
保育幼稚園行政の目指すべき方向として幼保一元化施設の検討保育幼稚園行政の目指すべき方向として幼保一元化施設の検討保育幼稚園行政の目指すべき方向として幼保一元化施設の検討保育幼稚園行政の目指すべき方向として幼保一元化施設の検討

　　１１月の定例教育委員会にて、社会の動向として幼稚園と保育所の一元化の流れが加

速している現状及び佐賀市内の幼稚園の状況等を審議していただいた。

　幼児期から小学校への円滑な接続を図り、充実した幼児教育を受けられる環境づくり

を行なうためには、就学前児童の保育環境のあり方について保育所、幼稚園といった制

度を超えた検討が必要である。

　

　近年、急速に幼稚園と保育所の違いが小さくなってきている。

保育所においては、親が求職中の児童の保育、在宅児童の一時保育など、従来の保育

所入所要件に該当しない児童についても保育の実施が行なわれており、幼稚園において

も、夕方、土曜、長期休業中等の預かり保育が一般化してきている。

　実際に両施設で保育を行なう保育士と幼稚園教諭についても両方の資格を有する人材

が一般的となってきている。

　また施設の設置についても、保育所の設置について市町村や社会福祉法人以外の参入

が可能となったこと、保育所を運営する社会福祉法人も幼稚園の設置が可能となったこ

となど、保育所の幼稚園化、幼稚園の保育所化が進んできている。

　保育幼稚園行政の今後のあり方の一方向性として幼稚園と保育所の連携、さらには幼

保一元化への取組みが考えられる。

Ⅰ．幼保一元化、幼児一貫教育の意義Ⅰ．幼保一元化、幼児一貫教育の意義Ⅰ．幼保一元化、幼児一貫教育の意義Ⅰ．幼保一元化、幼児一貫教育の意義

○就学前教育○就学前教育○就学前教育○就学前教育・保育の一貫性・保育の一貫性・保育の一貫性・保育の一貫性

　　少子化が進むなかで保育所と幼稚園の区別なく、子どもたちが５歳まで一貫して保

育と幼児教育を受けられる環境を形成する。

　○子育ての支援体制の強化　○子育ての支援体制の強化　○子育ての支援体制の強化　○子育ての支援体制の強化

　保育所は保育に欠ける児童を対象とした保育、幼稚園は年齢や時間を制限した幼児

教育と供給者側の論理で分けるのではなく、両親の多様なニーズに対応して保育所、

幼稚園の区別なくサービスを選択できる。

　　　在宅保育児及びその両親に対して、子育て支援サービスが受けられるよう、保育所、

幼稚園を一体化した形で地域子育て支援センター体制を強化する。

　○資源の有効活用　○資源の有効活用　○資源の有効活用　○資源の有効活用

保育所と幼稚園を一体的なものとして土地、建物、教職員等の資源を有効活用する。



Ⅱ．保育所と幼稚園の違いⅡ．保育所と幼稚園の違いⅡ．保育所と幼稚園の違いⅡ．保育所と幼稚園の違い

保　育　所 幼　稚　園
施設の性格 児童福祉施設（市町村に保育義務） 学校教育施設（義務教育ではない）

根拠法令

児童福祉法３９条
「日々保護者の委託を受けて、保育
に欠けるその乳児又は幼児を保育す
ること」

学校教育法７７条
「幼児を保育し、適当な環境を与え
て、その心身の発達を助長すること」

行政上の所管 厚生労働省 文部科学省
市町村担当 福祉部局（佐賀市では教育委員会） 教育委員会

設置認可
（公立）知事への届出
（私立）知事（市長）の認可

（公立）都道府県教育委員会の認可
（私立）都道府県知事の認可

監督権限 市町村
（公立）市町村
（私立）都道府県知事

設置主体

（公立）市町村長
（私立）社会福祉法人、学校法人、

宗教法人、ＮＰＯ、株式会社、
個人

（公立）国、市町村
（私立）学校法人（例外あり）、保育

所を経営する社会福祉法人

入園・入所 保護者と市町村の契約 保護者と幼稚園設置者の契約
対象児童 ０歳から就学前の保育に欠ける児童 満３歳から就学前の一般児童
保育時間 原則として８時間、約３００日／年 原則として４時間、３９週以上
保育内容 保育所保育指針 幼稚園教育要領
資格免許 保育士資格証明書 幼稚園教諭普通免許状

職員配置
保育士、嘱託医、調理員
４～５歳（３０:１）３歳（２０:１）
１～２歳（６:１）０歳（３:１）

園長、教諭
　１学級３５人以下を原則、学級ご
とに１名の教諭

設置基準
保育室、遊戯室、屋外遊戯場、便所、
医務室、調乳室、乳児室又はほふく
室、給食室

保育室、遊戯室、運動場、便所、
園舎

保育料 応能負担方式 所得に関わらず均一

国庫補助

・運営費として国の定める保育単価
と保育料との差額を国 1/2、県1/4、
市 1/4
・特別保育事業の補助
・新設・増改築の補助
（公立、社会福祉法人）

・幼稚園就園奨励費補助金を市民税
課税額が基準以下世帯に支給
（国 1/3、市町村 2/3）
・私立幼稚園経常費に対する県助成
に対し、一定額を補助
・新設・増改築の補助

Ⅲ．幼保一元化における施設Ⅲ．幼保一元化における施設Ⅲ．幼保一元化における施設Ⅲ．幼保一元化における施設・運営面からみた分類・運営面からみた分類・運営面からみた分類・運営面からみた分類

①①①①    運営連携化運営連携化運営連携化運営連携化
　（別の場所のままで、運営を連携）

②②②②    施設一元化施設一元化施設一元化施設一元化
（同じ場所に併設し、連携して運営）

０～２歳児保育 保育所 保育所
３～５歳児保育 保育所、幼稚園 クラス分けされた保育所、幼稚園
保 育 内 容 これまでどおり 一貫的カリキュラム
保育士・教員 これまでどおり 両方の資格習得者
メ リ ッ ト ・業務効率化　　・職員交流 ・業務効率化　　・職員育成



・児童交流
・既存制度を大きく逸脱しないため、関
係者の合意が得やすい。

・一貫した幼児教育の実現
・地域の子育て支援機能の強化
・同一敷地なので連携が取りやすく、利
用者の利便性が高い。
・幼・保・小の連携が取りやすい。

課 　題

・両施設の形態は変わらないため、利用
者の立場からのサービスの向上にはつ
ながらない。
・場所が離れているため、連携が進みに
くい。

・幼・保の形態はこれまでどおり
・利用者の選択の調整
・利用者負担の適正化（利用料の整合性）
・施設設備整備が必要

【形態例】

＜合同活動型＞＜合同活動型＞＜合同活動型＞＜合同活動型＞　　　　　　　　　　　　＜年齢区分型＞＜年齢区分型＞＜年齢区分型＞＜年齢区分型＞

教諭と保育士によるティーム保育により、　　　０～２歳児が保育所、３～５歳児が幼稚園＋

交流保育を恒常的に実施。　                   預かり保育

　　保育所児と幼稚園児が同教育を受ける　　　　　同一年齢児を幼稚園児と保育所児に区別する

ことができる。     　　              　　　　ことなく保育できる。

　　　　　              

幼稚園　　　 　　 保育所　　　　            短時間保育　    　長時間保育　　  　 幼稚園

（３～５）        （３～５）　　　　　　　　　　　               （預かり）　　  （３～５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　          保育所　　　　　　　　　　　              　保育に欠け　　　   保育所

                      （０～２）　　　　　　　　　　　               る乳幼児　　　  （０～２）

合同保育

Ⅳ．佐賀市保育幼稚園行政のなかの幼保一元化施設とはⅣ．佐賀市保育幼稚園行政のなかの幼保一元化施設とはⅣ．佐賀市保育幼稚園行政のなかの幼保一元化施設とはⅣ．佐賀市保育幼稚園行政のなかの幼保一元化施設とは

　　全国の自治体で幼保一元化への議論が盛り上がっているが、その背景には行政の縦割

りの制度を超えて、幼稚園と保育所の両者の機能を巧みに活かし、就学前児童へのより

よい保育環境を整備していく方向性について、各自治体が模索し始めたあらわれと考え

られる。

　佐賀市においても、一貫した就学前教育の実現と安心して子どもを産み育てることが

できる環境づくりに向けた取組みが必要である。



（　　　　）内は平成１５年度予算額

幼稚園に対する補助 概　　　要 保育園に対する補助 概　　　要

私立保育園運営費

市町村が支弁した費用から利用者
負担額を控除したもの（1,351,537
千円－国基準利用者負担額）
※内訳：国1/2、県1/4、市1/4

私立保育園会
運営費補助

（2,840千円）

園舎建築費
補助

私立幼稚園助成金
（園舎建設費）

危険園舎改築等の国庫補助事業対
象の園舎建築を行う場合に国庫補
助対象経費の1/6以内を補助
（29,199千円）※国1/3、県1/6

私立保育園整備補助
国庫補助基本額の1/3または自己
負担額の1/2を補助（54,353千
円）

特別支援
教育費補助

私立幼稚園特別支援
教育奨励費補助

障害児の受入れを実施することに
係る経費の一部を補助（4,900千
円）

特別保育事業
（障害児保育促進事
業）

障害児の受入れを実施することに
係る経費の一部を補助（1,362千
円）※市単独補助と県補助対象：
県1/2、市1/2

研修費補助
私立幼稚園連合会
研修費補助

私立幼稚園連合会が行う教職員研
修に対し、必要な経費の一部を補
助（290千円）

私立保育園会
研修費補助

私立保育園会が行う職員研修に対
し、必要な経費の一部を補助
（2,740千円）

保護者会等
への補助

チャイルドファンタ
ジー
フェスタ補助

私立幼稚園ＰＴＡ連合会が行う当
該事業に対し、必要な経費の一部
を補助（117千円）

廃棄物収集
補助

私立幼稚園一般廃棄
物収集業務委託補助

一般廃棄物の収集業務委託に要す
る経費を補助（1,872千円）

私立保育園一般廃棄
物収集業務委託補助

一般廃棄物の収集業務委託に
要する経費を補助（1,732千円）

保護者負担
軽減

幼稚園就園奨励費
補助

保育料の減免を行う私立幼稚園に
対し補助（149,306千円）※うち
国1/3以内

保育時間延
長に対する
補助

私立幼稚園預かり保
育機能強化事業費補
助

保育に欠ける児童を対象として預
かり保育を実施する私立幼稚園
（モデル事業として５園）に対し
補助（１６年度新規事業）（16年
度：14,000千円）

特別保育事業
（延長保育促進事
業）

１１時間の開所時間の前後におい
て、さらに概ね３０分以上の延長
保育を行う私立保育園に対し補助
（64,763千円）
※内訳：国1/2、県1/4、市1/4

子育て支援
事業費補助

私立幼稚園子育て
支援機能強化事業費
補助

少子化対策の普及を図るために行
う事業（サロン、カウンセリン
グ、講演会等）に係る経費の一部
を補助（1,250千円）

特別保育事業
（地域子育て支援セ
ンター事業）

地域子育て支援センター事業を実
施する私立保育園に対し、必要な
経費の一部を補助（8,105千円）
※内訳：国1/3、県1/3、市1/3

地域との交
流
に対する補
助

特別保育事業
（保育所地域活動事
業）

地域との交流事業を行なう私立保
育園に対し、必要な経費の一部を
補助
（12,850千円）
※内訳：国1/3、県1/3、市1/3

　保育料自体を所得税額または市町村民税額にて設定す
るとともに、２人以上入所の場合に保育料の軽減（1：
0.5：0）

     佐賀市における私立幼稚園・私立保育園に対する補助事業一覧

経常的経費として研修費、教材
費、運営費の一部を補助（9,692
千円）
※運営費補助については別途、県
補助あり（14年度：440,110千
円）

運営費補助
私立幼稚園助成金
（運営費）


