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子育てに関する 行政制度及び NPO 法人サービスについて

第２８回

「子ども・子育て支援新制度」

」
多様な保育サービスの違いを知る
平成 27 年度より子ども・子育て支援新制度がスタートし、多様な支援が創設されてきまし
た。しかし、実際に子育て支援を利用する側が十分に各サービスについて理解しているとは
言えない状況です。保育施設が不足している現状において現実に選べるサービスは限られ
ているかもしれませんが、改めて保育施設・サービスの違いについて確認しましょう。

保育園・幼稚園、認定こども園（国と自治体が公費支援を行う施設）
■ 認可保育園 ■（対象年齢 0 歳～5 歳）

■ 認定こども園 ■（対象年齢 0 歳～5 歳）

国が定めた設置基準（施設の広さ、保育士等の職
員数、給食設備、防災管理、衛生管理等）をクリアし
て都道府県知事に認可された施設。保護者が仕事
や病気などの理由で、０歳～小学校就学前の子ども
の保育ができない場合に、子どもを預かって日常の
保育を行うことを目的としている。区市町村が運営
する公立保育所と社会福祉法人などが運営する民
間保育所（私立）があり、認可保育所における保育料
は、居住の市町村により保護者の所得により決定さ
れるが、運営は公費支援による。
根拠法；児童福祉法
職員の条件：保育士資格

学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを
持つ単一の施設として設置されている幼稚園と保育
所の両方の良さを併せ持つ施設。
類型①幼稚園と保育園が連携した幼保連携型
②幼稚園に保育園機能を加えた幼稚園型
③保育園に幼稚園機能を加えた保育所型
④幼稚園機能と保育園機能をプラスし設置し
た地方裁量型
機能①就学前の子どもを、保護者が働いている、い
ないにかかわらず受け入れて、教育及び保育
を一体的に行う機能。
②子育て相談や親子の集いの場の提供等地
域における子育て支援の機能。
根拠法：改正認定こども園法
職員の条件：「幼稚園教諭免許状」と「保育士資
格」両方の免許・資格を有することが原則。

■ 幼稚園 ■（対象年齢３歳～5 歳）
幼稚園は子どもがはじめて出会う学校という位置
づけで、全国共通の教育課程である「幼稚園教育
要領」（文部省告示）に基づく教育が行われる場所。
指導計画や指導要録に沿って先生は，子どもに
応じて適切な援助を行い，遊具などを工夫して配置
し，様々な遊び通し学びを深めるとされています。
尚、平成 30 年より 2 歳児に受け入れも可能となる。
根拠法：学校教育法
職員の条件：幼稚園教諭免許状

■ 保育教諭のための特例制度 ■
改正認定こども園法施行後 5 年間（平成 32 年 3
月まで）は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」
の免許・資格のいずれかを有し、3 年以上の実務経
験を有する場合、2019 年までの特別制度として、
学習負担によりもうひとつの免許・資格を取得できる
特例制度（経過措置）が設けられている。

その他の認可施設・事業（国と自治体が公費支援を行う施設）
■ 小規模保育 ■（対象年齢 0 歳～２歳）
保育所不足に対応し、受け入れる子どもの年齢
を 0～2 歳に限定し、定員を 19 人までとする保育
園。３歳に達した場合、連携保育園に転園する。
（ただし、市町村が認めれば 3 歳を超えても預かる
ことができる。）
根拠法：児童福祉法
職員の条件：保育士資格

認可外の施設・事業
■ 企業主導型保育 ■（対象年齢0歳～５歳）

■ 自治体独自の保育施設 ■

平成28年4月より子ども子育て支援制度下、従来
の事業所内保育の機能を拡張し、地域の保育の必要
な児童も利用できる保育施設。定員が６人以上で、保
育従事者は保育士に限らず、子育て支援員も可とす
る。ただし保育士が半数を超えることが要件。
特徴：雇用機会に均等を目的として設置されているこ
とから、国・地方自治体からの支援ではなく、事業主拠
出金により運営されている。
根拠法：子ども子育て支援法
職員の条件：保育士資格又は子育て支援員（地域
保育コースのうち地域型保育の研修を修了者）

地方自治体による整備認証
保育施設の不足に対応するため、国の基準による認
可保育園ではなく、自治体が独自の規定を設けて認証
し、公費負担を行う保育園。
【実施例】 東京都認証保育所
横浜保育室 等
＊東京都認証保育園の場合、基本運営時間を１３時間
と長くする一方、Ｂ型の場合、屋外遊戯施設（いわゆる
園庭）について、自園内での整備及び近隣の公園の有
無も問わない、つまり園庭がなくてもよいなど認可保育
園との違いがある。

自宅などで預かってもらう認可事業（国と自治体が公費支援）
■ 家庭的保育 （保育ママ） ■
（対象年齢 0 歳～２歳）
市町村長による認可
2010 年よりに保育事業として、家庭的保育者の居宅
等、市町村長が適当と認める場所で実施する小規模保
育。家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数
は３人以下。ただし、家庭的保育者と家庭的保育補助者と
ともに保育する場合は、５人以下とする。保育時間は 1 日
8 時間を原則とする。
根拠法：児童福祉法
家庭的保育者：市町村長が行う研修（市町村長が指定す
る都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）
を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及
び経験を有すると市町村長が認める者。
家庭的保育補助者：市町村長が行う 研修（市町村長が
指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を
含む。）を修了した者で、家庭的保育者を補助する
者。

■ 居宅訪問型保育 ■
（対象年齢 0 歳～２歳）
市町村長による認可
保育所利用が難しい状況に対応する事業として平成
27 年より整備。保育を必要とする乳幼児の居宅におい
て、家庭的保育者により保育所保育指針に準じた保育
の提供を行う。面積要件なし
保育を必要とする子の要件
①障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく
困難であると認められる場合
②保育所の閉鎖等により、保育所等による保育を利
用できなくなった場合
③入所勧奨等を行ってもなお保育の利用が困難で
あり、市町村による入所措置の対象となる場合
④ひとり親家庭の保護者が夜間・深夜の勤務に従事
する場合等、保育の必要の程度及び家庭等の状
況を勘案し必要な場合
⑤離島その他の地域であり、居宅訪問型保育事業
以外の地域型保育事業の確保が困難である場合
根拠法：児童福祉法
保育者の条件：家庭的保育者

Support for Woman Doctors
～私からあなたへ～
甘利 香織 先生【佐賀県 25 期】
お子さんは ６歳、４歳の 2 人

佐賀県 25 期の甘利です。時折目にすることがあったこ

を高めるにはいい土壌と思います。離島での診療とはまた

の自治医大卒業生リレーエッセイ。まさか自分にバトンが

違った重責を感じながらの勤務でしたが、充実感もありま

まわってくるとは・・・。おっっと思いましたが、これもご縁と

した。

思い、ついついバトンをいただいてしまいました。文章がう

後期研修では、循環器内科の研修を行い、義務年限を

まいわけでも、特別な経歴があるわけでもありませんが、

終了しました。同時期に結婚し、第一子を授かりました。ワ

おつきあいください。

ークライフバランスについて、ロールモデルとなるような先

さて、さっそく私の自治医大入学後から人生を振り返っ

輩が近くにおらず、悩みましたが第一線に残って働く決断

てみたいと思います。大学時代の長期休暇には、リュック

をしました。診療科は、シフト制の救急科にうつり、日勤を

一つ背負って、ユースホステルや教会に泊まりながら、い

しながら、出産を迎えました。出産後も、生後 8 カ月から

ろんな国々を訪ねてまわりました。場所がかわれば、ルー

短時間勤務を利用して、職場復帰し、徐々に勤務時間を

ルが変わり、へえと思ったり、げげげっと思ったり、驚くこと

延長していきました。職場の上司、同僚、家族の理解、多

はたくさんありましたが、郷に入りては、郷に従えでやって

くの助けがあり、仕事を続けることができております。悩む

いくと、手を差し伸べてくれる人もたくさんいましたし、それ

ことも多くありますが、それ以上に得るものも多く、夫を通し

に笑顔でありがとうの気持ちを伝えると、ちょっとした交流

て異業種との交流をもつことができ、子育てを通しても、

がはじまって楽しくなってきたりして。また、危険察知能力

世間を知ることができることは社会人として、医師として大

やどこででも寝られる能力はこの旅で養われたように思い

きな糧になっていると実感しております。

ます。救急医としての礎となっているのかもしれません。

体力には自信がありましたが、妊娠をきっかけに、今ま

卒後２年間の多科ローテート研修後、3 年目からは離

でと同じように働くことは難しくなり、また、産後、自分の体

島の診療所長として 3 年間勤務しました。医師、看護師、

が楽になっても、家族のことで以前のようには、仕事に時

事務員それぞれ１人の 3 人体制で、胃透視、上部消化

間をさけません。職場でも、家庭でも、うまくまわすこつが

管内視鏡などを含めた住民健診や脱臼整復、縫合など

あるとすれば、たくさん手助けしてくれる周囲の方々にあり

の急患対応を行いました。大きな病院と違った不便さを

がとうの気持ちを率直に伝えることでしょうか。

感じることもありましたが、責任をもってプライマリケアを学

私自身、学生時代の放浪旅の影響か、場所や立場が

ぶには最適な環境で、温かい住民と診療所のスタッフに

変わっても割と楽しめます。余裕がないとがんじがらめに

支えられ、楽しく充実した 3 年間でした。

なりがちですが、この先も今のスタンスで人生を楽しんでい

離島勤務後は、再び卒後研修を行った病院で救急科

けるといいなと思っています。

のスタッフとなり、離島でのプライマリー診療から突如、3

まだまだ自分のことで手一杯ですが、子供たちがもう少

次救急の対応を任されるようになりました。救急診療は、

し手を離れたら、できることから仕事を増やしながら、次世

緊張が走る場面も多い現場ですが、全身を見るという観

代の方々のサポートをしっかりできる先輩になりたいと思い

点ではプライマリー診療の延長で、医師としての基礎能力

ます。

後輩医師・学生へ一言メッセージ
『ありがとうを忘れずに、
おかれた場所で楽しもう！』

「自治医大卒業生 女性医師支援 NEWS」では、読者の皆様からの
ご意見をお待ちいたしております。特集記事のテーマ、絵本やその他
のコーナーについても、ご希望などあれば、是非お寄せください。
連絡先：自治医科大学 地域医療推進課 卒後指導係
E-mail：chisui@jichi.ac.jp

絵 本 の森

花の便りが届く季節になりました。子どもたちもそわ
そわ、じっとしていられない。そんなおだやかでお散歩
に日にぴったりの絵本を紹介します。公園のベンチや
テラスなど、やわらかな日差しの下で読むのもいいか
もしれません。

ちょうちょう ひらひら

おとどけものでーす！

文：まどみちお 絵：にしまきかやこ
出版社：こぐま社
発行年月：2008 年
定価：900 円(税別)
読んであげるなら １歳～

作・絵：間瀬なおかた
出版社：ひさかたチャイルド
発行日：2012 年 2 月
定価：1200 円（本体価格）
読んであげるなら ２歳～

ちょうひらひら、うさちゃんにとまった。
うさちゃんがうふふ。シカさんにとまっ
て、シカさんがえへへ。次は誰にとまる
のかな？軽やかに飛ぶちょうちょうの
ように子どもの心を明るく楽しくしてくれ
る絵本。
まどみちおさんのリズミカルな文章と
にしまきかやこさんのやわらかなタッチ
が春そのもの！そんな絵本です。

たくさんの荷物を積んだ宅
配車「ちょうちょうびん」が、菜
の花の咲く海辺の町を出発。ト
ンネルをくぐり抜け、雪の積もる
山道を登って、春を待つ子ども
たちに届けたもの、それは…。
子どもたちが好きな乗り物仕
掛け絵本。日常生活の中で馴
染みのある車の登場で絵本の
世界に入り込み楽しめます。

ストレスケア
・・・・・・・・・・・・・

時には美術館で絵と向き合う時間を
ｓ

4 月末からのＧＷに向かうこの季節、心持ちそ
わそわとする時期ですね。こんな時期、お出かけ
に美術館を選ぶのもいいかもしれません。
とはいえ、子育て中は、美術館で絵を楽しむな
んて無理と考えている方も多いのではないでしょ
うか。そこで今回は、託児サービスを実施してい
る美術館をご案内いたします。

■国立新美術館（東京・港区）■
至上の印象派展 ビュールレ･コレクション（～5/7）
対象：０歳～12 歳 日時限定実施 TEL：0120－788－222 （平日のみ）
ＨＰ http://www.mothers-inc.co.jp/（マザーズのホームページ）
■横須賀美術館（神奈川・横須賀）■ 青山義雄展（～4/5）
対象：1 歳～未就学児 日時限定実施 託児サービス係 TEL:046-845-1211 要予約
■金沢 21 世紀美術館（石川・金沢）■ コレクション展 3 見ることの冒険（～6/24）
対象：3 ヶ月以上～未就学児 美術開館日実施 TEL 076-220-2815 要予約
■静岡県立美術館（静岡・静岡市）■ ロダン館やって〼（～6/30
対象：６ヶ月以上～未就学児 日・祝日のみの 10:30～15:30 予約不要
■高知県立美術館（高知・高知市）■ 石川直樹この星の光の地図を写す（4/7～6/10）
対象：６ヶ月以上～未就学児 託児サービス担当 TEL:088－866-8000 要予約
■広島市現代美術館（広島・広島市）■ 阿部展也―あくなき越境者（～5/20）
対象：2 歳～未就学児 土・日・祝日の 10:00～17:00 内の予約時間 TEL：082‐264‐1121
編集：NPO 法人とちぎユースワークカレッジ http://www.youthworkcollege.jp/

