
主なＯＥＣＤ加盟国の就学前教育・保育の状況
（出典：ＯＥＣＤ保育白書）

国 名 オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ チェコ

主な乳幼
児期の教
育・保育
施設

○長時間デイケアセ
ンター及び家庭的保
育
○４～６歳児はプリ
スクールに入学可能

○保育所は０～３歳児、
場合によってはその前
後の年齢の子どもが利
用
○幼稚園は３～６歳児
が対象

＜フランス語圏＞
○１～３歳児の 21.5％
が保育所を利用、12％
が家庭的保育を利用
○全ての子どもは生後
３０ヶ月からエコール
マテルネル（幼児学校）
を利用できる。
＜フラマン語圏＞
○家庭的保育及び全日
制保育所
○２歳半から６歳まで
幼児学校を利用できる

○０～６歳児の約２４％
が認可チャイルドケアサ
ービスを利用
○多くの州では５歳もし
くは６歳から幼稚園の利
用が可能
○オンタリオ州では４歳
からプレキンダーガーデ
ンの利用が可能
○全ての州・準州で小学
校入学前に１年間公立キ
ンダーガーデンプログラ
ムが提供される

○保育所
○３～６歳児を対象とす
る公立幼稚園

保育時間 ○長時間デイケアセ
ンター
年間を通じて１日

平均１１時間
○家庭的保育
通常１日１０時間

以内
○プリスクール
１日５～６時間

○保育所
１日１０時間

○幼稚園
半数以上が全日プロ

グラムを提供

＜フランス語圏＞
○保育所
年間を通して１日１

０～１２時間
○幼児学校
8:30～15:30の７時

間。放課後ケアも利用
できる
＜フラマン語圏＞
○家庭的保育及び全日
制保育所両者とも年間
を通して１日１１時間
開所
○幼児学校
8:30～15:30の７時

間、放課後ケアも利用
できる

全ての州・準州で小学校
入学前に１年間提供され
る公立キンダーガーデン
プログラムは時間制だ
が、ケベック州では全日
制

３～６歳児の多くが通う
公立の幼稚園は１日８時
間以上

- 1 -



国 名 デンマーク フィンランド フランス ドイツ ハンガリー

主な乳幼児
期の教育・
保育施設

○０～２歳児：家
庭的保育、保育所、
異年齢統合施設を
利用
○３～５歳児：異
年齢統合施設又は
幼稚園を利用
○５～７歳児：基
礎学校の幼稚園ク
ラスを利用

○１～３歳児：家庭的
保育又は保育所を利用
○３～６歳児：家庭的
保育又は全日制保育施
設を利用
○６～７歳児：プリス
クールクラスを利用

○０～３歳児について
は、認可家庭的保育事
業者及び保育所がサー
ビスの提供の基本をな
している。
○その他の保育施設と
して、親保育所（親が
共同で日常の運営に参
加）、企業内保育所、
アルトガルドリ（一時
保育施設）がある
○多くの地域では２歳
からエコールマテルネ
ル（幼児学校）を利用
できる。

○保育所は３歳未満児の
ための保育サービス
○幼稚園は３～６歳児の
ための施設

○３歳未満児対象のチャ
イルドケア施設及び保育
所
○３歳から義務教育まで
の子どもを対象とする幼
稚園

保育時間 通常全日制 １～３歳児の利用する
保育施設は１日１０～
１２時間開所、ほぼ全
ての子どもが終日で参
加

３～６歳児は全日制 旧東ドイツの保育所と幼
稚園のサービスの大部分
は全日制、旧西ドイツの
幼稚園の４分の１が全日
制

○チャイルドケア施設は
１日８～１０時間開所、
夏休み期間あるいは４～
５週間だけ閉所
○幼稚園は１日１０時
間、年間５０週開所
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国 名 アイルランド イタリア 韓国 メキシコ オランダ

主な乳幼児
期の教育・
保育施設

○０～３歳児の
３８％が有償のチ
ャイルドケアに頼
っており、チャイ
ルドマインダー（家
庭的デイケアを行
う者）がチャイル
ドケアの主要部分
をなす
○４歳児の半数強
及び５歳児の全部
が、小学校内に設
置されている幼児
クラスに出席

○保育所は、基本的に
生後３ヶ月～３歳児を
対象
○幼児学校は３～６歳
児を対象

○０～６歳児対象の保
育施設
○３～６歳児対象の幼
稚園
○「学院(hakwon)」（民
間の教育産業による機
関）は、３～１２歳児
に多様な学習カリキュ
ラムを提供

○０～３歳児対象の初期
教育及びチャイルドケア
○３～６歳児対象の就学
前教育には、一般プリス
クール、先住民プリスク
ール、コミュニティプリ
スクールの３つのタイプ
がある

○生後３ヶ月～４歳児対
象の保育所
○０～１２歳児対象の家
庭的保育
○４歳から就学前教育に
入学可能
○乳幼児に発達促進的活
動を提供するプリスクー
ル及びプレイグループ

保育時間 ○チャイルドマイ
ンダーは、通常１
年中全日にわたっ
て、親の都合に合
わせた利用が可能
○幼児クラスのサ
ービスの提供時間
は、9:00～14:00の
５時間

○保育所の１日の開所
時間は、１１～１２時
間が  36％、９～１２時
間が  34％、７～８時間
が27％、７時間が3％
○幼児学校は全日制で、
8:30～  16:30の８時間開
所

○保育施設の  85.6％は
通年で１日１２時間開
所
○「学院」は通常１日
８～１０時間開所

プリスクールは、１日３
～４時間、週５日運営

○保育所及び家庭的保育
は全日制
○４歳児対象の就学前ク
ラスは１日４～６時間
○プリスクール及びプレ
イグループは通常は時間
制だが全日制のところも
ある
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国 名 ノルウェー ポルトガル スウェーデン イギリス アメリカ

主な乳幼児
期の教育・
保育施設

家庭的保育と幼稚
園が０～６歳児に
サービスを提供

○０～３歳児：施設型
保育所、家庭保育所
○３～６歳児：幼稚園

○プリスクールは１～
６歳の子どもに全日制
ケアを提供しており、
ほとんどのプリスクー
ルは保育所の形で地方
自治体が直接整備
○家庭的保育は、１～
６歳の子どもたちにケ
アを提供
○６～７歳児のための
プリスクールクラスが、
小学校への移行を容易
にするために特別に設
置されている

○３～４歳児対象の公立
ナーサリー・スクール
○小学校付設のレセプシ
ョンクラス
○２歳以上の子どもを対
象とするプリスクール・
プレイグループ
○子どもセンターは、親
と子どもに乳幼児の教育
とケア、家族支援、保健、
雇用相談などを１か所で
提供する総合窓口

○０～６歳児に対して、
家庭的保育、チャイルド
ケア、幼児教育施設など
様々なプログラムが提供
されている
○各州の公立学校には３
～４歳児対象のプリキン
ダーガーデンプログラ
ム、５歳児対象のキンダ
ーガーデンプログラムが
ある
○低所得家庭の３～４歳
児向けのヘッドスタート
プログラムがある

保育時間 家庭的保育及び幼
稚園は半日制又は
全日制

○施設型保育所は１日
８～９時間開所
○幼稚園は１日５～６
時間のプログラム

○プリスクールは有職
の親のニーズに合った
時間に毎日年間を通し
て開いている
○家庭的保育は終日の
ケアを提供

○公立ナーサリー・スク
ールは半日制又は全日制
で１日６時間の全日プロ
グラムを提供するところ
もある。
○小学校付設のレセプシ
ョンクラスは全日制
○プリスクール・プレイ
グループは臨時、半日制、
あるいは全日制のプログ
ラム
○子どもセンターは、年
間を通じて夜明けから夕
暮れまでの終日開所

○家庭的保育、チャイル
ドケア、幼児教育施設は、
全日制から１日数時間の
ものまで様々
○５歳児対象のキンダー
ガーデンプログラムは半
日制又は全日制
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