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認定こども園に対する課題と展望

現行の認定こども園は、既存の保育制度と
幼稚園制度の合体型

→そもそもの幼保一元化が、結果的に幼保三元
化になる。（方向性は間違っていないのではない
か）

短期間で作り上げた、既得権の折衷案

→一方で、過疎地等、少子化の激しい地域では、
幼保の統廃合という一定の役割を担っている。



課題点・・・①

課題は大きく分けて4つ。
①４つの類型

多様な類型を用意する事で、量の確保

を期待しているかのように映るが、

結果的には、無認可に「認定」というお墨

付きを与えることになり、保護者の混乱

を招く一因となっている。



課題点・・・②

②直接契約制度の導入

保育園で認可をとっている類型でも、保育
に欠ける児童の判定により、補助金が出てい
るが、「国庫負担金」という性格ではない。

（現行の認定こども園は、国が保育に欠け
る子を、国庫負担金で責任を持って保育しな
ければならない現行の児童福祉法と矛盾す
るのでは？）



課題点・・・③

③幼教免許と保育士資格の統合？

☆幼稚園教諭と保育士資格の存在が壁。

昨今３歳以上においては、同様な保育指
針・教育要領になってきているが、認定こども
園ではあくまでも幼稚園の子は教諭、乳児は
保育士という建前を貫いていることが、現場
の混乱を招き、こども園の本来の目指すとこ
ろと乖離してしまっている。



課題点・・・④

④基準を緩やかな方にあわせた。

幼稚園の基準と保育園の基準は、子ども
にとって、良いほうの基準で合わせて行くほう
が当然と考えていたが、実際には緩やかな
ほうに合わせていった為に、結果的に基準が
下がってしまった事が、懸念されている。



⑤子どもの生活や子ども同士の関わりなどは、幼稚
園児と保育園児で、差が出ているのではないか？
保護者同士の関わりは？

教育内容・保育内容が、職員の資格要件の関係で
関われない職員がいることや、短・長時間の在園時
間の違いによって、子どもたちの意識の中にも幼・
保の違いを認識してしまう結果になっているのでは
ないか？

課題点・・・⑤



認定こども園の展望

幼保三元化

既存の制度を
多少の修正をし
て、多様なニー
ズに対応するた
め、幼稚園と保
育園とこども園
がそれぞれ共
存し、保護者の
選択に資する。

現
行
の
「
認
定
こ
ど
も

園
」 幼保一元化

既存の制度を抜
本的に修正をし
て、将来的に、既
存の幼稚園と保
育園が、こども園
制度に収束して
いくよう、法改正
を行う。



「幼保三元化(案）」

既存の幼稚園制度を残し、保育園制度もそのまま残
しながら、認定こども園制度の事務手続き等を簡略化
や制度の弾力化をするような修正をし、認定こども園
の緩やかな増加を目指して、将来的にも、区市町村
や事業者の選択に委ねながら、日本においては、３つ
の制度を共存させる方法。（但し、できるだけ第一類
型に収束させる）
メリット→①業界や保護者等に大きな混乱は生まれない。

②速やかな対応が可能

デメリット①親の就労等により、こどもの処遇が変わることへの弊害がな

くならず、認定こども園の本来目指した方向とは違う

②保育園の待機児童の解消に効果薄。



幼稚園と保育園の合体ではなく、全てのこど
もたちの乳幼児施設や子育ち・子育て支援施
設として全く新たな制度の構築を目指すよう
に、今回の制度を抜本的に修正する。

当然、既存の幼稚園制度よりも、保育園制度
よりも上位の制度を確立することによって、日
本の子どもたちのために、既存の幼・保が数
年をかけて、こども園に収束していく方向。

「幼保一元化(案）」



①４つの類型

→第１類型のみにする

②直接契約制度の導入

→公的な責任を含む制度にする

③幼教免許と保育士資格の統合？

→統合してひとつの資格にする

④基準を緩やかな方にあわせた。

→こどもの視点で、基準を上げる

「幼保一元化(案）の展開」



４つの類型という考え方を廃止

認可「こども園」（仮称）という認可に一本化

認可「こども園」(仮称）は、就学前の全てのこ

どもを対象に、受入を行う。

「幼保一元化(案）の展開」①

現行

幼稚園児

3～5歳児

保育園児

0～5歳児

幼保一元化
(案）

就学前の全てのこども

0～5歳児



直接契約を廃止し、公的な責任を含む制度に変更。

入所に関して、市町村が関与し、入所の公平性を保
つ。（母子や生活保護・障害児等の優先入所を担保
する）

入所の要件を、例えば

「保育に欠ける」→「社会的生活を必要とする」

に改め、教育・保育を統合した制度とする。

所管を乳幼児専門の官庁に移管する。

「幼保一元化(案）の展開」②



将来的に幼教免許と保育士資格の統合を行う。

幼教でもなく保育士でも無い新たな名称とする。

（例｢子ども師」「子ども士」(仮称）等）

既存の資格者に優遇措置を講じ、早期の資格統一
を促す。

認可「こども園」の子どもを分け隔てなく担当できる
ような資格要件とし、子育て支援も含んだ資格とす
る。（移行期間中は幼・保どちらでも活用できる）

「幼保一元化(案）の展開」③



認可基準は現行の保育所設置基準よりも、
上位で設定し、少子化対策の大きな役割を
担う重要施設と位置づける。

子どもにとって、人的環境・物的環境を整え
た施設とすることで、将来の日本を担う子ども
たちへの重要な投資となるよう、国を挙げて
支援を行う。

「幼保一元化(案）の展開」④



「幼保一元化(案）の展開」④

→別表に基準も含めて（案）として記載

☆ 基本的には、入園を希望する全ての子どもが入園できるも
のとする。（但し、優先度の判定は市町村が公平に行うものとす
る）

☆ 開所時間は現行の認可保育所と同等か、それより長くする。
（現行の基本は11時間開所）

☆ 個々の子どもの在園時間は、社会的生活を営むために、で
きるだけ６時間以上とし、個々の必要な時間を保護者の申請に
おいて決定する。



資格要件を統一することで、園の職員全体で在園
児と関われる事が社会的生活の上で欠かせない需
要事項。

例えば、どの子も最低6時間以上、園で生活する事

ができるようになると、子どもたちに仲間意識や連
帯感などが育ち、社会性や協調性の育成に、その
効果を発揮することができるのでは？

（午前の活動・食事・清潔・着脱・午睡・おやつ等の一
連の生活の流れを確保する事ができる）

「幼保一元化(案）の展開」⑤



まとめ

将来を担う子どもたちの為に、現行以上の子育
て支援策を打ち出し、必要な予算を重点的に
配分する政府の姿勢に期待をしたい。

現場が、真に子どもたちや子育て家
庭の為に、その専門性を発揮できる
ような制度設計が望まれている。

できれば、現行の幼稚園と保育所が
協力して、新制度に向かう事が

大切。



区分 幼稚園 保育所 認可「こども園」仮称

【根拠】

施設の性格 学校 児童福祉施設 乳幼児専門施設

根拠法令 学校教育法 児童福祉法 例）認可こども園法

目的 「義務教育及びその後の教育の基礎 「日々保護者の委託を受けて、 「保護者の委託を

を培うものとして、幼児を保育し、 保育に欠ける乳児又は幼児を保 受けて、社会的生活を

幼児の健やかな成長のために適当な 育すること」 必要とする乳幼児を

環境を与えて、その心身の発達を助 （児童福祉法第３９条） 健全に育成する」

長すること」（学校教育法第２２条）

【サービス内容】

対象児 満３歳～ 就学前の幼児 ０歳～就学前の保育に欠ける児童 ０歳～就学前の児童

開設日数 ３９週以上（春夏冬休みあり） 約３００日 約３００日

保育時間 ４時間を標準 ８時間を原則 できるだけ６時間以上

※預かり保育を実施 ※延長保育、一時保育を実施

保育・教育内容 幼稚園教育要領 保育所保育指針 子ども育成指針

（保育所保育指針との整合性が図られている）  （幼稚園教育要領との整合性が図られている）

【設置主体】

国（国立大学法人を含む。）、 制限なし 基本的に

地方公共団体、学校法人 非営利法人に限定

※ただし、私立の幼稚園については、当分 （但し、既存園は

の間、学校法人によって設置することを 特例で存続させる）

要しない。

【人員】

保育士（教諭） １学級３５人以下 ０歳３：１ ０歳・・・3：1

の配置基準 １・２歳６：１ １歳・・・4：1

３歳２０：１ ２歳・・・5：1

４・５歳３０：１ ３歳・・・10：1

４歳・・・15：1

５歳・・・20：1

資格 幼稚園教諭専修（院卒） 保育士（国家資格） 子ども師・士　資格（仮称）

幼稚園教諭１種（大卒）

幼稚園教諭２種（短大卒）

職員数 1１万１千人（H２ ０ .5現在） ２８万４千人（H１ ８ .10現在） 約４０万人以上？

※速報値

【財源と利用料】

運営に要する 私立（私学助成） 私立（国庫負担金） 私立（国庫負担金）

経費 H20予算３３５億円（３～５歳児）  H20予算3,276億円（０～５歳児） （国1/2,

（Ｈ１９予算：３３４億円） （国1/2,都道府県1/4,市町村1/4） 都道府県1/4,

公立（交付税措置） 公立（交付税措置） 市町村1/4）

保育料 幼稚園ごとに保育料を設定 市町村ごとに保育料を設定 市町村ごとに保育料

（所得に応じて就園奨励費を助成）  所得に応じた負担  所得に応じた負担

【施設】

施設基準 幼稚園設置基準（文部省令） 児童福祉施設最低基準（厚生省令） 認可子ども園設置基準

運動場、職員室、保育室、遊戯 保育室、遊戯室、屋外遊戯場、 基本的に保育所に同じ

室、保健室、便所、飲料水用設 調理室、便所 子育て支援も考慮し、

備等 ※屋外遊戯場は保育所の付近にある場 将来的には余裕を持った

※運動場は幼稚園と同一敷地内・隣接 合でも可 施設基準に。

【その他】

入所 保護者と幼稚園設置者との契約 市町村と保護者の契約(保護者の 市町村と保護者の契約

希望に基づく) (保護者の希望に基づく)

施設数 １万４千か所（H２ ０ .5現在） 2万３千か所（Ｈ２０.４現在） 約３万７千か所以上?

※速報値

国公立５千か所 公立1万１千か所

私立8千か所 私立1万２千か所

園児数 １６７万４千人 ２０２万２千人 307万人以上？

国公立３２万５千人 公立９１万９千人

私立１３４万９千人 私立１１０万３千人

幼稚園や保育所との違い（認可「子ども園」(仮称））　　(案） 別表
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