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平成 17 年 12 月 26 日に第 26 回社会保障審議会児童部会

が開催され、次の項目について議論されました。 

＜議事＞ 

○平成 18 年度雇用均等・児童家庭局予算案について 

○三位一体改革について 

○児童手当について 

○総合施設について 

○市町村児童家庭相談業務の状況等について 

○犯罪から子どもを守るための対策について 

そのなかで、総合施設に関する議論の概要をご紹介します。 

○総合施設について 

総合施設については、「総合施設モデル事業の評価（中

間まとめ）」、「総合施設の類型」、及び「総合施設（仮称）」に

ついて議論されました。 

１．総合施設モデル事業の評価（中間まとめ）について 

総合施設モデル事業評価委員会は、総合施設の来年度

からの本格実施に向けて、現在、全国35か所で実施してい

るモデル事業について、その職員配置、施設設備、教育・

保育の内容等の評価を行ってきました。これまでの3回にわ

たる議論を踏まえ、議論の整理を行いました。モデル事業評

価（中間まとめ）の概要は次の通りです。 

（1）総論 

・ 総合施設は、就学前の子どもに適切な幼児教育・保育の

機会を提供するとともに、すべての子育て家庭に対する

支援を行う機能を備える。 

・ 総合施設モデル事業は、①幼稚園と保育所が連携した

型、②幼稚園が機能を拡充させた型、③保育所が機能

を拡充させた型、④幼稚園・保育所のいずれの認可もな

い型、の4類型で実施。 

・ 総合施設の機能の質を確保する必要があることから、職

員配置などについて一定の指針が必要。 

（2） 職員配置及び職員資格について 
 職員配置 職員資格 

0～2 歳 保育所と同様 保育士資格 

共通の時間 学級単位（担任を配置） 3～5 歳 

長 時 間 児 個別対応が可能な体制 

両資格併有が望ましいが片方 

の資格のみの保有者も排除せず 

（3） 施設設備について 

・基本的には幼稚園・保育所のいずれの基準も満たすべき 

→調理室については設置が望ましいが、既存施設につ

いては調理室の整備が困難な場合もあり、外部搬入

方式を認める場合には、子どもの状態に応じた対応

等につき、一定の条件付けが必要。 

→運動場についても同一敷地内か隣接が望ましいが、

近隣の公園などを運動場とすることを認める場合に

は、地土や環境等一定の条件付けが必要。 

（4） 教育・保育の内容 

・ 総合施設の教育・保育の内容や運営に関するガイドライ

ンを定めることが適当。 

（5） 子育て支援について 

・子育て支援は総合施設の必須の機能とすべきである。 

福福  祉祉  のの  ププ  ロロ  をを  育育  てて  るる  総総  合合  スス  クク  ーー  ルル   http://www.n-fukushi.co.jp 

10 年以上の信用と実績で 1万人以上の方が講座を修了されています。 

資格の取得はもちろんのこと、常にプロとしてスキルアップを目指す方々を万全にサポートいたします。 
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名古屋校 0120-210-294   福岡校 0120-294-454 
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今後、教育・保育の内容などについてさらに

議論を重ね、本年度未までに最終的なとりまと

めを行う予定とされています。 

 

２．総合施設の類型  →  

総合施設の類型については、右の図のように

「幼・保一体型」、「幼稚園の機能拡張型」、「保

育所の機能拡張型」、「自治体の単独施策型」と

なり、地域のニーズに応じて選択が可能としま

す。 

 

 

 

 

 

 

カナダの家族観 
育児の傍ら始めたキャピラノカレッジの幼児教育のコースも、少しずつ進めながらもようやく折り返し地点ま

でやってきました。ここでのコースは、私が過去に得た知識や経験とは違った角度から、「教育とは何か？」、「子

どもをガイダンス（指導）するとは何か？」ということを繰り返し繰り返し考えさせられるとともに、いかにそ

れを実践に活かせていくかを考える機会を持つことが多いのです。今回は、最近履修したコースで調べた、「カナ

ダにおける離婚と子どもに与える影響」について書いてみたいと思います。 

カナダの離婚は、毎年約７万件以上にのぼりますが、一番離婚率が高いのが、結婚して４年目から５年目とい

われています。このことから、子どもが、乳児もしくは幼児期に親が離婚してしまう割合が多いことが自然と判

断できます。興味深いデータとしては、離婚後の親権については、1970 年代には離婚ケースの 80％近くは母親

が親権をとっていたのに対し、2002 年のデータでは 49.5％までそれが減少し、代わりに母親と父親が親権を共

有するというのが 41.0％と大幅に増えきており、近年の傾向となっているようです。ということは、例えば、子

どもが平日は母親と過ごし、週末は父親と過ごすなど２つの家を行ったり来たりするという形態が非常に多くな

ってきていることになります。 

もう一つ興味深かったのが、BC州が子どもを持つ家庭を対象としたウェブサイト（http://www.familieschange.ca/）

で、”結婚"や”家族”という概念を子どもにどう伝えているかという点です。それはまさに多民族、多文化の国、

そして同姓間の結婚もあるカナダならではであり、いろいろな形の家庭のあり方や親子関係のあり方を受け入れ

ていこうという姿勢が前面に出ているように思います。そのようなメッセージを受けながら、子どもたちは、将

来どのような家庭や親子関係を築いていくのでしょうか？”家族”というものの進化は、 

これからどんどん進んでいくような気がしました。 

Air Mail
From リム さゆり 

■リム さゆり■  日本で幼稚園、そして子ども英会話スクールで勤務後、中国系カナダ人の夫との結婚を機に 2001 年にカナダ、 

バンクーバーに移住。現在、３歳と１歳の育児の傍ら、キャピラノカレッジ幼児教育科パートタイムコースを専攻中。 

←３．総合施設（仮称）の機能について 

総合施設（仮称）については、「就学前の教育・

保育を一体として捉え、一貫して提供する新た

な枠組み」であるとし、「就学前の子どもへの

幼児教育・保育の提供」と「地域における子育

て支援」の機能を備えることになります。 
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出席しています。毎月の理事会も出席が多いです。ですか

ら、そんな状況のうちに、バラバラになり始める前に何かやら

ないと！と思っています。 そして、できれば、会員の中から

の声を具体化していきたいと思っています。 

例えば、今年は、会員さんが住んでいる地域でのサロンなど

を支援するなど・・・。 

○ 障害者など他の分野の取組みはされないのですか 

現在は、障害者の分野については取り組んでいません。

それは、自分たちがわからない分野だということもあります。

でも、視野がないわけではないのです。以前、理事のなかで

この分野詳しい方がいたのですが、亡くなってしまい、その

後、カバーしてくださる方がいなかったのです。でも、今は、

若いスタッフのなかで勉強してきた者もいるので、今後はそ

ういうことも視野に入れていきたいと思っています。 

 今後のことを考えると、まだまだ足らないものがあります。

例えば、病児保育がないことや精神科医がいないことな

ど・・・。ですから、今、行政と一緒に取り組んでかかわってい

きたいと思って働きかけをしているのです。 

○ 一般に単体のＮＰＯが多いなかで、貴法人は、「総合Ｎ

ＰＯ」ですね。 

たまたまそういう風になってしまったという感があります。で

も、介護事業によって資金ができたから、そういう活動の広

がりができたのは事実だと思います。でも、だからといって私

たちの活動を介護事業として捉えるのか、市民活動として捉

えるのかとういと・・・・市民福祉活動を充実するにあたって、

介護保険事業によって得た資金で可能性がひろがったのだ

と思います。 

○ 今後のビジョン、将来の姿をお聞かせ下さい。 

正直なところ、よくわからないのです（笑）。私たちは、いま

まで、その時、その時に「気がついたことをやろう」ということ

で活動してきました。ですから、取り立てて中期や長期ビジョ

ンを立ててやってきたのではないのです。 

いつも、理事たちのアイデアをサービスとして形にすること

を考えています。その理事たちは、主婦などですので、日常

生活で困ったことを何とか自分たちで解決しようという視点で

考えているのです。 

○ ありがとうございました。 

 

◆特定非営利活動法人 しみんふくしの家八日市◆ 

 〒527-0011  東近江市浜野町 3-7 

電話／FAX；0748-24-0124 

 

 

 

特定非営利活動法人  

しみんふくしの家八日市

理事長 

小梶 猛 さん 

 
◆ 第３回（最終回） ◆ 

 

私たちは、「地域のことは地域で」という考えでやってい

ます。例えば、グループホームでは、他の地域の方の入所

が多い傾向にあるそうですが、私どものグループホーム

は、定員の 8 人すべてが旧八日市とその近隣の方たちで

す。デイサービスも東近江市の方がほとんどです。また、ス

タッフの採用も地域の方を優先しています。 

〇 地域型で活動を展開するには、人口 8 万人程度という

規模がいいのでしょうね。お互いの顔がみえる距離と

いうのでしょうか。 

聞くところによると、スタッフになかなか長い間勤めても

らえないところもあるそうです。ですが、お陰さまで、私たち

のところでは、妊娠や引越しなどの理由で 2 人辞められた

方がいる程度です。 

○ 現在、抱えている問題や課題をお聞かせ下さい。 

どうやって世代交代していくか、ということです。比較的

にスタッフの世代は途切れることなくつながっていますか

ら、今後は若い人たちに中心的役割を担ってもらって・・・

というイメージはあります。ですが、どうやって彼らにミッショ

ンを伝えていこうか、ということが課題です。事業を引き継

ぐことはできても、要はミッションの部分をいかに引き継ぐ

か、ということが大切だと思うのです。 

 最近は、会員の役割が見えてこないという点もあります。

当初は、いろんな事業を始め、お知らせのためにチラシを

配ったりしていたのですが、最近は、軌道にのったお陰で

そこまでしなくてもよくなってしまいました。ですから、私た

ちのやっている事業が先行してしまい、事業をやっている

のが「しみんふくし」だと思われています。でも、そうではな

いのです。 

 まだ、ありがたいのは、総会では120 人のうち委任状を含

めて 90％以上の出席がありますし、理事も総会には 100％
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〇保育園をはじめられたいきさつをお聞かせ下さい。 

以前は、ウェルネスという体育指導の会社をしていまし

た。ですから、自分が保育園をするなんて夢にも思ってい

ませんでした。 ここで保育園をはじめたのは、神戸市が土

地を無料で貸す条件で保育園の運営を公募していて、そ

れに応募したのがきっかけでした。13 件ほどの応募のなか

から、結果として私たちが受託することになりました。 

〇はっと保育園の特徴についてお聞かせ下さい。  

「特徴のある保育」が必ずしも子どものためになるでしょう

か。幼稚園でも保育園でも、園長のセンスが先行してしまっ

て、本当に子どものためになっているのか疑問がある場合

があることも知っておいてほしいのです。一般的に、ユニー

クな取組みをしていることで脚光を浴びると、自分はいいこ

としているのだと思ってしまいがちです。でも、大切なの

は、それが子どものため
．．．．．．

になっているか、ということなので

す。みんな、口では「子どものために」と言いますが、突き詰

めると本当のところ分からないことが多い。例えば、粗相を

した子供を厳しくしかるのか、やさしく受けとめるのか・・・子

どもによってどちらが機能するのか違うわけで、すべての子

どもに一つの方法がうまくいくとは限らないのです。保育と

いうのは、非常に複雑です。「こうしたら、こうなる」という職

人芸的な部分があるようであって、ないのです。だから、私

たち保育者にとって、まず職員間のきずなをつくることが重

要だと思っています。 

〇質を高めるために第三者評価の導入が進められていま

す。 

 私たちは、今、保育の質を上げるために神戸市版の第三

者評価をつくろうとしています。これは、従来のように園に

調査員が来て評価するのではなく、コンサルテーションを

重視した方法です。コンサルてテーションといっても、「こう

しなさい」というのものではなく、現場の先生も同行して、「こ

れ、どうする？」、「私だったらこういうふうに思う」などと言っ

てもらう、公開保育的な要素を入れます。 

〇どうして現場の先生なのですか 

もちろん、調査員になるには、研修を受けて資格を修得

しなくてはなりません。普通は、調査員が来て評価項目を

チェックする前に、まず自己評価をするでしょう。その自己

評価の過程の中に公開保育を入れて、現場の先生にも来

てもらって、いろいろ見てもらうのです。 

それに、訪問する側にとっても、自分のことを棚上げにし

て他人のことをあれこれと言うことで、実は一番自分が鍛え

られるのです。自分の園ではできていないかもしれないこと

でも、相互に評価し合うことで、結果としてみんなの質を上

げていくことになります。中長期の視点で見たら、このような

取組みが保育の質を上げることにつながると思っていま

す。 

とはいっても、最初は賛同を得るのにかなり時間がかかり

ました。自分の園をみられるのが嫌だと言う人が多かったの

です。ですから、私は、「嫌だったら、認可をやめたらいい。

無認可でやりなさいって」と言いました。なぜなら、公金によ

って園を運営している以上、やはり第三者評価に耐えられ

る感性と感覚を身につける必要があると思ったからです。 

〇この度、神戸市が立保育所の民営移管に取り組むにあ

たって、応募されたとお伺いしました。 

 神戸市では、今年の４月から３つの公立保育所の運営を

民間に委託することになりました。そのうちの１か所の運営

を私たちが受けることになりました。でも、民営化だからとい

って、単に行政主導の移管ではよくないと思っています。

先方の公立の先生方と私たちの関係を作ることがまず大事

なのです。 

ですから、今、先方の園との関係づくりに取り組んでいる

ところです。先方の先生方と私たちとの関係がしっかりし

て、両方が連携して一緒にがんばっている姿を見たら、保

護者会や保護者も民営であっても理解してくださると思っ

ています。 

(→ 次号に続く)

 

 

 

社団福祉法人種の会 

はっと保育園  

園長 

 片山 喜章 さん 

社団福祉法人種の会 

はっと保育園 

〒657-0855  

神戸市灘区摩耶海岸通 2-3-14 

TEL 078-805-3810 FAX 805-3820 

http://www.hoiku-kobe.or.jp/hat/index.html 


