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Ⅰ. はじめに 

 子ども子育て新制度の概要について 

Ⅱ. 利用者負担額について  

 保育料について 

 その他の費用（特定負担額）について 

Ⅲ. 本園の保育・教育方針について 

 目指す幼児像 

 保育の特色 

Ⅳ. おわりに 

 保護者の皆さまにお願いしたいこと 

 

TOPICS 



I. はじめに 
＊ 「子ども子育て支援新制度」の概要について 

 

【目的】 

 「量」と「質」の両面から子育てを社会全体で支援する 

 

 

 

 

平成27年4月スタ－ト 

消費税率引き上げによる増収分を活用 
もっとも身近な市町村が中心となって推進 

量 質 

・保護者のニーズに応じ
た多様な支援 
・保育・教育の受け皿 

・職員配置の改善 
・職員の処遇改善と研修
の充実（キャリアアップ） 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずはじめに、平成27年4月にスタートしました「子ども・子育て支援新制度」について、簡単にご説明いたします。子ども子育て支援新制度は、待機児童等の問題をはじめとした保育の「量」の問題と、保育士不足等の問題をはじめとした保育の「質」の問題を、社会全体で支援することを目的とした制度です。　「量」・「質」ともに、充実させていくためには、そうとうな財源が必要となりますが、これについては、消費税引き上げによる増収分を活用することとなっています。大変貴重な財源を使って、子育て支援をしていこうという、子育て世代の皆さんにとっては、大変ありがたい制度になるかと思います。　それから、この制度を中心になって推進していくのは皆さんにとって一番身近な市町村ということになっています。ですから、本園の場合は、菊池市が中心となって、園の運営にも関わってくるということになりますし、皆さんが本園に入園の申し込みをされる際には、お住まいの市や町を通して手続きが進められるということになります。



新制度によって運営される教育・保育の場 

学校 

児童福祉施設 

？ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「子ども・子育て支援新制度」の施行により、幼稚園、保育所、認定こども園の運営指導が、原則市町村に一本化されます。ですが、幼稚園はあくまでも3歳以上児のための教育施設つまり「学校」のくくりに入りますので、国の管轄は文部科学省保育所は、０歳から5歳までの子どもを保護者に代わって保育する施設つまり「児童福祉施設」のくくりに入りますので、国の管轄は厚生労働省となります。それでは、新しい制度の施行により更なる普及が望まれている教育と保育を一体的に行う「認定こども園」はどのように考えられているのでしょう。



①幼保連携型 

「認定こども園」の類型について  

②幼稚園型 

③保育所型 

幼保連携型認定こども園 

（学校及び児童福祉施設） 

幼稚園 
（学 校） 

保育所 
機能 

保育所 
（児童福祉施設） 

幼稚園 
機能 

認定こども園 双羽幼稚園 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
実を言いますと、「認定こども園」にも大きく分類して3つのタイプがあります。①幼保連携型認定こども園でこれは学校であり児童福祉施設の機能も備えているということになります。②幼稚園型認定こども園で、これはあくまでも３歳以上の子どもの教育を主たる事業とした「学校」であり、これに保育所的な機能も追加されましたということになります。③保育所型認定こども園で、これはあくまでも保護者に代わって行う保育を主たる事業とした「児童福祉施設」であり、それに幼稚園的な機能も追加されましたという考え方になります。それで、本園の場合は、②の幼稚園型認定こども園という類型に入ります。



新制度の利用のための３つ認定区分 

１号認定…教育標準時間（４時間程度） 
 満３歳以上で教育を希望⇒幼稚園、認定こども園 

２号認定…満３歳以上・保育認定 
 標準保育時間…１１時間、保育短時間…８時間 
 満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当 
⇒保育所、認定こども園 

３号認定…満３歳未満・保育認定 
 標準保育時間…１１時間、保育短時間…８時間 
 満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当 
⇒保育所、認定こども園 



□就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべて
の就労を含む） 

□妊娠、出産 

□保護者の疾病、障害 

□同居又は長期入院等している親族の介護、看護 

□災害復旧 

□求職活動（起業準備を含む） 

□就学（職業訓練校等における就業訓練を含む） 

□虐待やDVの恐れがあること 

□育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であ
ること 

□その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 

保育を必要とする事由 



II.利用者負担額について 

保育料について 

その他の費用（特定負担額）について 
 



保育料について 

＊菊池市の場合（資料参照） 

 ・１号認定子ども （教育標準時間）   ⇒最高額１９,０００円 
 
 ・２号認定子ども （保育短時間）     ⇒最高額１９,０００円（おやつ・給食おかず代含む） 

            (保育標準時間）    ⇒最高額２６,０００円（おやつ・給食おかず代含む） 

 

 ・３号認定子ども （保育短時間）     ⇒最高額３０,０００円（おやつ・給食全て含む） 

                       (保育標準時間）   ⇒最高額４０,０００円（おやつ・給食全含む） 

認定区分や保護者の所得に応じて、 
保育料が決まります。 
保育料は、国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。 
（お住まいの市町村によって保育料の額は異なります。） 
 

①保育料は、保護者の所得（市町村民税所得割課税額等）をもとに算出されます。 



◆１号認定子ども 
 年少（満３歳）～小３までの範囲
において、最年長の子どもから順
に２人目は半額、３人目以降は無
料。 

◆２号・３号認定子ども 
 ０歳～年長までの範囲において、
最年長の子どもから順に２人目は
半額、３人目以降は無料。 

◆３号認定子ども 
 １８歳未満の子を３人以上扶養し、
３人目以降の３歳未満の子どもが入
園する場合も無料。 
（熊本県独自の制度） 

②多子世帯やひとり親世帯等については、保育料の負担軽減があります。 
  

きょうだいで利用する場合は、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。 
但し、1号認定と2号・3号認定では、多子計算のカウントの方法が異なります。 



年収約360万円未満相当の世帯の場合、軽減措置が拡充されます。 

※生活保護世帯やひとり親世帯等で市町村民税非課税世帯の場合は、第１子から無料です。 



給食費 
（月額） 

施設維持費 

（月額） 
認定を受けた教育・保育時間外の保育料（サポート保育料） 

7：30～8：30 15：00～16：30 17：00～18：30 18：31～19：00 

１ 
号 

教育標準時間 

9：30～14：30 

4,000円 
（利用選択可） 

2,000円 
 

200円/日 200円/日 200円/日 （200円/日） 

※ 土曜保育や長期休業期間等の保育利用は、別途費用がかかります。 

２ 
号 

保育短時間 
8：30～16：30 

1,000円 
（主食代） 

2,000円 200円/日 
 

― 200円/日 （200円/日） 

保育標準時間 

7：30～18：30 
1,000円 
（主食代） 

2,000円 ― 
 

― ― 
 

（200円/日） 
 

３ 
号 

保育短時間 
8：30～16：30 

― ― 200円/日 ― 200円/日 （200円/日） 

保育標準時間 

7：30～18：30 
― ― ― ― ― （200円/日） 

２．その他の費用（特定負担額）について 

※下記は、在園期間中に変更されることもあります。 
あらかじめご了承ください。 

【その他】 
・スク－ルバス利用料：片道…月額1,500円、往復…月額2,500円 
・PTA会費：月額500円（在園長子のみ） 

・個人用品、教材代…一式8,000円～12,000円 
・制服等…17,000円程度（年少少組以上児） 
・その他、実費（保険料、園外保育交通費等、観劇料等） 



III.本園の教育・保育方針について 

大きく羽ばたけ双羽っこ 
～子育ては、みんなですれば楽しくなる～ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
急速な少子化の進行に加え、家庭を取り巻く環境の変化に伴い、子どもたちの教育および保育に対するニーズも多様化しています。これまで以上に、地域との連携に積極的に取り組み、保護者の皆さまと協力しながら、一緒に子育てを楽しむ仲間となり、子育て支援の総合的な提供を目指して、「子育てはみんなですれば楽しくなる！」をキャッチフレーズとしています。そこで、保護者の皆さまと協力して本園が目指す幼児像は…



本園の目指す幼児像 

 自分のことが好きと言える子 

目指す幼児像にせまるために、具体的に重視した
いことは？ 

I like me ！ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「自分のことが好きといえる子」です。「自分のことが好きといえる」つまり、自尊感情の高い子どもの育成を目指しています。では、そのために、具体的に重視したいことを３つの視点からご紹介します。



①愛情に支えられた… 

明るさ 
そのためには… 

「安全の基地」＝子どもの心に寄り添い、体験を共
有・共感してくれる大人（親・保育者）の存在が重要 

いつも見守られて
いるから大丈夫！ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
重視したい事の1点目は、愛情に支えられた明るさです。子どもらしい明るさは、いつも信頼している大人（親、保育者）から見守られているから大丈夫という感覚から生まれます。そのためには、「安全の基地」つまり子どもの心に寄り添い、体験を共有・共感してくれる大人の存在が重要です。「安全の基地」という考え方は、イギリスのボウルビ－という児童精神科医が提唱したアタッチメント理論をもとに、アメリカのク－パ－、ホフマン、パウウェルという3人の学者が提唱しているものです。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらの図をごらんください。ここに輪があって、左側の上にあるのが安全の基地です。下にあるのが確実な避難所です。つまり、 これらは子どもにとって信頼できる大人を意味します。家庭では主にお母さんかもしれません。園では保育者です。子どもは、この安全基地を拠 点として元気よく飛び出していきます。そして、様々なものを見たり、聞いたり、触ったりして、いろいろなことにチャレンジをする。元気よく遊んで、 いろいろなものを試して みて理解する。子どもにとっての遊びはイコール学 びです。 　しかし、そのプロセスの中で、ちょっと後ろを向いたらお母さんがいない。夢中に遊んでいたら、真っ暗になってしまった、怖い。子どもはこの輪の上で、時々 恐れや不安、フラストレーションなど、いろいろなネガティブな感情を経験します。そうすると、今度は ベクトルを逆にして、一転して、あそこに行けば大丈夫と避難所めがけて走りこんだり、まだ小さい赤 ちゃんの時は、自分から「ギャー」と大きな声を上げたりして、とにかくこの確実な安全基地に逃げ込もうとする。つまり、安全基地は、温かく見守ってくれる大人とのアタッチメント（くっつくこと）、信頼関係と言えそうです。当たり前のことですが、乳幼児の日常生活はこの輪の連続です。この輪がいかに自然に且つ確実に機能するかどうか、これが実は、子どもの健やかな発達の鍵になります。 小さい赤ちゃんの頃は、すぐ怖くなってお母さんの膝の上に乗っかる、それこそ輪はごくごく小さいも のかもしれません。でも２歳３歳になると少々のことでは、 ここに戻らなくてもよくなる。さらに、小学校に上がる頃になると、ひとりで友だちの家に遊びにいけるようになったりして、この輪はもっと広がる。さらに中学校、 高校になると、めったに親もと、この避難所には帰ってこないかもしれない。でも、戻らないからといって、必要 なくなったかというと、そうではありません。皆さんご自身がお分かりだと思います。最後の最後、お 母さんやお父さんは、自分のことを見捨てないという見通しがあるからこそ、一人でいろいろなことがで きているというところがあります。実は、この輪が大きくなっていくということが、イコール発達なのです。



☓安全基地がないと 

○安全基地がしっかりしていると 

 

⇒失敗を恐れて消極的になる 

⇒遊びを楽しめない⇒学ぶ力の低下 

 

⇒失敗しても大丈夫 

⇒様々なことに挑戦してみようとする 

⇒豊かな遊び、学びへ 

不安 
どうしよう… 

安心 
やってみよう！ 



② できることは自分でやろうとする・・・ 

たくましさ 

そのためには… 

「楽しい！」「面白い！」という 

体験の積み重ねが重要 

やってみよう！ 
できた！ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、重視したい事の2点目は、できることは自分でやろうとするたくましさです。子どもの「たくましさ」は、やってみようという意欲とやってみたらできた！という感覚の積み重ねから生まれます。そのためには、楽しい、面白いといった、わくわくする体験の積み重ねが重要です。



海馬 

Hippocampus 

扁桃体 
Amygdala 

ワーキングメモリー 
Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｍｅｍｏｒｙ 

参照： ～脳の発達の視点から～ 

a.大脳辺縁系（扁桃体と海馬） 

感情と記憶のネットワーク化 

4歳頃 

 

 b.前頭連合野のワーキングメモリー 

情報操作のための記憶力の発達 

5歳半頃 

 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらの図をご覧ください。なぜ幼児期に「面白い」「楽しい」という体験をすることが重要か、脳の発達の視点からみてみたいと思います。子どもたちが４歳頃になると、大脳辺縁系といわれる脳の扁桃体と海馬の部分で、感情と記憶のネットワーク化がおこります。ですから、この時期に、子どもが望んでないのに大人が無理に知識や技能を教えこもうとしたり、逆に子どもが大人に助けを求めてきたときに無視されたりすると、「扁桃体」感じた「マイナスの感情」と体験したことがセットになって海馬で記憶され、健全な脳の発達が妨げられてしまうことになります。一方、信頼できる大人に見守られながら安心して楽しい・面白いと体験をたくさん積み重ねると、感情と記憶のネットワーク化がしっかりできてきて、５歳半頃には様々な情報を操作していくための記憶力が発達してきます。



☓扁桃体で緊張・不快を感じると 

○扁桃体が快を感じると 

 

⇒海馬で失敗例や不安が蘇り他のことを考えられなくなる 

⇒冷や汗が出たり頭が真っ白になる 

 

⇒ワーキングメモリーに情報伝達物質が送られ海馬を活性化し、
情報を記憶貯蔵庫にどんどん蓄えることができる 

⇒「好きこそものの上手なれ」 

 

苦しい 
つらい 

楽しい！ 
面白い！ 



③遊びに没頭することができる… 

創造性 

そのためには… 

「創造」は「想像」から… 

「想像」の素材となる 

「遊びや生活の実体験」 

      の積み重ねが重要 

なんだろう？ 
どうしてだろう？ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、重視したい事3点目は、遊びに没頭することができる創造性です。子どもらしい「なんだろう？」「どうしてだろう？」という発想は、豊かな経験・体験から生まれます。そのためには、クリエーティブな創造の素となるイマジネーションを生みだす「体験」の積み重ねが重要になってきます。



☓経験（体験）が不足すると 

○豊かな体験をしていると 

 

⇒想像する力が育ちにくい 

⇒工夫したり考えたりすることが苦 

 

⇒想像することが楽しい 

⇒類推する力（学力の基盤）が向上 

実体験 

どうしたらい
いか教えてく
れないとわか
らないよ… 

とりあえず、
自分でやっ
てみよう！ 

＋ 優れた絵本 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
経験・体験が十分にできてないと、頭でっかち（知識偏重）は、結果的に本物の学力にはつながらない。



 ５０の文字を教えるより、 
    １００の「なんだろ？」育てたい 

保育者の指導的な対応は最小限に… 
⇒ 教え過ぎない！ 

保育の特色 

見守る保育⇒自由保育 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このような点を踏まえて、



１．先回りや後追いといった過干渉にならない 

  ⇒見守ることを基本として、安全基地に＜信頼関係＞ 

２．他児と比べない 

  ⇒その子自身の進歩を認め誉める        

３．「生き字引」のように余すところなく定義を与えない。 

  ⇒子ども自身が考え、判断する余地を残すこと． 

４．「裁判官」のように「判決」をくださない 

  ⇒ 禁止や命令ではなく「提案」を！ 

私たちが心がけていること… 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このようなことを、心がけて実践する保育は、一般的に「自由保育」と呼ばれています。それと対照的な保育が「一斉保育」ということになります。



自由保育   vs.   一斉保育 

こども主体 
こどもがそのときにやりたいこと
をできるだけ尊重 
 

保育者が主体 
保育者の計画に従って同じ時
間に同じ内容を指導することを
優先 

・子どもが安心して自分の好きな遊び
に取り組める保育環境 
 
・保育者は見守り、待つことが主 
 
・その子自身の進歩を認め褒めやすい 

・教師の指示が通りやすい机や椅子
の配置 
 
・保育者は指示を出すことが主 
 
・他の子どもと比較して、劣ってい
るところを指摘したくなる 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自由保育は…一斉保育は…熊本県内では、どちらかというと一斉保育の形態をとっている園が多いようです。では、保育形態と語彙能力{コミュニケ－ションの能力）の関係を調査したデータをご覧ください。



●語彙力：自由保育＞一斉保育 
子ども中心の保育、自由遊びの時間が長い幼稚園や

保育所の子どもの語彙得点が高い 
お茶の水大学名誉教授 内田伸子氏（発達心理学）の研究より 

保育形態と語彙能力の関係  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
３・４・５歳児の読み・書きの能力と、語彙力について、保育形態による違いを調査したものです。ごらんのとおり、読み　と　書き　については、自由保育と一斉保育の子どもの能力の違いは殆どありません。しかし、語彙力については、どの年齢でも、青い棒グラフの自由保育の子どもたちの方が、かなり優位に特典が高いことが分かります。同じようなことが、家庭におけるしつけスタイルにも言えます。



共有型しつけ  vs.  強制型しつけ 

親子の触れ合いを大切にし、
子どもと楽しい時間を共有し
たい。 
 

子どもをしつけるのは親の
役目。悪いことをしたら罰
を与えるのは当然。力のし
つけも多用する 

・子どもにたびたび話しかける 
 
・子どもと一緒に外出したり、旅行
したりするのが好き 
 
・子どもが喜びそうなことをいつも
考える。 

・いいつけを守るまで指示し続ける 
 
・悪いことをしたら罰を与えるべき
だと思っている 
 
・親の言うとおりに従わせるのが子
どものためになる 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
共有型しつけは…共生型しつけは…どちらのしつけを受けた子どもの方が、語彙力が高いと思われますか？



  語彙得点が高い子どもは、共有型しつけを受けており、 
  語彙得点が低い子どもは、強制的しつけを受けている。 

共有型しつけ得点 強制型しつけ得点 

しつけスタイルと語彙能力の関係  
  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ごらんのとおり、語彙得点が高いこどもは、共有型しつけを受けており、語彙得点が低い子どもは、強制的しつけを受けていることがわかります。…というわけで、本園では自由保育という保育形態をとっていますので、本園に入園されるお子さんは、ご家庭でも、共有型のしつけを心がけて頂きたいと思っています。



① お父さん・お母さんの笑顔が一番の安全基地 

   子育てに困ったときは、遠慮せずにSOSを！ 

② 健全な生活リズムなしに健全な脳の発達はない 

     夜７時から朝７時までの間に10±1時間のまとまった睡眠 

    毎日、一定の時刻に就寝、起床（ズレは30分以内が理想） 

    乳幼児の目標は、夜8時に寝て、朝6時に起きる！ 

③ 朝ごはんは、脳のエネルギー 

    決まった時間に朝食をとる。（温かい物を食べて体温を上げよう！） 

 

IV. おわりに 

子どもたちの健やかな心身の育ちのために… 
 

保護者の皆さまにお願いしたいこと 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、子どもたちの健やかな心身の育ちのために、３点、保護者の皆さまにお願いさせていただきます。①②③この３つは、どの園に入園されるとしても、とても大切なことだと思います。何も心配ないという方も中にはおられるとは思いますが、もう一歩…と思われる点がある方は、入園までに、是非ご家庭で取り組んでみてください。
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