姿が見られる子どもがいる。①の話を聞く姿勢も同様である。②の着席行動については、遊び中心の保育内容であり、学校

の授業形態ではないため、園生活での完璧な習得は、なかなかむずかしいのではないかと考えられる。 

 「組織的明示的な指導によって学習活動を推進する場所」である学校と違い「幼児らしい活動のなかで、暗黙のうちに出現し

てくる次の時期へ伸びようとする力を育てる場所」が保育施設であるということから考えると、「○○ができる」という姿がゴー

ルではなく、「意欲の芽生え」をその子どもの中に育むということが私たち保育者の大きな課題となると思われる。 

 幼児一人一人の発達過程を把握しつつ、保育者間で連携をとりあい、以下のことを子どもが主体的に身につけていくというこ

とについて、保育者の援助のあり方を今後もさらに探っていきたいと思う。 
 

①協同性の育成・・共通の目的の実現に向かって、互いに協力しあい、分担しあうことによって完成するという達成感を得、協

力するとはどういうことかを子ども自身が体験的に学ぶ。 

②規範意識の芽生え・・ルールを知り、ルールを守ることによって友だちと楽しくかかわれることを体験し、同時に自分の気持

ちを調整する力を身につけていく。 

 

○小学校との連携のあり方 

 卒園児の大きな成長が印象的であったが、１１月の姿であったので、できれば入学時（４、５月）の子どもの生活の様子を保

育者が観る事で、卒園児がどのようなことでとまどっているかなどについて把握できるのではないかと感じた。毎年、就学前の

２月末に就学予定の子どもについての申し送りを行うが、できれば新学期がはじまってすぐに、実際に担任しておられる先生と

の連絡会があると、家庭の様子や本児の状況、特に配慮が必要な事柄などの申し送りや情報交換による子ども理解が図られ、園

生活から小学校生活への移行がスムーズに進められるのではないかと思う。 

 また、就学前の子どもたちの生活の様子などを学校の先生方に理解してもらうことも重要であると思われた。具体的な方法と

しては、年間を通した子ども間交流の中で一緒に引率される先生方に園生活や子どもの姿（できれば季節ごとなど数回の交流が

のぞましいと感じる）をみていただくこと、またこちらが学校を訪問する際、保育者が卒園児の姿や先生方の授業の様子をみる

という相互観察の機会を意識的に作っていくことなどが考えられるのではないかと思う。子どもの側からみても、園生活の段階

から、小学校と交流を行うことで、不安が解消されるというメリットがあると思われる。 
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⑨事例９（教育・保育の質を高めるための評価） 
■Ｅ園（新潟県） 

認定こども園は、教育・保育を一体的に行う機能と地域における子育て支援の実施そ

して幼稚園と保育所の両方を兼ね備えた総合機能を発揮する施設である。そのため、す

べての幼児に対する幼児教育の機会の提供、発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の

充実、教諭・保育士の資質及び専門性の向上、認定こども園等施設による家庭や地域社

会の教育力の再生・向上、幼児教育を地域で支える基盤等の充実・強化が求められてい

る。 
これら一連の認定こども園としての機能をどの程度果たしているかを明らかにし、そ

の結果をもとに認定こども園の運営の改善を図ることにより、保護者や地域住民などか

ら認定こども園に寄せられる期待にこたえ、信頼される認定こども園づくりをすすめる

ことができる。 
Ｅ園では、平成 20 年度・21 年度と 2 年間にわたり文部科学省幼児教育の改善・充実

調査研究事業「幼保連携型認定こども園における学校評価の在り方について」調査研究

を受託している。具体的には、「幼稚園における学校評価ガイドライン」をもとに、0
歳から 5 歳の子どもの発達や学びを見通した評価の在り方や、認定こども園における評

価の在り方について研究をおこなった。まず、 初のこれまで実施してきた評価項目や

指標の見直しを行い、自己点検・自己評価の実施、分析・検討・評価項目の改訂、他施

設との連携による自己点検・自己評価の実施、分析・検討・評価項目の改訂を重ね、

終的に大項目は 8 分野・中項目 2 から 5 分野・小項目 1 から 7 の項目で 126 項目に絞

ることができた。 
 

    資料（Ｅ園の学校評価・自己評価の流れ） 
第一回 平成２０年度の評価項目を一部改定して自己評価実施 

↓ 
担当者による集計・分析・まとめ 

↓ 
園内委員会・運営委員会・実行委員会にて委員間による分析・まとめ 

↓ 
夏の園内研修にて学校評価全般について研修 

↓ 
評価項目の再検討 

↓ 
平成２１年度第一次改訂版評価項目策定 

↓ 
先進園(Y 幼保園)依頼・自己評価実施 

↓ 
先進園(Y 幼保園)にて集計・分析・まとめ 

↓ 
運営委員会・実行委員会にて委員間による分析・まとめ 

↓ 
評価項目の再検討 

↓ 
平成２１年度第二次改訂版評価項目策定( 終版) 

↓ 
第二回 平成２１年度第二次改訂版評価項目策定( 終版)を使用して自己評価実施 

↓ 
担当者による集計・分析・まとめ 

↓ 

園内委員会・運営委員会・実行委員会にて委員間による分析・まとめ 

 



    資料２（Ｅ園における認定こども園の学校評価の進め方） 

 
 
    資料３（Ｅ園における自己評価項目 ※一部抜粋） 
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（２）研修、研究体制の工夫 
認定こども園では、子どもたちの発達の連続性や援助の一貫性を大事にしながら、質

の高い教育・保育を行うことが求められており、幼稚園教育要領及び保育所保育指針で

求められている、質の高い保育や多様なニーズへの対応、子育て支援等のサービスに対

応していくためには、保育者の日常的な研修・研究が欠かせない。 
 
①事例１（自治体の支援を受けた研修の充実） 
■Ｋ園（長崎県） 
 認定こども園の保育者は、大部分の職員が両方の資格・免許を併有している。しかし、

両方の資格・免許を併有していたとしても、幼稚園と保育所の両方で勤務した経験のあ

る保育者は少ないのが実情であり、幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ認定こども園の

場合、より一体的な教育・保育を行うためには、幼稚園担当の保育者が保育所における

保育の理解を深め、保育所担当の保育者が幼稚園における教育の理解を深めるとともに、

実践的な研修を積むことが大切である。 
 Ｋ園では、県が実施する「認定こども園保育者資質向上講習会・研修会」に取り組ん

でいる。これは、県の委託事業として 2 つの大学を指定し、幼稚園教育や保育所保育の

理解を深めるための講義行うとともに、幼稚園や保育所での実習を受けられる内容とな

っている。 
 具体的には、県の研修計画に基づいて、Ｋ園の幼稚園担当職員が保育所関係の研修を、

保育所担当職員が幼稚園関係の研修を受けている。保育所関係の研修内容は、 
①保育所保育の社会的役割とこどもの発達について（90 分×４講義）、 
②保育所における保育内容（90 分×４講義）、 
③食育・小児栄養（演習を含む 90 分×４講義）、 
④保育士の資質向上（90 分×４講義）などとなっている。 

幼稚園関係は、 
①認定こども園と親子の絆（90 分×４講義）、 
②幼稚園での遊び実践・研究（90 分×４講義）、 
③認定こども園の成果と今後の課題（90 分×４講義）、 
④保育者の感性と子どもへのかかわり（90 分×４講義） 
などである。 
さらに、こうした講義に加えて、幼稚園担当職員は他の保育所での実習を 2 日間（１

日８時間×２日間）、保育所担当職員は他の幼稚園での実習を 2 日間（１日８時間×２

日間）、それぞれ受けなければならない。これらの講義や実習は、幼稚園の夏期休業中

を中心に行われるが、それでも認定こども園としての職員体制が手薄になることから、

園が代替職員を雇った場合には、県が代替職員の人件費を補助する仕組みも取り入れら

れている。 
 このように、大学で専門的な講義や演習を受講し、併せて他園で教育・保育の実習を

受けることで、理論と実践の両面から認定こども園における保育者の資質向上を図るこ

とが可能になっている。 



 
資料（Ｋ園における外部研修の参加状況） 
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②事例２（自治体との協働による園内研修の充実） 
■I 園（兵庫県） 

保育所型Ｉ園では、市から保育指導者の派遣を受け、OJT、カリキュラム作成指導等

に取り組んでいる。市では保育所に幼稚園機能が付加されたことで、平成１９年度に「認

定こども園保育・教育課程」の編纂が進めらた。市内の保育園、幼稚園からの委員６名

とそれぞれの分野からの専門家２名によって保育・教育課程が作成された。それを踏ま

えてＩ園の「保育・教育課程」を策定し、さらに、長期・短期の指導計画を作成して保

育に取り組んでいる。 
平成２１年度は幼稚園の現場で一年間実地研修を行う「幼稚園教諭研修事業」を企画、

Ｉ園からも参加して研修を積んでいる。 
 市と協働して行う「保育・教育課程の策定」と「研修」により、Ｉ園では、それを保

育の本質をより深く考える絶好の機会としたことで、職員間に“変化”が生じ原点に立

ち返って保育の本質を確認しようとする意識が生まれ、自園での園内研修の充実にもつ

ながっている。 
 
  資料（Ｉ園における園内研修計画） 
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（３）家庭・地域との連携を含む子育て支援の工夫 
認定こども園は子育て支援が必須の機能とされ、在園児の家庭や未就園児の家庭に対

する様々な支援活動が求められ、地域の子育て力向上・ネットワーク作りの機能が期待

されている。各地域によっては、求められている子育て支援は様々あり、一概に認定こ

ども園の子育て支援事業に正解はない。 
以下紹介する事例は、子ども・保護者・地域をつなぐネットワーク機能を担う、認定

こども園としての子育て支援活動の工夫が見られる。 
 
①事例１（子ども・保護者・高齢者・保育者の交流による子育て支援） 
■Ｂ園（北海道） 
 B 園では、子ども・保護者・高齢者・保育者という４者を「よつば」に見立てて、世

代も立場も違う人々が集まって、地域の高齢者が伝承遊びや昔話を提供するなど、毎月

１回「よつばの日」を設けて、楽しく交流できる場としている。核家族化が進み、地域

コミュニティも希薄化しつつある中で、高齢者の経験や知恵を活かした子育て支援とな

っている。 
さらに、B 園では、「みんないっしょ！」と称して、小児神経内科の医師や保健師、

療育センターのスタッフ、短大教授などと連携しながら、子育て家庭に対して専門的な

視点から情報提供したり、助言するなど、保護者の育児不安を軽減できるよう地域全体

でサポートする体制を構築している。 
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資料（Ｂ園：子育て支援事業内容） 
事業名 事業目的 事業内容・時間 

「ちゅうりっぷ」 

 

親子（保護者と子ども）や地域の人々が気軽に利用し、自然に足が

向くような憩いの場を提供する。 

子育てや地域の情報交換、子育ての本来のあり方を啓発する場とす

る。 

月曜日～金曜日  

9:00～10:30 の間 

親子の自由活動 

「土曜日 

ちゅうりっぷ」 

父親参加型支援を目的として園庭やゆうぎ室を解放する。父親とし

ての子育てに関する相談を受ける。 

毎月１回の土曜日（事前告知） 

9:30～11:00 

「マヤの 

親子クラブ」 

個々の成長を大切にし、親子で時間の共有を楽しみ、地域の人々、

友だちとその保護者、保育者の存在を知る。 

保護者同士の交流を重視し、保育者が仲立ちとなって子育てのネッ

トワークが広がるような支援をする。 

月２回を予定（事前告知） 

10:30～11:15 

年齢ごとの小ｸﾞﾙｰﾌﾟで、スキンシ

ップ体操・製作・園庭遊びなどを

選択 

「マヤの 

子どもクラブ」 

「子育てサロン」 

園内母子分離を徐々に経験し、保育者との関わりの楽しさや友だち

との遊びを楽しむ。園内母子分離中、保護者が子育て講演やサロン

を通して、日常の子育てを振り返る時間を提供する。 

毎週水曜日 13:30～15:00 

年齢ごとにクラス編成 

製作・運動遊び・園庭遊び・絵本

読み聞かせ 

「子育て相談」 子育てに関する悩みや不安などの相談を受け、子育て不安の解消を

図る 

子育て不安の根底には家庭問題、地域からの孤立問題などがないか

カウンセリング的配慮をする。 

月曜日～金曜日 8:30～17:30 

来園時・電話・「ちゅうりっぷ」な

どで受け付ける 

「よつばの日」 子ども・保護者・高齢者・保育者の、立場も世代も違う人々が楽し

く交流できる場とする。核家族化が進んでいる現在、地域の高齢者

と交流を図り、子育ての原点や知恵を継承する。 

毎月１回 10:30～11:15 

地域の高齢者が伝承遊びや昔話を

提供 

「みんな 

いっしょ！」 

保健師・小児神経内科医師・療育センター・短大教授と連携を図り、

専門的な視点かの支援や助言情報提供を受ける。保護者が不安を抱

え過ぎないように、地域全体で家庭をサポートする。 

７ヶ月検診時の絵本の読み聞か

せ・グループワークへの参加 

療育センター発達支援の利用 

絵本の 

貸 し 出

し 

絵本に親しみを持ち、家庭での読み聞かせを勧奨する。 

図書館と連携をとり、各年齢にあった新着絵本や人気のある絵本な

どの情報提供を図る。 

月曜日～金曜日 9:00～17:00 

絵本のみの貸し出しも受け付ける

一時保育 

「イルカルーム」 

子育て不安による相談の度合いや疲労度を察知し、一時保育の情報

を提供しリフレッシュなどを通して、より深い親子の関わりが持て

るようにする。 

市内他保育所と同一の一時保育の

開設 

 



②事例２（学びの場の提供による子育て支援） 
■Ｊ園（佐賀県） 

幼保連携型Ｊ園では、養成校附属幼稚園で 10 年に亘り培ってきたノウハウを生かし、

認可保育所として、センター型の子育て支援事業が受託し、6 つの事業分野で 24 の講

座を開講している。事業分野は、「親子支援」「食育活動」「地域支援」等とし、子育て

家庭を対象とした支援、地域の老人の集いの場としての茶話会、小・中・高校生との異

世代間交流と支援と幅広く支援活動を展開している。 
このように幅を広げることで、児童相談所等の公的機関とのつながりも深まり、地域

の子育て・子育ちネットワーク機能として事業を展開している。またさらに、地域が一

体となった子育て支援をめざし、これらの活動を「ぽぽら通信」として広く情報発信を

行っている。 
 
資料（Ｊ園：子育て支援年間活動計画） 

メニュー 内　　容 対　　象 料金等 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1 長時間保育/預り保育 規定時間外のサポート保育 幼稚園在園児 有料 通　年　実　施

2 長時間保育/延長保育 規定時間外のサポート保育 保育園在園児 有料 通　年　実　施

3 一時保育 定期、不定期の預り（月１４日まで） 一般の乳幼児 有料 通　年　実　施

4 子育て相談 子育て全般について 在園児保護者 無料

5 プレスクール 就園前の幼児教育 就園前の親子 有料
募集

開始
　夏休み 　　 　冬休み 春休み

6 乳児なかよしるーむ（ミニ） 親子のふれあい遊び 一般の親子（要登録） 無料

7 2歳児なかよしるーむ 親子の育ちと仲間作り 一般の親子（要登録） 無料
募集
開始

なかよしるーむ開始（月１回） 　　　　冬休み 春休み

8 混合なかよしるーむ（ミックス） 親子の出会いと広がり 一般の親子 無料

9 出前子育て支援 公民館の子育てサークルに出かけ支援 一般の親子 無料 第１回 第2回 第3回

10 育児講座 育児全般に関する講座 一般の乳幼児の保護者 無料 第１回 第2回 第3回

11 発達相談(療育含む) 乳幼児の発達について 一般の乳幼児の保護者 無料

1 食育Ⅰ 乳児の栄養・食事指導（講義・調理実習） 一般の乳児の保護者
無料

（実費）
8月実施 9月実施

2 食育Ⅱ 幼児期の栄養と食生活（講義・調理実習） 一般の幼児の保護者
無料

（実費）
8月実施

3 食育Ⅲ 伝統料理・郷土料理の伝承（調理実習） 一般の乳幼児の親子
無料

（実費）
8月実施

4 食育Ⅳ 食育全般に関する相談 一般の乳幼児の保護者 無料

1 高齢者との交流 永原学園エルダーカレッジ生と園児との交流 在園児 　無料 七夕 おまつり広場

2 高齢者・障害者等との交流 地域老人会、特別老人ホーム等との交流 長時間保育児 　無料 3月実施

3 高齢者の集いの場 茶話会、園児との交流 地域の高齢者及び園児 　無料

4 地域の教育力の活用 地域婦人会・ＮＰＯ法人などとのコラボ 長時間保育児 　無料

5 異世代間交流 小学生・中学生・高校生と交流を図る 長時間保育児 　無料

6 防犯・安全指導 小学校区・警察等との連携。防犯・安全の学習 長時間保育児 　無料

情

報

提

供 1 様々な情報の発信 ぽぽら通信、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄト等で公開 一般の保護者 無料

他 1 虐待等への対応 児童相談所、佐賀市と連携を図り対応 一般の保護者 　無料

地

域

随　時

随　時

随　時

不定期に実施

随　時

N学園　地域子育て支援センター　平成２１年度 活動計画一覧表 　　　【認定こども園S保育園・ぽぽら＆S幼稚園】

事業

領域

相談の申し込みに応じて調整

随　時

第３火曜日　実施予定

スクール開始
(毎週火・木）

親

子

支

援

食

育
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③事例３（日々の子育て支援） 
■Ｎ園（宮崎県） 

幼稚園型Ｎ園では、月２回「さくらんぼ教室」（未就園児体験教室 10:00～12:00）を

し、親子で楽しいひと時を提供している。また、週３回(月･水･金)9:00～12:00 で、「え

ほんの館」・「きらりの森」の施設・園庭開放を実施している。「えほんの館」には約 1,000
冊の絵本があり、飲み物も用意するなど、親子の癒しの空間となるように心がけている。 

特に、大切にしていることとして、日々の相談体制の充実が揚げられる。そのため、

保護者が子どもを送迎の際に気軽に子育てについて相談をすることができるように、

「きらりハッピーサロン」と称し、14:00～15:00 で、相談を受けたり、日常の子ども

の様子等を話すことによりさりげなく子育て支援を行うなどの取り組みを行っている。

また、随時、地域の子育て家庭の育児相談も受け、幼育教育・保育専門である理事長・

副園長が、電話相談や面談相談を行っている。 
 

資料（Ｎ園：子育て支援計画） 
さくらんぼ教室（未就園児体験教室） 月２回、10:00～12:00 

 季節に応じた一年間の計画に基づき、読み聞かせや製作、ランチ体験、ピクニック、 ミニ運動会、虫探し、レン

ゲ摘み、芋掘り、スイカ割り、子育て講演会等、親子で様々な自然環境を生かした楽しいひとときを過ごしている。

えほんの館・きらりの森開放（園庭・施設開放） 週３回(月･水･金)9:00～12:00 

 【えほんの館で親子ふれあい体験】 

  ※えほんの館⇒約 1000 冊の絵本に囲まれており、木の葉やどんぐり、あおむし等の楽しい机もあり、 

癒しの空間である。飲み物も用意している。 

 【きらりの森でピクニック】 

※きらりの森⇒ビオトープエリア、木陰エリア、遊具エリア、砂場エリア、げんき山エリア、菜園エリア、 

冒険の森エリア等楽しさ満点である。 

きらりハッピーサロン 月～金、14:00～15:00 

 園庭にあるせんだんの木、山桃の木、げんき山、ピオトープ等、木陰を生かした空間において、子育てについて相

談を受けたり、日常の子どもの様子等を話したりと心安らぐ時間を過ごしている。 

育児相談 月～金、9:00～17:00 

子育て経験が豊富であり、幼育教育・保育専門である理事長・副園長が、電話相談や面談相談を行っている。 

 
④事例４（在園児家庭と未就園児家庭への支援） 
■Ｃ園（秋田県） 
 園児の保護者に対する支援と在宅子育て家庭に対する支援が別のものとして捉えら

れがちであるが、地域子育て支援の観点からは在宅家庭だけではない支援活動が期待さ

れている。 
Ｃ園では、在園児の保護者で就労している人から、併設する子育て支援センターの子

育て講座に参加したいという声が寄せられたことを踏まえて、託児付きの夜の講座を開

催している。 
 講座では、センターの指導員の講話を中心に、参加者が互いに子育ての悩みを出し合



いながら、共感しリラックスできるよう配慮している。このように、日中に託児なしの

講座と託児付きの講座、そして夜に託児付きの講座という３パターンの講座を設定する

ことで、在宅子育て家庭への支援にとどまらず、在園児の保護者で就労している人に対

する支援も可能となっている。 
    資料（Ｃ園：子育て支援計画） 

ⅰ地域別出前支援（のびのび広場）

　・東：掛泥会館、北：胡桃舘会館を会場にそれぞれ月に１回開催する。

ⅱ各健診会場での保育（読み聞かせ・遊びの提供）補助

　・健診（３～４か月児健診、７か月児健診、５歳児健康相談など）会場に同席し、

　　保健師の補助的役割を果たしながら、必要に応じて地域の保育資源の情報を提供

　　する。

ⅲ子育て支援のボランティアの受け入れ

　・厚生保護女性の会から申し入れがあり、月に２回程度センターの活動補助のボラ

　　ンティア（１回ごとに数名）を受け入れるなど、地域との連携を図る。

ⅰ子育て講座（ジャムジャムの会）及び講演会の実施

　＊子育て講座　午前の開催①託児なし、②託児あり　夜の開催③託児あり

　　同じ内容で月に３回開催する。

　＊講演会（年2回）

　　園の家庭教育学級と連動して案内する。

ⅰ当センターの情報を月に一度発信（支援室だより）

ⅱ子育て情報パンフ配布にむけて、各関係機関の連絡会開催

ⅰ電話相談

　　　月～土：９時～１６時

　

ⅱ離乳食指導（ぱくぱくクラブ）

　・生後５ヶ月以上の子どもとその保護者（誕生月まで）対象

　・月１回（第４木曜日）９：３０～１１：３０（８組まで）

　・栄養士による勉強会、月齢に応じた離乳食作り及び試食

ⅲ在宅子育て家庭訪問（すてっぷ）月1回

　・しばらく参加のない家庭を訪問し、支援室だよりを届ける

ⅰ子育てサークル支援（ぴよサークル：支援センター主導型）活動内容　　

　・月一回（第２火曜日）開催　１０：　００～１１：３０　　　　　　

　　・保護者同士でやってみたいことを相談し、自分たちで計画をたてて活動する。

　　（クッキング、製作、野外活動）　

ⅱ月齢・年齢別子育て相談（毎回１０組程度）

　・い  ち  ご  クラブ    3ヶ月児～（首がすわった頃～）

　・さくらんぼクラブ   2009年4月生まれ～2009年10月生まれ

　・り  ん  ご  クラブ   2008年4月生まれ～2009年3月生まれ

　・ぶ  ど  う  クラブ　2007年4月生まれ～2008年3月生まれ

　・メ  ロ   ン クラブ 　3歳～

     毎月一回各クラブ（第１，２，３,  ４ 木曜日）に開催

　＊月齢に合わせた手作りおもちゃを一緒に作ったり、おやつづくり、絵本の読み聞

　　かせをする。

内　　　　　　　　　　　　　　容

⑤地域支援活動の実施

④子育て及び子育て支

援に関する講習等の実

施

③地域の子育て関連情

報提供

事　業

②子育て等に関する相

談、援助の実施

①子育て親子の交流の

場の提供と交流の促進
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⑤事例５（ＮＰＯとの連携による子育て支援） 
■Ｆ園（栃木県） 

幼稚園型 F 園では、保護者同士が仲間作りをし、子育てや小さい子どもが一緒の生活

を楽しいと感じ、子育てに自信を持ち、自立したコミュニティを新たに自ら形成してい

くために、その「場」づくりに取り組んでいる。その取組を通して、保護者が子育ての

主役として自立するということを目指している。 
そのため園内のスペースを、ＮＰＯ（現在子育て中の保護者たち）が運営する「フリ

ーカフェ」に取り組んでいる。 
このカフェでは、絵本とおもちゃのライブラリーや子どもの古着のショップを中心に、

子育てや環境をテーマにした様ざまなワークショップなどが展開されてる。例えば、ベ

ビーサイン、ベビーマッサージ、アロマの日、ちくちく（編み物）の日、ヨガ、子ども

造形教室、多種多様なハンドメイドの委託販売などがあげられる。 
ＮＰＯ等の民間団体と連携することにより、保護者同士の関係の深まりや小さい子ど

もが一緒の暮しを共に楽しむ新たなコミュニティが創生されており、かつての地域コミ

ュニティにあった、子どもの育ちを包み込む大人たちの生活が、新たな形で再生されて

いる。 
           資料（ＮＰＯと連携した子育て支援計画） 
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⑥事例６（保護者と園による情報共有） 
■Ｂ園（北海道） 
 認定こども園は、保護者の就労の有無や形態が多様で、短時間利用児と長時間利用児

が混在するため、保護者と担任（担当職員）の間だけではなく、園全体が子どもに関す

る情報を共有する必要がある。 
B 園では、「日常の保育に役立てるための大切な記録」という考えのもと、保護者と

担任との連絡帳を複写式にして、「担任⇒保護者」「保護者⇒担任」という連絡内容を職

員全員が閲覧できる工夫をしている。 
 また、３歳以上児は、午前中を中心とした合同保育の後、降園する子どもと引き続き

保育を受ける子どもに分かれ、引き続き保育を受ける子どもの降園時間が違うことから、

合同保育後の保育予定については、３枚複写式の保育予定表を作成し、保護者・クラス

担任・長時間保育担当の３者が共通の予定表を持つようにしている。これによって、例

えば幼稚園利用の子どもの預かり保育を受ける場合など、保護者の連絡ミスや日時の勘

違い、職員の聞き間違いなどがなくなり、保護者が迎えに来る予定時間までのびのびと

安心して保育を行うことができるようになってきている。 
 このほか、保護者に対する緊急時の連絡についても、携帯メールによる一斉発信を行

うことで素早く確実に内容を伝達できるように工夫している。 
 

資料（３歳から５歳 連絡帳 3 枚複写） 
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資料（１～２歳 連絡帳 ２枚複写式） 

 
 
資料（１～２歳 連絡帳 ２枚複写式） 
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⑦事例７（行政・関係機関との連携による子育て支援） 
■Ｍ園（熊本県） 
幼稚園型Ｍ園は、地域と協力し「まなざしネット」と呼ばれるネットワーク組織に、主

体的に参加している。このネットワークは、小学校区レベルに設置された要保護児童対

策地域協議会と同様な組織で、地域の人に園を利用してもらう関係、園を支援してもら

う関係、園の資源や力を地域そのものでいかす関係という、多様な連携体制が構築され

ている。 
 管理職や組織が積極的に地域活動に参加することで地域・関係機関との連携がより有

効となっているといえる。 
 

 
資料（Ｍ園：まなざしネットイメージ図） 
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（４）物的・人的環境、施設設備をめぐる工夫 
 認定こども園では、幼保の一体的な運営がなされますが、職員配置とローテーション

のあり方などの人的環境や、園舎・園庭その他の物的環境の工夫は、それぞれの認定こ

ども園によってバリエーションが現れてきている。職員の所属は経理を区分（給与の負

担が幼稚園か保育所かの区分）する必要から、幼稚園所属と保育所所属に分かれること

となるが、ある園ではその所属にかかわらず、クラス担任やローテーションを幼保の区

別なく配置している場合や幼稚園と保育所の園児や職員の人数のバランスから、幼稚園

所属職員と保育所所属職員を別ローテーションで組むこともある。また、別棟の幼稚園

園舎と保育所園舎を「施設共用」する場合や幼保一体の園舎で保育を展開する場合など

もある。このような運営のバリエーションに、認定こども園の多様な取り組み、工夫が

見えてくる。 
 
①事例１（職員間の意志疎通の工夫） 
■Ｂ園（北海道） 
 幼保連携型の認定こども園のＢ園は、３～５歳児の幼稚園と０～５歳児の保育所で構

成されている。３～５歳児の場合は、幼稚園利用の短時間児と保育所利用の長時間児の

午前中を中心とした合同保育が行われることから、両者の一体性が課題となる。また、

０～２歳児の場合は、３歳児になる段階でそのまま保育所利用に持ち上がるか、預かり

保育を含む幼稚園利用に移るか、２つのパターンがあるが、いずれにしても２歳児から

３歳児にかけての一貫性が課題となる。 
 この一体性と一貫性を大事にした教育・保育を円滑に行うためには、職員同士の連携

や共通理解、情報の共有を図ることが重要になることは言うまでもない。そこで、Ｂ園

では、全職員を担当グループごとに７つのミーティング・ユニットに分けて、話し合い

や打ち合わせがスムーズかつ確実に行われるよう工夫している。 
 具体的には、①園長（幼・保）、主任（幼・保）のグループ、②事務（幼・保）、養

護教諭、栄養士のグループ、③０、１歳児の保育者グループ、④２歳児の保育者グルー

プ、⑤３歳児の保育者グループ（幼・保）、⑥４歳児の保育者グループ（幼・保）、⑦

５歳児の保育者グループ（幼・保）というユニットを設けて、各ユニットごとにミーテ

ィングを徹底することに取り組んでいる。 
 そして、短時間児と長時間児が混在する３歳以上児の各ユニットは、毎朝ミーティン

グを行い、例えば欠席や早退・遅刻、通園バス連絡、当日の行事、保育予定、当日の職

員出張・休み、前日の長時間児保育の日誌読み上げなどを全員で確認している。 
 さらに、夕方には、すべてのユニットから必ず数名が出席して合同ミーティングを開

き、翌日の通園バス連絡や当日の３～５歳児のコアタイムの報告、０～２歳児の報告、

翌日の行事・保育予定、翌日の職員出張・休み、食育給食等の確認伝達などについて確

認することとしている。その際、合同ミーティングに出席できなかった職員に対しては、

所属ユニットの出席者から重要事項を伝えるとともに、出欠の有無と確認ができるよう

工夫した記録簿をつくって活用している。 
 園児の欠席状況についても、保護者からの電話連絡でミスが起きないよう、共通様式



の伝達メモ（１枚）を用意して、クラス名や園児名、欠席の理由、受付者名などを漏れ

なく記入することにより、電話受付者と子どもの担当保育者と保護者との間で行き違い

が生じないように留意するとともに、全職員が情報を共有できるようにしている。 
資料（Ｂ園におけるミーティングユニット編成表） 
ミーティングユニット（担当別グループ）  

  ① 園 長 ・主 任  ② 事務・養護・栄養士  

園長 （幼） 主任 （幼） 事務 （幼） 養護教諭 （幼）  

園長 （保） 主任 （保） 事務 （保） 栄養士 （保）  

     

  ③  ０～１ ④  2歳児 ⑤  3歳児 ⑥  4歳児 ⑦  5歳児 

１ 保育者 （保） １ 保育者 （保） １ 担任 (短） １ 担任 (短） １ 担任 (短） 

２ 保育者 （保） ２ 保育者 （保） ２ 副担任(短・長） ２ 担任 (短） ２ 担任 (短） 

３ 保育者 （保） ３ 保育者 （保） ３ 担任 (短） ３ 担任 (短） ３ 担任 (短） 

４ 保育者 （保）   ４ 副担任(短・長） ４ フリー（長・短） ４ フリー（長・短） 

「朝」ミーティングの主な内容       「夕」ミーティングの主な内容 

・欠席、早退、遅刻、通園バス連絡 
・朝連絡以外の欠席等の報告   翌日

通園バス連絡 

・本日の行事、保育予定確認 ・本日のコアタイムの報告事項 

・本日の職員出張、休み等 ・0～2 歳児報告事項 

・前日長時間児保育の日誌読み上げ ・翌日の行事、保育予定確認 

 
・翌日の職員出張、休み等 

・食育給食等の確認伝達事項 

資料２（Ｂ園：欠席等連絡表） 
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資料３（Ｂ園：迎バス用連絡表） 

 
 
②事例２（離れている園でのローテーションの工夫） 
■Ｄ園（福島県） 
 D 園は、幼稚園と保育所が直線距離で 2.7ｋｍ離れているが、両施設の全職員でロー

テーションを組んでいる。しかし、両施設が離れていること、お互いに様々な職務と各

ローテーションの責任を抱えていることなど、一概に全職員のローテーションだけでは

解決できる事ではなかった。 
 お互いが共通とする部分、職員の出勤から子どもたちが全員各施設に登園する部分、

または、子どもが降園し職員が退勤時間までの部分、午前の乳児および幼児の保育専門

部分と子育て支援の部分、そして、午後の保育の部分と様々な部分を分析し、ローテー

ション可能な部分と不可能の部分を検証してきた。 
 職務としての役割を検証し、総括責任者としての園長と教頭の責務そして各主任の役

割と各職員や分野担当者の役割を整理し、学園の理念と目的や課題を中心に園内研修を

行い、仕事の内容と責務を子どもたちのデイリープログラムと同じようにすることで、

全職員ローテーションを可能にしている。 
担当の職員が突然の出来事で職務を遂行することが出来なくなった場合も、必ずバッ

クアップが入り、お互いが助け合い、その職務を遂行するようにしている。全体的な職

員の連携体制が必要なので、毎日朝と夕方にローテーションの確認を行っている。 
当初この方法は複雑すぎて、問題を抱え、間違いや連絡ミスで保護者・園児にも迷惑

をかける場面があったが、認定こども園として歩むにあたり、この職員体制を徐々に確

立してきた。職員一人一人がこのローテーションの機能を理解し、役割を担い合うこと

で一貫した勤務体制が出来あがっている。 
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      資料（Ｄ園：ローテーション表） 
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③事例３（日々の連携による共通意識化） 
■Ｇ園（埼玉県） 
 幼稚園では、園児が降園した後の時間に、その日の記録や翌日の準備のための時間が

あり、職員のミーティングも持ちやすい面があるが、認定こども園として幼保を一体的

に運営する中で、長時間保育の保育所機能をもつことから、保育所と同様に、ミーティ

ングや打ち合わせのための時間を作り出す工夫が必要となる。 
 Ｇ園では、保育園児の登園は朝の７時半から始まっているが、早出・遅出、幼稚園バ

ス乗車以外の全スタッフが保育園棟と幼稚園棟をつなぐ中央のランチルームに集まり、

毎朝１５分ほどのミーティングを行っている。全スタッフが交替で進行役を担当し、

初に個人のスピーチの後、当日の保育についての報告・確認があり、 後に園長から総

括を行う。ここでは、それぞれが自分の担当範囲や子どものみを見るのではなく、園全

体を見渡しながら「全スタッフで幼稚園、保育園の区別なく子どもたち一人一人に関わ

る」という視点を大切にした工夫が行われている。 
 
④事例４（保育者の人事交流） 
■Ｌ園（大分県） 
 L 園では、幼保合同の保育を展開するために保育者の人事交流と幼保合同の部署会議

を行い実質的な保育の一体化を進めている。 
学校法人と社会福祉法人からなる認定こども園であるため、職員の採用は幼保別々で

あるが、幼稚園で採用の職員が３歳未満児の担任となるなど、幼保関係なく、０歳から

５歳までの保育の一体化を進めている。全職員とも幼稚園教諭・保育士資格を所有して

いる。 
また、全職員で保育を共有するため幼保合同の部署会議を開催している。内容は、「運

営部」は、園長・主任・副主任で構成し園の運営・子育て支援等の会議、「保育・環境

部」各 0 歳から 5 歳児の担任と栄養士で構成、0 歳から 5 歳までの連続したカリキュラ

ムの編成会議・環境整備の会議、「行事・研修部」3 歳から 5 歳児の担任で構成、行事

の立案・研修会の企画の会議、「食育推進部」は、栄養士・各学年の担任で構成、食育

の推進と保育の連続性の会議、それら各部署のブロック長会議をへて全体の職員会議を

月に一回行っている。幼保合同の保育者数になり、職員会議だけでは打ち合わせできな

いことを、小さな会議・部署にて話し合い、全職員で共有化をはかっている。 
 
 

 



資料（Ｌ園：組織図） 
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④事例５（幼保一体施設） 
■Ｇ園（埼玉県） 
 Ｇ園では、幼児はもちろん全ての人間の人格形成にとって、取り巻く環境の影響力は

絶大であり、特に一日の大半を過ごす子どもたちへの影響は想像以上であることから、

細心の配慮で「居心地の良さ」を大切にした施設設備の設計がなされている。乳幼児が

安心かつ安全に生活できるために平屋建てとし、更に室内と外とを効果的につなぎ、活

動が広がるようにウッドデッキを配置したことで、いつでもどこにでも自由に動ける環

境を構成している。このことから、子ども同士の自然な交流が生まれるようになり、ヨ

チヨチ歩きの赤ちゃんから活発な年長児までがお互いに認め助け支え合う生活が生ま

れている。 
 さらに、特徴的なことは、幼稚園機能と保育所機能の中央に作られたランチルームで

ある。園舎の中央の高い天井から温かな日差しが降り注ぐランチルームは食事を作る調

理員たちの姿が見え、おいしい匂いが園内に流れるように設計されている。そこではゆ

ったりと食べられるように３つのグループに分かれて交替でランチを食べている。 
ここでは幼保の園児が混成となり、毎日違う３，４，５歳児の６人がひとつのテーブ

ルを囲んで座るように配慮している。また、主食の食べたい量を、園児が直接栄養士や

調理員に伝えたり、おかずもその日の体調に応じて自分で量を調節して盛りつけること

ができるビュッフェスタイルを取り入れるなどの工夫もしている。 
 

資料（Ｇ園見取り図） 
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４．おわりに 

 
 昨今、様々な領域で“失われた１０年”という言葉を聞きます。保育・教育の世界

でも、既存の幼稚園と保育所が十分な機能を発揮できなくなっている、言葉を換える

とそれぞれが制度疲労を起こしているにもかかわらず、10 年の間に十分な手だてがと

られなかったという趣旨で、この言葉が使われているようです。子どもが育ちにくく

なった、そして子どもを育てにくくなった社会状況の変化に、制度が対応していない

ということなのかもしれません。 
 しかし、制度だけで子どもが育つわけではありません。少子化の進行とそれに伴う

家族の変化（数と規模の縮小・形態の変化）が、子ども同士の育ち合いやその育ちを

包み込む大人同士の人間関係を希薄なものにしていることに対して、それぞれの現場

は保育の工夫や地域再生といった課題に取り組んできたのだと思います。 
 このたびの調査・研究の途上で議論になったのは、各園で確認された“好事例”が

認定こども園であるがゆえの“成果”なのか、それとも各園がもとから発揮していた

“成果”なのかということでした。しかし、本事業を終えつつある今言えるのは、上

述の社会情勢の変化に問題意識を持ったそれぞれの園が、認定こども園制度の誕生に

先行し、すでに「総合施設」機能の充実を目指していたのだということです。換言す

ると、“失われた１０年”の期間にも、次世代の教育・保育、子育て支援を模索する試

みがあったということであり、その意味からすると、平成 18 年 10 月にスタートした

認定こども園制度は、そうした現場の試みに持続可能な基盤を与えてくれるものだと

考えます。そして、そのことにより、各園で取り組んできた次世代の教育・保育、子

育て支援の試みが現場にフィードバックされ、教育・保育における“失われた１０年”

が取り戻されることを期待します。 
 このたびの本事業で明らかになった“好事例”、すなわち「教育・保育活動における

工夫」や「研修・研究体制の工夫」、「家庭・地域との連携を含む子育て支援の工夫」、

「環境・施設整備をめぐる工夫」等は、次世代の教育・保育、子育て支援にかかわる

「総合施設」機能に集約されます。そして、この「総合施設」機能は新たな地域コミ

ュニティの再生・活性化、さらにはそこでの“街づくり”に貢献するものだと考えま

す。認定こども園は、幼稚園機能と保育所機能を単に統合したものではありません。

幼稚園機能と保育所機能に多様な子育て支援機能が付加された「総合施設」機能にこ

そ、認定こども園の意義があると考えられます。 
 本事業で示すことができた “好事例”が、認定こども園の普及・充実・啓発につな

がり、結果として次世代を担う「すべての子どもの 善の利益」のために活用される

ことを期待します。 
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〔参考資料〕 
 

 

 

 本調査研究事業に取り組むにあたっては、平成 21 年 4 月 1 日現在の認定こども

園 358 か所を対象に予備調査を行い、それを踏まえて実地調査園として 15 園を選

定しました。実地調査園については、調査研究実行委員会のメンバーが２人１組

で対象園を訪問調査し、より具体的な事例を収集するとともに、それぞれの実地

調査園から基礎資料となる原稿を提出していただきました。 
 ここに「参考資料」として掲載したものは、寄せられた原稿を基に整理した各

園の取り組み状況と、調査を担当した実行委員会メンバーが受け止めた印象をコ

メントとしてまとめたものです。 
 いわゆる好事例そのものではありませんが、ここからは、それぞれの園がなぜ

認定こども園を目指したのか、どういう取り組みを行っているのか、また、それ

を通してどのような成果が現れつつあるのか、といった園ごとの全体状況をうか

がうことができます。 
 これから認定こども園を目指そうとする方々には、貴重な手掛かりになるので

はないかと考え、参考資料として掲載することにしました。 
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Ａ園（北海道） 

 

１．なぜ、認定こども園を目指したか？ 

 本園のある地域は、人口減に伴う出生数の減少により、公立の幼稚園･保育所２か所の園児数を

合わせても 40名弱という、大幅な定員割れが続く状況でした。そこで、2003 年に幼保一元化推進

委員会を設置して検討する一方、行政改革推進本部からも子ども数が減少する中で、職員・施設

の効率化を含めた就学前教育・保育のあり方を検討する必要があるのではないかとの考えが出さ

れました。その結果、子どもが少ないから単に一緒にするのではなく、幼稚園･保育所･子育て支

援それぞれの良さを集結させ、「一緒に育ち合い、一緒に就学する」環境をつくり、子どもの育ち

を地域全体で捉えていくための一元化を進めていくという方針が出されました。 

 過疎化の進む自治体が求める形の一元化に向けて、2005 年、2006 年の２年間を準備期間としま

した。その中で、保護者説明会や保護者会代表を含めたワーキンググループの開催等、保護者を

交えての協議を行ったところ、「地域に 1校しかない小学校にみんな入学するのだから、同じ場所

で同じ経験を重ねて、一緒に就学をさせたい」「子どもの数が少ないので、保護者の就労の有無に

より子どもの居場所が変わるのではなく、地域の子どもが一緒に育つ環境を作って欲しい」とい

う声が多く出され、一元化への理解が図られました。 

 総合施設構想や構造改革特区など国の動向を見ながら検討を行い、『子ども集団の再構築･保育

環境の充実･子育て家庭に対する子育て支援』という総合的な取り組みを進めるためには、認定こ

ども園を目指すことが本町にとって一番ふさわしい形であると判断し、2007 年 4 月 1 日、建物に

ついてはこれまでの保育所施設の一部改修を行い、『幼保連携型 認定こども園』としてスタート

しました。 

 

２．認定こども園としての取り組みと成果 

（１）子どもを中心において考える 

 開設までの間、幼保職員は連日のように話し合いを重ねてきました。２年保育（現在は３年保

育）で 13 時 10 分までの短時間保育であった幼稚園と、保護者の就労等に対応した０歳から６歳

までの長時間保育の保育所とでは、保育時間の違いだけではなく、職員の環境の違いや保護者対

応の違い、遊びの環境の違いなど、様々な違いが出されてきました。 

 「これまでの…」という考えにこだわりを持たず、お互いの良いもの、これから先も継続して

行っていくもの、そぎ落とすものなど、開設ぎりぎりまで検討は続きました。話し合いの中では、

「これまでの…」に留まりがちになることも多々ありました。そのたびに「地域で育つ子どもた

ち」を中心に置き、この地で育つ子どもの成長・発達と、その家庭・保護者の子育ての力を支え、

一緒に子育てをしていく、認定こども園の職員としての意識を持って、前を向いた協議を行って

きました。そして、育ちゆくひとり一人が「心豊かに たくましく 生きる子」に育って欲しい

という、保育者の願いや思いを幼児センターの保育目標に掲げ、新しいスタートを切ることにな

りました。 

 

（２）幼小中高のつながり 

 小中高との連携はこれまでも、行事への参加や職場体験、家庭科授業の受け入れなどを通して、
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幼保それぞれで行われていました。認定こども園になってからも、これらについては継続して行

われています。ただ、同じ場所で育ち、一緒に小学校に上がっていく環境がつくられたことで、

幼保それぞれの視点ではなく、認定こども園の教育・保育の視点で子どもを捉えることにより、

子ども一人ひとりの育ちを伝えやすくなり、新入生の姿を小学校は受けとめやすくなったと思わ

れます。 

 さらに、就学前や就学後に行動や言語面･生活面で気なる子どもが見られた場合は、情報交換･

共有の話し合いの場が増え、子どもの持っている困難さを少しでも軽減できるよう連携が進めら

れています。 

 また、以前から幼小中高一貫で地域の自然･歴史･人々の知恵や技術を通して生きる力を養い、

自分の住むまち･ふるさとを学ぶことを目的とした、「ふるさと学習」プロジェクトが行われてい

ます。認定こども園になってからは、3歳児から行うようにし、これまで高齢者の方々と昔のおや

つ作り体験や、薄荷の刈り取りと蒸留の体験、川遊びを通した自然体験など、地域の人や物、自

然など地域資源を活用した取り組みを行ってきています。これらの活動や日々の保育活動を通し

て、自分の住む街への興味･関心持ち、発達段階に応じた理解を深めていくことが、就学後のふる

さと学習への意欲につながっていくと考えています。 

① 先が見える流れと地域の中で育つこと 

 午前の活動は大きく室内活動と戸外活動の流れになっています。室内の活動終了後は戸外活動

という一日の流れをつくり、毎日外に出る保育を行っています。遠足や特別な体験のための戸外

活動は、年間の計画として組み入れていますが、戸外活動を特別とはせず、子どもが子どもとし

て生活するための大切な日々の活動として捉えています。 

 大切にしたいことのひとつは、「静（室内）」から「動（室外）」へ、そして「静（室内）」への

一定した流れを作り、子どもが見通しを持った生活のリズムをつけていくことです。ふたつ目は、

自分の住む街に出て行き、地域の人や自然･物などを知り、地域の中で育っていって欲しいという

思いがあります。 

 「先生、次何するの？」「今日、外で遊ぶ？」と確認をして生活するのではなく、見通しの持て

る生活は、「子ども自らが生活する」ことになると考えています。子どもたちは、室内の活動時間

が終わると、外への準備を始めます。雨が降っていればカッパの用意を始めます（天気に左右さ

れずに外に出て行くことを基本とし、体調や荒天時など配慮します）。時間の予測や先がわかる流

れを子どもが持つことで、それぞれの活動が区切られていると感じるのではなく、流れとして受

けとめて、それぞれの活動にしっかりと取り組む力が育ってくると考えています。 

 子どもたちがいつも通る散歩道で、「採っていきなさい」と庭先のいちごやブドウ、梨、ブラッ

クベリーなど、毎年声をかけてくださる方々がたくさんできました。「あの坂で滑ろう」「バッタ

を捕まえにみんなで行こう」と、歩いて見つけた自分たちの遊び場へ出かけて行きます。子ども

の姿を見て嬉しそうに声をかけてくれる地域の方との自然な交流や、季節の変化を見て、触れて

感じることができる身近にある自然の中で育つことを、大切にしていきたいと思います。 

 ② 異年齢での育ち合い 

 異年齢保育は、毎日の生活の中に異年齢が交じり合って活動する時間を保障し、異年齢の育ち

合いを進めていくことを目的として取り入れています。これは、２年目からの取り組みで、１年

目を終えた異年齢の育ち合いを評価したところ、長時間児は午後の活動から、また短時間児は降
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所時の活動でそれぞれに異年齢の関わりを持っていましたが、長時間児と短時間児が混じりあっ

て異年齢活動を行なう時間の保障が不十分であったと捉えました。例えば、年齢別保育を基本に

しながら、行事等において異年齢活動を行っていましたが、年齢の違う短時間児が長時間児の名

前を知らなかったり、短時間の年長児が 3 歳児や 3 歳未満児とのかかわり方が上手くできない様

子が見られるなどしました。 

 そこで、保育者同士が振り返り検証を行いました。課題は、一つには通園範囲が広がって登園

時間の幅が広くなり、これまでの幼稚園のようにクラス全員が同じ時間に登園しないこと、二つ

目にはこれまでの保育所は長い保育時間の中でクラス運営を行っていましたが、午前の共通時間

の中で進めていかなければならないことでした。この二つの変化が保育者に戸惑いとあせりをも

たらし、共通時間のクラス運営を進めることに精一杯になり、異年齢活動の実践が不十分になっ

ていたのです。 

 年齢も保育時間も多様な子どもたちが、一緒に活動し、一緒に育つ認定こども園の中で、異年

齢の関わりがうまくできていなかったことを反省し、異年齢が一緒に活動する時間と同年齢が活

動する時間のあり方を考えました。異年齢用の保育室があるわけではありませんので、３、４歳

児それぞれの保育室で行い、その後年齢別保育に入っていきます。そのためどちらの保育室にも

３、４、５歳児の発達に必要な玩具や教材等の準備や、異年齢･同年齢どちらの遊びも継続できる

環境をどうつくるかが課題として出てきました。 

 異年齢の育ち合いは、ただ一緒にいるから育つのではなく、各年齢や一人ひとりの子どもが主

体的に活動できる環境の中で、「やってみよう」という意欲が引き出され、その取り組む姿や完成

させる姿に年上の子への尊敬の気持ちが生まれます。また、自分のできることがまだできない様

子を見て、自然に手を貸すなどの行動が生まれてきます。お互いが育ち合える環境について、３

歳以上児の担当保育者は月毎の会議で検証し合い、環境の見直しを常に行い、異年齢の育ち合い

を進めています。また、遊びの継続も時間の経過と共に、異年齢で作り上げたものが同年齢の中

で継続され、また異年齢が継続するという形になり、共有した遊びへと広がりを見せるようにな

りました。 

 

（３）子どもの居場所 

○変わらない良さ 

 短時間と長時間の保育時間の違いをめぐっては、認定こども園になる前から、保護者はもとよ

り保育者も、長時間児が「自分も早く帰りたい」と不安定になるのではという心配がされていま

した。しかし、1年目から「自分は寝る人」｢自分はお昼帰りの人｣と、子どもたちは自然に言葉を

使い始めました。子どもたちは自分の家庭生活をよく理解しており、時間に違いがあることを当

たり前として受けとめています。そして、長時間児が保護者の都合で早く帰れるときは｢今日はお

昼帰り～｣と喜び、短時間児が預かり保育で夕方までいるときは「今日は寝て帰る。○○くんと遊

べる。」と、それぞれの特別を喜んでいます。短時間児にとっては、午後のおやつや友達といつも

より長く遊べることが嬉しく感じられるようです。子どもたちは、こうした違いを柔軟に受け入

れています。 

 また、年度途中に保護者の就労状況に変化があっても、子どもの居場所が変わらないことは、

保護者にも子どもにも安心できることです。保育者にとっても、保育が途切れないことはとても
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安心できることです。 

 長時間児や預かり保育の子の保育は、短時間児との共通時間で終わっているわけではなく、一

人ひとりの登園から降園までが保育時間です。「自分のやりたいこと」に取り組んで行く環境を保

育者は整え、一人ひとりの保育の保障をしていくことが大切だと考えています。 

 

（４）地域子育て支援 

○出会い･知り合い･つながり合い 

 子育て支援については、平成 15年 4月に地域子育て支援センターを開設し、現在に至っていま

す。平成 18年度までは公共施設を利用していましたが、認定こども園の開設により旧幼稚園施設

に職員を配置し、専用室を設けて実施しています。 

 在宅子育て家庭への支援は支援センターの担当保育者、在園児家庭の支援は認定こども園の保

育者という区分けをせずに、地域の子育て支援の拠点である認定こども園の職員全員の責務であ

ると捉えています。園と支援センターが同一施設にないため、活動が見えづらくなりがちですが、

月ごとの職員会議・ケース会議での報告や検討の場を設け、情報を共有し、保育者全員が地域の

子育て家庭に対しての支援者であることをしっかりおさえていくようにしています。 

 支援センターの利用者数は、人口減に伴って減少傾向にありますが、地域全体の就学前児童が

約 70名で、その半数以上が認定こども園に入園している状況において、支援センターにおける３

歳未満の子どもを持つ保護者や妊婦のつながりは、子育てや出産不安の軽減のために重要なもの

となっています。“遊び場の開放”や“遊びの広場”を中心にした、いつでも気軽に足を運ぶこと

ができる支援センターは、未就園児保護者の「出会い・知り合い・つながり合い」の場として、

地域の重要な場所になっています。 

 また、同じ場所で放課後児童クラブを行っており、頻繁ではありませんが、乳幼児と小学生が

関わることができる環境になっています。お餅つきには児童クラブ親子も一緒に参加し、小学生

を持つ家庭との交流を行っています。 

 一時保育の利用や園開放日の参加など、認定こども園へのつながりは支援センターの利用から

始まります。認定こども園の活動や様子が分かり、いつでも安心して来ることができる身近な場

所であることを発信するために、在園児家庭だけに配布していた園だよりを２年目から未就園児

家庭にも配布しています。 

 子育て支援センター開設以前からも、母子保健関係との連携はとられていましたが、入園児に

関わることが中心となっていました。開設以降は、地域全体の子育て家庭支援を行っていくため

のより良い連携のあり方について、母子保健関係者全体で話し合いを行いながら形にしてきまし

た。現在は乳幼児健診等への参加や保健師･栄養士とのカンファレンスの実施、支援センターを会

場にした発達等の相談会の実施、地域の乳幼児に関わる関係者会議、発達支援に関する専門機関

との連携など、連携と内容の充実が図られてきました。また、日常的に保健師や福祉担当者など

母子保健関係者とは、乳幼児健診等や一時保育の利用児の様子、認定こども園や支援センターで

の子どもや保護者の様子などで、気になることがあった場合は、お互いに連絡を取り合い情報の

共有を行っています。地域子育て支援は、地域ネットワークが図られていることで、より良い支

援がなされていきます。 
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Ａ園のコメント 

 

（１）町の理念とＡ園の位置づけ 

 Ｎ町は、人口約 1900 人・世帯数約 900 世帯小さな町です。主な産業は、農業を中心とした畑作・

酪農・林業が中心となっています。また、閉校した中学校を利用して、宿泊研修施設を併用した

自然誌博物館や有形無形の地域財産、史跡や町に住む一人ひとりの記憶や生活の知恵を次世代へ

引き継ぐ取り組みを行っています。 

 また、Ｎ町の理念として、次のような町民憲章を掲げています。 

「私たちは、風雪にたえ、多くの苦難を乗り越え先人のたゆまぬ努力と強い精神を受け継ぎひ

らけゆく郷土のために、誇りと責任をもってこの憲章を定めます」 

これを基本理念とし、以下の５つの目標を掲げています。 

一 明るく楽しい家庭と、あたたかい心の触れ合う郷土（まち）をつくります。 

一 たくましいからだと意志をきたえ、働く喜びをかみしめ豊かな生産の郷土（まち）をつくり

ます。 

一 おとしよりにやすらぎと、夢多い子どもが育つ、生き生きとした郷土（まち）をつくります。 

一 くらしにくふうをこらし、教養と知性をみがき、文化のかおり高い郷土（まち）をつくりま

す。 

一 きまりを守り、節度をもち、力を合わせて住みよい郷土（まち）をつくります。 

 このように住民の願いの結晶としてＮ町が運営され、その中に認定こども園Ａ園が設置されて

います。 

 この町の理念のもと、乳児から小学校就学前までの子どもを１つの施設において保育し、乳幼

児育成の一貫した環境を整備し、さらに地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図ることを目

的とし、子どもに対する保育・教育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進して

います。 

 

（２）認定こども園Ａ園と町の連携 

 Ｎ町も、過疎化・少子高齢化に伴う人口減の町です。しかし、町の理念、そして総合施設とし

ての一貫性を模索するため職員・施設の効率化を含めた行政改革も進めています。その例として、

このＮ町の教育長が認定こども園の園長を兼務しているところが注目されます。教育行政のトッ

プが総括のセンター長を勤めることで、今までの幼稚園、保育所、小学校、中学校と単体での役

割を総合化して、子どもの育ちや学びの連続性を確保できます。 

また、認定こども園の機能として、福祉担当者など関係機関との連携がとりやすくなっており、

乳幼児健診や一時保育の利用児の様子、支援センターでの子どもや保護者の様子など、認定こど

も園の職員が地域子育て支援のサポートに入り、関係行政機関や地域ネットーワークの起点とな

っています。 

 

（３）保育活動 

 認定こども園Ａ園の取り組みとしては、３歳以上児の保育活動におけるデイリープログラムの

工夫が着目されます。朝８時からの異年齢活動は、「自ら遊びを選択し能動的に活動・異年齢の育
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ち合い」をテーマに、２つのグループに別れて、長時間保育児・短時間保育児の異年齢グループ

が構成されています。また、4月～9月、10月～3月の半年でグループを変更。子どもたちがみん

な一緒に育ってほしいという保護者の要望と保育者の育ちの願いとして位置づけられた活動の１

つになっています。 

また、10 時 30 分から 11時 30 分までの戸外活動では、春夏秋冬、雨・風・雪にかかわらず行わ

れる保育活動となっています。「散歩・探索・園庭活動を中心に自然の変化への気付き・地域住民

との交流・地域を知る」というテーマで行われています。特に地域住民との交流や地域を知るこ

とは、子どもの主体的活動に地域人々が町の子どもとして見守り、地域そのものが保育環境とな

り、子どもが地域で育つプログラムになっています。 

また、実地調査で感じたことは、Ａ園の子どもたちが落ち着いた保育生活を送っていること、

認定こども園として子どもの 善の利益を町全体で保証していこうという願いがあることであり、

それが子どもの落ち着いた生活の基本なっているのではないかと感じました。 

 

（４）子育て支援 

 Ｎ町では、Ａ園と少し離れた場所に児童センターと地域子育て支援センターを開設しています。

Ａ園と連携しながら、①遊びの広場開放、②親子遊びの広場、③子育て講座、④保健師事業との

連携など、地域の未就園児をもつ家庭に対して、育児相談や情報交換の場を作り、遊びの場を作

り、遊びの体験広場など幅広い支援事業を行っています。また、この児童センターは、子育て支

援センターとの共用施設のため、午後になると小学生の放課後児童クラブにも利用され、小学生

との交流ができる環境になるなど施設の有効活用も進んでいます。 

 

（５）まとめ 

 この町で行われている取り組みは、子どもを中心とした地域活性化の基盤作りであり、子ども

が育つ 善の方向性を町全体の施策として取り入れているところに特徴があります。地方では、

過疎化・少子高齢化が進み、子どもを取り巻く社会環境が著しく変化しつつある町が数多くある

中、このＮ町のチャレンジは町の理念と行政改革から生まれた新たな機能、そして認定こども園

としての機能を総合的に一体化させた、町と認定こども園の方向性をイメージできるものと考え

られます。 
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Ｂ園（北海道） 

 

１．なぜ、認定こども園をめざしたか 

～ここで育って、ここで育ててよかったといえるまちをめざして～ 

○保護者の就労状況等に左右されない、こどもの育ちの場の保障を求めて 

 昭和 34 年に地域の要望により始まった幼稚園ですが、人間形成にとって大切な幼児期に心身と

もに健全な発達の場となることを願って運営してきました。けれども、両親ともに就労されてい

る保護者の子どもは保育時間、保育日数の関係上、幼稚園に入園することは困難です。そこで、

平成 11年度から幼稚園の保育時間前と終了後、長期休み期間の預かり保育を実施することにより、

３歳以上児の就労保護者の幼児を保育できる体制を整えてきました。 

 それでも、保護者の就労状況を 100％カバーできる保育時間の確保は難しく、保護者の勤務時間

が長時間になった場合などは、幼稚園を退園し、他の公立保育所に入所する状況にありました。

逆に、保育所の入所要件を満たさなくなった場合、慣れ親しんだ保育所を退所しなければならず、

卒園間際に幼稚園に入園する状況もありました。こうした保護者の就労状態や離別等の家庭事情

によって、子どもの受け入れ施設が変わることに素朴な疑問を抱いていたところ、市の次世代育

成支援行動計画策定で幼保一元化構想が浮上しました。 

 そこでは、地域の子育てを担うのは保育所、幼児の教育機関は幼稚園という考えではなく、「こ

こで育って、ここで育ててよかったといえるまち」を目指して検討が行われました。市内の乳幼

児人口や入所施設別の人数など数年にわたり調査を行った結果、３歳以上児の大半は幼稚園に通

園しているものの、近年は保護者の就労が増え、幼稚園の定員は空きが目立ち、保育所は定員に

達するケースが目立ちました。乳幼児人口の推移から、新たな保育施設の設置は必要ないと判断

し、老朽化した公立保育所を閉鎖して、民間に定員を移し、幼保連携型の「認定こども園」を開

設することになりました。市内の私立幼稚園関係者とも話し合い、当法人が保育所設立の準備を

進めることとなりました。自園のみの問題ではなく、市全体としてこどもの育ちを考えた結果、

認定こども園を目指すことにしました。 

 

○幼稚園園舎に隣接した保育所園舎の建築 

 総合的な機能を十分に発揮できるよう、幼稚園に隣接した敷地を確保し、認定こども園化に取

り組みました。北海道の認定基準では、500 メートル離れた場所でも連携が可能な場合は認定を受

けることができますが、距離が離れている場合、運営上日々の連携が難しいと考え、園舎を増築

する方向で構想を練りました。その結果、他の場所にある公立保育所を利用せずに、平成１１年

に建築した幼稚園の隣に新たに 60名定員の保育所を新築することにしました。 

 しかし、建築基準法の規制があって、幼保一体化施設（合築施設）の建設は難しく、設計に難

航しましたが、園舎を渡り廊下でつなぐ方法にしました。また、新たに保育所を新築するために

は、児童福祉 低基準を踏まえて設計するため、専用玄関や避難経路などが独自に必要との担当

行政の判断により、何度も設計図を書き直しました。 

 終的に、園舎は、耐火構造の鉄鋼造２階建て、１階、２階に幼稚園園舎との渡り廊下でつな

ぎ総合的な機能を発揮できるよう工夫をしました。 
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２．認定こども園としての取り組みと成果 ～総合的に育ちを見守る体制の構築～ 

１）職員間の連携 

〈保育課程の策定〉 

 これまで３歳以上児の育ちを中心に、幼稚園教育要領に基づいて教育課程を編成し、指導計画

をつくってきました。それが認定こども園となったことから、保育・教育・養護という３つの観

点や、０～２歳児の育ちを考慮した発達過程に応じた計画が必要となりました。また、幼稚園教

諭は、低年齢児の保育の経験が浅く、低年齢児保育を充実させるため、平成 20年度末には、公立

保育所での実習を受け、個々の育ちを学びました。保育所現場から指導を受け、試行錯誤しなが

ら保育課程の策定にあたりました。３歳児以上は、長時間保育と短時間保育への配慮が必要とな

り、成長の課程の中で「適当な環境」とは何かという観点から捉え直しました。 

〈共通理解の徹底〉 

 認定こども園になって職員数が増えたため、 初はきめ細かな連絡体制がなかなか取れずに苦

労しました。特に３歳以上児は、共通教育時間（コアタイム）とその後の保育時間との連携がう

まくいかず、子どもの体調の変化や保育内容について職員が互いに把握していない場合がありま

した。 

 認定こども園として全体の状況を把握し、きめ細やかな保育の質を高めるためにも、保育の振

り返りや打ち合わせは重要です。そこで、担当別に職員を７つのユニットに分け、３歳以上児の

教職員は毎朝ミーティングを行っています。０～２歳児と３歳以上児の保育を分断せず、一つ屋

根の下で生活するという観点から、夕方のミーティングには必ず全ユニット毎に数名が出席し、

出席しない職員にはユニットグループ代表から重要事項を伝達し、また、内容が確認できるよう

記録簿の工夫を行いました。記録簿には会議の出席の有無をつけ、欠席者には記録簿に目を通す

習慣を徹底しています。 

 職員間の共通理解では、リアルタイムに情報を把握する必要があります。新型インフルエンザ

などの罹患報告は、緊急かつ重要な連絡であり、休み明けに記録簿で把握するのでは遅い場合が

あります。以前は職員連絡網を使っていましたが、現在はメールでの一斉発信を行い、翌朝のミ

ーティングで対処できない緊急連絡は、短時間で多くの職員に伝える方法を取りました。休日に

救急外来で多数の感染があった場合など、０～５歳児が育つ施設では、低年齢児への感染防止の

配慮を行い、登園してくる玄関での分断等を行わなければならない場合があります。感染防止の

ための交流保育の中止等は、全職員が把握し、保育の予定は状況によって常に変えなければなら

ないという認識を持つことが重要です。 

 欠席連絡などの用紙についても、自由様式のメモを使用せず、１枚の共通様式に記入するよう

にしています。自由様式のメモ紙では、朝の忙しい時間帯に電話を受けた職員が詳細を聞き漏ら

してしまう危険性があり、メモ紙の枚数が多いと短時間で行うミーティングにも支障が出ます。

また、メモに理由の記載がないと、保育担当者と保護者の間ではちょっとして行き違いが生じま

す。一人の保育者がこどもの健康状態を把握するだけではなく、「こどもの育ちにあった保育」を

展開するため、全職員が情報の共有化できるよう配慮しました。 

 

２）保健計画の策定（関係機関との連携） 

 年間保健目標を「自他の体を大切にし、心身ともに健康な生活を送ろうとする気持ちを育てる」
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と設定し、養護教諭を中心に活動を行っています。月々の重点を中心に、保健指導を含め「ほけ

んだより」を保護者宛に発行しています。幼児期の保健教育は家庭での配慮が必要となるため、

保護者と連絡を取りながら個別指導を行います。月々の身長、体重の計測データから、成長が心

配な場合は、関係機関（保健師・小児科医）との連携を取り合いながら、一丸となって成長を見

守ります。成長曲線データを作成し、他児と比べるのではなく、自己の成長カーブの把握に役立

てています。要観察となった場合は、医療機関、保護者、保育者とともに成長を見守る体制を整

えています。 

 保健管理の中では、対人的管理だけではなく、対物的管理も徹底し、室温・湿度、清掃・消毒

などといった環境の整備に配慮しています。また、地域柄冬期間は過保護になり厚着になって暖

かくしすぎている場合などがあるため、注意を呼びかけます。養護教諭と保護者や関係機関との

連絡内容は、すべて保育者に伝え、共通の方針に添って計画を立てています。 

  

３）保護者との連携・連絡体制・保護者会 

 認定こども園では、担任一人と園児だけが接するクラス活動のみの保育とは違います。保育を

担当するすべての者が、園児や保護者の状況を把握する必要があります。保護者と担任との連絡

ノートは秘密の交換日記ではなく、日常の保育に役立てるための大切な記録です。当園では、連

絡帳はすべて複写様式になっており、担当⇒保護者・保護者⇒担当の間の連絡帳のファイリング

を行い、職員全体が閲覧できる状態になっています。 

 また、３歳児以上の共通保育時間後の保育予定表は、３枚複写様式にして、保護者、クラス担

任、長時間担当者が共通の予定表を持ちます。それによって、共通時間後に長時間保育の予定が

入っているのに間違って降園させてしまった…というミスがないように配慮しています。以前は

電話や保護者のメモ用紙だけで預かり保育を受けていたため、担当の聞き違いや保護者の日程の

勘違いがありました。３枚複写用紙に変更してからは、保育担当者で確認しあって間違いを少な

くすることができました。予定の行き違いをなくすことにより、園児に不安感を与えることなく、

予定のお迎え時間までのびのびと活動することができています。 

 保護者との連絡に関しても、以前の緊急時の連絡網では、保護者の伝言ミスや保護者の就労時

間に連絡が取れない場合が多く、苦労しました。今年から一斉メールの発信に変更し便利になり

ました。一斉メール発信は、時間の短縮と共に確実な内容を伝達できるので有効です。確実に内

容を伝え、時差がなく伝言するのは重要なことです。職員間の連絡体制を含め、多様な勤務状態

にある保護者との連絡には工夫が必要です。また、保護者の中には特別な支援が必要な場合もあ

りますが、職員が誰でも内容を伝えられることが大切になります。多忙な保護者の方に「担当が

いないのでわかりません」では信用が構築できません。 

 保護者と職員の会である「こども園の会」では、様々な園の行事に保護者が積極的に参加でき

るよう配慮しています。年間行事のうち数回は保護者の協力をお願いしています。そのうち行事

の中から年に１回のお手伝いを選択してもらい、保護者と共に園の行事を実施しています。中で

も、「納涼会」は盛大で父親の協力も多く、焼き鳥等の屋台コーナーの他こども縁日コーナーも好

評です。遊休品コーナーでは、幼児のリサイクル品を求めて人気が高く、売上も上々です。納涼

会の売上からは、園児の発達を考慮した遊具の購入や市の愛情銀行へ寄付を行い地域にも貢献し

ています。 
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４）個々の育ちを考慮した食育計画 

 食育計画の中心は、「食べる力」を豊かに育むための支援づくりと位置づけられています。幼小

連携の中で、なかなか給食を食べられない児童がいるという報告もあり、平成 17年より月に一度

は学校給食センターの給食体験を始めました。給食体験の中で、家庭での食生活では登場しない

食べ物に直面するこどもの戸惑いを実感し、時には毎日好きな食べ物ばかり入っているお弁当に

不安を抱いていました。認定前は調理室もなく、昼食やおやつを通して食育計画を行うのは不可

能でした。幼保連携型の認定こども園になったことで調理室を確保でき、幼稚園在籍児も週に２

回は給食を食べることができるようになりました。 

 給食時にはランチルームでの年齢別給食交流を行い、栄養士が園児と一緒に食べることにより、

こどもの嗜好や苦手野菜の調理方法などにも配慮しています。時には調理前の食材を見せたり、

調理の方法を話したりして、興味、関心を持って楽しく食べられるよう取り組んでいます。給食

やお弁当で別々の物を食べても、食材を育ててくださった人、作ってくださった人への「感謝」

の気持ちを忘れず、いただきます、ごちそうさまと手を合わせる姿が見られます。 

 おやつは、こどもにとって必要な栄養素の一部と考え、市販のおやつは使用しないで、手作り

おやつを実施しています。近年は食物アレルギーにより、牛乳・卵・小麦が食べられないという

園児も多く、献立には苦労します。アレルギー食は完全特別献立という方法ではなく、一緒に食

べる楽しさを味わうためにも様々な代替食材を取り入れ、工夫をしています。例えば、牛乳の代

替え食材として使用される豆乳を用いて、みんなが食べられるおやつ作りにチャレンジしていま

す。豆乳プリンや米粉ブラウニーなど好評で、給食だよりにはレシピも記載しています。降園時

に展示献立のおやつに「おいしそう～」「○○ちゃんいいなぁ～」と帰って行く親子の様子に手作

りの大切さを感じます。 

 離乳食などは月別に調理方法や食べられる食材が増えていき、保護者、保育者、栄養士、調理

師との連携は欠かせません。食べた量や食べた後の体調の変化は、今後の献立に重要な情報であ

り、職員間の給食会議は長時間に及ぶことが多々あります。 

 

５）子育て支援 

 平成 11 年に受けた「少子化対策臨時特例交付金」を機に、市内の子育て環境に何が必要なのか

を幼保区別なく話し合いを持ちました。平成 12年 4月には、市から幼稚園に委託を受け、特例交

付金を活用して幼稚園旧園舎を「地域の親子が集う場」にリフォームし、子育て支援を行ってき

ました。旧園舎解体に伴い、平成 17年に幕を閉じ、幼稚園では独自に保育クラブを継続し、子育

て支援を行ってきました。保育所開設により、再び支援センターの場所確保ができ、開設事業内

容が充実しました。 
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Ｂ園のコメント 

 

１．職員間の連携に向けた工夫 

 認定こども園は、幼稚園利用の短時間保育と保育所利用の長時間保育が混在するため、保育時

間だけでなく登園・降園時間も異なりますし、午睡の有無や給食のあり方、健康面など様々な配

慮や工夫が求められます。そのため、職員の意識の共通化はもとより、教育・保育をはじめ子ど

もの生活全般に関する職員間の連携が重要になります。 

 Ｂ園は、学校法人立の幼稚園が新たに認可保育所を併設し、一体化施設となった幼保連携型の

認定こども園です。言い換えると、３歳未満児の保育を中心に保育所運営の蓄積がありませんで

した。さらに、認定こども園に共通した課題である３～５歳児の保育時間の違い（短時間保育、

長時間保育）にも、初めは戸惑いが大きかったようです。 

 そこでまず、これまで経験のなかった０～２歳児の保育を行うにあたって、養護と教育が一体

となった保育の捉え方を理解するとともに、０～２歳児の発達を考慮したきめ細かい指導計画が

必要だと考え、市行政の協力も得ながら職員が公立保育所で実習し、保育現場での指導を受けて、

試行錯誤しながら保育課程の策定にあたりました。 

 さらに、３～５歳児における短時間・長時間保育への対応や０～２歳児と３～５歳児の一貫性

にも対応するためには、きめ細かい配慮や連携が欠かせないことから、職員間の共通理解や連携

が図られるような工夫を行いました。 も力を入れたのが、職員の話し合いや打合せなどのミー

ティングです。 

 そのため、全職員を担当別に７つのユニットに分けて、①３歳児以上の職員はユニットごとに

毎朝ミーティングを行う、②夕方のミーティングは各ユニットから必ず数名が参加する、③参加

できなかった職員にはユニットの代表が必ず重要事項を伝達する、といった取り組みを徹底しま

した。 

 毎朝のミーティングでは、遅刻や早退・欠席状況をはじめ、その日の行事や保育予定、職員の

出張・欠勤状況、前日の長時間保育児の保育日誌確認など。夕方のミーティングでは、朝の時点

で把握できていなかった欠席児などの報告や、コアタイムの保育の報告、０～２歳児の報告、翌

日の行事や保育予定の確認、翌日の職員の出張・欠勤状況、給食状況の確認・伝達などを報告・

確認し合っています。ミーティングに参加できなかった職員にも、基本事項や重要事項が必ず伝

わるよう、内容が確認できる連絡・記録簿を整備し、ミーティングの出欠状況を記入するように

した上で、欠席した職員が確実に目を通す習慣をつけるように工夫しています。 

 また、例えば新型インフルエンザの発生など、こうしたミーティングでもカバーしきれない緊

急対応が必要な事柄に関しては、携帯メールを活用した一斉発信によって全職員にリアルタイム

で伝達できる体制を整えています。さらに、園児の欠席など保護者からの連絡についても、園児

名やクラス名、理由、受付者など共通様式を定めた伝達用紙１枚を使うことにルールを決めて、

全職員が情報を共有できるよう配慮しています。 

 

２．保護者との連携に向けた工夫 

 職員間の連携と同様に重要なのが、園（職員）と保護者との連携です。Ｂ園では、保護者との

連絡帳はすべて複写式の所定用紙を使うこととし、担当職員から保護者への連絡、保護者から担
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当職員への連絡のいずれも相互にファイリングを行うようにしています。しかも、連絡帳の情報

は、担当職員と保護者との「秘密の交換日記」ではないとの考えから、担当職員だけでなく全職

員が必要に応じて閲覧でき、園全体で情報共有できるようにしているのが特徴です。 

 また、３～５歳児は、短時間保育と長時間保育があるため、共通の合同保育以外の保育に関す

る予定（例えば長時間保育児の降園時間や預かり保育の時間など）に確実に対応できるよう、保

護者とクラス担任と長時間保育担当者が共通の予定表を持つことにしています。そのため、３枚

複写式の予定表をつくって、３者がそれぞれ全く同じ予定表を持ち、情報を共有するように工夫

しています。これによって、担当者の聞き違いや保護者自身の勘違いなどがなくなり、園にとっ

ても保護者にとっても安心して子どもを保育することができるようになったようです。 

 このほか、緊急時の連絡についても、職員に対する緊急連絡と同じように、携帯メールによる

一斉発信を徹底することにしています。それにより、保護者の就労状況の違いや家庭の事情にか

かわらず、電話（口頭）より確実なメール（文字）で職員の負担も少なく連絡できるようになり

ました。内容のずれと時間のずれがなくなり、保護者からの信頼を得ることにつながっているよ

うです。 

 認定こども園は、子どもの保育形態も保護者の状況も多様であるため、ともすれば保護者と園

との間で齟齬が生じがちですが、こうした情報共有の工夫をすることで保護者からの信頼を得て

いくことができます。 

 

３．子育て支援の充実 

 Ｂ園は、認定こども園になる前から地域子育て支援センター事業を市から受託して実施してい

ましたが、認定を受けて子育て支援活動をさらに拡充するよう努めています。親子登園や子育て

相談、子育て講演、一時保育、絵本の貸し出しなどを行っているほか、毎月１回は土曜日に父親

参加型の子育て支援事業として、園庭や遊戯室を使って父親に対する子育て相談を行っています。 

 認定こども園の場合、母親は専業主婦であったり働いていたりと様々ですが、父親は一般的に

働いているケースが多いため、父親が参加しやすい土曜日に設定することで、長時間保育、短時

間保育といった子どもの保育形態の違いにかかわらず、父親としての共通した課題に対応できま

す。その意味で、父親に着目した取り組みは、認定こども園にとっても有効な方法と言えます。 

 また、在宅子育て家庭への支援としては、７か月検診のときに絵本の読み聞かせやグループワ

ークへの参加、療育センターの利用を促すため、保健師や医者、療育センター、地域の短大教授

などと連携して、専門的な視点からの支援や助言、情報提供を受けることができるようにしてい

るのも特徴です。あるいは、地域の高齢者に協力してもらい、子どもや保護者に伝承遊びや昔話

を教えるといった世代間交流も行っています。 

 認定こども園が中心となって、こうした保健医療関係や専門家、高齢者など、地域の様々な人

的資源を活用して、地域社会全体で子育て支援に取り組むことは、地域活性化の視点からも、ワ

ンストップ・ショップとしての認定こども園の機能強化という観点からも、非常に重要だと考え

られます。 
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Ｃ園（秋田県） 

 

１．なぜ、認定こども園をめざしたか？ 

○幼保の枠を超え、総合的な機能の発揮を求めて 

 1941 年に戦時託児所としてはじまった保育施設が、保育所・幼稚園制度の整備などにより社会

福祉法人の保育所と学校法人の幼稚園に枝分かれしたという経緯を持つ園です。一つの園庭を共

有して向かい合う施設で、それぞれの保育を展開してきました。 

 そうした中、園児減少が著しく育ち合う集団の規模が確保できないことと老朽化による園舎改

築が急務であるにもかかわらず見通しがたたない中、数年後には廃園まで視野に入れなければな

らない状況にある幼稚園と、3歳未満児受け入れ増員にむけた園舎改築という課題を抱えていた保

育所でしたが、それぞれに「幼稚園でも保育所でもない一つの総合施設」への方向性を模索して

いました。そんな中、2006 年 10 月に施行された認定こども園制度が、このような当園の状況に一

致していることから、制度施行と同時に認定申請の準備を進めることになりました。 

 

２．認定こども園としての取り組みと成果 

１）幼保一体化の取り組み 

 法人を社会福祉法人に一本化し、認定を受けてスタートした年に、幼保一体の園舎改築に取り

組みました。幼保が一体的な保育を展開するために、幼稚園と保育所が別々の計画を持つのでは

なく、認定こども園として一つの計画を持つというスタンスを大切にしたいと考えました。そし

て、保育・教育・養護という文言を当園でどのように扱うかについての学びを深め、とらえ直し

を行いました。 

 学校教育法の第３章第２２条には、幼稚園の教育の目的について、「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」と書かれています。 

また、幼稚園教育要領では、教育の内容は「遊びの中で幼児が学習していくものであり、環境に

よって行われるもの」という説明がされています。同時に、保育所保育指針は、保育は養護と教

育という２つの側面からとらえることの重要性を強調しています。 

 そこで、学校教育である幼稚園の教育内容は、「幼児を保育すること」であるという理解に立ち、

「教育と養護」が渾然一体となったものとしての「保育」と言い表し、また保育士と教諭も保育

者と統一して記載する（保育記録、園だより、連絡帳など）ことにしました。幼保連携ですので

保育所と幼稚園それぞれに園長をおきますが、単なる書類上の所属にすぎないと考え、保護者を

含め対外的に知らせるのは、統括施設としての役職名（園長、副園長、総務、主任など）のみに

しました。このことによって、一体的な保育を展開していることがよく理解されるようになり、

同時に保育者間の関係がとても整理されました。 

 幼稚園教育要領が求める「教育課程を編成するということ」は、保育所保育指針でいう「保育

課程とその年度の保育の計画をあわせたもの」であり、表現の仕方こそ違うものの、内容的には

同じものであるという理解が可能です。当園では、「教育課程の編成」＝「保育課程とその年度の

保育の計画」と考えて、「保育（教育）課程」と表記することにしました。 

 年齢別年間指導計画は、指導という文言を削除して年齢別年間計画にし、養護については保育
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内容の中にあって、保育者側の手だてという視点から記入することにして、年齢別年間計画に項

目を設定することにしました。保育記録をはじめとする書類関係については、スタート当初はと

ても混乱しましたが、幼稚園と保育所をすりあわせながら、一本化あるいは融合を図ってきまし

た。 

 

２）園内研修体制の構築と保育者間の意識の変化 

①特徴的な自治体の姿勢 

 本県では、早い段階から幼保の窓口を一本化し、幼保一体化への模索が行われていました。研

究モデル園を指定して、幼保一体の保育計画の作成や親の育児力向上というテーマで研究を進め

ていました。当園が「認定を受けたい」と相談した時、指導主事から言われたことは「重要なの

は保育の内容です。ただ、書類が整えば審査を通過すると思わないでください」ということでし

た。認定までの半年間、「年間計画から月案そして週案へと整合性が図られた記述になっているか

どうか」ということから、保育者の姿勢にいたるまで丁寧に指導をしていただくという機会が与

えられました。認定にあたっては、県の研究モデル園に指定していただき、1年間を通して「園内

研修の進め方」についての指導を受けることになりました。 

②園内研修のとりくみ 

 県の研究モデル園に指定を受け、「幼保一体化指導計画の作成」「親の育児力向上」という与え

られた二つのテーマをいくつかの観点（研究班）に細分化し、全ての職員がいずれかの班に所属

して研究をすすめました。 

 「幼保連携型の認定こども園に移行すること」を決意し準備をはじめた時、50 年の間、別の制

度の下で保育を展開してきた両施設の保育者間では、互いの「保育の進め方」の違いにとまどい、

反発を感じるという不協和音が響きました。2007 年度の研究モデル園としての園内研修は「やら

されている」という思いが強かったり、何をどうしていいかやり方がわからなかったりしてとて

も苦労しました。 

 しかし、1年間の取り組みにより、研究の目的や研究内容をはっきり掲げ、１年間を見通した計

画をたてることで、研究内容が充実することを実感し、自分たちの中から課題意識を持って取り

組んでいくという姿勢へと変化していきました。2008 年度には研究班の取り組みとして保育所保

育指針が求める保証書としての「保育課程および発達過程」について認定こども園として作成す

ることができました。 

 ３年目である 2009 年度は以下の内容で園内研究を進めています。 

テーマ「‘自分’を生きる?共にある喜びへ?」 

観点 １.子どもの主体的な生活を支える保育計画について 

   ２.自己評価の実施、業務マニュアルの作成および第三者評価の検討 

   ３.親の育児力向上について 

 特に、10 月に県主催の「認定こども園公開保育研究協議会」の主管園を引き受け、公開保育後

の午後の研究協議会の分科会では、園内研究の研究班からの話題提供を行いました。観点１班の

取り組みである園内公開保育の都度、県の指導主事の参観および指導を受け、「ねらいと内容」の

とらえ方、保育者の視点についての研修の時を持つことができ、自分たちの保育の見直しを図る

よい機会となりました。 
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 この３年間は３つの観点からの研究の進め方を探ってきたと言えると思います。園内研究の体

制が整ってきたことにより、観点別研究班を中心に週案の様式の検討および変更などを積極的に

進めたり、自分たちの保育をどう週案に書き表せばいいかについての意見交換をしたりという姿

が見られるようになりました。 

 一人ひとりの保育者が今まで幼稚園、保育所という場で培ってきた土台を一度壊し、さらに自

分の保育観を再構築し直すという作業となっています。「なぜそうしているのか？」と自分の保育

を振り返り、その思いをどう伝えれば理解してもらえるだろうかと悩み、違うスタンスがあるこ

とに出会い、職員同士の新しい関係形成へと変化していく取り組みになっていると思われます。 

 各班で時間のやりくりをして協議をもち、それぞれの研究班の途中経過を職員会で報告・シェ

アするなど、自分たちが主体となって研究をすすめていく体制が整い、保育者間に「新しい一体

感」という風がふいているような感覚があります。「保育の質」は目で見ることができない面も多

いですが、見えないものを形にしていく作業が園内研究であり、「保育の質の向上」につながって

いるのだと思わされます。 

 この「保育の質向上」の面がよくあらわれているのが、観点２班による「自己評価」の実施だ

と思います。2007 年度は、県の教育委員会作成の「自己評価」の文言を幼保一体施設用に修正を

加え、実施しました。2008 年度は、給食担当など業務内容が違うものを整理しました。2009 年度

は、回答の選択肢の見直しをはかりました。 

 

３）子育て支援について 

 市から委託を受けて 1999 年から保育所が展開してきた地域子育て支援センター事業ですが、認

定後の園舎改築で独自の支援室を設置し、センター型の子育て支援センターとして、未就園の親

子が気軽に集える場の提供が可能になり、事業内容が充実しました。 

 在園児の保護者には、個別保育参加日（各家庭の都合のいい日を設定して園での生活を一緒に

体験する）、クラス懇談会、家庭教育学級（市の公民館と共催）などを通して、保育者と保護者間

の信頼関係の構築を図っています。特にクラス懇談会では、午後と夜の２回に分けた会の持ち方

などについての検討など、今までの在り方を見直しながらよい方向を探っていきたいと考えてい

ます。 

 また、支援センターで行われている子育て講座に参加したいという要望が就労している保護者

から出され、託児ありの夜の部開催につながりました。支援センターの事業として日中就労して

いる保護者への支援の在り方を探っていたことが実現できて喜んでいます。 

 園開放では、センターの事業ではなく園全体の取り組みに位置づけることによって、未就園の

親子と保育者（クラス担任）のかかわりが見られ、在宅育児家庭への支援の在り方についての関

心が高まり、未就園児は子育て指導員が担当するという思いから職員全体で受け止めていく意識

へと変化が見られています。 

 在宅で子育てをしている家庭と就労している親の家庭と、それぞれに悩みのスタイルは違いま

すが、保護者が「子育ての苦しさ」や「子育ての負担感」を抱えている点では共通しており、そ

の事実をありのまま受け止めたり、母親の状況を理解しようと努力したりという、傾聴して共感

する姿勢を私たちがスキルとして身につける必要性を感じます。 
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４）認定後の子どもたち・保護者の変化 

 認定こども園への移行、園舎改築という大きな変化に、園児も保護者も不安を感じている様子

がありましたが、2007 年度の後半から少しずつ落ち着いてきました。 

 短時間利用と長時間利用の子どもが一緒に過ごすことにより、子どもの集団生活にとってふさ

わしい保育時間の長さがあることに気づかされます。それが「コアタイム」と呼ばれるものです。

当園の「コアタイム」は 8：30～14：00 ですが、それを超える長時間の保育については、子ども

が安心し、自分を発揮して過ごせるために必要な保育の手だてを整えるために、月案などに項目

を盛り込むことにしました。 

 子どもたちの変化として、特筆したいのは３歳児クラスの 4 月です。０歳から保育所で生活し

ていた子どもたちと、３歳から入園する幼稚園の子どもたちとの出会いは、ある意味で大きなカ

ルチャーショックです。幼稚園機能の子どもは、自分でトイレにいく友達の姿に大きな刺激を受

けます。保育所機能の子どもの中には「朝、お母さんから離れられなくて泣く友だち」や、「午睡

をしないで２時に降園する生活のスタイルの違い」にとまどい、「お昼寝しないで帰りたい」と訴

えたり、朝の登園時にべそをかいたりと思いを表出することがありました。 

 認定にむけた準備の段階でも、「わざわざ子どもにさびしい思いをさせる必要があるのか」と、

かなり議論した部分であり想定内のできごとでした。驚いたのはその後の子どもたちの変化です。

前述のような思いを表出した子どもたちが、自分の思いをいっぱい出したあとは、実にさっぱり

した表情で自分の生活を始める姿を見せてくれました。個々の状況に合わせて、長時間利用の子

どもで「午睡」をしたくない子どもには、家庭と連絡をとりながら、子どもの思いに寄り添って

午睡せずにすごす場所や休息の時間を確保するという配慮の中で、子どもは子どもなりに自分の

置かれている環境や状況を受け止め直し、自分から午睡をするなど、たくましく乗り越えていき

ました。私たち保育者も、子どもの中に内在する「育とうとする主体的な力」「違うことを受け入

れ合う心」に出会うことができました。 

 この出来事はまた、保護者にも微妙な変化をもたらしました。「今日は仕事が休みなので、あこ

がれの２時帰りをします」という保育所機能の家庭が見られるようになってきたのです。各家庭

がそれぞれに自分たちの生活のスタイルを見直し、可能であれば子どもと一緒に過ごそうという

意識を持つ、というよい機会になっているのではないかと思われます。 

 保護者会の活動も、２年目からは幼稚園、保育所に分けず一体的な活動を行う形に変化してき

ました。保護者会と園が一緒に行う「Ｃ園まつり」は、食堂（うどん、そば、おにぎり）や、屋

台（わたあめ、フランクフルト、アイスクリーム、金魚すくい、輪投げなど）の楽しいイベント

形式で、幹事を中心にたくさんの保護者の手伝いを得て開催します。また、日中に集まれる保護

者によって構成された編集委員が、１年間準備して発行する「保護者会誌“にじ”」（幼稚園保護

者会で作成してきた会誌）など、幼保がそれぞれに行ってきた今までの活動がいい形で継続され

ています。また、３年目の今年度は幼稚園機能の保護者が夜の幹事会に出席したり、保育所機能

の保護者が昼休みを利用して編集会議に参加したりという幼保の融合がみられていることも大き

な変化です。 
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Ｃ園のコメント 

 

１．研修・研究体制の工夫 

 認定こども園で も苦労することの一つが、保育者の意識の共通化です。保育者の多くは、認

定こども園になる前に既に幼稚園や保育所で勤務していたと考えられますが、幼稚園、保育所と

もにそれぞれ固有の保育観があり、大げさに言えば保育文化が異なります。それが保育者にも根

強く反映しています。 

 幼稚園、保育所の保育文化にはそれぞれ特性や一長一短があり、一概にどちらが良いとか悪い

とかいうものではありません。けれども、幼稚園の機能と保育所の機能を併せ持つ認定こども園

においては、新しい保育文化を創り上げることが重要になります。なぜならば、それによって、

認定こども園に求められる一体性や一貫性を高めることが可能になるからです。 

 戦時託児所としてスタートしたＳ園の場合は、戦後になって保育所と幼稚園に枝分かれし、保

育制度が整備されていく中で、社会福祉法人の保育所と学校法人の幼稚園として発展していきま

した。園庭を共有するという関係があったにもかかわらず、設置主体である法人が異なることも

あって、新たに幼保一体化施設を建築して幼保連携型の認定こども園となっても、幼稚園にいた

職員と保育所にいた職員との間には当初、保育の進め方をめぐって不協和音が響いたようです。 

 施設は幼保一体化していても、職員間に意識のずれがありました。互いに戸惑い、反発を感じ

ていた職員の意識や姿勢が次第に変わっていったのは、保育を高めるための研究・研修に取り組

むようになってからです。認定こども園となった 年度に県の研究モデル園となり、「幼保一体化

指導計画の作成」と「親の育児力向上」の２つを研究テーマに園内研修に取り組みましたが、や

はり 初は多くの職員に「やらされている」という意識があったようです。 

 しかし、研究の目的や内容を明確化するとともに、年間を通した計画をたてて１年間取り組ん

でいく中で、職員自身が次第に研究内容の充実を実感でき、自ら課題意識を持って取り組んでい

く姿勢が少しずつ生まれてきました。そして、２年目、３年目と積み重ねていくうちに、職員同

士で週案を見せ合ったり、園内でミニ公開保育を行ったりするようになり、いつしか不協和音が

なくなっていったと考えられます。 

 園内研究に関しては、研究テーマをいくつかの観点に分けて、それぞれの観点ごとに研究班を

構成し、研究班を中心に指導計画の検討や表現の仕方などについて話し合うという体制を整えて

います。そうした中で、自分たちの意見を出し合ったり、自分の考えを文章化したり、自園の自

己評価表をつくって実施したりして、いわば保育の“見える化”を進めてきました。 

 これらの取り組みを通じて、これまで幼稚園や保育所で培ってきた固有の考え方（固定観念）

を壊し、自分たちの新たな保育文化を再構築することができるようになっていきました。 

 つまり、幼稚園機能と保育所機能を併せ持った認定こども園としての総合的な『保育』を行う

ために、①共通の研究テーマを定め、②研究班を中心に研究体制を整え、③自分の考えや取り組

みを“見える化”し、④互いに協力しながら自分たちが主体となって取り組んでいくことによっ

て、保育者の間に一体感が生まれ、保育文化を共有できるようになっていったと考えられます。 

 もちろん、そのために、各研究班を中心に話し合いや打合せの時間を工夫して生み出し、共同

作業を積み重ねていくという努力があったからにほかなりません。 
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２．子育て支援の取り組み 

 子育て支援を積極的に行うことは、認定こども園に必須の機能だとされています。Ｓ園は、保

育所で地域子育て支援センターの委託を受けていたこともあって、認定こども園となってからは

新しい一体化施設に支援室を併設し、センター型の地域子育て支援拠点事業に取り組んでいます。 

 その中で、親子の交流や子育て相談、子育て講座、出前保育など、未就園児のいる家庭に対し

て様々な支援活動を行っていますが、例えば園解放（親子交流）についてはセンターとしての事

業ではなく、園全体の取り組みに位置づけています。それによって未就園親子と保育者のかかわ

りが生まれ、保育者自身に在宅子育て家庭への理解が深まり、支援のあり方についても関心が高

まっています。そのことがまた、幼稚園出身の保育者と保育所出身の保育者の意識の共通化を図

ることにもつながっているのではないかと考えられます。 

 また、在園児の保護者に対しても、個別保育参加日やクラス懇談会、家庭教育学級などを行っ

ているほか、センターの事業である子育て講座にも参加したいとの要望があったため、保育所利

用の就労している保護者のために託児付きの夜の講座も実施するようになりました。 

 こうした取り組みを通じて、園と支援センターが一体となって、在宅子育て家庭も在園児の家

庭も含めたすべての子育て家庭への支援を強化しようと考えています。そのことが、幼児教育・

保育にも良い影響をもたらし、子育て支援にも幅が出てくるように思われます。 

 

３．子どもや保護者の変化 

 従来の幼稚園、保育所から認定こども園に転換したことで、初めは子どもにも保護者にも不安

な様子がありました。保育所利用の長時間保育の子どもたちと、幼稚園利用の短時間保育の子ど

もたちでは、１日の保育時間や生活の流れも違いますし、入園してからの期間も異なります。け

れども、子どもたち自身の「育とうとする主体的な力」を見出し、そうした違いをむしろ「当た

り前」と捉えていくことで、子どもたちは予想以上にスムーズに認定こども園での生活に慣れて

いきました。こうした子どもたちの変化が、保育者間の保育文化の違いを乗り越えていく契機に

もなったように思われます。 

 保護者も同様で、認定こども園という多様な機能の中で、たくましく育つ子どもの姿を見て、

就労の有無などの違いを受け止め、園や保育者への信頼を深めていったようです。ただ、保育所

利用しかいない３歳未満児の保護者は、そうした違いを十分に理解する機会がないのが今後の課

題と言えます。 

 また、当初は幼稚園と保育所に分かれていた保護者会の活動も、２年目から一体化したことに

よって、保護者会と園の共同行事も活発になり、年 1 回発行する保護者会誌なども充実してきて

いる様子がうかがえます。 
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Ｄ園（福島県） 

 

１．認定を目指した理由（状況） 

 50 年あまり幼稚園を運営してきましたが、０歳児から就学前のすべての子ども達のための施設

が必要であるという思いが次第に募っていました。そこで、乳幼児の育ちに関わり、子育て家庭

へ支援ができる施設が必要だと考え、平成７年 4月に幼稚園と離れた別の敷地(幼稚園との距離は

直線で 2.7km)に認可外保育施設を設置しました。 

 当時、両施設を同一敷地内に設置することが制度的に非常に難しかったことから、離れながら

も機能を融合できるのではないか、自園内一体化なら可能性があるのではないかと考えました。

そうした考えに立って、幼稚園・保育所という施設の違いにとらわれず、子どもの育ちの連続性

を柱に据えながら、自園内一体化をテーマとして運営してきました。 

 平成 12 年度に保育所の設置主体制限の撤廃など規制緩和が行われたことを踏まえ、平成 13 年

に認可外保育施設を学校法人立の認可保育所に転換し、新たな運営を開始しました。しかし、１

法人２施設という環境を構成することはできましたが、幼稚園と保育所が戦後築き上げてきた文

化や伝統を融合させることが大変難しかったのも事実です。 

 そうした中で、６年の歳月をかけて自園内一体化を進めてきたにもかかわらず、保育所では保

育所の文化と伝統がどんどん育ち始め、理想としていた両施設の融合すらできなくなってしまう

ほど、両施設の一体的運営が困難な局面を迎えていました。 

 それから５年後、総合施設モデル事業という新たな大きな流れに出会い、平成１７年４月に総

合施設モデル事業の委託を受けたことにより、平成 7 年からチャレンジしていた一体的構想を、

新たにすべての子どもたちの総合施設として、物理的な一体化ではなく自分たちが培ってきた機

能としての融合ができればということで再度研究を進め、モデル事業に取り組むことになりまし

た。 

 そこでは、「子どもの 善の利益」を第一に考え、子どもの人間形成の基礎を培い、また、保護

者や地域の子育て力を高めるための施設を目指しました。また、親の就労の有無・形態等で区別

することなく、就学前の子どもに適切な幼児教育・保育の機会を提供する機能とともに、すべて

の子育て家庭に対する支援を行っていきたいという願いのもと、認定こども園となるベースを築

いていきました。 

 

２．認定こども園としての取り組みと成果 

１）園内研修の取り組みと職員間の意識の変化 

 当園の園内研修において重点を置いていることは、全職員の共通理解です。子どもに対する考

え方、お互いの職員の意識、幼稚園児とか保育所児というお互いの子どもに対する考え方や文化

を一体的に整理して、お互いが相手を認め合うという基本的な問題から進めていきました。それ

ぞれの文化や伝統を否定することなく、結合するためのルールが当園として必要でした。そのた

め、園の使命と理念をもう一度全職員との共通使命として取り組み始めました。 

 その 初に問題になったことは、幼保連携の合同保育が始まってから職員間の子どもに対する

意見の違いによるお互いに対する偏見です。 

 例えば、コアタイムの設定・デイリープログラムの作成の時おきた問題では、幼稚園担当職員
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は「保育所の子どもはこんなことも出来ないのよ」「集団の中で○○ちゃんは～～が一緒にできな

いのよ!」などと、相手方の子どもの姿について批判し、年少児の担当保育所職員は「この子は今

の時期まだ生活のリズムが確立していないから集団に入ることは無理？」と、自分がかかわって

きた子どもに対しての決めつけなど、年少・年中・年長と各学年にお互いの立場で、幼稚園児は

とか保育所児はとかいう問題が発生しました。 

 そこで、園として改めて子どもたちの生活リズムを調査することにしました。子どもの生活も

我々の保育現場のあり方によって影響が出るのではないかと考えたからです。具体的には、子ど

もたちの一日の生活時間の記録を取り、当園の子どもたちに起きている問題を検討することにし

ました。各家庭に夕食の時間・入浴・就寝時間・起床時間・朝食の時間当を園児の保護者全員に

依頼し調査をかけました。 

 子ども本来の生活として基本的な姿が整理できれば、登園時の「ぐずり」とか、「母子分離の問

題」とかいった問題に対応できるのではないか。合同保育のコアタイムにおいて、幼稚園児とか

保育所児という偏見を持たずに、子どもの生活リズムに沿った自然な保育が出来るのではないか。

そう考えたのです。 

 調査の結果、就寝時間が遅い園児や起床が遅い園児、あるいは朝食を取らないで登園する園児

の家庭に対して、個別に一斉指導と改善の協力をお願いしました。 

 改善を求めて一週間ほどして、朝の登園時に安定していなかった園児がスムーズに登園を始め

たり、母子分離で保護者から離れられなかった園児が自然に保護者と別れたりと、以前より落ち

着いた保育現場になってきました。また、職員同士も次第にお互いを理解し、子どもたちの生活

の姿にお互いの教諭と保育士としての気づきが始まりました。 

 また、保育文化に関連して同じような問題が発生したのは、年少児における午睡の問題です。

幼稚園職員も保育所職員も、子どもに対する願いは変わりません。しかし、お互いの文化で保育

をしているので、互いの主張が生まれます。それを解決するための根拠が午睡でした。この問題

に対しては、ある大学で睡眠を研究している教授との出会いにより、一定の科学的根拠に基づい

た午睡のあり方が理解でき、当園が目指す総合施設の子どもたちの生活として、お互いの職員の

誤解をとき、両施設の職員が大きく歩み寄ることができた一例となりました。 

 認定こども園になるまでの取り組みの中で、お互いの文化や伝統の結びをコーディネートし、

問題が発生したときや新たな取り組みが必要なとき、職員同士が何のための共通理解なのか、何

のための取り組みなのか、何のための一体化なのか、という自分たちの理念に立ち戻って進んで

いくことができるようになりました。 

２）職員体制の様々な工夫とその成果 

 全てが同一法人の職員という環境の中で、両施設の職員を同一のローテーションに組み込むこ

とは可能でした。しかし、幼保の文化や伝統という内面的な問題、両施設が離れていること、お

互いに様々な職務と各ローテーションの責任を抱えていることなど、一概に全職員のローテーシ

ョンだけでは解決できることにはならなかったのです。 

 そのためにお互いが共通とする部分、職員の出勤から子どもたちが全員各施設に登園する部分、

または子どもが降園し職員が退勤時間までの部分、午前の乳児および幼児の保育部分と子育て支

援の部分、そして午後の保育の部分といった様々な部分を分析し、ローテーション可能な部分と

不可能な部分を検証してきました。その上で、職務としての役割を検証し、総括責任者としての
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園長と教頭の責務、そして各主任の役割と各職員や分野担当者の役割を整理し、園の理念と目的

や課題を中心に園内研修を行うことにしました。 

 事務職ならびに給食部の職員の共用部分など、各職務で共有できる全ての職員をローテーショ

ンに組み込みます。ＪＲの列車ダイヤのように、新幹線・特急と急行・普通と貨物という仕事の

内容と責務を、子どもたちのデイリープログラムと同じように組み込みました。この職員ダイヤ

表に組み込まれない職員は、総括園長と事務長、園バス運転職員だけで、それ以外はすべての職

員が対象となっています。 

 ここで問題になるのが、ある担当の職員が突然の出来事で職務を遂行することができなくなっ

た場合です。その場合は、必ず職員ダイヤ表を組み替えてもバックアップに入り、お互いが助け

合い、その職務を遂行することです。また、全体的な職員の連携体制が必要なので、毎日朝と夕

方にローテーションの確認を行っています。当初この方法は複雑すぎて、たくさんの問題を抱え

ました。お互いが施設間を移動するので、間違うと人手不足になったり、職員間での信頼関係に

も影響したり、連絡ミスや保護者・園児にも迷惑をかける場面がありました。しかし、現在認定

こども園として歩むにあたり、この職員体制を確立できたおかげで、職員一人ひとりが機能を支

え合うことにより、一貫した勤務体制ができあがってきたのだと考えています。 

３）幼保が離れていることによる課題と改善の工夫 

 当園の大きな特徴は、施設間の距離が直線で 2.7km 離れていることです。総合施設モデル事業

の実践研究で、物理的なデメリットを独自の工夫と実践により、幼稚園と保育所の双方を一体的

に運営する新たな取り組みを行ってきました。物理的または環境的に一つにすることができない

大きな課題だからこそ、機能に着目して総合的な機能を発展させる認定こども園として新たな実

践を作り出しています。 

 離れているからこそ見えてきたことは、幼稚園として培われてきた伝統と、保育所として培わ

れてきた伝統の融合であり、お互いの潜在的機能を高め一体的にコーディネートすることで、離

れていても認定こども園としての総合的な機能を発揮できるということです。そのため、保育所

部門を乳児保育部とし、保育所の１３時間開所のうち８時間を乳幼児および子育て支援の保育所

として活用しています。幼稚園を幼児教育部として、幼稚園でありながら１１時間開園し、４時

間の幼児教育のコアタイムと午後の長時間保育・預かり保育を実施し、親子登園やその他の子育

て支援も実施しています。 

 この実施にあたって、当園として大切にしていることは、園の使命としての理念を全職員の共

通の願いとして職務にあたっていることです。施設が離れていることで、より一層お互いを理解、

協力し、問題が発生したときは直ちに協議し、解決の糸口や方法を検討し、改善するシステムが

重要になります。 

○登園時 

二つの施設が離れているので、幼児教育部の子どもたちは、幼稚園か保育所への登園を選択す

ることができます。そのため幼児教育部の職員も朝の受け入れのために保育所に出勤し、子ども

たちの受け入れを行います。保育所に登園した子どもたちは、園バスで幼稚園に送迎され、幼児

教育部としての活動が始まります。乳児保育部の乳幼児は家庭送迎で保育所へ登園します。 

○朝の職員ミーティング 

 両施設とも子どもたちが登園完了後、朝の職員ミーティングを行っています。全職員が集まり、
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５分間でその日の保育内容や出席の確認、園児の受け入れ時の連絡事項の確認、昼食関係の確認、

投薬の確認など、さらに前日の午後のミーティング内容の再確認を行うことで職員間の共通理解

を図っています。 

○給食について 

 乳児保育部は自園内給食を行っていますが、幼児教育部は現在、外部搬入の給食となっていま

す。今後の課題としては、幼児教育部においても、食育の観点から自園内給食を実施したいと考

えています。これが実現できると、お互いの施設で食に関してバックアップ機能を持つことにな

り、今まで以上に食育に関する保育が進むと考えています。 

○午後の保育と午睡について 

 午後の保育は、乳児保育部から保育士が１名と教諭が２名入り、預かり保育と長時間保育児の

合同保育を行います。午後の保育に関しては、保育士がカリキュラムを編成し、保育士と幼稚園

教諭が共同で保育にあたっています。また、午睡については、年少児の夏までは午睡を行ってい

ますが、夏以降は一人ひとりの育ちに合わせ、必要に応じて午睡を解除します。さらに、年少児

以外の子どもたちについても、生活リズムの調整や休息を必要としている場合もあるので、保育

室一室を休息の部屋として職員１名が午睡と休息を担当しています。 

○午後の職員ミーティング 

 (園内研修・職員会議・子ども一人ひとりに関する検討会) 

当施設においてとても大切な会議の一つが、幼児教育部・乳児保育部の共通ミーティングです。

園内研修・職員会議・子ども一人ひとりに関する事項・そのための改善の手立ての共通理解を得

るための会議となっています。毎日１時間ほどこれに費やし、ミーティングに参加できなかった

職員と参加した職員の共通理解を図るため、全職員に対して両施設の主任が携帯メールによって

内容の報告を行い、一人ひとりの職員が内容を確認し、翌日の朝のミーティングで再度確認と共

通理解を図っています。 

○降園について 

 短時間保育の子どもたちは午後１時に降園、長時間保育の子どもたちは午後４時３０分に園バ

スにて保育所に移動し、保護者のお迎えを待ちます。その際、午後の保育を担当した保育士と幼

稚園教諭が、降園時に保護者の応対にあたり、一人ひとりの活動の内容を報告できるようにして

います。 

 

 このようにお互いの職員がお互いを理解し共有するシステムを構築することで、離れているデ

メリットをメリットに変えることができるという確信を得ることができました。今後、このシス

テムの発展は待機児童の解消や過疎地域の子どもたちのためにも貢献できると考えられます。 
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Ｄ園のコメント 

 

（１）幼稚園と保育所が離れている認定こども園 

 Ｄ園は、幼稚園と保育所が直線距離で 2.7ｋｍ離れている認定こども園です。認定こども園の施

設の形態は様々ありますが、同一敷地内、隣接、合築施設という形が多く、実際に両園が 2.7ｋｍ

離れて、就学前の合同保育機能を行っているというのは珍しい事例です。 

 また、昭和 33年に幼児園として開園（現幼稚園敷地）し、その後、学校法人へと設置者の変更

をし、平成７年に認可外保育所を開園（現保育所敷地）。平成 13 年に認可外保育所を、当時日本

で初めての学校法人立認可保育所となるという歴史を持っています。 

 以上の歴史の中で注目するのが、この法人の理念です。ただ単に両園を運営するのではなく、

同法人内で幼稚園・保育所を運営することで、乳幼児の育ち・子育て支援の必要性を願い、自園

内一体化をテーマに子どもの育ちの連続性に取組み、平成 17年の「総合施設モデル事業」を受け

ることで、今では「地域のみんなで子育てを応援する」という総合的な理念の統一を図り、認定

こども園として取組みをしています。 

 認定こども園は施設ではなく、機能だと言われるように、Ｄ園は施設（ハード）面の総合化で

はなく、保育（ソフト）面での総合機能に着目していることが特徴といえます。 

 ソフト面の機能充実といっても、隣接・合築園舎でも子どもの生活時間の確立、職員間の意思

疎通と苦慮されるので、Ｄ園でも多くの諸問題を抱えながらも、常に何のための取り組みなのか

と立ち返って、「理念の統一」「保育者としての意識の統一」を図りながら進んできたようです。 

 

（２）子ども達の１日の生活と職員配置 

 Ｄ園の１日の流れは、離れている幼稚園・保育所ならではの工夫がみられます。朝の受け入れ

は両園とも７時からで、保育所に登園する３、４、５歳児を朝９時までに幼稚園へバス移動しま

す。幼稚園に登園する子も９時までに登園し、その後、９時から 13時までを幼保合同保育と設定

しています。 

 13 時から短時間児の降園後、預かり保育に入り、15 時 30 分に保育所児は保育所にバス送迎さ

れます。保育所入所児が保育所に登園し、幼稚園へバス移動というだけではなく、３、４、５歳

児は、近い所にどちらかに登園するという選択ができます。保育所はバスステーションという機

能を果たしています。 

 既存の幼稚園、保育所の園生活から考えれば、とても複雑に見え、この１日の流れを確立して

いるということは、これまでの職員配置のご苦労が想像できます。 

 「全ての子ども 善の利益」と願い確立してきた職員配置をもとに、さらに日々の保育を話し

合うミーティングにも力を入れています。乳児保育部の保育ミーティング、長時間保育児ミーテ

ィングと幼児教育部の保育ミーティング、預かり保育児ミーティングと複雑なローテーションの

中でも時間をとり、日々の保育を話し合い、保育の質の向上につなげています。認定こども園に

関らず、日々の保育を共有するということは大切です。職員会議・園内研修のあり方の参考とな

る事例です。 
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（３）特徴的な取組み（給食・午睡・入園料） 

○外部搬入給食 

 Ｄ園では、幼児教育部の子ども達の給食は、給食センターに委託した外部搬入給食です。県と

の協議により、アレルギー対応、衛生面を考慮した搬入の仕方、温かい給食を提供できるなどの

要件を満たすことで外部搬入を実施しています。幼稚園型認定こども園に対して参考になる一例

ですが、平成 22年度からＤ園は、食育推進の観点に基づいて、自園内給食とするようです。 

○午睡について 

 幼稚園の生活と保育所の生活をすり合わせる上において、午睡の扱いは、どの園においてもど

う扱うかが課題となります。自園としての取り扱いではなく、大学と科学的根拠のもと、共同研

究したことは、日本中の園の保育を見直す機会となったと考えます。 

 認定こども園としての保育のあり方が良い悪いではなく、子どもの成長のために再度保育を見

直す機会につながると考えます。 

○入園料について 

 Ｄ園では、私立幼稚園でいう所の「入園料」がありません。 

 認定こども園の保育料は、自園で設定ができます。保育所、幼稚園ではなく、認定こども園と

して、同じ保育を行っているということからも、今後保育料についてはいろいろと検討されるべ

きと考えます。 

 

（４）子育て支援と地域性 

 この地域は、待機児童がいる地域ではありません。少子高齢化の進行、核家族化による家庭の

育児機能の変化、地域社会の支えあう関係の変化を迎えている地域といえるでしょう。その中で

子どもを中心とした認定こども園Ｄ園の子育て支援があります。 

 「地域のみんなで子育てを応援する」というＤ園の理念を構築し、自園のＰＴＡ活動は幼児教

育部と乳児保育部と分けてはいますが、一体となるよう活動をし、在宅家庭には子育て相談・一

時保育等の機能を揃え、広く子どもの育ちを子育て家庭に提供しています。 

 また、ＰＴＡの保護者、卒園した保護者や地域の方々で、おもちゃ作り、漬物作りなどのワー

クショップをする「ゆうの会」を設定し、地域の子育てネットワークづくりをしています。 

 認定こども園の効果は、都市部の待機児童解消だけに留まらず、Ｄ園の取組みは、過疎地にお

いて子どもの集団生活の確立、核家族による子育て不安の解消、地域ネットワークの再構築と広

く機能を発揮しているという事例と考えます。 
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Ｅ園（新潟県） 

 

１．「認定」を目指した理由 

 Ｅ園は、私立保育所として昭和 41年に開園し、平成５年に学校法人を設立するとともに、保護

者や地域の要望により、旧園舎を利用して乳幼児の託児所を開設しました。その後も増え続ける

乳幼児保育への地域ニーズに応えるため、平成８年に社会福祉法人の認可を受け、平成９年に園

舎を新築して認可保育所を開園しました。 

 開設時より、保育所と幼稚園は姉妹園として、乳幼児の健全育成のために協力し合い、一貫し

た方針のもと各年齢にふさわしい充実した保育を行い、合同の行事(運動会・作品展・お遊戯会等)

を行ってきました。また、合同職員研修(新採用研修･夏･冬研究発表会)や職員交流等により、教

職員の資質向上を図ることにも取り組んできました。 

 その後、保育所は平成 12年に第２園舎兼子育て支援センターを建設し、子育て支援事業に積極

的に取り組み始めました。さらに、社会福祉法人は、平成 14年に全国初の試みとして、学校法人

の敷地内に児童館を設置し、地域の子育て支援の拠点として子育て支援事業や放課後児童クラブ

の運営を始めました。児童館は平成 17年に増築を行い、児童センターとなりました。開館以来 27

万人を超える方が利用して下さっています。 

 このような中で、平成 17年度から総合施設モデル事業が行われ、当園もその指定を受け、モデ

ル事業に取り組みました。この事業をきっかけとして、県・市の理解・協力のもと、平成 18年度

より幼稚園で保育所在籍の３歳以上児の受け入れを行うこととなりました。ただし、幼稚園と保

育所は約 400ｍ離れているため、移動や調理施設、保育室（１歳児用）、職員配置等の課題があり

ました｡ 

 こうした検討を重ねた結果、幼稚園の増築とともに、児童館の一部を施設共用化することで、

調理施設・保育室(１歳児用)・職員配置等の課題を解消し、平成 20年 4月に社会福祉法人として

保育所を設立し、幼保連携型の認定こども園として認定を受け、現在に至っています。 

 

２．認定こども園としての取り組みと成果 

・認定こども園としての学校評価の取り組み 

 平成 20 年度・21 年度と２年間わたって、文部科学省幼児教育課の改善・充実調査研究事業とし

て、「幼保連携型認定こども園における学校評価の在り方について」の調査研究を行っています。 

 その際、評価項目の策定から始まり、自己点検・自己評価の実施、分析・検討・評価項目の改

訂、他施設との連携による自己点検・自己評価の実施、分析・検討・評価項目の改訂を行い、

終的に大項目は８分野、中項目は 2 から 5 分野、小項目は１から７の項目で 126 項目に絞り、一

般教職員向けと指導的立場向けの項目としました。 

 まだ十分とは言えませんが、認定こども園を評価する指標ができたことで、職員一人ひとりが

考え、結果を分析し、全員で共通の項目について、「よくできていること」「気づいたこと」「改善

できたこと」｢これから改善したいこと｣などを話し合える基準ができたと考えています。 

 

 

 

78 
 



１）重点的に取り組む目標・計画 
平成 20 年度 

①認定こども園の基本方針ならびに教育・保育理念についての共通認識 
 教育理念や教育方針の重要性について気づき、常に念頭に置くことで、認定こども園の基本方針なら

びに教育・保育理念についての共通認識を持つ 
②施設および指導計画についての共通理解 
 自分たちの施設の優れた点を再確認し、幅広く学ぶ機会が多いことに気づき、自分の保育に生かし、

指導計画に反映する 
③自己点検・自己評価の実施 
自己点検・自己評価を年 3 回程度実施後に園全体で検討会を開催することで、自らの研修や研究の必

要性を理解し、園全体で取り組む 

平成 21 年度 
① 自己評価項目・指標等の検討と評価実施体制の構築 
 幼稚園機能と保育所機能を一体的に評価するための評価項目・指標等について、利用する保護者や子

どもの状況が多様であることや、地域の子育て支援事業の実施など、認定こども園の目的や特徴を踏ま

えつつ検討を行い、評価項目・指標等を設定し、自己評価を行う。さらには、幼稚園教諭や保育士等が

組織的に自己評価を行うための体制つくりについて検討を行う 
②客観性を高めるための学校関係者評価の実施 
 自己評価を基に学校関係者評価を行い、その結果を公表・説明することにより、適切に説明責任を果

たし、保護者・地域住民から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学校つくりを進め

る。 

２）評価項目の達成および取組状況 
評価項目 取組状況 

Ⅰ 保育の計

画性 
・計画を立てるだけでなく実際に担任・副担任の連携、子どもの様子、危険予知などについて

シュミュレーションを行うようにしている 
・保育計画(週案)の記録で、反省欄には改善策まで記入している 

・他施設(未満児保育所・児童館・高齢者施設)との合同行事(お泊まり保育･運動会･作品展･お

遊戯会･スキー教室等) 計画を綿密に立てている 
・詳細に計画を立てることにより、異年齢児交流(乳児から小学生・高校生との交流)や地域社

会や自然との関わりが無理なく自然に計画的に行われている 
・他施設との多種多様な交流や、施設利用(クライミングウォールや料理教室等)による様々な

体験ができている 

・振り返りノートを書くことにより、子どもたち一人ひとりのかかわりが更に詳細(月案・週

案・日案・個人記録以上)に理解できた(関わりの濃淡や方法) 
・異年齢児交流が自然に行われていることにより、挨拶やマナーなどに子ども自身が気づくよ

うになった 
・保育計画を細かく立てられるようになったことで、遊びの意味を保護者に自信を持って伝え

られるようになった 
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Ⅱ 保育の在

り方・幼児へ

の対応 

・朝、登園してきた子の視診を細かく行えるようチェックシートを新たに作成したことで意識

して行えた 
・特に休み明けなど、自分から積極的に保護者へ体調の変化などを聞き出すようにした（バス

送迎時や玄関当番時） 

・1 日に 1 回は副担任と気になった子どもの様子を話し合っている（良い面・悪い面・成長し

た面など） 
・自己点検・自己評価に取り組んだことで問題をそのままにせず、その日のうちに解決しよう

と気をつけるようになった 
・自分一人で解決しようと思いがちになり、他の先生に質問することを躊躇していたが、いろ

んな先生から話を聞くことで固定観念にとらわれてしまうことを防ぐことができると気付い

た 

Ⅳ 保護者へ

の対応・守秘

義務 

 
 

・安易に書類・資料を持ち出さず、なるべく勤務時間内で仕事を終わらせるよう努力すること

で、守秘義務の遵守を心がけている 

・自己評価することで、保護者から得た情報を園長・主任に報告するだけでなく、保育者間で

も伝えあい共通理解できるようになり、連携が深まった 

・保護者から寄せられた意見・要望には迅速に対応するようにしている 

・どの保護者にも積極的に話しかけ、家庭での様子等について話していただけるようにしてい

る 

・秘密情報の管理の範囲について共通理解をもって取り組むことの大切さに気づいたので、分

かりやすく明示していきたい 

・家庭との連携は難しい課題だが、子どものために必要なことは真摯に語り合い、協力してい

くべきだと思う 

Ⅶ 保育の在

り方・3 歳未満

児への対応 

・自分のクラスのこどもに関しては、健康面の配慮や一人ひとりのみとり方、また保護者への

支援などこまかに配慮が出来るようになってきた 

・指導的立場の保育者が保育に入ってアドバイスしてくれることで視野が広がり、遊びの環境

設定なども計画的に行えるようになった 

３）学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果 

①自己評価項目・指標等の検討と評価実施体制の構築 

 昨年より継続しての取り組みであるため、教職員間で自己点検・自己評価を実施することへの

抵抗感が少なかったことが、取り組みの前提として重要でした。今回の研究では、昨年度の経験

を踏まえ、職員一人ひとりが一つひとつの項目の文言の意味を理解しようとする意識が高かった

ことを確認できました。 

 認定こども園としての自己評価を作成するために項目をすり合わせ、重なる内容・わかりにく

い文言を削除し、整理しました。多岐にわたる業務内容を確認しようとすると、膨大な項目数に

なってしまうため、通常業務の中で継続して取り組める自己評価にするためには、項目を整理し

て簡易にすることが必要でした。具体的な例を記入する欄を作ったことで、改めて日常の保育の

中で、何が重要なのか・本来どうあるべきなのかを考えることにもつながりました。この自己評

価を通じて様式等の不備に気づき、作成したものもあります。形を整えることは面倒なようです

が、その事柄の重要性をそのつど再確認することにもなり、結果として各自の意識が向上し、自
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己評価結果もよい結果となりました。 

 単に自己評価をするだけでは向上へはつながらず、それを基にいかに共通理解を図るかが重要

であることも確認できました。今回、 後にグループディスカッションを実施したことで、認定

こども園の目的を大切にしながら、互いに高めあおうという共通理解をもてました。保育の内容・

子どもへの対応・保護者とのかかわりについては、簡単に評価しきれるものではなく課題として

残りましたが、保育の質を向上させたいという共通理解をもつことができたのは大きな収穫だと

考えます。認定こども園となり、幼稚園・保育所両方の保護者・子どもがいますが、いずれも分

け隔てなく接し、個々のニーズに真摯にこたえようとしています。 

 認定こども園開園から２年目となり、この地域の認定こども園として、幼稚園機能と保育所機

能を一体的に運営する方向が定まりつつあります。この時期に、認定こども園のありようについ

て評価するための評価項目・指標等について確認する機会をもてたことは、園の貴重な財産とな

りました。利用する保護者や子どもの状況が多様であることや、地域の子育て支援事業の実施な

ど、認定子ども園の目的や特徴を踏まえつつ検討したことで、認定こども園として求められてい

ることを再確認することができました。 

②客観性を高めるための学校関係者評価の実施 

 自己評価の客観性を高めるために学校関係者委員会を組織し、学校関係者評価を行った。第１

回は、学校関係者評価委員会の役割や認定こども園の教育内容について説明を行いました。第２

回は、自己評価の結果について説明を受けた後、委員会メンバーから意見を頂くこととしました。

学校関係者評価委員には、当市教育委員会管理指導主事・近隣小学校長・主任児童委員･当園ＯＢ・

ＰＴＡ会長に就任して頂きました。 

・地域交流・特性を生かした保育 

１）地域交流 

 設立の経緯から、幼稚園・未満児保育所・児童館(放課後児童クラブ)との異年齢児交流はもち

ろん、近隣の高校生との交流(高校３年生全員)、法人内の高齢者施設訪問(月１回程度)等の地域

交流も多岐にわたり実施してきました。月１回の子ども料理教室は、児童館で行い、そこにある

珍しい玩具やクライミングウォール等も楽しみながら参加しています。児童館に来館される未就

園の親子と一緒になるケースも多く、挨拶することから始まる社会性を身につけるきっかけにも

なっています。 

 また、高齢者施設で訪問では、高齢者が作ってくれたお手玉や壁画などを頂いたり、似顔絵を

描いて差し上げたりしています。子どもたちが訪問することを楽しみにしている方も多く、お遊

戯会で行ったダンス等発表すると涙を流して喜ばれています。 

２）地域特性を生かした保育 

 冬は積雪３メートルほどになる地域のため、外での雪遊びにとどまらず、雪の上でバランス力・

体力並びに冬の自然の厳しさを体験するため、スキー教室(３歳以上児は年４回)やスキー大会も

行っています。春から秋にかけては、畑で作物作り収穫から料理まで行う子ども料理教室や田ん

ぼや林に囲まれた中の散歩など地域の自然を生かした保育を心掛けています。納涼祭やお泊まり

保育、運動会、作品展・バザー、お遊戯会などは、地域の方も多く参加され、地域の方からも楽

しみにして頂いています。 
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Ｅ園のコメント 

 

１．幼稚園・保育所・児童センターの一体的運営による総合施設形成 

 認定こども園は、幼稚園機能と保育所機能を備えていると言えますが、要素として考えると、

保育・教育機能、子育て支援機能、小学校との連携機能など、その「機能」の中身には様々な面

があります。また、それらの組み合わせ、運用の工夫などにより、「総合施設」としての一体性と

一貫性が生まれてくると言えるでしょう。 

 Ｅ園はこれまでの歩みと、その取り組みにおいて、認定こども園制度が生まれる以前からの一

体感をベースに、地域のニーズに応えること、子どもと家庭を支える視点から取り組みが進めら

れ、いくつかのターニングポイントを超えて、今、幼稚園・保育所・児童センターが一体的に機

能する認定こども園に「進化」してきたと言えるでしょう。 

 私立保育所から学校法人幼稚園へ移行・移転となったとき、旧園舎を生かして地域のニーズに

応え乳児保育を実施することとなり、これが後に社会福祉法人の認可を受けてＷ保育所となりま

した。その後、平成 12年には第２園舎兼子育て支援センターを建設して子育て支援事業に積極的

に取り組むなど、地域に仕える姿勢はより明確に、具体的に現れています。 

 移転した幼稚園も平成 14年には全国初の試みとして、学校法人の敷地内に児童館を設置し、幼

稚園・保育所を卒園したこどもたちも視野に入れた地域の子育て支援の拠点としての働きを始め

ました。今は児童センターとして、地域の様々な人々、グループを巻き込んで、その働きはます

ます充実しています。 

 18 年には県と市の協力を得て幼稚園に保育所の３～５歳児の園児を受け入れることとなりまし

たが、２園が離れていることなどから検討が進められ、児童センター建物の一部共用化を含めて、

保育所を設立し、ここに幼稚園・保育所・児童センターの三位一体施設が誕生することとなりま

した。 

 幼稚園と保育所は、常に姉妹園として一貫した方針のもと、合同の行事の運営、合同職員研修、

職員交流などが実施されてきました。この一体感が今も生かされて、法人や施設の枠組みを超え

て、求められるニーズに全園をあげて応えていく積極性と、さまざまな持てる機能を駆使して機

能を増し加えていく自由さとが発揮され、常に成長・発展し続ける認定こども園が形成されてい

ます。 

 認定こども園は、それぞれの地域、状況の中に立っています。環境も成り立ちも、また大切に

してきた考え方も異なります。そのような認定こども園が、それぞれの与えられているものを用

いて、幼保の機能や様々な働きを、そして地域に秘められている様々な力を有機的につなぎあわ

せて、総合施設として形成されていく。そんな可能性をもっていることが具体的に示されていま

す。 

 認定こども園の学びの中で、「私たちは、制度の末端ではなく、先端に立っている」との言葉を

聞いたことがあります。「事件は現場で起きている」というドラマの台詞も心に残っています。幼

稚園制度、保育所制度、その二つをベースにした認定こども園制度ですが、これらの枠にはまる

ことを求めることを超えて、共に生きている子どもと家庭、その地域に、どのような施設として

息づいていくのか。もっと自由に考えていいのかもしれません。 
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２．「学校評価」実践の取組み 

 Ｅ園は、平成 20 年度から 21 年度の２年にわたり、文部科学省の委託を受け、認定こども園に

おける学校評価のあり方について模索、研究を進めてきました。幼稚園では「学校評価」、保育所

では「第三者評価」の取り組みが求められています。認定こども園ではどのように自己のあり方

を見ていくのか。評価していくのか。その客観性は、根拠は・・と考えるとき、Ｋ園の取り組み、

その具体的な資料は、大変参考になります。 

 評価・点検を行うときに、様々な工夫がなされ、一方で注意しなければならないことも押さえ

られています。守秘義務を守るために書類の持ち帰りをしないようにしています。チェックシー

トを作成して登園時の視診をもれなくできるようにしています。保育の計画においてはシミュレ

ーションを実施するなど、どのようになるのかを想定してみる工夫がなされています。 

 保育の営みの中で、「なぜ記録を書くのか」を考えるとき、計画が適切だったか、願っていたこ

とと実際の保育はどうだったか、ねらいと活動・保育者の援助のあり方はつながっていたか、年

間の計画から月案、週案、日案と整合性があるか、育ちが見通されているかなど、何をどう見て

いくかが整理されることで、書き方や生かし方が変わってくることになります。 

 Ｅ園では、自己点検と自己評価を基本に取り組みを進め、客観性を高めるために関係者（第三

者）に評価をしていただき、 終的にはその内容を公開していくという取り組みが紹介されてい

ます。先生方はどのように自己を見つめたのでしょうか。項目の設定や評価の書き方をどうする

か、そして次に向かってどのように生かされていくか。そこから再び次のサイクルへところがっ

て、雪だるまのように豊かさを増していくような歩みがなされていることは、大変だったでしょ

うが、とてもステキなことが起こっていると思えます。 

 ある園で、保護者アンケートを実施しました。クラスごとでまとめた時に、保育者の対応や言

葉使いなど、批判が多いクラスがありました。翌年、アンケートの回答用紙をクラスの名前を書

かない様式にしようという提案が出てきたとのことです。批判されることが辛かったということ

でしょう。 

 自己を評価することの課題があります。利用者に評価していただくことの課題があります。そ

れをどう受け止め、生かすかという課題があります。子どもと家庭のために、またよりよい信頼

関係を築くために、時に、しっかり受け止めなければならないことがあります。しかし、マイナ

スの評価は、言い換えればプラスになる可能性がそこにあることを意味します。もっと良くなれ

る、成長できる可能性。もっとすすめれば、みんながうれしい、楽しい場所になることにつなが

ります。 

 全国で認定こども園に取り組む私たちが、評価のあり方や視点を出し合うことも今後の認定こ

ども園の充実・発展に有意義なことであると思います。 

 

３．まとめ 

 Ｅ園では、地域の中での様々な交流と地域の特性を生かした保育所運営が求められています。

そこには、「園」や「センター」の枠を超え、地域に根ざす共同体が形成されています。そこには、

客観的に自己を見つめる営みが生かされて、みんなが楽しい、みんなが幸せな空気が息づいてい

ます。 
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Ｆ園（栃木県） 

 

１．認定を目指した理由と経緯 

 以前から、０歳から５歳までの６年間のスパンで保育・教育を考えていきたいと願っていまし

た。それは、少子高齢化に象徴される社会構造の変化の中、子どもが育ちにくい社会になってき

たと感じていたからです。従来の幼稚園では３歳で入園となりますが、 近ではいきなり子ども

集団に放り込まれたような子どもが多く、本来の教育活動になかなか入りにくいという状況が見

られるので、そこへの取り組みが具体的な課題の一つであると感じていました。 

 一方、家庭の教育的自立をバックアップするような子育て支援機能を充実させたいということ

も、認定こども園になるにあたっての課題でした。今日、保護者が親としての役割を果たしにく

くなっていると感じていたからです。 

そして、2005 年にイギリスのチルドレンズセンターの視察の機会を得たことが、認定こども園に

なるにあたっての直接的な契機となりました。社会背景の違いはあるものの、イギリスのチルド

レンズセンターは、次世代の担い手を責任持って育てる（言葉を換えると、「子どもは未来からの

留学生」）という考え方を強化してくれました。 

 このような経緯から、2008 年 4月に幼稚園型の認定こども園になりました。 

 

２．認定こども園としての 取り組みと成果 

（子どもと保育者に関して） 

 まず、子どもに関して気づいたことは、約１／３の子どもが２歳児クラスから進級してくるよ

うになり、３歳児クラスの新学期の保育が非常に円滑になったということが言えます。すなわち、

２歳児クラスから進級してくる子どもたちが生活や遊びの“お手本”を示してくれるので、３歳

児クラスの新入園児が園生活に慣れ易く、比較的早く本来の教育課程に基づいた活動を開始でき

るようになったと感じます。 

 このような“成果”は、例えば登園してからの自分の持ち物（リュックなど）への対応や、食

事・排泄などの生活場面、そして「ままごとコーナー」でどのようにして遊ぶかなどの遊び場面

という双方において認められました。 

 

 ポイント１（複数の遊び集団の形成） 

 認定こども園の総合的な機能の中で も重要なものは、保育・教育の質であると考えます。さ

らに、その質を考えたとき、子どもの発達的特質から「遊びを核とした保育・教育」が充実され

なければならないと考えます。この「遊び」は、純粋に子どもの自主性に基づくものでなくては

ならないと同時に、保育者の意図・願いが込められたものでなければならないと考えます。「遊び」

が“やらせ”か“放ったらかし”のどちらかになってしまった場合、この時期の子どもの「学び」

が損なわれてしまうからです。 

 本園では、この「遊び」を“やらせ”でもなく“放ったらかし”でもないものにするために、

室内環境を中心とした複数の遊び集団の形成が不可欠であると考えます。実際の保育場面では、

何時でも物作りができる場（作るコーナー）とごっこ遊びの場（ままごとコーナー）、そして積木

を使った遊びの場（広場：保育室の真ん中）が有機的に関わりをもったとき、子どもたちの小さ
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な群れがそれぞれにつながりを持ちながら、それぞれの遊びが刺激し合い、相互に深めあってい

く姿を見ることができます。ここでは、子どもたち自身が相互の集団を意識しながら、個の充実

を図っている様子が見て取れます。 

 そして、このような状態のとき、すなわち子どもが自分たちの熱中できる遊びを創造できたと

き、彼らは保育者の助けを必要としなくなります。このことは、その間、保育者が“自由に”複

数の遊びの場に行き、それぞれの場を援助することが可能になることを意味します。換言すると、

複数の子ども集団が相互に関わりながら遊びを展開することで、“やらせ”でもなく“放ったらか

し”でもない保育が可能になると言うことができます。 

 日本保育学会・前学会長の小川博久氏（現在、聖徳大学大学院教授）が、２歳から３歳の保育

への移行期に“危機的状況”があると指摘しています。それは、子ども（子どもたち）自身が、

３歳になって間もない時期に、相互の集団を意識しながら個の充実をはかることが難しいという

ことと、６人の子どもを１人で見取るという２歳児の保育者が、３歳児の担任では２０人の子ど

も集団を一人で担当するという意識へ転換しにくいということがあるからです。このような、子

どもと保育者の課題が克服できない場合、保育の場での子どもの学びに大きな問題が生じると言

えます。 

 この課題に対応する保育として、上述のような、複数の遊び集団の形成が不可欠であると実感

しています。そしてこのことは、認定こども園の『総合施設』機能である幼・保一体化における、

一つの課題に対する答えであると考えます。 

 

 次に、保育者に関して（特に比較的経験が豊富な保育者について）言えることは、自分たちの

仕事の「ミッション」を感じることで、自らのモチベーションを高めるようになったということ

です。これは言うほど簡単なことではありませんが、在宅子育て家庭の子どもを含んだ「すべて

の子どもの 善の利益」の追求や、「０、１、２歳児保育」あるいは「預かり保育」などを大切に

すべきという、次世代育成に対する積極的な意識への転換です。これらのことは、保育者自身が

“次世代を責任持って育てる”と主体的に考え、結果として自園が今日の社会で必要とされる存

在であるということを自覚することにつながっていると言えます。 

 さらに、０歳から５歳までの長いスパンで子どもの育ちを見通せることが、保育者の子どもの

見方を確かなものにしてくれています。例えば、小さい学年だけではなく、３・４・５歳児クラ

スであっても、当然のことながらそこでの「生活」が成長の大きな土台となっているということ

を意識するようになりました。遊んだ物の片付けや、食事その他の「生活」場面での準備・片付

けが、「遊びを核とした保育・教育」の土台となります。一方、言語によるコミュニケーションが

難しい０・１歳児にとっても、非言語的なコミュニケーションを楽しむ遊び（例えば、手遊びな

ど）が、後の育ちの土台となることを、保育者同士が実感できるようになりました。 

 保護者については、つながりの「場」ときっかけがあれば、そしてそこに「子どもの成長を共

に喜びあえる関係」があるならば、子育てを楽しみ、親として学び、自立していくことが可能で

あると感じました。そして結果的に、子育てを一つの“縁”とした新たなコミュニティの形成が

可能になっていくのだと実感しています。 

ポイント２（保護者や地域との協働） 

 「子どもの成長を共に喜びあえる関係」を基底にした、多様性豊かなコミュニティを構築する
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上で不可欠であると考える、保護者や地域の“協働”について触れたいと思います。ここでは、

その協働が「子育て支援」として実践できるのではないかという可能性を示せるのではないかと

考えます。 

 いわゆる「子育て支援」について、まず大切にしたいことは、保護者が子育ての主役として自

立するということです。これは、保護者同士が仲間作りをし、子育てや小さい子どもが一緒の生

活を楽しいと感じ、子育てに自信を持ち、自立したコミュニティを新たに自ら形成していくこと

だと考えます。そのためには、一時子どもを預かり、子育てを“やってあげる”という「子育て

支援」も緊急避難的には必要ですが、保護者や地域が自立するためのバックアップ、すなわちそ

のための「場」作りをどのようにするのかということが、大きな課題になると考えます。 

 ここで紹介するのは、園内のスペースを、ＮＰＯ（現在子育て中の保護者たち）に任せて運営

しているフリーカフェです。このカフェでは、絵本とおもちゃのライブラリーや子どもの古着の

ショップを中心に、子育てや環境をテーマにした様ざまなワークショップが展開されています。

それらは、子育て中の自分たちに何が必要かというところから用意された、まさに等身大の「子

育て支援」だと言えます。例えば、ベビーサイン、ベビーマッサージ、アロマの日、ちくちく（編

み物）の日、ヨガ、子ども造形教室、多種多様なハンドメイドの委託販売…などなど。これらの

ワークショップでは、人と人とのつながりの中、地域の人たちがインストラクターなどをつとめ

てくれています。 

 このように、ここは、なかなか子連れで出かけづらい親たちが、小さい子どもと一緒に来られ

るカフェなのです。いろいろなワークショップや、イベントとして開催される「手づくり市」や

フリーマーケット、ファミリーコンサートなどでは、小さい子どもが一緒の暮しを共に楽しむ新

たなコミュニティが創生されているようでした。 

 認定こども園が『総合施設』という機能を 大限に発揮し、このような新たなコミュニティが

子どものために生かされることが重要だと感じています。 

（地域や行政に関して） 

 認定こども園になったことで、今まで行ってきたことを『総合施設』機能の一つとして捉え直

すことにもなりました。 

 

ポイント３（多様な大人との関係） 

 以前から行われていた地域とつながりを持った活動が、多様性豊かなコミュニティとして新た

に再構築されたことで、園生活の中で子どもたちが様々な“大人たち”に出会い、関わることが

可能になりました。 

 まず、穴窯「焼けたろう」について説明します。子どもの泥粘土遊びと日本の焼き物（陶芸）

文化とが連続性をもって出会う活動の場として、二千個の耐火レンガで作られたのが穴窯「焼け

たろう」です。穴窯は、古代の中国や韓国から窯の技術が導入された際に作られた、 も始原的

な窯です。ここでは、おもに５歳児クラスの子どもたちが、泥粘土で作ったものを乾かし、窯に

詰め、火入れを行い、三日三晩の窯焚きをし、そして窯出しをするという、すべての工程に関わ

ります。 

 一方、薪作りや三日三晩の窯焚きといった作業は園の職員だけでは無理なので、窯を作る時か

ら地域の焼き物サークル（園児の家族や地域の焼き物好きの人たちがメンバー）との協働で活動
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を行っています。電気窯のような利便性がないことから、その窯焚きも常に人を必要とするので、

その場が自然に集いの場になります。子どもたちも家族に連れられて三日三晩の窯焚きに参加し

ます。 

 ここで子どもたちは、大人が道具を使って物作りをする場面、すなわち生産の場面に立ち合う

ことにもなります。また、時に道具を乱暴に扱ったり、火でいたずらをすることがあると、子ど

もたちは地域の“おじさん”たちから注意をされます。親や園の保育者とはまた違った多様な大

人との人間関係から、子どもたちは、人間の知恵や、それを担う大人への憧れや尊敬の念など、

様々な気持ちや態度を醸成させているようです。 

 かつての地域コミュニティにあった、子どもの育ちを包み込む大人たちの生活が、新たな形で

再生されているようです。 

 

 一方、認定こども園になったことで、行政との関わり方が大きく変化しました。私立幼稚園は、

都道府県との関わりが多く、市町村との関係が薄かったこと、加えて直接契約であるがゆえに入

園した子ども以外の、地域の子どもたちへのアプローチが手薄だったことなどの特性があります。

ところが、認定こども園になったことから、地元の役場に出かけることも多くなり、「すべての子

どもの 善の利益」という認定こども園の理念も影響し、地域や地元の市町村との関わり方が、

文字通り“パブリック”になってきました。 

 

ポイント４（地域活性化の視点） 

 地方分権の流れの中、区市町村との関わりがさらに重要になっていくと思われます。そこで大

切にしてきたことは、自園の理念とその実践を、行政の街づくりの観点に生かしていくという努

力でした。「すべての子どもの 善の利益」の追求が、その地域の活性化にもつながるということ

を、認定こども園の実践として提案していくことが、自園をより“パブリック”な存在に、さら

に“地域で必要な存在”にしていくのだと実感じました。 

 街づくりの観点から、以下のような行政の事業に積極的に協力したり、時には行政と協働して

「勉強会」を開催したりしました。 

【事業】 

 ＊要保護児童対策地域協議会 

 ＊地域交流センター運営等検討委員会 

 ＊保育所整備運営計画策定委員会 

【勉強会】 

 ＊チルドレンズセンター（イギリス）視察報告会 

 ＊フィンランド視察研修報告会 

 ＊保育所整備計画に関する勉強会 

 ＊少子化対策講演会                  ・・・等 
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Ｆ園のコメント 

 

○「子どものためのビオトープ」という発想での認定こども園化 

 Ｆ園は、幼稚園が担ってきた教育を行うことが時代とともに難しくなってきたため、その対応

策として、０歳からの保育や地域の子育て支援に取り組むことになりました。幼稚園の認定こど

も園化は、園児減少に対する経営安定化策と見られがちですが、家庭や地域の教育力が低下して

いる中、３～５歳の子どもに一日数時間接するだけでは十分な教育とならない現状を踏まえれば、

幼稚園の認定こども園化は自然な流れであるように感じました。園長は、幼稚園の教育が難しく

なっているのは、「子どもにとっての文化的生態系」が壊れつつあるためという認識のもと、「多

様で豊かな人のコミュニティや有形・無形の構築物に囲まれた文化的な環境」を再生するために、

総合施設としての認定こども園が適していると考えました。 

○０歳から受け入れることの意義 

 Ｆ園が認定こども園となったきっかけは、３歳未満の子どもたちにも対応したいという強い思

いでした。園長の話からは、幼稚園としては小学校で十分にやっていける子どもを育てて小学校

に引き継ぐという社会的な役割があるということ、そして今の時代、３歳から受け入れて小学校

の準備をするのでは時間が足りず、期待されている役割を果たすことができないという問題意識

がうかがえました。そこで、認定こども園として認可外保育施設を設け、それにより３歳の入園

時に集団生活を経験した子どもたちが一定数入ることになり、３歳児クラスのスタートが非常に

スムーズになったという具体的な効果が指摘されています。３歳児クラスに保育所経験のある子

どもを少しずつ入れることにより、その子たちを新入園児たちが真似するという、異年齢保育の

ような効果が生まれています。そこでの効果は、園での生活、また乳幼児期の主要な活動である

「遊び」において認められています。 

○認定こども園化は保育者の採用にプラス 

 そのほかに、認定こども園となったことによる効果として、職員採用の際の応募が増え、優秀

な人材が集まるようになったことが指摘されていました。働く側から見た場合、幼稚園は勤務時

間が短く、夏休みなど休暇も多いというイメージもありますが、少子化や共働きの増加で幼稚園

に通う子どもが減りつつあるなか、就職した幼稚園が存続できるかという不安も伴い、長く働く

ことを考えた場合には、就職先として必ずしも魅力的ではありません。 近は、女性の職業につ

いての人々の考え方も変化し、「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」が、「子ども

ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」よりも多くの支持を得ていま

す。長く働くことを考えた場合には、その仕事が変化に富んだものであるか、様々な経験を積ん

で自分が成長できる仕事であるかなども、就職の際に考慮されます。幼稚園や保育所と比べて、

認定こども園は、地域の子育て支援機能が必須であることなど、仕事の幅が広く、学生にとって

魅力的な就職先です。認定こども園には、チャレンジングかつ安定した雇用を創出する効果もあ

るといえます。 

 このことは、古くからいる職員のモチベーションを高めることにもつながっています。対象と

する子どもの年齢の幅、保護者の多様性、園児以外の地域の家庭への対応など、園がより大きな

社会的な役割を担うようになったことで、職員が自分の園を誇りに思い、そのことが保育にもよ

い影響をもたらすと考えられます。 
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○恵まれた施設環境 

 この園は、施設環境が大変充実していることも特徴的です。敷地が 17,000 ㎡と非常に広く、園

庭には砂場も三つあり、汽車の遊具、丸太の遊具、ビオトープ、アスレチック、ヤギ小屋、畑の

スペースをとっても、子どもがのびのび走り回ることができます。プラネタリウムや風力発電な

ど本格的な設備もあり、給食設備もあって、食材にもこだわっています。こうした恵まれた環境

を、幼保の区別なく利用できることも、認定こども園のメリットといえます。 

○地域の人を巻き込みコミュニティ作りにつなげる子育て支援 

 そのほかの施設として、地域の子育て支援に活用しているホールと穴窯があります。ホールで

は、未就園児対象の集いの場を、ほぼ毎日、各コースを月３回ペースで園として開催しています。

ここでは、集いの場を自由参加ではなく登録制にすることで、保護者同士の関係が深まるという

効果が認められます。一方、ホールの一部は、ＮＰＯが運営する子育て支援のスペースとなって

おり、ここにはカフェコーナー、古着販売のコーナー、プレイルームがあり、プレイルームでは

ヨガ教室、絵画教室、ベビービクス、アロマ講座など、母親のリフレッシュや健康づくりにつな

がる多様なメニューが用意されています。小さい子どもがいてもおいしいコーヒーでほっと一息

つけるようにしたり、買い物で母親にリフレッシュしてもらうなど、保護者の目線に立って、き

め細かな配慮があると感じます。 

 イギリス版の認定こども園である子どもセンター（children’s centre）でも、カフェがよく

利用されていて、ヨガなどのレクリエーションも重視されており、これらが一箇所にまとまって

いることで利用率が高まり、財政的な面でも効率的であると評価されています。子どもの施設で、

親のリフレッシュのための活動を行うことには、園として抵抗があることも考えられますが、親

がリフレッシュし、親同士の関係が深まることこそ、子どものためになるという考え方で、日本

の認定こども園でも積極的な取り組みが期待されます。 

 穴窯は、５歳児クラスが泥粘土で作った作品を、三日三晩かけて窯焚きするもので、その際に

必然的に地域の焼き物サークルの協力を得ることになります。社会が便利になり、手間をかけて

何かを作ることや、協働で何かを作るという機会がほとんどなくなってしまうなか、あえて薪を

作るところから手間や時間をかけて作業する場、地域の人が出会う場を設定しています。園だけ

ですべて提供しようとせず、地域の人の協力を積極的に求めることで、逆にコミュニティづくり

にプラスになっていることが注目されます。 

○園児の親とのコミュニケーション 

 教育的配慮から保護者参加としなかった行事について、保護者からは「子どもの姿を見たかっ

た」という意見が寄せられるなど、 近の保護者は園の様子を知りたがり、意見を言ってくるケ

ースも増えているという話がありました。園としては、積極的に意見を聞くとともに、園の取り

組みについてもっと保護者に説明する必要性を感じています。 

この園ではガーデニングクラブを設け、園児の親が園庭に花を植える活動などを行っていますが、

親の高学歴化、少子化などもあり、今後は親が先生にお任せではなく、親も先生とともによりよ

い園作りに参加したいという人も増えることが予想されます。また、近所づきあいが減り、子ど

もと一緒に親も地域に友達を作りたいという意識も高まっていると思われます。多様な園児の保

護者とのコミュニケーションをどう充実させ、それをよりよい園作りにつなげていくのかも、認

定こども園としての検討が求められます。 
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Ｇ園（埼玉県） 

 

１．幼保の枠を超え総合的な機能を備えた保育施設を目指して 

1）保護者の働きにかかわらず誰でもが入れる施設を開園 

 1971 年 4 月に「保護者が働いているいないにかかわらず誰でもが入れる施設」を目指し、あえ

て認可外（認可保育所では就労証明が必要）保育所として開設しました。そこでは、①子どもの

一日（遊ぶ・学ぶ・休む）がゆったりと過ごせる時間の保障、②幼児期に身に付けておきたい基

本的な生活習慣の確立、③家庭的なぬくもり感や季節感が味わえること、④自園での手作り給食

やおやつを生かし、社会参加の体験ができること、といったことを大事にしたいと考えました。 

 1974 年 4 月に地域との連携や施設運営を考え、保護者と直接契約のできる学校法人の認可幼稚

園として再開園し、従来までの保育理念を踏襲しながら、「保育所のように長い時間で生活を中心

とした家庭的なぬくもりのある幼稚園」を目指しました。さらに、2001 年 4 月に地域の待機児童

解消策の委託を受け、０歳から就学前までの社会福祉法人立認可保育所を開園し、学校法人の認

可幼稚園と合築し、制度の枠や壁を超えた幼保一体型の「一軒の家」が完成しました。 

 その後、長期にわたって実践してきた「子ども主体で長時間の幼稚園」の実績と、幼保一体の

保育の工夫をしてきたことが評価され、2007年11月に県第１号の幼保連携型認定こども園となり、

翌年４月よりかねて実践してきた「子ども主体で子どもの生活を中心とし、子どもの 善の利益

をめざした施設」として現在に至っています。 

 

２．幼保連携型認定こども園としての取り組みと成果 

 子どもたちにとって環境による影響は想像以上であることから、当園では細心の配慮で子ども

の育つ環境を考えました。特に、長時間児が居心地良くゆっくりと過ごせるための「生活の場」

と、短時間児が興味をもって挑戦したくなる「学びの場」の両機能が生かせるよう園舎を設計し

ました。新合築園は中央にランチルームを配し、園舎全てを心が癒される１２０数本の丸太材を

中心としたロッジ風の木造建築とし、自然の光をやさしく取り込み、木のぬくもりと家庭的な雰

囲気とセンスを生かした園が誕生しました。 

 乳幼児が安心し安全に生活できることを第一義に考えて、自由に行き来できるよう平屋建てと

しました。さらに、室内と室外とを効果的につなぎ、活動が広がるよう木のウッドデッキにした

ことで、いつでもどこにでも自由に動け、幼保の子ども同士の自然な交流が生まれるようになり、

ヨチヨチ歩きの赤ちゃんから活発な年長児までがお互いに認め助け支え合う生活が生まれていま

す。 

 また、家庭での温かな食事を作ることと同じ体験のできるクッキングコーナー、自園の畑での

野菜栽培、季節毎に実の成る果樹、さらには子どもの心を優しく豊かに育ててくれるよう、一年

中季節の草花を育てる等の環境を整えています。 

３．子ども主体の保育を目指して 

１）幼保連携で赤ちゃんから就学前までの子が育ち合える異年齢保育 

 子ども同士で互いに信頼と尊敬が育つための具体的な方法として、「異年齢保育」を取り入れて

います。ここでは「出来る子が出来ない子に、大きな子は小さな子に教え伝えていく」、「年上の

子は年下をいたわり、年下の子は年上の子に憧れや尊敬を持って共に助け合い、信頼し合い、思
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いやる心が育っていく」ような保育環境が生まれています。 

 特に、幼保連携型の認定こども園での３才未満児は、幼保を越えて毎日大きな子の生活や活動

の姿を身近に見聞きし、交わったり、一緒に行事に参加する機会があり、興味のあることをすぐ

に真似ることから、興味や理解力の育ち方が早くなっています。 

２）幼保園児が区別なく一緒に学び育ち合うコーナー保育 

 幼保の長時間児と短時間児が、クラスや年齢の区別なく自然な形で一緒に活動し、学び育ち合

うための効果的な活動の場として、当園ではコーナーシステムを導入しています。その成果は、

卒園後の育ちの中で自主性や一人ひとりの意欲や自信となって表れているとの保護者からの報告

もあり、コーナー保育は非常に効果的であると考えています。 

 当園では下記のようなコーナー（ゾーン）を用意し、子どものやる気や意欲の向上と同時に育

ちの効果を願っています。 

①クロークコーナー：自分で着替えたり脱いだものはきちんとたたんだりと、自分の身の回りの

始末を上手に出来る喜びや小さな子のお手伝いや助け合いの思いが育ちます。 

②絵のコーナー：園生活に落ち着いて参加するために、毎朝一枚の絵に自分の思いをゆっくりと

丁寧に描きます。描く楽しみから自由な発想や創造性を育て、美的センスが身に付いていきま

す。 

③造形のコーナー：自分のイメージで空箱や廃材などの素材を生かして、切ったりつなげたり、

色付けしたりして、造形活動を通して道具の正しい使い方を覚え、豊かな創造力を育てていきま

す。また、知らず知らずに工夫する技術とイメージが豊かになります。 

④ごっこのコーナー：ままごとごっこやお店屋さんごっこなどを通して、家庭の再現と大人の真

似から、上品な生活や上手な片付け方など生活の仕組みを楽しく遊びながら学び、心の安定と

生活の仕組みや居心地良く生活していく基礎訓練を体験し身に付けていきます。 

⑤表現コーナー：ダンスや劇あそび、大型積み木やブロックあそびを通して自分の思いを身体で

表現し、充実感や満足感を体験することを通して、伝え合う喜びや達成感を味わっています。 

⑥クッキングコーナー：季節毎に収穫した果物や野菜を楽しくクッキングして味わいます。食を

通して、食べる為の作法や調理の手順、道具の正しい使い方、準備や片付けを学ぶ場となって

います。 

⑦自然コーナー：小さな生き物や草花や野菜の世話を通して、やさしい思いや感謝の気持ちが持

てるようになります。またウサギやアヒルなどの小動物を育てることや四季を感じる中で、思

いやりや優しさ、感動する心が育っています。 

⑧外あそびコーナー：思いきり体を動かし、丈夫な身体や頑張る力を養います。また、楽しく参

加するにはルールがあることを体験を通して学んでいます。 

 

３）幼保一諸に楽しく食べる食育を通しての育ちの大切さを工夫 

（１）０・１・２歳児のランチタイム 

 ０・１歳児の保育室では、一人ひとりの状態を考慮しながら畳コーナーの座卓やカウンターで、

２歳児は家庭と同じようなダイニングテーブルで身長に合わせたイスを使って、食べることが楽

しくなるように工夫しています。「食べることへの意欲が湧く」ように、保育者も一人ひとりの体

調にあわせて食事の量を盛り付け、家庭と同じような雰囲気の中で、保育者も子どもと同じ目線
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でゆっくりと食べる時間を持つように心がけています。 

（２）幼保が一緒になる３歳以上児のビュッフェスタイルのランチタイム 

 ランチルームは、食事を作る調理員の姿が見え、おいしい匂いが園内に流れるようにできてい

ます。そこではゆったりと食べられるように、３つのグループにコース毎に分かれて交替でラン

チを食べます。食事を通して「食べることは楽しい」と感じ、「おいしく食べるためのマナー」や

「他への思いやり」が育つことを 重要課題として取り組んでいます。 

 幼保の園児が混成となり、毎日違う３、４、５歳児の６人がひとつのテーブルを囲んで座るよ

うに配慮しています。また、主食は直接園児が栄養士や調理員に量を伝えたり、おかずもその日

の体調に応じて自分で食べられる量を調節して盛りつけるビュッフェスタイルを取り入れていま

す。 

 食後は、同じテーブルで食べた子が午後の長時間児の生活（休息としての午睡、おやつ、夕方

の保育）と短時間児の生活（短い休息後の保育、降園）へと、園舎全体の中央にランチルームが

あることで、抵抗や混雑無くスムーズに左右の保育室へ別れて行くことが出来る一因ではとも考

えています。 

 

４．幼保共通の保育観を深めていく為の取り組み 

 赤ちゃんから就学前の年長児までの毎日の生活は、コーナーで遊び学ぶことが自然な形となっ

てきた中で、幼保のこだわりなく一体となることを目指して、保育士と教諭が幼保のコース担当

やコーナー担当を交替しながら取り組んでいます。このように保育所や幼稚園にこだわることな

く担当するためには、園の理念や保育の計画のみでなく、その日の出来事まで共通理解すること

が重要になっています。 

１）指導計画の作り方に工夫を 

 保育所保育指針と幼稚園教育要領を基に保育計画をたて、各年齢の発達やコーナーでの育ちを

共通理解するため、１年を５期に分け、担当だけで組み立てるのではなく、全スタッフにより指

導計画をたてています。各コーナーやコース、年令の担当が前期の評価や振り返りを説明した上

で、来期に向けてのねらいや目標を検討します。そこで話し合われたことは担当が記録としてま

とめ、次の指導計画に反映させるようにしています。 

２）毎朝夕のミーティング 

 早出・遅出、幼稚園バス乗車以外の全スタッフが、保育所棟と幼稚園棟をつなぐ中央のランチ

ルームに集まります。毎朝１５分ほどのミーティングでは、全スタッフが交替で進行役を担当し、

初に個人の話題提供の後、当日の保育についての報告・確認があり、 後に園長からのひと言

を受けて各自の担当場所へ別れていきます。当園での共通理解の工夫の一つとして、それぞれの

担当が自分のコースや子どものみを見るのではなく、園全体を見渡しながら「全スタッフで幼稚

園、保育所の区別なく子どもたち一人ひとりに関わる」という視点を大切にしています。 

 毎日保育終了後にはスタッフルームに集まり、各コーナーの活動やコース（クラス）について

の「今日の振り返り」と「明日の予定」を話し合い、園独自のノートや個人ファイルに書き込ん

でいきます。参加できない早出、遅出の保育者は各自が帰宅前にノートを確認し書き込むように

しています。 

 共通理解を深めるため、会議の持ち方については次のような工夫をしています。 
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・全保育者のミーティングは必要に応じ午後４時３０分より７時までの時間内で、内容は保育計

画、行事計画、環境、各コーナーの指導計画及び評価と反省と来期に向けてなど（会議の進行係

及び記録係は交替で担当する）。 

・幼稚園と保育所の３、４、５歳児別担当ミーティングは必要に応じ午後４時３０分より７時ま

での時間内で行う。 

・保育所の年令別ミーティング及び個人記録、連絡ノート類は毎日午睡時に記入。 

・年間保育計画は理事長が作り、指導計画、行事計画、年齢やコース、コーナーの担当は全保育

者で話し合う。 

 

５．保育者の専門性と質の向上のために 

 保育の計画（Plan）に基づいて保育(Do)し、保育の内容の評価(Check)及びこれに基づく改善

(Action)のサイクルに努め、より保育の質の向上のために日々取り組んでいくよう工夫していま

す。 

 園内研修としては、講師を招いて「言葉がけについて（こどもがやる気になる言葉がけとは…）」

「園内保育のビデオをみての振り返りやエピソードを語り合う」「それぞれの自己評価をもとに」

などを行い、全スタッフが参加できるよう、土曜日の午後や行事のある日の午後等を使って行い

ます。園外研修としては、全国認定こども園協会、保育士会、幼稚園協会、大学などが主催する

研修会に交替で参加し、研修内容を全員に発表する機会を持つようにしています。 

 

６．運営面での共通化 

 幼保の区別なく、より一体化して子どもと保護者への関わりがスムーズに進むよう、運営面で

の共通化にも取り組んでいます。そのため、給与体系はもちろん休暇も幼稚園児の休みを基準に

して全保育者の休暇を同じような条件にしています。また、保育所児の保育時間にあわせて、全

保育者の毎日の勤務シフトも個々の状況を確認した上で月毎に均等に組んでいます。これができ

るのも日頃から幼保の区別なく一緒の生活をしていることで、幼保の担当がどの年齢の子とも関

わる保育ができているからだと思います。 

 

７．幼保合同での保護者支援について 

 保護者との信頼が園としての 重要課題と位置付け、ほとんどの園行事は保護者が参加しやす

いように計画しています。そのため年間行事予定を４月当初に知らせたり、参加しやすいよう土

曜日や数日間の参加日などの工夫をしています。また、幼保の保護者会主催の行事やイベントや

卒園対策委員会も、幼保一緒に打ち合わせたり当日の進行を担当し合うなど、お互いの活動しや

すい時間帯を使って協力し合えるよう配慮することで、保護者の方々も幼保の区別なく積極的に

協力してくれています。 
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Ｇ園のコメント 

 

○人格形成を意識した環境づくり 

 いわゆる施設らしくない、一軒家のような空間づくりが印象的です。吹き抜けのスペースや、

丸太の柱が何本もある廊下、サンルームのような食堂など、建築にこだわりがあることに加え、

園庭も運動場というイメージではなく、木々や菜園、ベンチ等が配置され、家の庭のような雰囲

気です。この園の特徴は、幼稚園や保育所といった枠組みにとらわれず、子どもに何が必要かを

徹底して考えていることであるように感じました。 

○異年齢保育とコーナー保育 

 第一の特徴は、異年齢保育を重視し、３～５歳のクラスを異年齢で編成していることです。た

だし、保育所籍の子どもをばらばらにしてクラス編成するのではなく、保育所籍の子どもだけで

クラスをつくっています。これは、認定こども園でありながら、一見幼稚園と保育所が分離され

ているように見えますが、午前中の活動はクラスの仕切りをなくし、０～２歳の子どもも含めて

コーナー保育となっているため、幼保の区別なく一緒に活動をしています。昼食も３～５歳は食

堂で食べるため、幼保を組み合わせて異年齢のグループを作っており、幼稚園籍の子と保育所籍

の子が一緒にテーブルを毎日囲んでいます。 

 コーナー保育では、図書のコーナー、絵や造形のコーナー、楽器や劇などのコーナー、クッキ

ングのコーナー、飼育栽培のコーナーなどがあり、ごっこ遊びのコーナーでは、おもちゃのアイ

ロン、お化粧の真似ができる鏡台、着替えができる衣装などがあり、さらに手作りの商品が並ん

でいるお店などもありました。ごく自然な感じで、幼稚園と保育所が一体化されているという印

象ですが、それが可能になっているのは、制度の枠にとらわれずに当初から「子どものためにど

ういうかたちがよいのか」を徹底して考えてきた結果だといえます。 

○自然とのつながり 

 第二の特徴としては、食堂へのこだわりにみられるように、子どもに食の大切さ、ひいては自

然の大切さを伝えることを重視している点です。園庭は決して広いとはいえないのですが、実の

なる木がたくさん植えられていて、また畑では大きなブロッコリーが収穫間近でした。園庭の木

にはすべて名札がつけられていて、園で収穫した実も名前とともに展示するなど、子どもたちが

自然に関する知識を増やすこともできます。自分達で収穫して、それを調理したり、給食で食べ

ることで、また調理室が子どもに見えるようになっていることなども、食の大切さが子どものな

かに浸透していくように思えました。同時に、そうした園の環境は、そこを訪れる親たちの意識

にも影響を及ぼすのではないかと感じました。 

 イギリスでは 2010 年より、中学校で果物を育てるプロジェクトが始まりましたが、こうした取

り組みは単に子どもに知識を与えるのではなく、地元で育てた果物を食べるという地産地消の活

動でもあります。日本では学校に森を作るという取り組みがあり、森が子どもの気持ちを落ち着

かせたり、地域づくりにもつながるなどの効果が指摘されています。認定こども園も、木を植え、

果物や野菜を育てることから、子どもの教育面での効果だけでなく、地域づくりなどにも効果が

期待できるように感じました。 

○午睡について 

 幼稚園と保育所の違いの一つに、午睡があります。Ｇ園では、一日 11時間の睡眠が子どもには
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必要との考え方で、預かり保育の幼稚園籍の子どもも、保育所籍の子どもと一緒にお昼寝をする

など、小学校に上がるまでしっかり午睡を組み込んでいます。他の認定こども園では、４、５歳

児には午睡が不要との考えから、保育所籍の子どもにも午睡をさせていないケースもあるようで

す。午睡をしないまま園で長時間過ごすと、疲れて怪我が増えるという意見もあれば、保護者の

中には就寝時刻を早めたいので午睡をやめさせたいという要望もあるなど、認定こども園として

どうすべきかが定まっていないテーマのように思いました。子どもにとって何が良いのかについ

て、研究等をふまえて認定こども園としての指針が求められるように感じます。 

○制服の問題 

 もう一つ、考えさせられたのは制服の問題です。Ｇ園では、３歳未満は自由服、３～５歳児は

園では年齢別の遊び着ですが、幼稚園籍の子どもだけは紺のカーディガンとチェックのズボン・

スカートで登園します。保育所籍の子どもには制度上、制服の購入を強制できないため、遊び着

の購入のみ負担をお願いしているとのことで、園としてはできれば全員制服にしたいという話で

した。登下校の際だけ着る制服にどのような意味があるのか、保育所籍の子どもだけ着ていない

という区別があってよいのか、幼稚園籍の保護者でも制服の購入を負担に思う人がいるのではな

いか、あるいは制服を保育所籍の子どもにも購入してもらった方が、服にお金をかけられない家

庭の子どもが引け目を感じずにすむというメリットもあるのではないかなど、いろいろと考えさ

せられました。認定こども園のメリットとして、親が働いている子どもでも制服が着られるとい

うことがよく言われますが、認定こども園制度をきっかけに、「子どもにとって」制服にどのよう

な意味があるのか、改めて議論する必要があるように感じました。 

○保育者のあり方 

 この園では、保育者の処遇について幼保の区別をなくし、ミーティングも活発に行われていま

す。そのほか保育者に関して特徴的なことは、上品な言葉使い、服装もセンスよく着こなすなど、

品格のある保育者を目指すという考え方です。この点も、実は幼保の目に見えない違いとして保

護者には強く意識されている点であり、格調の高さのようなものを求めて幼稚園を選んだり、一

方では自由でのびのびした子ども時代が必要と、保育所を支持する人もいます。認定こども園と

して、こうした幼稚園と保育所が持つ文化のようなものの違いをどう融合させるのかも、大きな

課題になると感じました。保育者や親の好みではなく、子どもに何が必要かという観点から、品

格と自由さのようなもののバランスがどうあるべきか、認定こども園として考えなければならな

いポイントのように思います。 

○地域・保護者との関係 

 他の自治体では、認定こども園の要件として、長めの保育時間を求められるところもあるよう

ですが、この園の保育時間は 16:30 までで、それ以降 19:00 までは延長保育という扱いです。地

域の保護者の要望に応えるという点では、不十分なようにも感じましたが、子どものための施設

としては、本来あるべき姿のようにも思えました。地域や保護者の顕在化したニーズにただ対応

するのではなく、この園のように、子どもの育ちを大切にしたいという地域や保護者の潜在化し

たニーズを意識して行動することも、認定こども園にとっては大きな役割であることを感じます。 
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Ｈ園（東京都） 

 

１．認定こども園を志した理由 

＜認可乳児保育所から認定こども園幼稚園への入園という幼保一元化の試み＞ 

 地域からの要望や待機児童解消の要請を受け、2002 年 4 月に学校法人立の認可保育所を開所し

ました。０、１、２歳児の保育所ですので、３歳児以降は幼稚園で受け入れ、保育所と同様に 11

時間保育を実施しています。そして、保育所・幼稚園の一元化を図り、０歳から就学前まで一貫

した幼児教育を実施するために「保育センター」を設立しました。 

 「保育センター」の一部門である幼稚園では、家庭事情を考慮した保育時間を設定し、育児支

援を含めた幼児教育を実践するため、2003 年から長時間保育をスタートさせました。その後、認

定こども園制度ができたことから、幼稚園を第一段階として幼稚園型認定こども園として申請し、

2007 年 11 月に認定を受け、今日に至っています。 

 

２．認定こども園としての取り組みと成果 

＜生活を重視した保育時間の設定＞ 

 2003 年度から保育所の２歳児が卒園後、幼稚園に３年保育として優先的に入園できるように対

応しました。 幼稚園の場合、コアタイム(４時間)の前後の時間帯(朝・夕)は保育の枠外にあたり、

正規の教育時間以外の保育は一時的に子どもを預かるという位置付けでしかありませんでした｡

しかし、それでは子どもの立場から生活を考えたとき、決してよい環境とはいえません｡そこで、

早く登園する長時間保育の子どもたちには、生活がしっかり保障されるべきだという認識でスタ

ートを切りました｡ 

 保育所と同質の保育時間を幼稚園が提供すべきだという観点から、保育所から３歳で幼稚園に

入園（移行）した子どもたちに対しては、保育所と同じ保育時間（11 時間）を提供することにし

ました。子どもたちは、一般の幼稚園児と同じクラスで過ごすわけですが、11 時間という保育時

間を生活としてとらえ、生活リズムを配慮する必要があります。 

 そこで、子どもたちの居室として、専用ルームを設けました。保育所で育った子たちですから、

保育所の生活環境や生活空間そのままをできるだけ再現するような工夫しました。一般園児と異

なる対応は、寂しさをもたらすのではないかと危惧していましたが、大人の心配をよそに生活の

リズムを自分なりにつかんでいるようで、楽しそうに過ごしています。こうした取り組みは、「保

育内容を統一化」していこうという試みですし、幼保一元化というのは保育の質の観点から考え

ていかなければならないと思っています。 

＜デイリープログラムの取り組みの実際＞ 

 長時間保育で朝から登園した子どもたちは、専用ルームで気持ちの整理ができるような遊びを

しながら心を落ちつかせ、通常時間の園児が登園する９時まで過ごします｡早く登園する子どもた

ちが朝９時にクラスに入るとき、その時間に登園する子どもたちと同じような登園する気持ちが

維持できるよう｢朝保育｣を行います｡また、夕方になると「夕保育｣としてここで生活します。 

 当初は、長時間保育と短時間保育それぞれ生活時間帯が異なる子どもたちがなじみにくい傾向が

みられました。長時間保育の子どもたちは、一緒に生活している意識が強いからか、クラスを超

えてみんな仲がよいのです。それを打開すべく、クラスの帰りの会までは、長時間保育の子ども
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たちであっても所属クラスでしっかりと区切りをつけ、仕切り直しを自分の中ですることができ

るよう意識的に取り組んだことで、友だちとの関係のかたよりも改善されてきました。 

＜長時間保育と短時間保育のカリキュラムの整合性＞ 

 長時間保育の取り組みでは、開設当初から子どもたちが精神的にも肉体的にも安定できる落ち

着いた雰囲気や生活環境、生活空間を整えてきました。しかし、カリキュラムに関しては、朝保

育・夕保育のカリキュラムが別々であったり、長時間保育と短時間保育のカリキュラムにも整合

性がありませんでした。そこで、朝から夕方までの生活の流れに即した生活リズムが維持できる

ようカリキュラムの再検討、見直しをして、11 時間を一貫した保育の中で過ごせるように考えま

した。 

 カリキュラムの編成で重視したのは、年間の保育テーマと月の保育目標を共通化することです。

コアタイムでの保育活動を中心に据え、長時間保育での活動が補完的あるいは活動の深化を担う

ようにカリキュラムを編成するよう努めました。こうしたコンセプトが明確になったことにより、

短時間保育の夏季、冬季、春季の長期休み期間も、コアタイムのカリキュラムを基本に長時間保

育のカリキュラム編成がなされ、保育活動としてていねいなプログログラムの提供ができるよう

になりました。 

 短時間保育のカリキュラムを作成する際は、長時間保育の担任が各学年のカリキュラム編成会

議に出席し、短時間保育と長時間保育のカリキュラムの整合性を考えて保育計画をたてていきま

す。所属クラスの担任は、長時間保育の生活を理解するため、短時間保育の園児の夏休み期間や

土曜保育に参加しています。 

 １日の生活の始まりはこどもたちにとって大切な時間です。長時間保育のこどもたちの専用ル

ームでは、朝の受け入れコーナーを充実させ、保護者から離れて生活をスタートさせる保育空間

として、一人ひとりが心を落ち着かせて園生活に入っていけるよう配慮しています。 

 例えば、子どもたちは順次登園となるため、先に登園し遊び込んでいる子がじっくり自分のあ

そびに夢中になれるように空間を設定しています。具体的には、ゲームや机上遊び、大型積木を

使ったダイナミックな遊びなど、室内を静と動の空間にわけることで、その日登園してきた子ど

もたちが自分の興味や関心にそって過ごせるようにしています。お昼寝後の遊びにおいても、自

発的に個々が展開できるように教具の種類を増やしたり配置にも配慮しています。 

 子どもたちは、クラスに向かうまでの間、個々のあそびをじっくり楽しむ姿もあれば、朝、母

親と離れた後、心のよりどころを求めるように保育者に抱っこされたり手を握ったりと、それぞ

れが気持ちを整える姿がみられます。特に３歳児は朝の時間であっても、体力面も考慮し、身体

を休めたい時にはベッドを出し、クラスまでの時間を過ごすこともあります。こうした朝の時間

をゆったりと過ごせると、クラス活動や自発的なあそびに取り組むことができるようになります。

コアタイム終了後もお昼寝の時間を設け、個々の生理的リズムに応じて身体を休められるように

静的な時間・空間の設定に配慮しています。 

 厨房で用意された手作りの補食（軽食）をいただいた後は、園庭やホールで思い切り身体を動

かす遊びを楽しみ、降園直前は保育室でゆったりと絵本や描画を個々のペースで取り組みながら

リズムを整えています。このように、「静と動」・「動と静」のリズムの整えが、充実した生活を過

ごせる基盤となるのです。 

 園での生活時間が長いので、生活リズムの整えと合わせて生活の習慣化を図ることが大切だと
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受けとめています。このことは単に自立を指導するという視点ではなく、生活リズムを整えなが

ら生活の流れに応じて、挨拶、衣服の着脱や手洗いなど身の回りのことを子ども自身が自ら取り

組めるように、必要性を保育者が伝えたり、声かけをして促すように配慮しています。 

＜職員間の情報交換＞ 

 個別の子どもの状況や様子については、所属クラスの担任と長時間保育の担任、所長、園長、

主任が加わり、日々のこどもの姿等を情報交換し共有していきます。日常の保育では、所属クラ

スの担任と長時間保育の担任が活動内容の情報交換をしています｡そこでは｢夕保育｣で行われる

｢あそび｣についての確認をします。 

  所属クラスで盛りあがっていた遊びがあるとすると、担任がカリキュラムを通してお互いに共

通認識をもっているので、昼間の活動をさらに発展させるようにしていくこともできます｡例えば、

ある学年ではさみを使うあそびが盛り上がっており、それを継続して｢夕保育｣で行うのであれば、

個々の子どもたちが、はさみを使うことを楽しめるような環境設定をするなどの打ち合せをしま

す｡ 

＜ケース会議＞ 

  所属クラスの担任と長時間保育の担任が参加して､学年別にケース会議を行います｡ケース会議

は、特定の子どもについて問題があった場合に行なうだけではなく、｢○○ちゃん、 近お友だち

とあそべていない｣など、ちょっとした気がかりなことでも、この会議で共有することが目的です。

お互いが、それぞれの受け持ちの子どもの様子を知ることができ、子どもの生活を浮き彫りにさ

せる効果があります。これによって、長時間保育の担任が所属クラスの子どもたちと関わりがも

ちやすくなってきています。 

＜保育所からの移行児への対応＞ 

 「保育センター」の一部門である保育所から幼稚園に移行する園児のために、３学期は幼稚園

の環境に慣れるよう保育所の子どもたちが幼稚園の保育室で遊んだり、長時間保育の子どもたち

と一緒に食事をとるなどのカリキュラムを作成し、保育を展開しています。また、保育所職員・

幼稚園職員間で個々の子どものプロフィールや取り組み課題についてケース会議を行い、新年度

にスムーズに生活ができるように配慮しています。 

＜保護者支援への配慮＞ 

 これまで幼稚園の母親は専業主婦が多く、フルタイムで仕事を持つ母親はあまりいませんでし

た。長時間保育を行うようになり、幼稚園の保育者が子どもの母親の就労に理解を示すようにな

りました。園からの伝達等は早めに行うようにし、全ての保護者が園の行事に参加できるよう配

慮するようになりました。 

 登降園は徒歩通園としているため、担任は保護者と家庭での様子や園での様子を伝え合うこと

ができる体制となっていますが、朝保育や降園が遅い長時間保育の保護者とは、所属クラス担任

が充分に連絡を行なえないことをどのように解決するか。また、登園の時間に長時間保育の担任

と会えない保護者とはどのような方法で連絡をとるかを考えました。専用のノートを作り、必ず

そのノートを読んで、所属クラス、長時間保育それぞれの担任が、必要に応じて返事を書くよう

に徹底しました。 

 “園だより”にも長時間保育の子どもたちの生活様子を載せ、所属クラスの保護者の方にも知

っていただけるようにしました。さらに長時間保育の保護者の方に対しては、別のたよりで子ど
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もたちの生活の様子や活動などを少し詳しくお知らせしています。 

 また、学期に一度は、所属クラスとは別に長時間保育の懇談会を設け、日常の子どもたちの姿

を詳しく伝えるように心がけ、場合によっては直接保護者と話し合うようにしています。保護者

間でも当初は、仕事をもつ保護者が「父母の会」の行事に参加できるかと懸念する保護者もいま

したが、努力をして参加している長時間保育の保護者の姿を見て、お互いが協力し理解するよう

になってきました。 

＜保育センターの新たな地域支援活動としての『コミュニティコラボ 』＞ 

 地域に対して子育てに関する様々な情報を発信し提供しようという目的から、2004 年 4 月、保

育センターの新たな活動としてコミュニティコラボを新設し、親子教室や子育て相談などを行っ

ています。コミュニティコラボとは、コミュニティとコラボレーションを合わせた言葉で、地域

の方々を対象に大人も子どももひとりの力や個性を発見して豊かなかかわりをもてるようになっ

てほしいという願いをこめています。 

 親子教室では、親子でのいろいろなあそびを通して、母親が子どもへの理解を深めながら楽し

く子どもと関われるように援助していきます。ティータイムの時間を設け､お母さん同士が悩みな

どを話し合うこともできるようにしています｡2009 年には週３回それぞれ１５組の親子が集まっ

ています。 近では、常にキャンセル待ちがあるような状況で地域の子育て支援の一端を担って

います。さらに、2007 年には、地域の子育て支援の一環として子育て相談を立ち上げました。 

 親子教室や子育て相談に参加した後、子どもたちと保護者が園庭の砂場でしばらく遊んでいき

ます。それをみて、保育室に入っていた幼稚園の子どもたちが「ちいさい子たち、あそんでるね」

とうれしそうに保育者に声をかけてきたことがありました。「同じ空間で過ごして感じる『心地よ

さ』」を伝えたかったのではないかと思いました。「保育センター」が、子どもたちの「居場所」

になり、子育て中の親子にとっても「居場所」になってきているのだと思います。 

＜園内研修の充実から保育の質を高める＞ 

  保育の質を高める取り組みとして、園内研修の充実を図っていく必要があります。その第一歩

として今年から保育所、幼稚園がどこに重点を置いて保育に取り組んでいくかを職員会議で伝え

合うことから始めました。 ２か月に 1 度のペースで夜に行っていた保育所の職員会議に､幼稚園

の園長や主任が出席し、幼稚園の保育内容を説明し理解してもらうよう努めました。また、幼稚

園の職員会議には、保育所長、主任が出席し同様に活動の取り組みを報告するなど、それぞれの

園の職員がお互いに方針について話し合い相互理解を深める試みを行いました。さらに、幼稚園・

保育所それぞれに研究プロジェクトを発足、情報交換をしながら課題をともに研究していく取り

組みもはじめました。 
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Ｈ園のコメント 

 

１．保育センターを中心にした幼保一元化体制を目指す 

 閑静な住宅街に、母体となっているキリスト教精神による設立 90周年の保育専門学校と幼稚園

に加えて、学校法人立「保育センターＫ」を設立。学校法人の短時間児と保育所の長時間児の保

育内容を統一化し、質の高い幼保一元化を目指す工夫が随所に見られます。 

a）「専用ルーム」が効果的な役割を担っています。 

「保育センター」設立の一部門として、幼稚園としての短時間保育と長時間保育での時間帯や生

活や活動の異なりを解消する為に、新たに長時間保育児の為に「H・N のへや」という専用ルーム

を設立しています。そして長時間保育児の受け入れ時間では、幼稚園の通常登園時間前を「朝保

育」時間、夕方の延長保育時間を「夕保育」として位置づけ、短時間保育児との主活動時間にス

ムーズな移行が出来るよう工夫したことで、当初危惧されていた短時間児との一日の生活の流れ

の違和感がなくなり、スムーズな交流が進むようになってきたこと等から、今後の「幼保一体を

目指す認定こども園システム」の一つの具体的な方法として参考になるのではないかと思います。 

b）カリキュラムの整合性の再検討について 

・認定こども園（特に幼保連携型）におけるカリキュラムの共通化や整合性は、どの園でも簡単

には解決できない重要な部門だと言われており、今後の改善策の大きな課題でもあります。 

 本園でも当初の短時間保育と長時間保育や朝保育・夕保育のカリキュラムの整合性等も別々で

共通性がなかったようでしたが、その解決として、一日 11時間の流れを重視した生活リズムの再

検討の見直しを始めたこと、カリキュラムの編成にあたっては、年間の保育テーマ及び月の保育

目標を共有化したこと、又コアタイムでの保育活動を中心に据え、長時間保育での活動との共有

化を計ってきたこと等があげられます。 

 更に年間事業計画では「基本方針（再重点課題を含め）「運営方針」「年主題」「防火訓練予定」

などのほか、「学年別（年少組・年中組・年長組別）の年間・月間目標」、歌・讃美歌等、またデ

イリープログラムとして朝から夕方までの子どもの動きと保育所の動き、お弁当の流れなども定

めていきました。 

具体的には①一日の生活の流れを大切にし、こどもの興味や関心、保育の意図性に合わせ、特に

コーナーを重視した保育環境を設定したこと、②動と静のリズムがバランスよく組み込まれるよ

うに生活のリズムの整えを大切にしている、③生活時間が長いので、個々のこどもに応じて生活

の習慣化をていねいに取り組む、④所属クラスでのコアタイム）を午後の時間に再現できるよう

に配慮し、こども達の相互交渉を高めていくこと、⑤３歳、４歳、５歳児が一緒に活動できるよ

うな時間と環境を整える等。質の高い保育を目指していく姿が見られ、他の認定園のこれからの

参考となるものと思います。 

c）積極的な教職員の共通化について 

 本園は同一法人として幼保一体を目指す教職員間の意思疎通の重要性をあげており、その為の

組織や各担当部署の役割が明確化されているように見受けられます。学校法人理事長を中心に、

経営と運営更に保育内容に関する中心的なリーダーシップはセンターの所長が担当し、幼保それ

ぞれの園長、主任を中心とする教師集団と、子育て指導員、総務、給食担当等が効率よく配置さ

れていて、お互いの連携が工夫されている姿が見受けられます。 
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 特に母体である保育専門学校の各分野の専門の先生や学生を効果的に生かした現場での取り組

みの方法は、他の園とは異なる特質すべき姿の一つです。 

d）細やかな職員会議及び研修の工夫について 

 本園では「保育センター］を中心として幼保一体を目指し、保育所・幼稚園が連携して０歳か

ら就学前までのこどもの育ちに取り組み、より質の高い保育を目指していく為の職員会議がもた

れており、教職員のチームワークと相まって細やかな保育に効果が表れています。 

・個別のこどもの状況や様子は所属クラスの担任と長時間保育の担任、所長、園長、主任が加わ

り、日々のこどもの姿等を情報交換し共有する。 

・日常の保育では、所属クラスの担任と長時間保育の担任が活動内容の情報交換をする。 

・所属クラスでの盛りあがりを「夕保育」へ、「夕保育」のあそびを所属クラスの活動と一致させ

る情報交換。 

・「ケース会議」と称した「こどもの姿の共通理解」の為に、所属クラスと長時間保育の担任が参

加する会議等、お互いがそれぞれの受け持ちの子どもの様子を知ることができるような打ち合

わせや保育所から幼稚園へ移行するこどもの為のより細やかな連携体制作り等こどものスムー

ズな生活の為の配慮に心がけている姿が見られます。 

 また園内研修も積極的に取り組んでいて、２カ月に一度のペースで夜開催されていた保育所の

職員会議に、幼稚園の園長や主任が出席、また反対に幼稚園の会議に保育所長、主任が出席しお

互いに保育内容や方針についての話し合い相互理解を深める試みをし合っています。 

・それぞれに研究プロジェクトを発足、情報交換をしながら課題をともに研究していく取り組み

も始まっています。今後はそれぞれの研究成果の発表を共有し、「保育の質」の向上に努めるよう

計画しているようです。 

 

２．保育センターとしての地域支援活動について 

 認定こども園制度での子育て支援の取り組みは、各地各園がそれぞれの地域性や設立理念に基

づいた方法で工夫してきていますが、本園での「保育センター」を中心とした幼稚園と保育所更

に子育て支援活動を含んだ取り組みを更に発展していった形として「コミュニティコラボ」が設

立されていて、専業主婦や共働きに関わらず園との理解と協力の生まれる施設のあり方としての

一例でもあります。具体的には親子教室・子育て相談・他の地域ＮＰＯ法人と連携等学園の専門

の人材を豊富に抱えている施設であることから、今後への期待が膨らんでいます。このように学

園一体としてこれからの地域子育て支援の具体的なあり方として子育てに取り組んでいることは、

全国の認定こども園への一石を投じていくものと思います。 

 

３．これからの課題について 

 学園を母体にした認定園としてスタートする中で、今後の課題は教職員の勤務規定や給与規定

の一体化、更には社会保険の待遇格差等の改善等があげられます。また幼保連携型への移行を前

提とした直接契約に伴う事務（入所児の募集、決定、保育料の設定、徴収）の煩雑さへの対応等

当園に限らず、早期の制度的な改善を期待するところでもあります。 
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Ｉ 園（兵庫県） 

 

１．なぜ、認定こども園をめざしたか？ 

○「地域の保育所」として期待に応えて 

 当園は、地域社会とのつながりが強い環境の中で誕生した民間の保育所型認定こども園です。

地域は少子高齢化が顕著に進み、「少数の子どもを大人の事情で幼保に分けて生活させることは、

健全な成長発達を望む上で適正を欠く」等の地域の判断があり、保育所の園舎老朽化に伴う改築

の際、幼保一体化を視野に入れた施設の移転整備計画が策定され、公立幼稚園の休園～廃園を経

て認定こども園となりました。 

○「幼保一体化施設」までの経緯 

 当園は、戦前に寺院の住職が地域住民とともに“農繁託児所”を行いはじめ、その後保育所事

業として整備されてきました。昭和 43年、財団法人から社会福祉法人に生まれ変わる際に、理事

を自治会から選出して運営するようにし、園地を寺院から借用する形をとって園舎が建築されま

した。以後、地域の園として保育事業を展開してきました。また、定期的に（年２回以上）情報

開示の会議を行い、地域に理解を求め続けて協力体制を作り上げてきました。 

 幼保一体化は、平成９年の地元自治振興会の「地域の保育・教育を考える会」の中で、議論に

長い時間と回数をかけて進展しました。そして老朽化に伴う新園舎改築を機に、「地域の子は地域

で育てる」、「兄弟姉妹の少ない中、子ども同士が関わり合う機会は重要」、「少子化の中、幼保で

子どもを二分する必要はない」などの意見から、小学校に隣接した幼稚園と合体可能な土地への

移転が決定されました。そして地域の中で“建設委員会”や”資金委員会“も立ち上がるなど、

地域住民の時間や労力の協力、そして多額の寄附金と行政の補助金で幼保一体化の希望を含んだ

新園舎の建設は実現し、地域の財産として大切にされています。 

○「認定こども園」へのステップ 

 保護者の中には幼稚園教育への信望もあり、「保育所における幼保一元化」についての保護者説

明の必要がありました。地元の民生児童委員が中心となって懇談会が幾度となく開かれ、保護者

の率直な意見を聴き、園として要望も受け入れる姿勢をつくり、保育所で幼稚園機能も担うこと

への理解が得られることにつながりました。 

 その後、幼保一体化の新園舎で新しい保育体制を作ったものの、保護者から「０～５歳児まで

いる保育所と幼保一体化園との相違は何か」との疑問が起こりました。 

 長い間、保育所として機能してきた当園の起源は“農繁託児所“であったこともあり、”保育所

で幼児を教育する“というのは当地域において馴染みの薄い感覚です。 

 当市では殆どの地域で、“保育所に通っていた子どもたちも５歳児になると全員が幼稚園に就園

する”という、縦列の関係として存在していました。幼保の別というよりも“あの園は教育機関”、

“この園は託児機関”という地域内における意識的棲み分けがありました。保護者は、「５歳児に

なったら幼稚園で就学前に教育をしてもらうので、それまで保育所では預かってもらうだけでよ

い」とのことで、当保育所に対する教育的な期待は少ないものでした。また、同級のみんなと一

緒の生活や体験をすることも求められ、この地域の習慣に従って幼稚園や保育所を利用していた

実態もありました。 

 公立幼稚園が休園となり、これまで仕事を辞めてでも受けさせたかった“幼稚園教育”や、長
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年実績のなかった“５歳児保育”を当保育所が引き受けることに不安が生じ、保育者も自信のも

てない状況の中、幼保一体化への変革は当初多くの地域住民や保護者に、「大きくは願う姿である

が、詳細において期待はずれのものである」かのように受け止められました。 

 保護者に保育の教育機能にも満足と安心感を得ること、保育に欠けない子どもがいる場合、そ

の入所も可能になることが求められました。その解決策を見いだすのに苦慮していた時期に“幼

稚園機能と保育所機能が一体となった認定こども園”の制度が誕生し、その合理的で、説得力の

あるしくみこそ求めていたものであるとして、慎重審議を経て認定こども園の認定申請に至りま

した。 

○行政との関係の中で 

 市では、平成 18 年末に「こども園に関する基本方針」が策定され、「こども園の実施に関する

条例、規則」が制定されました。当園が認定申請するにあたり、施設整備事業や短時間部への補

助体制の他、入所手続きや保育料に関する事務のきめ細かな指導や協力も得られました。また、

県からの補助金や課題解決に向けての聞き取り、相談等の援助もいただくなど、多少の不安はあ

りながらも落ち着いて運営を行っていくことができました。そして、認定こども園として進んで

きた現在、子育て支援事業を充実させることの必要性や事務が繁雑なことに対する理解もいただ

き、補助支援体制の強化を得ることができました。 

 肝心の保育内容についても、市から保育指導者を派遣してＯＪＴ、カリキュラム作成指導等を

受けています。その他に、平成２１年度は幼稚園の現場で一年間実地研修を行う「幼稚園教諭研

修事業」を企画、当園からも参加して研修を積んでいます。 

 

２．認定こども園としての取り組み 

１）一人ひとりの子どもの生活の実態に即した保育の確認 

 認定こども園には、保育に欠ける子も欠けない子も入園でき、両者共通の保育・教育を受ける

ことができます。幼稚園籍・保育所籍との大きな違いは保育時間の違いです。よって、短時間部・

長時間部と表現できます。 

 当園はバス通園ではなく全員が保護者の送迎です。短時間部のお迎えは 14時と一定ですが、長

時間部は 16 時から延長保育を含め 19 時と様々です。家庭の状況が異なる子どもたちも、社会性

や心身の発達に必要な集団活動を行い同じ体験を楽しんだ後、それぞれに応じた生活が家庭や園

で行えます。短時間部の子も、時には家庭の事情により保育所の一時預かりを利用し長時間の保

育も可能です。 

 また、年度途中に保護者の就労が変化した場合、短時間部・長時間部で籍の移動が可能で、家

庭事情が変化しても子どもは同じ園にいることができ、子どもへの悪影響は避けられます。そし

て、そのような安心感が保護者を支援することにもなっています。 

 保育所型認定こども園と公立幼稚園で預かり保育を行う場合とを比較すると、認定こども園で

は「給食施設を完備している」、「３歳未満児の保育設備が充実している」、「０歳児～５歳児の成

長発達の見通しのある保育ができる」などの利点があります。 

 今までの保育と何が変わったのか、何のための変化なのかを職員間で確認しあうことから認定

こども園としての取り組みが始まりました。 
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２）保育内容の見直し 

 保育所に幼稚園機能が付加されたことで、幼稚園教育について研究する必要に迫られました。

当園の保育士は幼稚園教諭の免許を所持し、幼稚園教育に関する理解はありますが、公立幼稚園

での勤務実績はありません。また、「保育のねらいには養護と教育をしっかり設定し、保育所でも

幼児教育を立派に行っている」、「保育所においても幼児教育をおこなっている」と自負しても、

保護者や第三者、また幼稚園関係者が納得し認めなければ自信を持つことはできません。 

 そこで、保育計画や指導計画の見直しを行い、保育所保育指針・幼稚園教育要領を礎に、園の

保育計画を見直し、新たな保育計画の再編に取り組む必要に迫られました。これにより、これま

での保育を振り返って整理し、地域の特性や実態を把握した上で今後の保育方針を新たにし、具

体的な保育方法や保育者の姿勢を確認するなどして指導計画を作成する作業に移りました。 

 市では、平成 19年度に「認定こども園保育・教育課程」の編纂が進められました。市内の保育

所、幼稚園からの委員６名とそれぞれの分野からの専門家２名によって、それはできあがりまし

た。その基本形をベースとして当園の「保育・教育課程」を策定し、それをもとに長期・短期の

指導計画を作成して保育を行っています。 

 この“これまでの保育の見直し”や“新たな保育・教育課程の策定”の作業こそ、保育の本質

をより深く考える絶好の機会であったと思います。何かのきっかけがなければ惰性や慣れや習慣

で日々を過ごしてしまいがちです。“変化”というものは、慣行をも課題とすることができます。

また、これまでの感覚に変化を迫られることで、原点に立ち返って保育の本質を確認しようとす

ることにも繋がりました。 

 

３）職員研修の深まり 

 新たな保育計画（保育・教育課程）や指導計画の策定にあたり、保育者の専門性を高め、園内

研修として時間を設け、目標を持ち計画をたてて研修を進めてきました。 

 平成１８年度は、研修を進めるにあたり、オブザーバーとして外部講師を招いて研修のあり方

から学びました。 

  ①研修を進める者（主任）の役割  研修のアプローチ、その方法等 

  ②研修のねらいを明確にする    テーマ（サブタイトル）を設定する  

  ③研修のルールを決める      時間、レジュメ、講評、感想文等 

  ④研修の方法を確認する      誰もが一度は講師（問題提起者）になる 

  ⑤具体的な研修計画を作成する   年１０回程度、具体的な内容を提示 

 ※H18 研修テーマ 「これからの保育所のあり方を考える」 

             ～保育職の専門性と倫理はどこにあるといえるのか～ 

 平成１９年度は、箱にカードを投入する方法で職員の意識調査から始めました。困っているこ

とや改善の余地のありそうなこと、嬉しいこと、仕事に関することで感じていることを一文ずつ

書いて箱に投入する方法で意見集約し、園や職員の課題を見出すことにしました。（問題、疑問、

要望に分類）この中で、すぐに善処できそうなものは実行し、無理なものは説明して理解を得る

ようにし、残ったコメントから課題を探り、研修の計画をたてていきました。 

※ H19 研修テーマ 「認定こども園 I園のカリキュラムを完成させると共に、 

           互いに成長しあえる保育者集団になる」 
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 平成 20 年度からは、第三者評価を受審することを念頭におき、マニュアルの整備や自己評価を

柱にした研修を行っていきました。 

 ※H20 研修テーマ 「高い専門性と豊かな資質をもった保育者をめざす」 

 平成２１年度は、ロールプレイや意見発表を中心とした実技研修を計画、第三者評価も受審し

て園の特徴や課題を再確認することとしました。 

 ※H21 研修テーマ 「 （20年度同様） 」 

 

４）保育の方法（保育のシステムと勤務体制） 

 保育所だけの時代は、午後にも園外保育やおやつ作りをするなど集団活動を行うことがありま

したが、みんなで終わりの会を行った後、短時間部児は１４時に降園し、おやつを１５時に摂る

ため、午後のまとまった遊びのプランは殆どありません。そのため、午前の遊びをより綿密に計

画することになりました。 

 また、短時間部児が帰宅した後、４、５歳児担当の保育者は保育から離れ、反省や計画の立案、

教材研究などを行う時間を確保しています。勤務は短時間部・長時間部の別なく、保育部門の正

職全員によるローテーションを組んでいます。 

 園全体として長時間の保育体制の中、打ち合わせや職員会議をどのように持つのかは課題でし

た。職員の共通認識や理解、情報の共有は、保育を進める上で欠くことのできない非常に重要な

事柄です。月２回の職員会議の内容を濃いものにするため、細かな連絡は日中に１５分程度のミ

ーティングの時間と記録ノートを設けました。その他、電話連絡や研修報告の方法を改善し、日々

の内に課題を消化できるようにしました。これらの工夫によって職員会議において、子どもの問

題をより深く考えられるようになったと思います。 

 

５）地域の関心を高める 

 園が変革するにあたり、地域で支えられ守られてきた園としては、一連の詳細を開示する必要

がありました。“しくみが変わること”、“名称が変わること”を知らせるために、説明も十分に行

わなければなりません。地域内で園に関する話題が増し、関心を集めることになりました。あわ

せて子どもの様子や事業の紹介も行うこととなり、変化をきっかけに“子どもに関する情報”を

提供することとなりました。当該地域では子ども出生率が急低下し、将来の自治体運営、地元の

今後の発展や社会全体への問題について考えあう題材にもなりました。子どもの問題は社会の問

題であるとの認識が人々の間に浸透する機会になったと思います。 

 地域の人々によって生まれ守られてきた園として、人々の願いを感じとり、子どもをしっかり

見つめられ育ちを保障し、その期待に応えていかねばなりません。そうすることでさらに地域の

関心を高め、よりよい保育へ向かっていくように運びたいと思います。 

 また、地域の人々は貴重な人的環境であり、地域は重要な社会環境であることをふまえ、子ど

もの豊かな育ちにどんどん生かしていける保育の計画力を養うことが求められます。 
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Ｉ 園のコメント 

 

 本園は現在は保育所型ですが、旧町にある保育所と幼稚園を統合して作られています。少子化

のために選ばざるを得なかった方策であるのですが、その経過で地域全体が設立とその後の維持

に関わっていることが 大の特徴です。それは同様に、地域において幼稚園・保育所を統合して、

総合的なこども園施設を作ろうとするところに大いに参考になります。 

 

１．地域に根ざす園 

 元々、この地域では運営形態としては民間であっても、町の住民が自治会といった単位で経費

を負担して保育所を作り、運営してきていました。少子化のためにやむを得ず、統合することに

なったのですが、その際も町の住民が支えてきたのです。 

 そもそも理事が自治会から選出されています。寺院が中心となって作られた社会福祉法人です

が、むしろ自治会立・地域立と称すべきものです。理事長も自治会側から出ています。園舎を移

転し、改築する際には、時間を掛けて、住民と話し合い、幼保を一体的に行うべきだという結論

へと至りました。子どもの数が少ない中、すべての地域の子どもは同じ園に通い、関わり合うこ

ととしようという理念の下で進められたのです。必要な経費も旧町の補助金とともに、自治会の

構成世帯いくらという割り当てで、ほとんどの世帯がそれに応じたということです。 

 この地域はそれまで子どもを小さい内は保育所に通わせ、小学校入学前の 5 歳になると、幼稚

園に転園させる習慣だったそうです。しかし、この住民との話し合いを通して、幼保一体のあり

方への理解が生まれ、保育所にほとんどの子どもが通うようになりました。その過程で、それま

で幼稚園で行ってきた幼児教育の意義を思い起こし、新たなこども園では幼児教育もまた充実さ

せて欲しいという要望が強くなっています。それに応じての研修のあり方もまたこの園の特徴と

なりました（後述）。 

 地域に根ざしているのは現在の運営のみならず、研修や日常の管理においても現れています。

理事と職員で「ふたば会」という研修と親睦の会が作られています。隔月の夜に研究会を行い、

理事から地域の事情や要望を説明し、延長からは園の運営の状況を伝え、職員は保育の現状を報

告します。また保育所保育指針等の勉強会もここで行っています。 

 日常の保育活動でも地域の特に高齢者が随時手伝いにきてくれます。地域の老人会がボランテ

ィアで庭木などの手入れをしてくれています。園庭は相当に広いので、その手伝いで助かってい

ます。畑なども適当に世話をしてくれます。園児と一緒の活動もよくあります。栽培活動やその

他で、地域の人たちが指導をしてくれて、保育者の働きを補うとともに、幼児が地域に親しむき

っかけとなっています。 

 

２．市が支える 

 このこども園のある旧町を含めて、丹波市がしっかりとした方針を持っていることも大事な点

です。それが地域に根ざす園のあり方を可能にしているからです。基本として、小学校学区に一

つの保育所、一つの幼稚園という配置になっており、さらに統廃合を進める中で、認定こども園

に発展させる計画を立てています。民間であろうと、短時間保育時の保育料は公立幼稚園と同額

になっています。認定こども園に対しても個土育て支援事業や事務への補助金を整備して、子育
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て支援専門員と事務員の配置を可能にしています。会計事務は一本化しており、その後に幼保で

の按分処理を行っています。 

 子育て支援事業の内容も各種の活動がなされています。小学校の就学への移行もなめらかに行

うよう、市の教育委員会において進めています。この認定こども園においても、すぐそばに小学

校がある恵まれた条件を生かすために、指導主事が入って、園と小学校がともになって会議を行

い、接続のカリキュラムを作っています。 

 

３．保育の充実の体制 

 地域からの信頼は、単に必要であるからというだけでは得られません。確かに中身がちゃんと

したものであることが大切ですが、それはすぐに見える成果となるものではありません。それ以

前に、よい保育を実現するために努力すること、そしてそれが他の人にも見えるようになること

が大事であるはずです。 

 保育所時代は急がしい保育に追われる状態でした。認定こども園になり、子育て支援等の新た

な事業が増えただけでなく、幼児教育を充実させることが強く求められるようになりました。特

に公立幼稚園の閉鎖に伴い、そこでの教育機能を認定こども園として引き継ぐことが求められた

のです。 

 まず、職員会議を改善しました。毎日のミーティングと連絡ノートで確実な周知を図ります。

全員参加の検討については月に 2 回、時間を工夫して開いて、考え方を共有し、また教育要領・

保育指針の改訂に応じるなどしていきます。また各保育者が自らの保育の反省を行い、ポイント

として明確にし、新たなメンバーにも伝えていきます。園全体の方針との整合性を図るようにし

ます。実技をロールプレイイングで身につける場もあります。 

 月に２回、教育委員会の幼稚園担当指導主事の訪問を得て、実地の指導をしてもらっています。

また１名の保育者が公立幼稚園の現場に出向し、担任を受け持って、幼児教育の確立を進めてい

ます。その成果は研修報告により全員が共有しています。 

 記述したように、理事とともに研修会を行い、保育現場以外の視点を取り入れてもいます。外

部の保育専門家に来てもらい、保育課程・教育課程の構築・改訂も行いました。 

 丹波市では、丹波市認定こども園の保育課程を委員会で作っています。それを受けて、本園と

しての課程を作ったのです。単に指針をそのままということではなく、市のものに基づきながら、

その町の地域の自然や風土を大切にして、そこに園児が親しむ活動を入れ込むようにしています。

何より、保育課程を作っていくところで、園の保育者全員が改めて保育とは何か、認定こども園

はどうあるべきか、この地域にとって何が必要なのかを問い直すことが貴重な機会となりました。

日々の記録と反省も着実に進めるようにしています。 

 

４．リーダーシップ 

 中心となる園長のリーダーシップもこういった充実した体制を構築していくのに不可欠の働き

をしています。何より、この地域の子どもたちのためによい保育を実現したいという願いと、そ

のために認定こども園という与えられた機会を 大限に実現しようと精力的に動いています。よ

き人を得てこそよい保育となると改めて実感できるところです 
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Ｊ園（佐賀県） 

 

１．なぜ、認定こども園をめざしたか。 

１）待望の認可保育所開設と認定こども園制度 

 本園の母体であるＮ学園は、昭和38年に栄養士養成施設として短大食物栄養科を開設しました。

昭和 40年には保母（保育士）養成施設の保育科を開設して、昭和 42年には附属幼稚園を開園し、

幼稚園教諭養成のための教育実習を学内でも実施してきましたが、附属保育所開設については、

制度的な壁があり実現できていませんでした。 

 一方、平成 11年、附属幼稚園の改築計画が進行する過程で、国の動きとして待機児童・少子化

対策の推進、保育所の設置認可に係る規制緩和等が始まりました。 

 本学園では、幼稚園の改築計画と並行して、佐賀市及び佐賀県に保育所設置について具体的に

打診して準備を進め、短大の中期計画策定の中で附属保育所設置が提案され、理事会の承認を受

けると、幼稚園に隣接する宅地の買収や設計等を開始しました。 

 平成１７年度には、短大及び幼稚園、法人部門が合同で附属保育所設置検討会議（以後検討委

員会）を発足させ、待望の保育所開設に向けて、めざす子ども像の具体化や保育課程の作成、子

育て支援事業の内容を決めていきました。 

 平成１８年、認定こども園の法案が可決され 10月 1日から施行されることになりました。この

ことは、検討会議で論議されていた乳児から就学前までの子どもに対する保育のめざす方向性が

共通理解されるきっかけとなりました。 

  

２）就学前のすべての子どもの発達を保障する保育をめざす 

 検討委員会では、乳児から就学前のすべての子どもに、発達に応じた環境の下で保育と教育を

保障するためには、既存の附属幼稚園と連携した幼保連携型の認定こども園として、その機能を

発揮していくことで意見がまとまりました。また、学園の建学精神である、「あすなろう」を教育

理念とした「あすなろ保育」を共通目標として掲げ、子どもの 善の利益を重視した保育をめざ

すことが決まりました。 

  

３）地域の子育てを支援するセンターの開設 

 大学をはじめ学園全体の総合力を生かして、保育者、家庭、地域社会、行政、NPO、及び大学が

一体となった子育て支援を推進していくために、保育所に併設して子育て支援センターを開設し、

10年に至り幼稚園で実践してきた子育支援を充実発展させることが可能となりました。 

  

４）多様なニーズに対応できる人材の育成 

 幼保連携型の認定こども園では、大学・短大で幼稚園教諭及び保育士をめざす学生、また、栄

養士をめざす学生の実習の場として活用し、多様化した保育現場のニーズに対応できる優秀な人

材の育成を図ることになりました。 

 

 

２．認定こども園としての取り組みと成果 
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１）幼保連携型施設としての環境整備 

 開設する保育所は、幼保の関係がスムーズに運営できるよう学校法人で設立しました。職員の

異動や異動に伴う諸手続きが簡単にできるよう配慮したものです。 

 保育所の園舎用地は幼稚園の敷地の一部とその境界にある民家を買収して確保し、幼稚園舎に

隣接して約 600 ㎡の保育所舎を建築しました。また、120 ㎡の子育て支援センターを保育所に併設

しました。市内の中心部にあって、樹木がたくさん繁った約 6,000 ㎡の敷地の中で、幼稚園児と

保育所児、子育支援センターに通う幼児が安心して伸び伸び遊べる環境があるのは特色の一つに

もなっているのではないでしょうか。 

 

２）合同保育と合同活動 

 保育所の保育課程は、幼稚園の教育課程を参考にしながらも、保育所生活の時間軸を大切にし

て作成しました。幼保は子どもの 善の利益のために協力し合うというのが基本的方向性です。

一方、就学前の教育という視点からは、ある一定の子ども集団が必要と考え、保育所児の４歳児

と５歳児は、平日 9 時 30 分から 14 時まで幼稚園で合同保育を受けています。４歳児は、４クラ

スあるうち１つのクラスにまとめて所属させ、少人数の生活から徐々に大人数の生活に慣れるよ

う配慮しています。年長児になると４クラスにそれぞれ分けて所属させ、自ら友達作りにチャレ

ンジする環境提供を行っています。 

 ４歳児になって、１クラスが 10 数人の保育所から、１クラスが 30 人の幼稚園での生活に慣れ

ると、年長組になって 120 名の同学年で取り組む様々な活動にもたじろぐことなく、協調性や社

会性、協働力や自ら調整する力が育っています。 

 ０歳児から３歳児までは、学期ごとに行事や活動の一部を合同で取組み、色々な人に慣れ親し

んでいます。約 90％が核家族で育つ子ども達が、幼・保の先生や子育て支援センターに集う高齢

者、小中学生等の触れ合いで心を通わせ、優しい気持ちやうれしい気持ちを体験しています。 

 

３）子育て支援 

 本園が、認定こども園にして も充実発展したのが子育て支援です。幼稚園で 10年に亘り培っ

てきたノウハウを生かし、６つの事業分野で 24の講座を開講しました。認可保育所として、セン

ター型の子育て支援事業が受託でき財源が確保されていることは、何より様々な事業を展開して

いく希望とやりがいに繋がっています。 

 

４）職員の研究・研修体制 

 幼稚園教育要領及び保育所保育指針で求められている、質の高い保育や多様なニーズへの対応、

子育て支援等のサービスは、保育者の日常的な研修・研究が欠かせません。 

 認定こども園としてスタートする時点では、園内研修は幼保合同で進めていく計画をしていま

したが、保育所職員の勤務ローテーションが幼稚園職員とうまくかみ合わず、別の方法で実施し

ていくことになりました。幼保それぞれに研究・研修委員会を作り、同じ講師から指導を受ける

ことで、保育・教育方針や目標、子ども観がぶれず、同じ価値観で同一方向を見た研修が可能と

なりました。 

 幼稚園では、研修時間やメンバーの構成は固定化していますが、保育所では、その都度決めて
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います。ただし、幼稚園で合同保育を担当している保育所の職員は、幼稚園での研修にも必ず参

加しています。 

 

５）保護者会の活動 

 保護者会は、幼保の規模が全く違うことから、それぞれで活動しています。幼稚園は午前中、

保育所は夜間の活動が多いようです。 

 運動会や親子プログラムの際は、幼保の保護者が協力して連携をとり、サポートして頂く体制

が整ってきています。 

 幼稚園の保護者会主催のバザーでは、保育所の保護者も自主的に協力をされるようになりまし

た。益金で開催する子ども達への観劇会には、保育所児も招待して頂いています。 

 

６）大学との連携 

 本園は大学の附属園として、教員の研究や合同研究への協力、学生の保育実習、学習支援等の

役割も担っています。研究成果は保育現場にフードバックされ活用されていきますが、各学校と

の協力体制の強化や調整のために、認定こども園協議会が作られ毎月１回の予定で開催されてい

ます。 

 この協議会は、認定こども園としての目的を達成するため、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重要な事項を調査・審議し、その円滑な運営を図ることを目

的としています。 

 協議会は、学長、副学長、事務局長、子ども学部長、子ども学科長、子ども学科から選出され

た教員、幼稚園及び保育所園長、その他園長が指名した職員で構成されています。 

 主に次の事項について協議しています。 

  

（１）就学前の子どもに対する幼児教育・保育の提供に関する事項 

（２）地域における子育て支援に関する事項 

（３）地域子育て支援センターに関する事項 

（４）保育者の資質向上等に関する事項 

（５）食育推進計画の策定等に関する事項 

（６）大学、短期大学部、幼稚園及び保育所との連携に関する事項 

（７）自己点検・評価及び情報の提供に関する事項 

（８）事故防止及び防災等の体制に関する事項 

（９）各種委員会の設置及び改廃に関する事項 

（１０）その他認定こども園の運営に関する重要な事項 

 

７）認定こども園としての成果 

 認定こども園として出発して 3 年目に入った昨年の夏、職員間でどのような成果があったか検

証を行ったところ、下記の結果が出ました。 

①合同で実施した行事や活動で交流教育の場が増えた。 

②子育て支援が豊富な講座と人材で充実した。 
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③合同保育を 2年目から導入した結果、就学前教育が充実した。 

④幼稚園を選ぶか保育所を選ぶか利用者に選択肢と優先権ができた。例えば、保育所から幼稚 

園に移籍するのは満 3歳からならいつでも可能。幼稚園児に弟妹が生まれ保育所に入園する 

場合優先権。 

⑤一時預かり保育事業が充実した。H19 年度は 766 人が H20 年度は 1,126 人に増加 

⑥幼稚園の預かり保育の給食実施日数や預かり時間が保育所に近づいてきた。 

⑦大学に子どもネットワークが設立された。 

学園全体に拘わらず、公私立幼稚園・保育所に勤務する保育者や地域の子育てサークル等が 

連携して研究していくことが可能になりました。 

 

８）今後の展望 

 保護者へのアンケートを分析すると、保育所の保護者は幼稚園の教育が受けられること、養護

面が尊重されていることへの感謝の言葉が多く見られました。一方、幼稚園の保護者は、認定こ

ども園になった利点を感じている人は少なく、幼稚園の預かり保育に対しての要望が多く見られ

ました。預かり時間の朝、帰り共に保育所並みに延長してほしいことや土曜日預かりの実施、手

作りおやつの実施などがあげられます。また、幼稚園での 2 歳児受入れの要望も多く出ていまし

た。 

 これらの意見や要望から、本園の今後の認定こども園の方向性として、「幼稚園のより保育所に

近い機能性」をキーワードに掲げ、機能充実と強化をしていきたいと思います。 

 特に、就労女性への支援では、「母親の負担を軽減することで子どもも幸せに」をキャッチフレ

ーズに、笑顔とありのままのわが子の姿を受容できる母親を増やせるよう努力していきたいと思

います。 

 現在、保育所から幼稚園にはいつでも移籍できる体制ができていますが、制度上の制約と定員

の問題があり、幼稚園から保育所への移動がスムーズにいきません。 

 これらの課題にも積極的に解決策を見つけ、選ばれるこども園をめざしていきたいと思います。 
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Ｊ園のコメント 

 

１．認定こども園の機能 

 J 園は、昭和 42 年に養成校附属幼稚園として開園。平成 19 年に学校法人立で保育所を開設し、

認定こども園として取組みを行っています。 

 学校法人が保育所を運営するにあたって、「保育所の幼稚園化」とイメージするのですが、「保

育所の機能を幼稚園に」と捉え保育所と幼稚園の融合を図っているのが J 園の方向性の特徴と考

えられます。法的には幼稚園の機能、保育所の機能としか表現できませんが、この地域の全ての

子ども・保護者にとって、幼保という形ではなく、J園がどう機能を果たすのかということで取組

みをしているようにとれます。 

 認定こども園をするにあたり、学園の目指す方向性を再確認したこと、また幼保の保育観の違

いも子どもの 善の利益を目指すという職員間の共通目標を持つことで、幼保ではなく、子ども

のためにという学園・保育者の強い思いを生んでいるようです。そのため、養成校附属園という

環境を生かし、幼保の共通を図るため、「園内研修の充実」また「地域の子育て状況把握」と、認

定こども園機能としての広がりを見せています。 

 

２．子育て支援事業 

 J 園では、さまざまな形で子育て支援を展開しています。「親子支援」「食育活動」「地域支援」

と幼稚園で実践してきたことを認可保育所のセンター型子育て支援事業として財源が確保された

ことで、より一層の取組みができています。 

 子育て家庭を対象とした支援、地域の老人の集いの場としての茶話会、小・中・高校生との異

世代間交流と支援の幅を広げることで、児童相談所等の公的機関とのつながりも深まり、地域の

子育て・子育ちネットワーク機能として事業展開をしています。またそれらの活動を「ぽぽら通

信」として広く情報発信にも力を入れています。 

 認定こども園では、子育て支援は必須機能とされ、J園の取組みは地域の子育て力向上・ネット

ワーク作りの好事例と考えられます。 

 多くの認定こども園で、必須機能として子育て支援を実施していますが、現行制度ではその活

動に財的支援はなく、ここまでの事業の幅と広がりは難しいと感じます。認定こども園の必須機

能としての子育て支援は、財的支援は検討すべき課題と考えられます。 

 

３．研修の取組みなど、保育の質向上への取組み 

 幼保合わせ 400 名ほどの子どもの保育を行っていますが、幼稚園・保育所の保育をすり合わせ

ることには、大変な苦労をしたようです。幼稚園の保育、保育所の保育という保育観の相違があ

ったようですが、同じ価値観での「園内研修の実施」ということで共通理解を図っています。 

 J 園は養成校附属園ということもあり、認定こども園の課題を探るという観点から学園内に「認

定こども園協議会」を設置し、いろんな課題について協議を行い、現場へ「園内研修」という形

で日頃の保育の見直しとしています。保育観などの課題を大学講師等との連携を持ちながら園内

研修を実施することで、保育の質の向上へとつなげています。課題を協議し、園内研修の充実を

図り、現場に生かすという保育の質の向上へつながる良いサイクルが生まれています。 
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 幼稚園の生活時間と保育所の生活時間があるため、園内研修の時間の確保にも工夫がみられま

す。幼稚園では定期的な園内研修、保育所は全員揃うことが困難なため、同一研修を２回実施し、

どちらかに保育者が必ず参加し、共通理解を図るように取組んでいます。 

そのための保育者のローテーションも含め、養成校附属という環境もありますが、園児・保育者

が多い認定こども園の取組み方としては一助となる事例です。 

 

４．都道府県や市町村、地域の各機関との連携 

 J 園の認定こども園としての取組みは、総合機能としての広がりを見せ、課題に対しても検討で

きる仕組みを持ち、今後もなお一層の機能充実が予想されます。 

 その背景には、養成校附属園という学園の規模もありますが、地域性はじめ県や市町村の姿勢

にもあるように感じます。 

 J 園が位置する佐賀県の中心部では、働く母親の増加に伴い、潜在的待機児童がみられ、認可保

育所の設置に至っています。地域の子育て状況を踏まえた園の取組みを県や市町村が労働政策と

してだけでなく、保幼小の連携にも力を入れるなど、子どもの育ちを考えた認定こども園機能を

理解し、サポートしているように感じます。大きな財的なサポートということではないのですが、

認定こども園の総合機能が、子ども・地域の将来につながると考えています。 

 幼保連携型には幼保の認可等の問題があり、各県・自治体にて認定こども園の認定状況は異な

りますが、佐賀県の子育て政策は認定こども園に関らず、参考になると考えます。 
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Ｋ園（長崎県） 

 

１．なぜ、認定こども園をめざしたか？ 

○幼保の垣根を除いて、こどもの育ちは皆、同じ！ 

 昭和 51 年に保育所が認可、平成２年に幼稚園が認可になりました。そして、認可保育所と認可

幼稚園が連携して、平成 19年 4月に認定こども園となりました。 

 当園の保育所、幼稚園は隣接しており、当初から年令に応じた目標（保育指針・教育要領）を

合同で作成し、行事等も合同で行ってきました。さらに、放課後児童クラブや民間児童センター

も隣接し、18 歳までの地域の子どもたちの育ちの支援を実施しています。あらゆる子ども達の

善の利益を共に求めつつ、全職員で取り組んでいます。 善の利益とは、子どもの一人ひとりが

持っている権利を保障すること、心身共に豊かな人として成長することと考え、励んでいます。 

 

２．特徴的な自治体の姿勢 

<１>研修の充実 

 本県では、認定こども園化を支援する体制が整い、推進事業に力を入れています。その一環と

して、「認定こども園保育者資質向上講習会・研修会」という形で２つの大学を指定し、県の委託

事業として平成 19年度から幼稚園教育、保育所保育を講義、演習形式により実施し、保育者の資

質向上を目指しています。 

 具体的な内容は以下の通りです。 

※保育所関係では 

①保育所保育の社会的役割とこどもの発達について。（90分×４講義） 

②保育所における保育内容。（90分×４講義） 

③食育、小児栄養。（演習を含む 90分×４講義） 

④保育士の資質向上。（90分×４講義） 

⑤保育所実習 2日間。（１日８時間×２日間） 

※幼稚園教育では 

①認定こども園と親子の絆。（90分×４講義） 

②幼稚園での遊び実践、研究。（90分×４講義） 

③認定こども園の成果と今後の課題。（90分×４講義） 

④保育者の感性と子どもへのかかわり。（90分×４講義） 

⑤幼稚園実習 2日間。（１日８時間×２日間） 

 このような内容で幼稚園、保育所それぞれの立場、内容を理解するとともに、保育者の資質向

上を目指しています。実施に際しては、参加しやすいよう 8月～9月の各土曜日を利用して、より

多くの参加を図るために代替保育士の確保に対する補助も行うなど、配慮がなされています。 

 

<２>子育て支援サービスの促進 

 子育て支援専任保育士配置に対する補助支援があり、より幅広く充実したサービスの提供促進

がなされています。その中で、①専任職員を配置のうえ、地域のすべての子育て家庭を対象に、

子育て支援事業を週３日以上実施する。（①親子の交流の場の開設・育児相談②家庭訪問による相
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談事業は必須）、②事業の回数や内容については地域の需要を把握するため、事前に市・町の意見

を聴き、事業計画を作成する、といったことが義務づけられています。 

 認定こども園となり、子育て支援に対する取り組みは幼稚園、保育所としての取り組み以上に

内容的にも広く深まり、子育ての援助にとどまらず、親子・夫婦・嫁姑・友達間の問題や地域社

会での人間関係など多機にわたる相談や助言を必要とし、専門分野との連携も必要となっていま

す。特に、地域の民生・主任児童委員や保健所等との連携は必須ですし、病院、特別支援の必要

な子どもに対する情報提供や行政からの指導助言も必要です。安易な交流ではみえてこない人間

関係の土台の部分についての支援の必要性を痛感しながら、より専門性を身につけた交流の大切

さを感じています。 

 子育て支援に関する平成 20年度の実績は以下の通りです。 

〇親子登園 

 子育て情報の提供、親同士の交流や協力、子ども同士の交流を主な目的としています。週３回、

年間 142 回実施。述べ 1709 名が利用 

〇親子レクリェーション 

 地域の子ども及び保護者が相互の交流を行う場所として園内を解放し、ゲーム、ダンス、製作、

親子遊び等を提供しています。月２回実施。年間延べ 223 名が利用。 

〇相談事業 

 親自身が育つ「親育ち」支援、子どもの自力を育てる「子育て」支援、この二つを目標として、

支え合う子育て相談支援に取り組んでいます。随時相談（不特定時間対応）年間 98回実施。年

間延べ 173 人相談。 

〇家庭訪問 

 専任の保育士により、地区の子育て家庭を訪問し、保護者の子どもに対する不安や疑問、夫婦

間、姑、仕事などの悩みなどに助言、援助を行っています。週３回、年間 98回実施。年間述べ

190 人対応。 

〇一時保育事業の実施 

 在園児との交流の中で、保育所をより理解し、安心して利用できるように努めています。登録

制とし、利用児の負担のないように配慮しています。 

 ０歳から２歳児が対象で年間 114 名利用（年齢別の割合 1：1：2）。 

〇マザーズカレッジ 

 子どもの笑顔や喜ぶ姿に、共に喜べる親であってほしいと願い、園内親子支援として観劇、音

楽、コンサート、映画上映等を行っています。年３回実施。その中で２回は地域一般の皆さん

も参加可能です。 

 

３．認定こども園になって 

 認定こども園となって、次のようなメリットや課題が見えてきました。 

《メリット》 

〇認定こども園の名称使用により、教育、保育及び子育て支援機能等が総合的に確保された施設

である事が地域住民に対し示すことができる。 

〇保育に欠ける子どもも、欠けない子どもも受け入れることにより子どもの健やかな育ちにとっ
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て大切な集団活動や異年齢交流の機会が確保される。 

〇認定こども園においては子育て支援が必須の機能とされており、在宅の子育て家庭への支援を

含む地域子育て支援がより可能となる。 

〇食育の観点から見た成長、発達の促進に力を入れることにより、個々の家庭内保育のようす、

生活の組み立てが理解しやすくなり養護教育としての観点の幅が広がる。また、生命維持の基

本となる食事と健康、心の発達と食事の関係など多覚的方面からの助言、指導ができる。 

《課題》 

〇幼稚園児・保育所児（3才児～5才児）の合同保育時間４時間の教育効果はそれなりによい成果

が見られるが、教育時間外の過ごし方を比較して見ると少し差異が見られる。それは職員の認

識に要因があると思われる。保育所は個を大事にするあまり、個人の都合に合わせがちである。

幼稚園は保護者が仕事をしながらでも子どもの負担にならぬように配慮をしている。 

〇職員の勤務体制については雇用形態の違いにより、雇用体制の統一ができない。保育所３交替

＋特別保育担当者（常勤+非常勤）幼稚園３交替＝正職員のみ（幼稚園職員の負担度が多く見ら

れる。） 

〇子育て支援講演会や食育、生活習慣のアンケート等、保護者支援を重点的に行っているが、そ

れぞれの保護者の子育てに対する関心に差異があり、保育所児の保護者の感心が薄く協力者の

少ないのが現状である。 

〇保護者の生活に合わせた施設利用の域をこえない保育所児とこどもの教育を優先する考えの中

での幼稚園利用者では保護者側に根本的な面での違いがある。そこを仲良く一緒にしてゆくこ

とにはお互いに戸惑いがあるように感じます。 

 ０歳～２歳は養育と保育をしっかり行なう保育所で、３歳～５歳は教育を主体としたシステム

に移行し、子どもの育ちを保護者が主体となっていくことを園側が媒介し、子どもと保護者がと

もに考え合い、かかわり合い育てていくことにより、育ち合う子ども集団ができよい結果が出る

と考えます。 

 

４．園内研修体制の構築と保護者間の意識の変化 

 平成 17年度に県の研究モデル園としての指定を受け、２つのテーマに基づき研究を進めました。

当園は同一理事長による社会福祉法人・学校法人の経営・運営という利点があり、比較的スムー

ズにお互いに歩み寄ることができたと考えます。 

 しかし、月日が経つにつれ、保育と教育の捉え方の違いや体験活動を通した各年齢の個の育ち

と集団の中での育ちに対する見解の差異が生じ、保育計画作成に対する検討には時間を要しまし

た。そうした中で、研究を経たこともあって、子どもの育ちの連続性をより理解し、０歳児から

の保育の重要性が分かってきました。年齢に応じた発達と体験を通じた遊びの中で身につき促進

される学びの習得から、成長という形でつながってゆくことを改めて知ることができ、よりお互

いのコミニュケーションの大切さや、日々の保育のあり方と教育としての働きかけの必要性を実

感しました。 

 

 保育所は平成 19年度に外部評価を受けました。幼稚園は平成 21年度に学校評価を受けました。

それぞれの自己評価にも取り組み、自らの保育・教育を見つめ直す機会も設けています。保護者
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の求めているものの違いをはっきり知ることができ、改善すべきこと、力を入れるべきことなど、

対応方策を知ることができました。それぞれの園の相互理解を深めるために合同研修はもとより、

理事長・園長・主任のミーテイングを毎日行ない、相互の状況を把握することを実践しています。 

 このほか、園内研修を週２回（保育所の午睡時間を利用）実践し、参加できない人にも通達す

るように促しています。 

 具体的な園内研修は以下の通りです。 

研修内容 

〇相互の園の概要と事案。解決・対処の方法 

〇保育所指針、幼稚園教育要領の理解 

〇特別支援を要する児童に対する対応と対策 

〇保護者間の連携の取り方（苦情処理、行事、役員会、その他） 

〇職員の勤務体制（役割分担の組み立て、スケジュール化） 

〇相互の園外研修の報告と実践 

〇共通研修への積極的な参加 

 ３歳未満児については、特に個々の育ちをしっかり把握し、その子に合った手助けができれば

と考えています。保護者に対しても、子どもに対しても、より 善策は何かを常に考えて行動し

ています。３歳児以上については、集団力の効果が個を成長させていくことを意識し、体験から

学ぶことの大切さや他人との関わりを意識することにより、自我を知り、他人への思いやり心が

目覚めてくることを大切にしています。 

 また、保護者にとって認定こども園への移行は、保育所の保護者にとっては戸惑いも多くあっ

たようです。直接契約を拒否して転園する人、保育所が幼稚園化すると言った誤解のもとに転園

してゆく人が平成１７年・１８年・１９年度と続きました。幼稚園の保護者からは教育の低下に

つながらなければという声も聞かれました。その一方で、子育て支援面での支援が幅広くなり、

保護者から好評価を受けました。保護者の意識にも違いがあることを踏まえた上で、入園説明の

中で認定こども園の制度、メリット、園の保育・教育の方針を示し、保護者が理解した上で入園

されると判断し対応しています。 

 父母の会組織も合同で行っています。３年が経過し保護者会も落ち着いてきました。お互いに

垣根を越えた交わりができつつあります。また、日々の保育の中での気づきを具体的に伝えたり、

話し合ったりする中で、保護者自身が変わってゆく様子も見られ、子どもと同じように大人も認

め褒め励ましながら、お互いに子どもと共に生活していることを意識しています。 
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Ｋ園のコメント 

 

１．行政と連携した研修の充実 

 Ｋ園は、学校法人立の幼稚園と社会福祉法人立の保育所を一体的に運営している幼保連携型の

認定こども園です。両法人とも１人の理事長が兼任していることに加え、認定こども園になる前

から幼・保が併設されていたことや、平成 17年度に総合施設モデル事業を受けていたことなどか

ら、比較的スムーズに認定こども園への移行を果たしました。 

 しかし、それでも認定こども園として一体的な教育・保育を行っていく中で、幼稚園を受け持

っていた職員と保育所を受け持っていた職員との間で、教育と保育との捉え方の違いや子どもの

育ちに対する考え方の違いなどが生じていました。そこで、K園では、園内研修や職員会議などを

工夫し、教育・保育に対する相互理解を深めるとともに、職員間の意識の共通化を目指しました。 

 園内研修については、保育所の午睡の時間を利用して週２回の研修機会を持ち、１回でも参加

できるよう努めています。それでも業務の関係で参加できない職員に対しては、研修内容を伝達

し、できるだけ共通理解が得られるよう工夫しています。これまで行ってきた研修の主な内容は、

幼稚園教育要領と保育所保育指針の理解、行事や苦情解決など保護者との連携の取り方、特別な

支援を必要とする子どもに関する対応のあり方、園外研修の報告、相互の役割分担やスケジュー

ル化など勤務体制の改善といったものです。 

 また、職員が集まりやすい土曜日には毎週職員会議を開いているほか、必要に応じて部門ごと

のスタッフ会議を開くなど、相互理解や意識の共通化が図られるよう、コミュニケーションの機

会をできるだけ多く持つようにしています。 

 さらに、大きな特徴は、Ｋ園のある県が認定こども園の普及・充実に熱心で、認定こども園に

対する研修事業に力を入れていることです。具体的には、県が研修計画をたてて、県内にある２

つの大学を指定して、「認定こども園保育者資質向上講習会・研修会」を実施しています。 

 具体的には、幼稚園が夏期休業となる時期を中心に、毎週土曜日を利用して１０コマの研修（講

義と演習）を義務付けており、そのうち３コマは他の園で実践的な演習を受けることになってい

ます。認定こども園の幼稚園担当職員は他の保育所で、保育所担当職員は他の幼稚園で、それぞ

れ教育・保育に関する研修を受けます。 

 その際、研修期間中は職員が手薄になるため、職員を研修に出している認定こども園で代替職

員を採用した場合、県が代替職員の費用を補助する仕組みになっています。それによって、積極

的に職員を研修に出せる体制を支援しているわけです。 

 認定こども園で幼保一体的な教育・保育を行っているとはいえ、職員は主として幼稚園か保育

所どちらかを担当しているため、たとえ幼稚園教員免許と保育士資格を併有していたとしても、

幼稚園、保育所いずれかの考え方に傾きがちです。園内研修によって、そうした考え方や意識の

ずれをなくしていくことが重要ですが、県行政が積極的にそれを支援する体制を講じていること

は、認定こども園にとって大きな手助けとなります。 

 とりわけ、専門的な講義だけでなく、実際に他の幼稚園や保育所で延べ２日間にわたり一日中

保育実習を受けることは、保育者にとって貴重な経験となります。幼稚園機能と保育所機能を兼

ね備えた認定こども園であっても、自園にいるだけでは意外に見えない教育・保育の特徴が、他

園の保育に自ら関わることによって具体的に理解できます。その意味で、都道府県がそこまでの
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支援体制を講じていない地域であっても、認定こども園においては、自園の職員に他園での保育

実習を受ける機会をつくるよう務めることが期待されます。 

 このほか、Ｋ園では、平成 19 年度に保育所部分が第三者評価を受け、平成 21 年度には幼稚園

部分が自己評価を行いました。それによって自分たちの教育・保育を見つめ直し、良い意味で幼

稚園と保育所の特性、保護者の違い、改善すべき課題、対応策などが少しずつ見えてきたようで

す。自己評価にしても、第三者評価にしても、教育・保育の方針や目標、内容・方法、園内体制

などを客観的にふりかえり、自らの保育を捉え直すことで、さらに教育・保育を高める重要な機

会となります。こうした評価と研修を組み合わせることにより、認定こども園の質の向上や職員

の資質の向上が期待されます。 

 

２．多様な子育て支援 

 認定こども園となったことで、これまでの幼稚園、保育所それぞれで取り組んできた子育て支

援にも幅と深さが求められるようになってきています。専業主婦家庭のような幼稚園利用の保護

者や、共働き家庭や母子家庭のような保育所利用の保護者、さらに未就園児のいる在宅子育て家

庭など、保護者の置かれた状況も様々です。こうした多様な家庭状況の保護者に配慮して子育て

支援が求められます。 

 Ｋ園は、親子登園（週３回）や親子レクリエーション（月２回）、子育て相談（年間 98回）、子

育て家庭訪問（年間 98回）などの支援事業を実施しているほか、一時保育事業を通じて未就園児

と在園児との交流を図ったり、地域の人も参加可能な園内親子のためのマザーズカレッジを開い

て、観劇、音楽、コンサート、映画上映等を行うなど、多彩な支援活動を展開しています。 

 また、放課後児童クラブを行ったり、社会福祉法人が高齢者施設を運営しているため、小学生

や高齢者との交流も図られています。そうした中で、単に子どもや子育てに関する支援、援助に

とどまらず、親子・夫婦・嫁姑・友達関係にまつわる問題や地域における人間関係など、様々な

相談や助言を必要とされる場面もあるようです。そのため、自園の職員だけでなく、民生・主任

児童委員や保健所、病院、関係行政機関などと連携し、必要に応じて指導・助言を得られる体制

をつくっています。それによって、Ｈ園が地域におけるワンストップ・ショップとして機能する

ことが求められていると考えられます。 

 

３．子育ちと親育ちの総合化 

 認定こども園となったことで、それまでの保育所利用の保護者の中には保育所が幼稚園化する

と誤解して転園した人や、逆に保育所化すると思って転園した幼稚園利用の保護者などもあった

ようです。けれども、認定こども園のメリットや特徴、園の教育・保育方針などを丁寧に説明し

ていく中で、子育て支援の充実とも相まって次第に評価を得ていったようです。保護者会も幼保

合同で活動することによって、互いの理解が深まり、保護者も変わっていったと考えられます。 
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Ｌ園（大分県） 

 

１．なぜ、認定こども園をめざしたか？ 

◎幼保一元の取組み 

 当園の前身である保育所は、昭和 25年 9月１日の開園より社会福祉事業として、共働きの家庭

の子ども達を中心に保育を行ってきました。また、幼稚園は、昭和４６年に学校法人立として開

園し、教育事業として就学前までの子ども達を保育してきました。 

 保育所は福祉事業、幼稚園は教育事業と事業を分け、保育に欠ける子どもは保育所に、そうで

ない保育に欠けない子どもは幼稚園を活用してきましたが、両園とも基本理念は、「保育に欠け

る・欠けない」にかかわらず、地域のすべての子ども達の健全育成を目標としています。 

 しかし、近年の地域の子どもを取り巻く環境は、核家族化や共働き家庭の増加、少子高齢社会、

地域における人間関係の希薄化と、大きく変化しています。多様化した保育サービスや地域ニー

ズといった中で、地域の子育てへの貢献を求められている当保育所・幼稚園にとって、従来通り

の「保育に欠ける・欠けない」と分けた子育てシステムでは、十分な対応が難しくなってきまし

た。 

 そうしたことから、今後の保育所・幼稚園の事業展開として、地域の子育て家庭のニーズに包

括的に対応すべく、就学前の教育・保育を一体として捉えた、一貫した幼保一元施設を建設し、

保育・教育機能、子育て支援・相談機能、児童健全育成機能を備え、地域に広く保育環境を提供

していきたいと考えてきました。 

 ０歳から５歳児（就学前）までの子ども達を一貫して保育することで、延長･預かり保育の充実、

給食･食育の推進、小学校との連携と、これまで以上に保護者・地域に安心・安全な子育て環境を

提供できると考えています。 

 当園の基本的な保育目標と保育のねらいは以下の通りです。 

◎保育目標『すこやかな体 ゆたかな心 を育てる』 

・保育のねらい 

 乳幼児期の育ちは、生涯にわたる人間としての健全な心身の発達や社会の変化に主体的に対応

しうる能力を培い、生涯学習の基礎となる重要な時期です。個人差・環境差・生育歴に十分ここ

ろをくばり、集団生活を通して、養護と教育とが一体となって豊かな人間性をもった子どもの育

成を計ります。 

 したがって、次のような子どもを育てたいと願っています。 

  ① 健康な心と体の子ども 

  ② 決まりの大切さを知り、友達と協力し、思いやりのある子ども 

  ③ 自信をもって取り掛かり、それを生活に取り入れ、命の大切さを知る子ども 

  ④ 自然体験、社会体験など具体的な生活体験をし、豊かな感情、好奇心、思考力、 

    表現力のある子ども 
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２．認定こども園としての取組みと成果 

（１）幼保合築園舎の建設 

 平成 20 年 4月 1日より、幼保連携型の認定こども園としてスタートいたしました。 

 認定こども園を目指す以前の平成１５年頃から、保育所・幼稚園の理事会において、①幼稚園

園舎の老朽化、②少子・高齢・人口減の地域状況、③地域ニーズ、をテーマに幼保合築施設建設

の協議を始めました。 

 ただ、当時はまだ県内に社会福祉法人と学校法人の合築という前例はなく、また「平成の大合

併」の時期にあたり、なかなか建設計画が進みませんでした。園舎の合築計画がなかなか進まな

かったため、先に保育所と幼稚園の保育の融合を考え、平成17年より幼保合同職員研修会を始め、

３、４、５歳児の合同保育を展開してきました。当初は同じ保育を展開する簡単なことと考えて

いましたが、１日の生活や幼保のシステムのあり方に関して、保育所・幼稚園の文化や保育観の

違いを痛感しました。 

 そこで、平成 18年度より、①保育者の人事交流、②幼保合同の部署会議を始め、保育者間の意

思疎通を図りながら、平成 20年 4月から園舎・子ども・保護者・保育者が一体となった事業展開

に至りました。 

 理事会協議から園舎建設まで、５年という膨大な時間を費やしてきましたが、今では「私たち

が行ってきた、また行おうとしている保育とは」ということを考える、とても必要な時間だった

と受け止めています。 

（２）地域の特異性 

◎子育てシステムの限界 

 当園は、小さな町にあり、待機児童がいるという町ではありません。認定こども園を目指した

のは、町の教育・保育の状況に当園が応えられなくなりつつあったからです。 

 町の教育・保育の状況は、中学校１校、小学校２校、公立保育所１園、私立幼稚園・保育所（当

園）であり、小学校に上がる子ども達の大半は当園の卒園児です。そのため、小学校とスムーズ

に連携するために、当園では保育所は４歳児までの受入れとし、５歳児になれば幼稚園で受け入

れ、全員が園生活を共にし、小学校に引き継ぐという連携をしていました。 

 小学校とのスムーズな引継ぎを維持するためには、幼稚園と保育所のスムーズな引継ぎが必要

ですが、近年では核家族化や共働き家庭の増加に伴い、①幼稚園と保育所の降園時間の違い、②

保育料の違い、③保育の連続性と、今まで通りに行うことが困難になってきました。 

 当園は、戦後お寺を開放し、地域復興のために「地域の子ども達すべて」という思いで始めた

保育所・幼稚園です。地域活性化のため地域ニーズに応え、０から５歳児までの子育てシステム

を新たに創らなければなりませんでした。 

（３）幼保合同保育について 

 平成 18 年から幼保合同の保育を展開するために部署を設けました。保育所と幼稚園が共に保育

をするということは簡単なことではなく、保育者の意思疎通がとても大切だと考えたからです。

そのために以下の部署を設けました。 

 ①運営部 

  テーマ「すべての子どもの 善の利益」 

 各部の総括をします。園長・主任・副主任で構成し、園の方向性や細かな調整をします。 
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 ②保育・環境部 

  テーマ「すこやかな体とゆたかな心を育てる」 

 平成 18 年より今までの保育計画の見直しと幼保一体の保育計画の作成をしてきました。保育目

標「すこやかな体とゆたかな心を育てる」を実践するために、０歳～５歳児クラスの代表で構成

し、日々の保育の共有を図っています。なお、新園舎になって施設利用についての協議もしてい

ます。 

 ③行事・研修部 

  テーマ「子ども･保護者･保育者の笑顔のために～自分の保育を振り返ろう～」 

 今までの保育所・幼稚園は、運動会・保育参観・海水浴等合同行事をしていましたが、別々の

行事もあり、「年間行事計画」を立て、調整しています。 

 また、保育の質を高めるためには、研修が大切だと考えています。年間研修計画を立て、年３

回の園内研修の企画をしています。 

 ④食育推進部 

  テーマ「楽しく食べる子どもに」 

 以前の幼稚園はお弁当でしたが、今では全ての子ども達に園内調理の給食を実施しています。

ただ給食を提供するだけではなく、子どもを取り巻く食環境は、「朝食の欠食」「一人で食べる個

食」の増加など、大いに変化しており、これがもたらす実態として、元気がなく遊べない、体力

の衰え、低体温、内股でよく転ぶなどの、子どもの体の変化がみられることを保護者に呼びかけ、

よりよい食環境をつくりたいとご協力をお願いしています。 

 

◎取組み事項 ◎目指す子どもの姿 

①給食の実施 

②『給食だより』による情報提供 

③月１回のお弁当日 

（１）お腹がすくリズムのもてる子ども 

（２）食べたいもの、好きなものが増える子ども 

（３）一緒に食べたい人がいる子ども 

（４）食事づくり、準備にかかわる子ども 

（５）食べものを話題にする子ども 

 

 以上、４つの部署が月１回会議をしています。まだまだ工夫は必要ですが、当初は幼保の調整

にとどまっていた会議が、少しずつですが「こども園の子ども・保護者・保育者」という一体的

に共有する意識をもてるようになっています。 

 

（４）子育て支援について 

 ①地域子育て支援「ひまわりキッズ」 

 この事業を始めたことで、この地域も核家族化が進んでおり、在宅での子育てに苦労している

ということを実感しました。地域の子育て状況を把握し、在宅の保護者、また在園の保護者に対

しても、子どもの成長をどう伝えていくのか。「保育文化の伝承」について考えながら、子育て支

援を進めていきたいと考えています。 

  ◎テーマ「共に遊び･共に学び･共に支えあい育てる場所」 

  ◎対象 乳児から入園するまでの子どもをもつ家庭と保護者・妊婦 
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◎取組み事項 ◎目指す子どもの姿 

①給食の実施 

②『給食だより』による情報提供 

③月１回のお弁当日 

（１）お腹がすくリズムのもてる子ども 

（２）食べたいもの、好きなものが増える子ども 

（３）一緒に食べたい人がいる子ども 

（４）食事づくり、準備にかかわる子ども 

（５）食べものを話題にする子ども 

 

 ②一時保育「にこにこサポート」 

  年間を通して利用者は多くありませんが、随時受入れをしています。小さな町ですが、核家

族化が進行すると共に、複雑多岐な子育て環境が存在し、一時的なサポートを求めている家庭が

あると感じています。 

 

（５）新たな取り組みに向けて 

 ①保育の見直し・連続性「全ての子どもの 善の利益」 

  幼保一体化施設の認定こども園とすることで、親の就労の有無で保育を展開するのではなく、

地域の子ども全てを保育するという「原点に還れた」ことによって、これからも当園の創設の理

念を見失わず、子ども・地域の状況を見つめながら、地域貢献ができると考えています。 

 地域貢献をするにはまだまだ課題がありますが、乳幼児期の育ちは、生涯にわたる人間として

の健全な心身の発達や社会の変化に主体的に対応しうる能力を培い、生涯学習の基礎となる重要

な時期であることを理解し、０歳から５歳までの保育の連続性を考え、小学校との連携をさらに

進めていく必要があります。 

 ②地域子育て支援 

 安心してこの町に住んでもらうためにも、子育て不安を解消できるサポートが必要だと考えて

います。「子育て不安を解消する」、つまり「子どもの成長過程を伝えていく」ことが大切であり、

これは在宅の保護者のみならず、在園の保護者に対しても「保育文化を伝承」する機能を果たせ

るよう、当園が地域子育て支援を展開しなければならないと考えています。 

 ③職員会議・部署会議の時間の確保 

  保育所・幼稚園の保育者全員で、ローテーションを組み、以前に比べて効率的なローテンシ

ョンが組めるようになりましたが、その中で日頃の保育を話し合う時間を設定し、全員で共有す

ることが課題です。幼保合同の保育者数になり、職員会議だけでは打ち合わせできないことを、

小さな会議・部署にて話し合い、また朝礼にて確認しあうよう努めていますが、まだまだ工夫が

必要だと感じています。 
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Ｌ園のコメント 

 

１．地域のニーズから出発する 

 本園の位置する場所は大分県の空港の近くですが、しかし過疎化・少子化はかなり進行してい

る地域です。経済的な状況からも多くの家庭は共働きをするようにしています。 

 その一方で、この地域では伝統的に、４歳までは保育所、就学前の１年間は幼稚園という体制

を取ってきました。それが上記のような理由で維持が困難になってきたのです。何より子どもが

少なくなっているので、幼稚園・保育所ともに定員割れという状況が起きています。また幼稚園

において幼児教育を受けさせたいが、保育所で長時間の保育として預かってもらわないと困ると

いう保護者の要望もあります。何より少子化の中で改めて町としてどのように子どもを育てるべ

きかという大きな方向の見直しが必要になってきました。 

 小さな町として、民間とはいえ幼保双方を持つ乳幼児保育・幼児教育の中核となるところです。

元々は寺院であり、その境内を開放する形で地域に奉仕する理念があって開始された園です。地

域のすべての子どもたちのために役立つという方針は当初からの理念であったのです。認定こど

も園が目指すところはむしろ新たなものというよりは、当初からの地域のニーズとそれに対応し

たいとする法人の設立者の意向でもあったのです。 

 そこで、幼保を一緒にした園を作ろうと検討を開始しました。それは認定こども園の制度とし

ての成立以前からなのです。おりしも、幼稚園園舎の老朽化のために立て直しが必要となり、そ

れを機会に幼保合築施設を作ろうと考えました。しかし、社会福祉法人と学校法人と幼保が別れ

ている上に、行政的な対応が進まず、合築はなかなか決定できないでいました。その間、幼稚園

と保育所の保育の融合をしようと試み、幼保合同職員研修会を始めて、３・４・５歳児の合同保

育を開始しました。その過程で、初めは安易に同じ保育を行えばよいと考えていたのが、幼稚園

と保育所の生活や様々なシステムの違いに気付き、幼保は文化として異なるということに気付き、

それをつなげるということについて本格的に検討と実践を進めることにしたのです。 

 保育者の人事交流と幼保合同の部署会議を行い、実質的な保育の一体化を進めました。その上

で、園舎の建築に至り、そこでの合同の保育を進める中で、子どもも保護者も保育者も一体とな

った園のあり方を実現してきたのです。その間、５年間あまりも要したわけですが、それが必要

であり、大切な準備時間であったのです。 

 確かに園の経営ニーズが先走っても、地域のニーズがとらえられ、それに応じていなければ、

認定こども園という新しい施設にしたところで、子どもが集まるわけではありません。特にこの

地域のように、子どもが少人数になり、そもそも地域に保育施設・幼児教育施設がごくわずかし

か設置されていなければ、その施設がすべての地域の子どものために開いていくしかありません。

そういった地域ニーズに応じた園となりうるかどうかは、第一に地域の然るべき人たちに議論に

加わってもらうことと、第二に時間を掛けることが必要です。同時に試行を通して実践的に可能

なことを模索していくべきでもあるでしょう。 

 保育の場で少しずつ可能性を広げて、新たな保育のあり方を模索する必要があります。幼保の

それぞれの長い伝統からすれば、一緒にすることはそう簡単によい保育が生み出されるとは言い

難いと思えます。丁寧に段階を踏みつつ、幼保の良さをともに生かしながら、新たな総合的な保

育の施設を作るのだという意気込みと、それこそが地域に適ったことなのだという確信とを持っ
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て、進んでいく必要があります。その具体的な実例をここに学ぶことができます。 

 

２．バランスをよく取った総合的な施設として 

 本園の保育に特段の傑出した個性があるわけではありません。どちらかといえば、通常の保育

を丁寧にやっているということであるでしょう。 

 だが、それは多くの認定こども園でそうざらに見られることでは、実はないのです。落ち着い

て保育者が保育を行っており、子どもは安定してその場にいて生活し遊んでおり、保護者は穏や

かな表情で子どもを預けに来て、また迎えにきています。その姿は幼稚園や保育所が当然形とし

て成すべきことであり、当たり前すぎてわざわざ好事例とすべきでないかもしれません。 

 しかしそうではないと思うのです。始まってまもなくの認定子ども園でそういった普通の丁寧

な保育を展開できることは希有ではないが、そうどこでも見られるということではありません。

実をいえば、通常の幼稚園・保育所でもそう多くないかもしれないが、とりわけ新たに始まった

認定こども園は落ち着きを欠くことになりやすいものです。それだけ長い幼稚園と保育所の伝統

を融合させることは困難なのだし、まして総合して認定こども園として幼保一体的な保育のあり

方を実現していくことは一朝一夕にはできません。 

 そこをどのようにして本園は超えてきたのでしょうか。何より既に述べたように、地域のバッ

クアップがあり、また地域に応じて園を作っていこうとする設置者の姿勢にああります。同時に、

実際に時間を掛けて、地道に実践での幼保の各々のやり方を洗い出し、担当の保育者の考えや思

いを大事にしながら、実践しては変えていく繰り返しを通して、新たな保育を作り出してきたと

ころにあります。 

 結果的に、幼保のどちらから見ても、幼稚園でもあるといえば言えるし、保育所と思えばそう

でもある、幼保の一体性が実現しました。課題がないというのではありません。課題は山積して

います。ただ、そのベースとなる幼保の共通の土俵と、それぞれの良さを生かそうとする姿勢を

園長以下のすべての保育者が共有するところに至ったことが貴重なのです。 

 

３．保育の充実に向けて 

 この園の保育が十全であるとは言えません。むしろ発展途上と言った方がよいかもしれません。

でも、その基盤はしっかりと出来ています。幼保合同の保句のための部署を設け、各々の担当者

の相違と工夫を促しています。会議自体は月に１回ということですからそう多いわけではありま

せんが、その中でもこども園の子ども・保護者・保育者の一体的なあり方が理解されるようにな

ったそうです。 

 何より地域の０歳から５歳のすべての子どものための幼保一体施設を作ろうとする意志と見通

しが明確になっています。それを理事者に代表される地域の方々と園長以下の保育者が共有でき

ています。職員会議や部署会議を拡大し、また日頃の保育を話し合う時間を競ってしていこうと

しています。それが保育の充実に向かうかなめです。その折りに何度となく、地域のニーズに応

じることと幼保一体という理念に立ち戻ってほしいと思います。 
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Ｍ園（熊本県） 

 

１）認定こども園に何を期待したのか 

 学校法人設立当初（1979 年）、この地域は農村部であり、市に合併する前でした。入園児の７割

が農家と兼業農家であったこともあり、設立の過程で地域の皆さんの要望などを調査していきま

した。その中で、給食の要望が圧倒的に多く、幼稚園としての原則に照らし悩んだ結果、２年後

に給食室を作り、完全給食を 28年前から実施することになりました。また、その時期から安心安

全な食物という立場で、できる限りそのような素材を使う給食に心がけました。特にアレルギー

児が多く入園してきた頃（1989 年）から、アレルギー食対応の給食作り、健康食とは何かの学習

を繰り返し、有機無農薬・雑穀米に切り替え、添加物のない材料にまで踏み込むようになり、今

でいう食育の在り方を模索していきました。 

 また、設立当初は職員の子どもも含め、働く母親たちから、同じ幼稚園で弟妹の乳児の保育を

してくれると助かるという意見も聞き、４～５人程度の無認可保育施設を近くの民家を使って、

始めることになりました。保育者にとっては、乳幼児の発達の姿を学ぶ機会にもなり、平成１８

年に学校法人立の付帯事業となりました。 

 その後、認定こども園制度がスタートしたことから、いくつかの制度上の問題を感じつつも、

幼保一体化の新しい試みに挑戦したいという思いも強く、30 年前から思い描いていた保育・教育

の垣根のない施設の在り方に一石を投じることができればと考え、認定こども園に踏み切ったと

ころです。 

 

２）幼稚園型の認定こども園になる前の取り組み 

 地域的にも実質的な待機児が多い中で、当園の預かり保育を 20年以上続けてきました。もちろ

ん制度が始まる前からですが、当時は幼稚園の施設内ですることができないため、近くの民家を

借り、乳児も含め長時間保育希望者のための「ちいさなおうち」というイメージで、子どもが安

心する家庭的な居場所づくりとしての認可外保育施設を始めました。 

 その施設は現在、障害児のために市から委託を受けた通園事業（児童デイサービス）の施設に

変わっていますが、その時の取り組みが国の預かり保育制度の始まりと同時に、幼稚園に吸収さ

れ、同時に乳児保育部門も園児が減った空き教室に移ってきました。地域的に、幼稚園設立当初

の農家が中心だった園児も、２０年の間に子どもの空き地や遊び場がどんどんアパートになり、

市営団地もできる中で、働く世帯の増加とともに近隣の子どもは保育所希望者が増え、幼稚園の

子どもが一時的に減少しました。 

 学校法人の寄付行為の中で、付帯事業として認可外保育施設事業を申請し、正式に園の中で保

育所運営を始めたのが、平成１８年でした。その２年後に認定こども園が新しい形として提示さ

れ、設立当初から幼保一体施設を作りたいと考えていたため、幼稚園型で認定こども園を申請し、

認定に至りました。 

 

３）幼稚園型認定こども園の運営の問題 

 幼稚園型認定こども園として、地域の方や保護者の期待の中で始まった取り組みでしたが、一

方で幼稚園型には運営費の補助が出ないという問題が付いて回りました。当然のこととして、当
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市に小規模保育所の認可申請をしたいと申し出ました。しかし、平成 21年度から国の補助体制は

できたものの、当市が認可を認められないという理由（数字上の待機児が少ない）で、「幼保連携

型を法人として志向する」という願いはかなわず、子ども交付金の条件である、「幼保連携を目指

す」という点で自治体の了解がもらえず、補助金申請はできないという事態に陥ってしまいまし

た。けれども、子どもの 善の利益に向けて、環境の充実も重要な問題ですので、学園理事会と

しては独自財源（借入金）で隣接の畑を購入できるよう計画を進めることとしました。 

 そこで思わぬ事態が起きました。その土地が市街化調整区域の土地であることもあり、市にそ

の建築の許可を申し入れたところ、幼稚園型の保育所は認可外保育所と書かれているので、その

ようなものが建っている幼稚園に対し園舎増築は認められないという話でした。もっと驚いたこ

とに、「認可外保育所を市街化区域に移してください」と幼保一体化施設の在り方を根本から覆す

ような意見が出て、幼稚園型認定こども園の不安定要素を改めて実感した事件でもありました。

行政の担当者は、法律の定めるところに認定こども園が幼稚園でも児童福祉法に基づく保育所で

もない建物があるゆえに、たとえ学校法人の建築物でも、開発が許可できないというものでした。 

 この出来事は「寝耳に水」といったものでしたが、結局、現在の敷地の中に増築をし、同時に

用途変更届け（幼稚園以外の使用）を市に出すことで決着がつき、１年遅れの平成２１年１２月

にやっと園舎建設に取りかかりました。 

 もともと社会の新しい試みとして始まったこの制度、幼保の既存の制度をいじることなく幼稚

園等に機能としてつけるというものですから、本来の幼稚園の用途の中に付加されたものではな

いかと考えるのが、当然と思っていましたので、疑問を残したままの建築となりました。 

 私たちは幼稚園の中に保育所の機能を持つことが、２８年間の保育・教育実践の取り組みの中

で、とても重要なことだと考え、認定に踏み切ったのですが、現実はこのように難しいことが起

きるようです。 

 

４）取り組みの意義と成果 

 そうではあっても、幼稚園設立当初から親が働いているかいないかにかかわらず、子どもの育

つ環境はその住んでいる地域の中にあるべきではないか、保育時間も幼稚園であっても、その地

域の実情の中で短時間・長時間保育の選択ができるべきではないか、と考えていたこともあり、

認定こども園の考え方には重要な視点があると今でも確信しており、この試みには大いなる価値

があるのではないでしょうか。 

 当園では、０～３歳未満児の部分が認可外保育所で、３歳児以上は幼稚園という形になってい

ますが、幼稚園の預かり保育児が実質的に 30名以上になっています。時々の利用者を入れると 40

人超す場合もあります。５年間の園児の推移から見て、長時間希望者が常に 30名を超え、満３歳

児の入園希望者が認定になってから急激に増えました。 

＜当園に寄せられる期待の声＞ 

 保護者からの次のような声が寄せられています。 

①働いていなくても、将来働きたいと考えているが、幼稚園から保育所に移らなくても済むので 

希望したい。 

②休に入り育児休業中は待機児がいるため保育所を辞めなくてはならない、第２子を産む時同じ 

ような思いをしたくないので、子どもの生活が安定するように、入園を希望した。（そして実際、 
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第３子の出産時期になった時も安心して子どもを園に預け、無事出産した。） 

③家庭のトラブルで、離婚せざるを得なくなり、引っ越すことになったが、働くために保育所に

移らなくてはならないと地域の保育所に相談に行ったが、すぐに働かなくてはならないにもか

かわらず、保育所に入所できず、少し遠くなったが、当幼稚園児の下の子どもを、満 3 歳にな

っていないけれど、入ることができ、子どもを転園させなくてもすみよかった。 

④稚園在園中に、安心して就職活動ができる。 

⑤不況の中で、仕事が不安定で、働いたりやめたりする場合、子どもの環境を変えなくてすむの

でうれしい。 

⑥保育所に子どもがいなく、子育てに悩みを抱えているが、他の幼稚園では 3歳にならないと受 

け入れてもらえず悩んでいたが、安心して受け入れてもらえ、親としての自信がついた。 

（実際、この３歳以前の受け入れで、多動傾向の子どもが、年長になるまでに相当改善した例

が多くある） 

⑦障害が疑われ、早期に集団生活が求められるが、ほとんどの園が受け入れに消極的で、この園

に相談したらすぐ受け入れてもらい、ほっとした。 

 このような声は、認定こども園になる前の幼稚園内の付帯事業での保育所のときよりも多く、

認定こども園制度の中で守られているという安心感も含め、幼稚園に対する信頼が深まったと捉

え直すこともできるのではないかと考えています。 

 

５）幼稚園と保育所の保育者同士の連携と保育内容の質の向上 

 平成 17 年度幼稚園の園児が急激に減った時点から、運営の改善を図ると同時に付帯事業として

の明確な方針を持ち、理事会で検討協議を進めました。その中で、保育者とも話し合い、私たち

が今なぜ子育て支援を充実していくのかを話し合い、保育所部門を確立すること、今までパート

の先生でやりくりしていた保育所体制を正規職員の配置をし、保育の質を問い直していく取り組

みを開始しました。 

 正規職員を常時保育所部に４名配置することは、運営上は大変厳しいものがありましたが、保

育の質を高める上で職員間の身分の隔たりをなくすことがどうしても必要なことでした。勤務時

間についても、認定を受ける前は、幼稚園の職員が「認可外保育所を手伝う」という思いのほう

が強く、子どもにやさしく接するものの、未満児の保育を語り合うところまではいきつきません

でした。 

 また、長時間保育体制を作る上でも、幼稚園部の先生の協力なしには運営できなかったものが、

認定をとったことで、土曜日などを工夫して保育会議をする保育者の姿勢を生み出すことができ

ました。それは施設に対する前向きなイメージが確立していったことからだと考えられます。保

育者集団の質の向上の上で、この職員体制作りは重要なことだと考えます。そして、保育所部の

先生の大変なときは、積極的に援助するなど幼稚園部の先生たちの姿勢にも変化が見えました。

夏休みなどは、休暇保障のための勤務体制への協力もできるようになり、子どもの育ちが系統的

に見え、連携が深まりました。 

 行事への参加についても、主任たちが保育会議を開き、年齢にふさわしい参加の仕方を保護者

にも伝え、乳幼児に不必要な負担を与えないように工夫が始まりました。保護者もまた理解が深

まり、休みに取り組む行事への参加者が増えました。 
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６）情報の公開 

 子どもとの育ち合いは、保護者との共同の営みであるという立場をはっきりしていないとでき

ないように思います。保護者や地域の方にとって、子どもの通っている教育施設が日常どんなこ

とをしているのか、もし自分たちができることがあれば何か役に立ちたい…。そのように考えて

いる方たちが多いという思いを持ち続けることではないでしょうか。 

 情報の公開というと、立派な事例を公開しなくてはと思いがちですが、私たちはごく当たり前

に、日々の保育の実際を常にオープンにしていること、いつでもだれでも園の中に入ってこられ

るような空気を作ることだと思っています。幼稚園の場所は、隣接地が市街化区域で住宅・アパ

ートですが、幸いなことに道路の反対側はみんな畑と農道です。子どもたちの格好の遊び場とし

て、子どもたちの元気な笑顔を届けています。農家も高齢化が進んでいる中では、「いいですよ、

子どものことだからな」とやさしく見守っていいただいているところです。 

 地元自治会の管理している空地なども、自由に使わせてもらう幸運に恵まれています。またそ

のような交流は、今盛んに心配されている不審者対策にもなっているのではないかと思います。

園を公開することで、みんなの関心が集まり、結果周りの人々が守っているという安心感が生ま

れ、情報を届けてくれるようにもなるのではないでしょうか。危険だからと、幼稚園が高い塀に

囲まれているということが起きてはなりません。基本的な信頼関係をどう取っていくか、園側の

姿勢にもかかっているように思います。 

 また、子育て情報としては、 近の保護者の傾向としては、ホームページをよく見る方が多い

ようで、幼稚園の子どもたちの育ちを伝え、園だよりなども全て公開し、孤立しがちな若いお母

さんたちに情報発信を試みているところです。認定こども園の情報もこのＨＰから問い合わせて

くる方が圧倒的に多いようです。 

 

７）社会的認知が進む中で 

 認定こども園になった年から考えると、平成２１年度は当県でも認定こども園への期待感が高

まり、認定こども園の保育所部門が社会的に評価を受け始める良い結果が出始めています。１７

年度低迷していた園運営も改善の見通しが出てきました。認定こども園というシステムが定着し

始めていることがうかがえます。 

 しかし、乳幼児の受け入れには限度があります。定員と施設の望ましい規模というものがある

からです。保育所と幼稚園の壁がなくなり、すべての思いが、子どもの 善の利益へとつながっ

ていく、そんな時代を早く迎えたいものだと強く感じているところです。 
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Ｍ園のコメント 

 

１．認可外保育の経験が、移行期の課題を少なくしている 

 認定こども園を設置する法人は、少なくともそれぞれの分野で一定の経験を積み、実績を残し

ているとはいえ、多くの場合、未経験な事業を斜めの関係（保育機能を学校法人で、逆に、幼児

教育機能を社会福祉法人で実施するという意味）で実施することになり、保育・教育内容に限ら

ず、運営全般において不安が生じることになります。これは経営者・管理者のみならず、職員、

保護者においても同様です。 

 Ｍ園の場合、認可外事業として保育事業を実施していたこと、幼稚園においても給食室を設け

厨房設備を整えていたこと、障害児福祉サービスなどを通じて地域支援活動を積極的に実施して

いたことなどにより、このような不安は比較的少なかったと考えられます。このことは新たに認

定こども園の設置を考える関係者にとっては示唆的で、十分な事前準備があれば、対応可能であ

ることを意味しています。 

 

２．３歳を境とした保育・教育活動をつなぐ工夫 

  Ｍ園では、保育機能部分を３歳未満児に限定し、３歳以上児については教育機能ですべて対応

する体制となっています。３歳以上の保育機能については、制度上は教育機能の一環と位置づけ

られている預かり保育機能で 18 時 30 分まで対応しています。クラス編成もこれを前提としたも

のとなっており、認定こども園に固有の課題は生じにくい構造になっています。ただし、幼児教

育の本来機能と預かり機能の関係については、制度的には明確に位置づけられているものの、実

践現場においてはまだまだ課題が残っていると言われており、この点についての取り組みは、預

かり保育を実施するすべての幼稚園に求められることになります。 

 もう一つの課題は、保護者の選択ではなく、制度的に年齢により利用する基本機能を分けてい

るため、認可外保育所を利用している３歳以上児（年度途中で３歳になった子どもの意味）につ

いて、翌年の預かり保育の保障をすること、２つの仕組みの間の連携あるいは一体性・体系性を

確保するという、より上位概念での課題が生ずることになります。 

 保育･教育活動に関するこれら２つの課題も、Ｍ園では認定こども園になる以前から取り組んで

おり、経営者は無論のこと保育者、保護者においても大きな問題なく経過しています。 

 

３．総合的な子育て支援事業の展開 

 Ｍ園では、①ちょっと気になるこどもたちの子育て支援事業（週２回）、②園庭開放（週１回）、

③障害児デイサービス事業と連携した発達相談（月１回）、④学童保育、などに取り組んでいます。

県の条例では、子育て支援事業の実施に関しては、業務内容については国の示す運営基準に準ず

る内容としていますが、その実施にあたっては、「専ら当該事業に携わる職員を配置すること」を

求めています。Ｍ園においてもそれにしたがい、①の事業の実施においては、専属の職員を配置

しています。この事業においては、民生児童委員の協力を得るなど、地域との連携も進んでいま

す。 

 障害児福祉サービスを含めた総合的な子育て支援事業は、Ｍ園の大きな特徴です。 
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４．保育士・幼稚園教諭両資格所持者を採用することで、円滑な保育・教育の連携 

職員総数は 30 名で、そのうち 24 名が常勤職員です。年齢別配置をみても、必要数が常勤職員

で確保されているうえに、フリー保育者、非常勤保育者、講師等が別途配置されており、職員体

制は十分に整備されています。保育者としての資格については、非常勤職員を含む保育者 21名の

うち、19 名は保育士および幼稚園教諭の両方の資格を所持し、残る２名も保育士の資格を有して

います。したがって、保育現場の内部異動についても、担任を含め、資格上の問題は発生しませ

ん。 

質の向上に向けての取り組みは、園内研修を中心に行われています。外部研修については、夏

期休業中に主として取り組まれ、研修費も事前にかなり予算化されています。また、認定こども

園への見学研修にも積極的に取り組んでおられます。 

 ２つの基礎資格をいずれも所持する職員を採用し、教育と保育の間のつながりを強化している

点は、Ｍ園の特徴といえるでしょう。 

 

５．積極的に地域活動に参加することで図られる地域・関係機関との連携 

  園内事業における地域との協力はむろんのこと、小学校区レベルに設置された要保護児童対策

地域協議会のようなネットワーク組織に、幼稚園時代からＭ園も主体的に参加し、地域の人に園

を利用してもらう関係、園を支援してもらう関係、園の資源や力を地域そのものでいかす関係と

いう、多様な連携体制が構築されています。 

 学校法人の理事長が兼務する障害児者支援を中心的事業とする、ＮＰＯ法人が隣接地域で活動

しており、このことも地域連携の有効性を高める一助となっているようです。 

 

６．社会的検討課題 

 Ｍ園の取り組みを評価するに際しては、社会的に検討すべき課題として、さらに２つの点を指

摘する必要があると考えます。 

 第１は、社会的に保育所志向が進み、幼稚園利用児が減少するなかで、幼稚園が認定こども園

を設置しようとした場合、保育所設置者との調整が事実上発生するということです。待機児があ

ったり、今後も中期的に子どもが確保できたりする地域では、制度上は当面大きな問題にはなり

にくいのですが、現に保育所においてさえ子どもが確保できにくいような地域においては、幼稚

園が認定こども園を設置する必然性は低くなります。加えて、保育所の管轄が市町村となってい

るため、市町村の担当者次元で、設置に対するちゅうちょ感がでてしまうことは、Ｍ園の事例を

見るまでもなく自明でしょう。 

 第２は、ある程度調整されているとはいえ、児童福祉法および学校教育法の二重の拘束を受け

ること、その結果、事務処理や社会的費用負担等において、設置者が当惑することになるという

ことです。Ｍ園の場合、一方を認可外施設として幼稚園型運営しているために、幼保連携型ほど

大きな混乱はないが、別の問題として、土地利用において混乱が生じています。すなわち、内部

に認可外施設をもつ場合、個々の独立施設を基盤に、機能としてしか法律的に認定こども園を規

定していないため、他方では、個々の施設との関係でしか評価できないということです。このこ

とが、都市計画法や国土利用計画法からの規制で、園舎の設置の障害となっているようです。 
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Ｎ園（宮崎県） 

 

１．認定こども園を志した理由 

 すべての子どもたちの 善の利益を図るために、次のような理由で認定こども園を志しました。 

 (１) 「生きる力」の育成を充実したい 

学習指導要領の中で「生きる力」の定義は次のように述べています。 

○基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、

さまざまな問題に積極的に対応し、解決する力 

○自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性 

○たくましく生きるための健康や体力 など 

  これは小・中・高校の教師研修会でもよく用いられる定義であり、それぞれ年齢層の教師が子

どもたちの「生きる力」を育むために、日々努力して児童・生徒たちと向き合っています。しか

し、不登校や問題行動等、様々な問題に奮闘する中で、「生きる力」を育成する取組を「なぜもっ

と早くから充実させなかったのか」「なぜもっと早くから家庭・地域と連携を取らなかったのか」

と悔やまれる時が多々あります。この定義をよく読むほど、乳幼児期からの取組の充実が欠かせ

ないと感じます。 

 これまでの我が園の取組を見てきても、以下のような反省点があげられました。 

●「自ら考え、判断し、表現する力」を、指導する側のやりやすさを重視して幼児期から奪って

いたのではないだろうか。 

●「他人を思いやる心や感動する心」を、見栄えばかり気にし、形だけのものにしていたのでは

ないだろうか。 

●保護者との関係がうまくいかなくなることを恐れて「たくましく生きるための」取り組みに積

極性がなかったのではないだろうか。 

 乳幼児期からの接し方が、「生きる力」の育成に大きく関わっていることを実感しています。就

学前に、すべての子ども・家庭・地域そして保育士・教師が一体となって取り組むことが大切で

あると切に感じます。そのためには、すべての子どもたちの 善の利益を図ろうとしている認定

こども園として取り組むことが も適していると感じました。 

 (２)保護者との連携を充実したい 

  少子化対策として保護者のニーズに応えていくことも大切であり、働きやすい環境を整えてい

くことも大切であります。しかしながら、子どもと保護者の心の距離が遠くなることによって、

問題行動や不登校など後になって現れてくることが少なくありません。子どもを早い時期から預

ける親の家庭環境も考慮しながら、どう工夫して接していくか、どう乳幼児期の大切さを伝えて

いくかを考えたときに、３歳児からが主なスタートとなる幼稚園よりも認定こども園の方が適し

ていると感じました。 

 (３)地域との連携を充実したい 

 これまで市の管轄としては、幼稚園は「学校教育課」、保育所・保育所は「福祉課」と分かれて

いましたが、平成 21年度より「こども課」が新設され統合されました。また、１市２町の合併に

伴い、公立の認定こども園・小・中一貫の学校が新設されました。 

 このように国と同じように、市が少子化対策、幼児保育・教育をより充実して広めていこうと
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しているこの時期に、保育所・保育所と幼稚園の枠を越えた「認定こども園」で行政・地域と共

に取り組みたいと感じたのです。 

 

２．認定こども園になるまで 

○２歳児特区 

   平成 19 年度、本県は２歳児特区として、幼稚園が２歳児を受け入れることが可能でした。し

かしながらこの特区制度は１年間で終わることになりました。 

○保護者の要望 

   数年前より子育て支援として「未就園児体験教室」等を行っていましたが、２歳児特区制度

が始まると、十数名の保護者が「下の子どもを預かってほしい」と願い出てきて、２歳児の保

育の需要を改めて感じました。しかし、平成 20年度は２歳児特区がなくなり、保護者の混乱が

生じました。保護者の入園させたいという希望は更に増えてきたために、その要望に応えるた

めにも「認定こども園」開園を模索し始めました。 

○行政との関わり 

   平成 18 年度より、園独自の「学童保育」始めましたが、平成 19・20 年度は校区内の１つの

小学校の「学童保育」を市から委託され、市との結びつきが深まりました。しかし、この委託

は２年間で終わり、再び園独自で始めることになりました。 

○公立保育所民営化委託 

   平成 20 年度より、市の公立保育所の民営化に伴い、社会福祉法人を立ち上げ民間保育所を運

営することになりました。幼稚園とは距離があるため、地元に根ざした保育所を目指して開園

しました。ここで、学校法人と社会福祉法人の違いを深く勉強することになり、制度の違い感

じながら、「すべての子どもたちに分け隔てなく保育・教育することはできないのだろうか」と

思うようになりました。 

○園舎増改築 

  認定こども園として３歳未満児の受け入れを決意しましたが、０・１歳児を受け入れるため

には、どうしてもこの施設では不備が多いと悩みました。補助金もなかったので、老朽化した

園舎の改築のために積み立ててきた資金を活用して増改築しました。 

 

３．認定こども園としての取組と成果 

○年齢によって兄弟姉妹を分けなくてもよい施設 

  ３歳を境に保育所と幼稚園に分けて預ける必要がなくなり、保護者の時間的及び空間的な負 

担が軽減されました。複数の子どもを同じ施設に預けることが可能となり、特に働く保護者に 

とっては好都合であるとの声が多く聞かれました。そして何よりも子どもたち自身が兄弟姉妹 

共に同じ施設にいることで心強く感じられ、いつでも互いの顔が見られる距離にいることで安 

心感をもつことができ、明るい表情が伺えます。 

○一貫した保育理念・教育理念 

   挨拶や排泄等、幼児期にとって も大切な基本的生活習慣について一貫した指導ができます。

また遊びにおいても、年齢に応じたコーナー遊びの充実等、園全体で発達に応じた環境を提供

することにより一貫した流れの中で生活できるようになりました。室内外におけるコーナー遊
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びにおいては、自ら選択、自ら決定、そして自ら片付けができるような環境をつくることによ

り子どもの自主性を伸ばしていけるような保育計画を長期に渡って立てることができます。 

   ０歳児から保育所に通っていた子どもでも、幼稚園へ入園して環境が変わると泣いたり、母

親を恋しがったりと不安定な時期を過ごすことが多くみられますが、同じ施設からの移行によ

り、顔なじみの友達と顔なじみの教師のクラスへの進級ということで、子ども自身も安心して

いる姿が多く見受けられます。環境への慣れと馴染みのある保育士・教師への安心感とで安定

した気持ちで移行できると感じます。そういった子どもの姿が自ずと保護者への信頼へとつな

がっているようです。 

○保育士及び教師間の情報交換が密になり、家庭との連携がとりやすくなった取組 

   隣接する施設を生かし、朝礼と職員会をそれぞれ週に２回合同で行なっています。参加でき

ない人には担当者が責任をもって伝えています。各年齢の保育内容や行事に対して共通理解を

もって取り組むことができます。また、同一法人間であるため、保育士・教師間の年毎の移動

は、資格の範囲内で幅広く行っています。給与も同じ基準です。そして、年齢に応じた保育方

法を学びあったり、多くの情報を交換することができます。 

  また、夏・冬・春休みの間は幼稚園の職員も３歳未満児を保育します。子どもたちの成長を

複数の目で見守ることにより、個々をより深く理解することができ、指導計画に生かすことが

できます。また兄弟姉妹で在園する家庭においては、複数の保育士・教師がかかわることにな

るため家庭との情報交換もしやすく連携がとりやすくなります。 

○保護者と園、保護者同士の結びつきが深くなった取組   

   ３歳未満児については、可能な限り送り迎えは室内までお願いしています。小さい我が子が

どのような環境でどのような一日を過ごしたのか、お便りだけではなく保育士と話すことによ

って詳しく聞くことができます。また、おむつを何枚使用したのか、忘れ物はないのかなど、

園に子どもを預けっぱなしではなく、子どもとの関わりを少しでも多くもつことで親としての

実感も深くなっています。また、２週間分の週計画と活動写真を掲示し、子どもがどんな生活

をしているのかを分かりやすく示しています。これにより、家庭での会話にきっかけになり、

子どもを褒めることにつながることを願っています。 

   このように、保護者に対しても個に応じた取り組みを行うことにより、年齢が高くなって一

人の教師が受け持つ人数が多くなった時でも、信頼関係のもと様々な園活動に多くの保護者の

積極的な協力を得ています。 

  また、子育て支援事業でもある「ハッピーサロン(降園後園庭解放)」の時間帯では、保護者

または祖父母が安心して子どもと園庭で遊ぶことができます。我が子がいつもと違い、仲間と

遊ぶ姿も見ることができます。 

  子ども同士が遊んでいる間に、保護者同士の会話も弾み、子育ての悩みや家庭の悩みをお互

いに共感できる時間帯となっています。教師・保育士との相談も行いやすい時間帯となってい

ます。子育て支援活動として、幅広い年齢層の保護者がふれあいの時を過ごしているようです。 

○子どもの成長に応じた自然体験や生活体験に取り組むことができる環境 

   ３歳未満児の施設となると兎角こぢんまりとしたものを連想しがちですが、幼稚園施設とも

併用しますので、様々な生活体験ができる環境の中で生活することができます。幼児期に大切

にしたい自然体験等が出来る環境をコーナーとして園庭に設け、未満児の子どもたちも自由に
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行き来できるようにすることにより、命の大切さを感じたり動植物に対する興味や関心をかき

立てています。 

○深まった行政機関や小学校との連携 

  市の子育てに関する窓口が「こども課」として一本化されたことにより保育所・保育所、幼

稚園、認定こども園、子育て支援団体等の情報を一括して発信されるようになりました。私立

幼稚園にも入園希望者を紹介したり、公立・私立隔てなく活動の場を設けたり、行政への相談

をしやすい環境をつくっています。市の「すべての子どもたちへ」という想いで、認定こども

園幼稚園型に対する事業費も支援していただき、現段階でのできる限りの対応を検討してくれ

ています。また、小学校も就学前教育との連携の重要性を今まで以上に理解し、保育指針や教

育要領、人権・同和教育等の合同研修会を開き、共に内容を深めていこうという気運が高まっ

ています。 

○保護者評価 

  全園児を対象に園に対する保護者からの評価を行い、約 82.7％の保護者から回答をもらいま

した。その中で認定こども園に関する項目の結果を次の表に表しました。 

①０歳から、就労にかかわらず入園できるようになってよかったと思う。 

②就学前まで一貫して保育・教育できることはよいことだと思う。 

③Ｎ園が認定こども園になってよかったと思う。 

④県内でも、認定こども園がもっと増えた方がよいと思う。 

       ※評価の欄 A：そう思う         B：どちらかといえばそう思う 

             C：どちらかといえば思わない D：そう思わない 

０～２歳児  

 

 

 

 

 

３～５歳児 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 ① ９７ ０ ３ ０  ① ８６ １２ ２ ０ 

 ② １

００ 

０ ０ ０  ② ８９ ９ １ １ 

 ③ ９７ ３ ０ ０  ③ ８３ １４ ３ ０ 

 ④ ８７ １０ ０ ３  ④ ８５ １４ １ ０ 

                                                           ※ 数字の単位は（％） 

 ３歳以上児の保護者については、認定こども園について、十分に内容を伝えることができてい

なかった部分もあるかもしれませんし、まだまだ内容の充実が図られていない面があるかもしれ

ません。しかしながら、３歳未満児の結果からも伝わるように、保護者が認定こども園に対する

高い評価と期待感をもっていることが分かった結果となりました。 
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Ｎ園のコメント 

 

○子どもも親も保育者も元気になるこども園 

 園長先生が元中学校の教員だったこともあり、教育における乳幼児期の大切さと親の大切さが

意識されており、保育内容とともに、親への配慮が充実しています。様々な工夫により、子ども

も親も、さらには保育者も元気になれる園という印象を持ちました。 

○空間の工夫による保育の質向上 

 昭和 45年設立の幼稚園がベースとなっており、園舎自体は決して新しいものではないのですが、

教室は空間をいくつかに区切って、子どもが遊びを選べるような工夫がされていました。園庭も、

固定遊具のコーナー以外に、小さな山があって、そこに絵本の読み聞かせができるようなベンチ

が設置されていたり、山にトンネルがあったり、子どもが入れる小さな小屋があったり、変化に

富んでいます。教室内にある服を着替えるコーナーには、服をたたむためのテーブルがあり、た

たみ方の図も貼ってあり、靴を置く場所には、きちんとそろえられた靴の写真と、乱雑に置かれ

た靴の写真が並べて貼ってあり、子どもがどう行動すべきか一目でわかるよう工夫されていまし

た。以前は、先生が大声で子どもに注意することが多かったそうですが、コーナー保育やこうし

た掲示の工夫などで、子どもも落ち着き、先生が大声を出す必要がなくなり、子どもも先生も笑

顔になったという効果が指摘されていました。 

 ３歳未満の保育所部分にも、コーナー保育が取り入れられていて、押入れ程度のスペースに置

かれたミニソファーで子どもがくつろいでいました。保育所部分では、さらに照明を白熱灯にし

て、レースのカーテンをつけるなどして、幼稚園部分とはまた違ったとてもやわらかな心地よい

空間になっていたのも印象に残りました。 

 コーナー保育には、子どもが大人に言われて行動するのではなく、自らどうしたいのか、どう

すべきかを考えて行動するということの教育的な意義も大きいと感じます。また、子ども用のソ

ファが置かれたリラックスできるスペースがあったり、屋内・屋外とも多様な空間があることで、

子ども自身が楽しく、ストレスの少ない環境であることも、コーナー保育のよさだと感じました。

絵も、全員一斉に描くのではなく、コーナー保育を活用して、友だちや先生と会話を楽しみなが

ら、少人数で交代して描くようにしたそうで、各人のペースで描くことができるためか、飾られ

ている子どもの絵がとても生き生きしていました。 

○自然を意識した保育 

 この園には、広い菜園やビオトープがあり、園外にアスレチックなどダイナミックな自然の遊

びができる場所もあります。園庭では動物も飼育されています。教室には、木の葉や実で作った

作品が飾られていて、自然体験が少なくなっている子どもたちにとって、本当に恵まれた環境で

あると感じました。エコ幼稚園として県の認定も受けており、風力発電や太陽光発電によってエ

ネルギーが作られていることが、子どもたちにもわかるようになっています。菜園で収穫したも

のは、スイカ割り、菜種油づくりなど、様々な園の活動に発展し、子どもにとって印象深いもの

になっていると感じました。 

 通園に「歩きコース」があることも特徴的です。創立時からの取り組みで、車が多く危険にな

ったので廃止も検討したそうですが、道端に咲く草花、心地よい風、時には暑く時には冷たい風

など、バス通園では得られない自然を感じる時間が持てるほか、地元の人や小学生とのふれあい、
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交通ルールを肌で感じることなど、様々なメリットがあるため、距離を短くしながらも存続して

いるとのことでした。「幼稚園＝園バス」「保育所＝親の送迎」という固定観念にとらわれず、通

園方法についても認定こども園として何がふさわしいのかの議論が求められます。イギリスでは、

政府が徒歩通学を進めるために補助金を設け、イギリス版認定こども園ともいえる子どもセンタ

ーに対しても、徒歩での通園を進めようとしています。 

○親支援の工夫 

 このように、保育の質の面で優れているとともに、親支援の工夫も大変印象的でした。親向け

の本も充実している絵本の館の無料開放や講演会の開催、未就園児の体験教室、一時保育など、

地域の子育て支援にも積極的に取組まれていますが、園児の親に対する支援がより特徴的だと感

じました。 

 第一に、園庭に大人用のベンチとテーブルが置かれ、早めに迎えに来た保護者が、子どもたち

が遊ぶ姿を見ながらゆっくりできるような配慮がありました。祖父母が早めに家に連れて帰って

も、テレビを見せておくだけということもあり、また保護者は子どもが他の子どもと遊ぶ姿や先

生が子どもと接する姿を見て安心できます。保護者同士が情報交換できる貴重な場ともなり、子

どもにとっても、いろいろな大人と接することが少なくなっているので、日常的に友達の親や祖

父母と接することは、教育的な効果も大きいと考えられます。第二に、できるだけ日ごろの子ど

もの様子を保護者に見てもらえるようにと、１回 30分程度で年３回ほど、都合のつく保護者に活

動を見てもらう場を設けています。こうした参観方式は、園と親の関係を近づけます。第三に、

親に協力を呼びかけ、園の施設を充実させているところです。屋外にランチや作業などができる

テーブルを設置する際、これも全員参加でなく、希望者を募ってみんなで作業するというやり方

で、園のために何かしたいという親の出番を作っています。子どもにとっても親たちがつくって

くれた場所が園にあることは嬉しいことでしょう。第四に、園でいろいろなお稽古事ができるこ

とです。保育所に通う保護者にとって、おけいこごとに行かせたいという思いもあり、その送り

迎えのためだけにベビーシッターを雇う人もいますが、経済的な負担も大きくなります。あるい

はお稽古事を土日に入れることで、家族や友人とゆったり過ごす時間が圧迫される現状もありま

す。おけいこごとがこの年齢にどの程度必要なのかという議論も必要と思われますが、認定こど

も園であることで、親の就労の有無にかかわらず、子どもがいろいろな活動に参加できることは、

大きなメリットであると感じます。 

○地域との関係 

 この園では、絵本の館を活用して、学童保育も行っています。小学生が園児に校歌を教えるな

ど、日常的に園児が小学生と接することで、幼小接続にも効果があると考えられ、認定こども園

が学童保育に取り組む意義は大きいと感じます。そのほか、地域のイベントでマーチングを披露

するなど、地域とのつながりも大切にされています。 

○保育所と幼稚園の関係 

 保育所の担当を、以前幼稚園に勤務していた教員から採用したことで、職員間の連携が非常に

よくなっていました。また長期休暇中は幼稚園の職員も３歳未満児を保育しています。保育所と

幼稚園のやり方の違いをどう融合させるかが認定こども園の難しさの一つですが、幼稚園が保育

所機能を備える際に、退職教員の活用は注目すべきアイディアです。 
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認定こども園の運営のポイント 

～地域のために幼保一体化の園として～ 

 

 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を合わせ、幼児教育と乳児保育・長時間保育を統

合し、加えて子育て支援を進める場として誕生しました。数年を経て、その試行は明確な成

果を生みだしつつあります。その要点を以下にまとめます。 

 

１．基本的な理念を目指して 

〈幼保合同の理念を掲げる〉 

 認定こども園の理念はやはり大切です。単に子どもの数が減ったから幼保を統合したとい

うのでは、現実の面倒に耐えきれないのです。まだ少数しか設立されていない園の段階でパ

イオニアとしての使命感を持つことが大切です。優れた実践を進めているどの園においても、

理想の旗を掲げて、引っ張って行くリーダーがいるのです。 

 その理想は同時に目指すべき方向を示すものです。すぐに実現できなくても、どこに進も

うとしているかを分かっている必要があります。しかもそれはリーダーが承知しているだけ

ではなく、園の構成員全員に伝わり、共有されていくことが大切です。今上手くいっていな

いとか、意見が一致しなくても、どこに行こうとしているかは互いに理解し、そこは一致で

きるということです。トラブルがあったときに考え直す原点となります。 

 

〈その園としての理念と伝統を生かす〉 

 認定こども園は模範とされるような園が既にあるというわけではありません。むしろ、地

域に根ざし、その地域で活動してきた園としての考え方や伝統の上に築かれています。まっ

たくの白紙に新たに作られることは通常はありません。多くの園はいきなり認定こども園に

しているのではなく、それ以前から、何らかの形で幼保の合同の取り組みを行ってきていま

す。そうではないにしても、認定こども園の特徴である、長時間保育と幼児教育と子育て支

援に何らかの形で進めようとしてきています。 

 いずれにせよ、その園なりのそれまでの経緯があり、考えがあり、伝統があります。それ

を無視して、外から認定こども園の理念を植え付けることはできません。良きにつけ、悪し

きにつけ、その伝統を背負い、踏まえて、新たな園の構築は可能です。だったら、それを負

のものと考えず、積極的にプラスの方向に生かし、新たな認定こども園の中で持続し、再生

していく努力が求められます。 

 

２．地域の支え 

〈行政が支える〉 

 認定こども園は新たに認証されて成り立つものであり、また種々の行政からの予算の補助

があって、成り立っています。しかし、それ以上に、行政の積極的な支えや支援が必要です。

何と言っても、先行事例は乏しい段階で、どの認定こども園も幼保を統合した保育のあり方

を形にするのに苦労するわけです。そのための助言は大いに必要です。具体的にこうしたら

よいという助言は行政側としても模索中で出せないとしても、その工夫する時間を支え、共
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に考える姿勢があることは貴重です。 

 資金的な補助もまた大事なことです。巨額の補助は特に財政的に苦しい自治体では大変で

あるにしても、ちょっとした便宜を図ったり、国の補助が行き渡らないところを補うなどが

あれば、現場は助かります。 

 何より自治体が認定こども園を大切なものであり、今後を開いていく試行として地域とし

ても意味があると認め、その思いが園にも伝わり、地域の住民や隣接の幼稚園・保育所にも

メッセージとして出て行くことが大事です。 

 

〈地域の人たちが関わり、支える〉 

 認定こども園は地域の保育の多様なニーズをいわば一手に引き受けようとする施設です。

同じ地域の子どもたちが同じ施設に通えるようにしよう、家庭で養育している親子もそこに

加われるようにしようと考えています。その思いを地域の人たちが共有し、積極的に支えて

くれるかどうか。それが認定こども園の中核にある願いを生きたものにしてくれます。 

 それが公立であろうと、私立であろうと、その園は地域のものであり、地域が支えるので

あり、地域の要望に応えてくれるのだと思ってもらえるかどうか。地域の子どもたちを支え、

それがその地域の未来を形作るのだという確信があるかどうか。逆に、園の側にはそういっ

た期待に応えたいという願いがあり、また実際に園を設立し、運営をするところで、地域側

の期待や意見を聞く体制が出来ている必要もあります。 

 

３．園内の体制 

〈幼保の保育者の合同の研修や活動に取り組む〉 

 元々幼稚園と保育所において働いていた保育者が一緒になって活動するようになるのが普

通です。また認定こども園になっても、本来所属として幼稚園あるいは保育所に属している

というやり方が多いでしょう。各々の出自にこだわり、また今の所属の意識を頑なに保持し

ていたら、新たな幼保を融和し、統合した保育を作っていくことは出来ません。 

 そこで、幼保の保育者が共に一つの園の保育者として研修を行い、また日々の保育を組み

立てていくことが大事になります。初めはお互いに戸惑い、時にぶつかることも出てきます。

それを乗り越え、立場や視点の違いによるとらえ方や関わり方の相違はやむを得ないものと

して受け入れてきます。むしろ、お互いの違いは共に生かしていく財産と捉えることも出来

るのです。そこから新しい保育の形態が生まれてくる喜びを経験するところで、統合の苦労

は無駄ではない、後に生かせるものと確信できれば、保育は前に進み始めます。 

 

〈教育・保育課程や指導計画を全員で考え、連携体制を作る〉 

 教育・保育課程を作る作業は新しい認定こども園にとって 大の課題となるものです。そ

れまで幼稚園あるいは保育所を運営していたとしても、そのカリキュラムのままで使えると

は限りません。さらに指導計画に具体化していくには、認定こども園として新たに始まると

ころ（例えば乳児保育が加わるとか、幼稚園部分が入るとか、子育て支援を常時の活動とす

るとか）を中心に検討していくことになります。しかし同時に、幼保の合同の部分として一

緒に園児たちが活動するところをどう組んでいったらよいのかを考えます。 
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 幼保のそれまでのやり方はカリキュラムであれ、指導計画であれ、たいていは互いにかな

り異なるものです。それを統合していくことはいきなりは出来ません。実態に即して少しず

つ作るなり、それまであったものを少しずつ手直ししていきます。 

 その過程が大事になります。すべての保育者がカリキュラムや指導案のあり方や中身の組

み立てに関わり、各々の意見が出されていくようにするのです。全員の参画により、その園

のいわば隅々まで認定こども園の理念が徹底するのです。 

 

〈保育を進めつつ、教育課程・保育課程や指導計画や環境その他を修正していく〉 

 保育を開始して、しかし指導の仕方を随時直していく必要があります。それはいかなる保

育であろうと当然なすべきことです。ただ、認定こども園の場合、特に試行作業がたくさん

ありますから、実践しながら考え、直しながら実践するという過程がとりわけ大事です。教

育課程・保育課程にしても、単に幼稚園と保育所のそれまでのものをくっつけるというわけ

にいきません。幼保合同の活動が組まれていたり、預かり保育が本格的な長時間保育として

進められたりするからです。通常、幼稚園から始まり、あるいは保育所から進めていくわけ

ですが、いずれにせよ次第に幼保の総合的なやり方へと発展していくべきです。そうなると、

指導計画にしても園の環境にしても今までのものをそのまま踏襲するというわけにいかなく

なります。 

 保育を進めながらの改善の仕組みを園内研究会や部会などといった形で常時進めるように

作る必要があります。それも年に１度の振り返りというだけでなく、折に触れての改善が可

能であるように組織的に取り組みます。 

 

〈子育て支援が重要な業務であるととらえ、専従者を置く〉 

 子育て支援の体制を本格的に整える必要があります。地域に根ざし、地域の応援を受ける

とは、子育て支援についてもしっかりとした体制の元で進めるようにすることでさらに強化

されます。 

 出来れば専従者を置き、通常保育の保育者と共に研修にも参加するようにします。そこで

の教育課程とはいかなくても、指導計画をその目指すところと共に作ります。実際のそのた

めの場を独立に用意することも大切になります。 

 

４．実践の方向 

〈幼保連携型でないにせよ、実践の体制はそれに近づける〉 

 認定こども園にはいろいろなタイプがあります。とはいえ、何からの形で短時間保育と長

時間保育を組み合わせていることは同様です。そうなると、短時間の子どもは幼稚園並みに、

長時間の子どもは保育所並みに、保育の手立てを尽くす必要があります。さらに幼保合同の

ところで、幼保共に共通するところの幼児教育を実現していきます。 

 そうであるなら、呼び名は何であれ、それは幼稚園と保育所が組み合わされたものとなり

ます。各々の配慮すべき事柄は当然そのように進めるべきであるということです。それに加

えて、幼保合同という新たな必要性が生まれていると解するべきでしょう。それに伴い実践

の体制を組んでいく努力が何より大切です。 
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〈子どもの落ち着いた生活を確保する〉 

 新たな園の体制を作るというのは子どもにとってかなり落ち着かない環境となりやすいも

のです。その前の試行段階から徐々に移っている園はさほどの混乱はありませんが、新たに

幼稚園あるいは保育所を付設したとか、新たな建物となったとか、保育者がかなりの数交代

したとかだと、新たな指導計画や勤務態勢を作るといったことで手順が定まらないとか、何

度も改訂を余儀なくされるということになりやすいものです。 

 ですから、まず理想はいろいろとあるにしても、子どもが落ち着いて暮らせるような園の

生活を確保していきます。その上で、保育として追究すべきことを探り、実践しつつ改善し

ていくのです。保育所保育指針の言い方に沿えば、まずは養護をきちんと実現できるように

していきます。その上で、教育の面その他が意味あるものとして形を作っていけることでし

ょう。 

 

〈保育者の安定した勤務の体制と研修の充実を図る〉 

 保育者の力量を向上させていくことで、認定こども園はその理念に近づいていけることで

しょう。そのためには、保育者の雇用形態や職階は様々であるにしても、どの人も同様に一

定の勤務の安定した体制を確保しておく必要があります。勤務が著しく不安定だったり、研

修には一切職務給や研修費などが出ないとなると、向上に向けての努力の意味がそがれます。 

 研修を充実させて、いろいろな園内・園外の研修を可能にし、そこに交代でよいので、園

の職員が参加できるようにしていきます。さらに、そこで得た知見やノウハウを園全体に広

げる場を作ります。どんな研修を行うかについて、認定こども園全体の必要性を見通しなが

ら、計画的に進めます。それはおそらく通常の保育所や幼稚園とも異なり、またその地域や

園の事情により違ってきます。現状と数年の見通しを立てて考えることが大事になります。 

 

〈保護者の理解を得る〉 

 保護者に丁寧に繰り返し説明し、その理解と支援を得る必要があります。しばしば従来の

幼稚園あるいは保育所に通っていた保護者が、その園が認定こども園に移行したり、新たに

設立したりして、認定こども園の 初の保護者になります。どうしても今までのやり方と異

なることが多々出てきます。そこにいちいち反発や懸念が出てきて、時にトラブルになるこ

とすらあります。しかし、そのトラブルはどうせいずれ起こることなのですから、それをよ

い説明の機会と捉え、充分に趣旨を理解してもらい、むしろ応援してくれる存在になっても

らおうというくらいの気構えが必要でしょう。一見したやり方は違うにしても、子どもの立

場を考えると、新たなやり方は少なくともマイナスにならないし、むしろプラスの面も多い

のだと具体的に説明できるようにします。 

 

〈数年をかける〉 

 すぐに認定こども園が落ち着き、すべての保護者や地域の人から賛同や支援を得て、順調

に進むということはまずないでしょう。多くの苦労やつまずきが待っています。しかし、お

おむね 3 年程度あると、保護者の入れ替えも起こることもあり、ふさわしい実践としてのや

り方も見出され、繰り返されるようになることもあり、落ち着いてくるものです。 
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実地調査園の基本事項一覧 

幼 保 計 年齢 0 1 2 3
満３

4 5 小計
合
計

幼 8 5 5 18
保 2 3 2 13 14 19 53

保育者 1 2 1 6 5 11 10
幼 42 65 65 172
保 5 11 21 5 6 6 54

保育者 2 2 4 4 4 4 20 20 40 31
幼 13 15 10 38
保 14 18 18 17 20 11 98

保育者 8 5 3 4 2 2 24 12 36 25
幼 11 29 37 77
保 6 13 11 12 5 5 52

保育者 3 3 2 2 2 2 14 13 27 24
幼 3 13 17 19 52
保 7 6 11 11 5 40

保育者
幼 18 84 99 92 293
保 1 14 18 0 0 0 33

保育者 1 6 7 7 5 5 31 27 58 58
幼 26 45 42 113
保 8 7 12 14 12 13 66

保育者 3 20 11 31 25
幼 57 56 61 174
保 17 16 9 42

保育者 6 4 3 13 14 27 15
幼 12 4 16
保 6 6 6 9 10 16 53

保育者 2 1 1 1 1 2 8 6 14 -
幼 3 89 99 88 279
保 8 16 20 27 32 31 134

保育者 2 3 3 9 6 4 27 32 59 40
幼 45 29 40 114
保 16 27 12 2 2 3 62

保育者 7 6 3 3 1 2 22 6 28 13
幼 1 21 29 32 83
保 9 20 12 6 5 6 58

保育者 3 4 2 2 2 2 15 15 30 20
幼 4 42 60 49 155
保 0 9 7 11 5 15 47

保育者 0 3 2 3 4 5 17 13 30 24
幼 39 54 40 133
保 3 24 11 16 21 20 95

保育者 1 4 3 3 3 2 16 13 29 21
280 45 325

在園児数内訳・担任職員内訳

未記載

180 14 194

60 60

宮崎県
N園

幼 学法 市 5.7 21/4

120

熊本県
M園

幼 学法 市 68 20/4

大分県
L園

幼保
学法
社福

市 3.3 20/4
141

120 90 210

60 460

176長崎県
K園

幼保
学法
社福

市 25 19/4

市 24 19/4 400
佐賀県

J園
幼保 学法

調査園

市 7 19/4 20
兵庫県

I 園
保 社福

東京都
H園

幼 52 19/11 270 0

50 70

学法

60 165

270

町 3.6 20/4 105
埼玉県

G園
幼保

学法
社福

6 11

20 265
栃木県

F園
幼 学法 市 12 20/4 245

326

未記載
市 6.3 20/4 81

92
45 126

福島県
D園

幼保 学法
129

145

新潟県
E園

幼保
学法
社福

45

50
136

市 6.2 19/4 100

19/4

公立 町

180 60 240

90 140

19/4 30

学法

北海道
A園

幼保

幼保 社福 市 3.7

0.2

秋田県
C園

北海道
B園

幼保 市 3.1 21/4

202

228

179

216

69

413

区

2

71

226

40 70

その
他職
員

内常
勤

職員
合計

認可定員

類型
公立
法人
の別

市区
町村
別

人
口（万

人）

事業
開始
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