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幼児教育・保育の無償化を迎えて
一般社団法人 札幌市私立幼稚園連合会 会長

前 田 元 照

札私幼会長に就任し、４期目の折り返しを迎えまし
た。２期目の折り返し（平成２
７年度）の時期には、子
ども・子育て支援新制度がスタートしたところですが、
令和元年となりました今期の折り返しでは、１
０月から
幼児教育・保育の無償化を迎えることとなりました。
この無償化については、国において、幼児教育の負
担軽減を図る少子化対策として、また、生涯にわたる
人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を趣旨として
取り組まれたものですが、本年５月１
０日に、
「子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律」が成立したこと
により、ようやく制度の具体化に向けた事務も前へ進
められることとなりました。
３歳から５歳までのすべての子ども達の利用料が世
帯の収入に関係なく無償化（幼稚園については、月額
上限２．
５
７万円）され、保育の必要性の認定を受けた子
ども達の幼稚園の預かり保育も、最大月額１．
１
３万円ま
での範囲で利用料が無償化されることとなりました。
この間、役員の先生方と共に、札幌の就学前の子ど
も達や札幌の幼稚園・認定こども園に勤務していただ
いている先生方のために、より無償化の趣旨を実現で
き、また事務手続きが簡便となるよう、制度の実施に
向けて実施主体となる札幌市と、複数回の意見交換を
積極的に行ってまいりました。
７月初旬には、札幌市から各園の皆様に、幼児教育・
保育の無償化の実施に当たっての事務手続き等につい
て、具体的な説明が行われたところですが、国からの
自治体への説明が５月末となったこともあり、まだ詳
細について確定していないところもあります。これか
ら１
０月以降の実施に向けて、時間の限られた中で、各
園における実施体制の具体化、保護者の皆様への実施
内容の説明、必要書類のとりまとめ等、多くの事務処
理に多忙な日々を送ることになるものと思われます。
これまでの私どもの対応が、会員の皆様にとりまして、
無償化の円滑な実施に向けて、少しでもお役に立てる
ことができれば幸いであると、役員共々考えていると
ころです。
一方で、今後も引き続き、応募者が減少傾向にある
中での各園の人材確保策、制度改正が進む中での先生
方の一層の研修体制の充実、などの喫緊の課題に取り
組んでまいります。
人材確保につきましては、今年度も、９月１
６日（月
曜・祝日）に就職フェアの開催を予定しており、昨年
以上のブース出展が見込まれておりますが、今年は、
広報委員会において、学生等の来場者へのＰＲにもさ
らに力をいれているところです。
また、振興委員会では、幼稚園教諭の魅力等につい
て、高校生にPRすべく、今年度から、札幌市立高等学

校「職場体験学習」の生徒受
け入れを行うこととしましたが、
多くの会員の皆様に受け入れ可能
のご回答をいただいているところで
す。さらに、９月２
５、２
６日に、つどーむで開催予定の
高校生向け職業体験イベントにも出展を予定しており
ます。
札私幼としての主要な活動であります研修につきま
しては、近年、受講希望者が増加しており、申込み締
め切り前に定員となることも多くなってきております。
教員としての資質向上に積極的な、皆様の熱意を感じ
ているところではありますが、研究委員会でも、大き
な会場の確保や研修内容の充実に、日々工夫を重ねて
いるところとなっております。
また、認定こども園委員会では、今回の無償化に当
たって、子ども未来局と連携を図り、具体化に向けた
施策について意見交換を行うなど、子ども・子育て支
援新制度の札私幼での対応について、積極的な研究を
行っているところです。さらに、今年９月には、認定
こども園の園長会を開催する予定であり、その後も定
期的に情報交換の場を設けたいと考えております。
このほか、総務委員会を中心として各種会議を開催
するほか、札幌市をはじめとした行政機関や養成校等
の外部団体との対応に当たるなど、各委員会の持ち味
を発揮して、札私幼の活動を推進しているところです。
札私幼では、今年度、新たに１
０園の新会員を迎え、
会員数は、１
５
５園となりました。内訳といたしましては、
私学助成園３
０園、施設型給付園６
４園、幼稚園型認定こ
ども園６園、幼保連携型認定こども園５
５園となってお
り、新制度移行園が、８
１％を占めるまでとなりました。
保育園由来の認定こども園の皆様にも多く加盟いただ
き、会員の運営形態もさまざまとなっておりますが、
幼稚園から認定こども園まで、札幌市の幼児教育に関
わる多種多様な皆様のために、役員もさらなる広範囲
な努力が必要と考えているところです。
札幌市私立幼稚園連合会は、かつて、９名の設置者・
園長先生が集い、園長会を開催したのが始まりです。
６
０年以上の月日を経て、今日、１
５
５園の会員の皆様と活
動を共にすることとなっております。かたちが異なる
施設であっても、それぞれに切磋琢磨しながら、同じ
未来ある札幌の子ども達を受け入れ、豊かに成長する
機会を提供していただいております。私どもは、諸先
輩が長年の歴史の中で築かれた功績を継承しつつも、
変化が大きく流れの素早い時代を先取りし、さらなる
発展をさせてまいりたいと考えております。会員の皆
様におかれましても、札私幼の諸活動への積極的なご
参加をよろしくお願いいたします。
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代表者会議報告

来賓挨拶・鈴木 直道 知事

５月１
７日金曜日

部分も多いことや、札幌市がこれからの課題をどう対

午後２時からホテ

処するか現時点で決定されていないことから、最後に

ル札幌ガーデンパ

札私幼連合会としてしっかり要求していくことが重要

レスにて令和元年

であるというアドバイスがありました。当初前田会長

度の代表者会議が

および古川認定こども園委員長の両名と相原氏との対

開かれました。今

談も予定されていましたが、熱のこもったお話が続き、

回は内閣府子ど

予定の時間を過ぎてしまい、より深い内容は次回夏の

も・子育て本部参

研修会でまたお聞きしましょうという前田会長の声で

事官補佐相原康人氏を迎えて「幼児教育無償化１
０月ス

終了となりました。

タート各園の対応について〜新制度施行５年後の見直
しとともに〜のタイトルの下、お話が始まりました。
相原氏は過去に何度か代表者会議で「新制度施行につ
いて」の講演をして頂いたこともあり、その後の経過
などを含め、初年度における様々な課題なども交えて
お話がありました。
会員の皆さんが最も関心の強い１
０月から始まる無償
化について、より具体的にどのような手順や手続き、
認識を持つべきかなど、新制度へ移行している園と現
在も私学助成である園を対比しながら、ひとつひとつ
の項目を挙げてお話が進められました。
無償化の項目の中の預かり保育分や給食の副食分な
ど、細部にわたりどう取り扱われるのかなど不明瞭な
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

令和元年度

定時総会報告
令和元年５月１
７

「議案第１号平成３
０年度事業報告及び決算承認の件」

日午後４時１
５分か

は、各委員会（総務・振興・研究・広報・認定こども

らホテル札幌ガー

園）の各委員長及びPTA担当副会長・政令担当理事か

デンパレスにて令

ら事業報告がなされ、坂本事務局長より平成３
０年度の

和元年度定時総会

収支決算の説明と監事による監査報告があり賛成多数

が開催されまし

で承認可決されました。
「議案第２号理事選任の件」に

た。藪副会長の司

ついては坂本事務局長より説明があり賛成多数で承認

会進行で会が始ま

可決されました。他の提出議案はなく角谷議長が全て

り、幼児教育センター野切課長から職員のご紹介を頂

の議案が審議終了したことを告げて退任しました。

いた後、札幌市立幼稚園・こども園長会会長札幌市立

報告事項として前田会長から令和元年度新会員とし

中央幼稚園園長瀬戸先生、副会長札幌市立あつべつき

て１
０園の加入が理事会で承認されたことの報告があり、

た幼稚園園長加藤先生より自己紹介を頂きました。前

新会員の紹介、自

田会長の挨拶に続き、来賓としてご臨席の札幌市副市

己紹介が行われ、

長町田隆敏様から祝辞を頂きました。太田振興委員長

丸谷副会長の「閉

より定足数の確認が行われた後、出席者の中から札幌

会の言葉」で令和

わかくさ幼稚園園長角谷毅先生が議長に選任され、議

元年度定時総会は

事録署名人に北都幼稚園園長西川装先生、つきさむ幼

滞りなく終わりま

稚園園長押野裕子先生の両名が指名され議事に入りま

した。

した。
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秋元 克広市長へ表敬訪問・札幌市子ども未来局との意見交換会報告
この度の市長選で２期目の当選を果たした秋元 克
広札幌市長の下へ、４月１
９日
（金）
札私幼から前田会長・

未来】を出来る限り明るくより良い育ちにつなげてい
けるよう切なる願いを込めた訪問でした。

藪副会長・丸谷副会長・中村副会長・太田振興委員長・

市長への表敬訪問後、札幌市子ども未来局へ場所を

芝木研究委員長・米永広報委員長・古川認定こども園

移し【保育料の無償化】について札幌市はどのように

委員長・坂本事務局長の９名で表敬訪問を致しました。

考えているのかを前田会長と古川認定こども園委員長

市長への当選を表敬すると共に、一人でも多くの子

が中心となり話し合いを進めました。この時点では国

ども達に質の高い保育をするために各園が取り組む中

からの通知を持って札幌市は決めてゆきたいとの回答

で、非常に厳しい人材確保など変わりゆく幼児教育の

が多くありましたが、各園からの疑問や質問なども取

現場の声を届け、１
０月から始まる保育料の無償化につ

りまとめ話をさせていただきました。

いて、札幌市としての今後の対応や動きについてどの

７月に入り未来局から説明会が開催されましたが、

ように向き合ってゆくのかなど、短い時間でありまし

無償化については各園でまた違った課題も出て来るこ

たが意見を述べさせていただきました。

とが懸念されています。新制度への動き同様に落ち着

今後の札幌市の財政を踏まえて【札幌の子ども達の

くまでに時間を要するのではないでしょうか。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

令和元年度・札幌市子ども未来局の私立幼稚園／認定こども園関連業務の担当について
子ども未来局長 → 山根 直樹／子育て支援部支援制度担当部長 → 押見 幹生
施設運営課長 → 佐々木 直人／保育推進担当課長 → 伊藤 弘己
（敬称略）
所 管 業 務

所 管 部 局

電 話 番 号

① 認定こども園・新制度に移行した幼稚園の
定期運営指導（監査）

施設運営課／運営係
・田村係長 ・有倉（幼保）
・古関（幼保以外）

２
１
１−２
９
８
６

② 教材教具等整備補助金
特別支援教育事業補助金
研修費等補助（団体助成）

施設運営課／運営調整担当係
・蝉塚係長
・作田

同 上

③ 就園奨励費補助金

施設運営課／保育料係
・佐藤係長 ・西岡

２
１
１−２
８
１
９

④ 保育料（１号子ども）

施設運営課／保育料係
・佐藤係長 ・大槻

２
１
１−２
９
８
７

⑤ 子ども子育て支援事業計画

保育推進担当課／保育推進係
・長能係長

２
１
１−２
３
４
６

⑥ 一時預かり事業

保育推進担当課／認可担当係
・亀苔係長 ・森

同 上

⑦ 新制度に移行する幼稚園・認定こども園の
確認等、権限委譲

保育推進担当課／認可担当係
・亀苔係長

同 上

保育推進担当課／施設整備担当係
・小野寺係長

同 上

保育推進担当課／給付係
・藤間係長 ・竹内

２
１
１−３
０
２
７

⑧ 認定こども園の施設整備補助金
⑨ 施設給付費の交付
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令和元年度・第５
９回 政令指定都市私立幼稚園団体協議会
〜名古屋大会〜報告
第５
９回政令指定都市私立幼稚園団体協議会が名古屋で開催されました。令和になり
初めての開催に札幌市からは、前田会長・藪副会長・丸谷副会長・中村副会長・太田
振興委員長・芝木研究委員長・米永広報委員長・古川認定こども園委員長・前鼻政令
担当理事・坂本事務局長・佐々木Ｐ連会長・札幌市子ども未来局伊藤課長の１
２名で参
加しました。前回、名古屋での開催は今から１
４年前ちょうど愛知万博が開催されてい
る時でした。万博のテーマが【愛・地球博】この団体協議会のテーマもそこからのつ
ながりで【愛・夢・いのち】でした。今年度のテーマはその時を振り返りさらに今の
幼児教育に結びつけ【愛・夢・いのち】〜ふたたび〜・―幼児教育の「新」と「真」
を見通すために― でした。１日目には、柴山文部科学大臣も来賓としてご出席いただ
きご挨拶を賜りました。その後、行政報告・基調講演・参加者での意見交換会を行い
ました。意見交換会の中では数々の名古屋の魅力を披露していただき和やかな雰囲気
の中での開催となりました。
２日目の分科会はテーマに沿って短い時間ではありましたが現状を知る機会や情報交換の場となりました。
第５
９回 政令指定都市私立幼稚園団体協議会 〜名古屋大会プログラム〜
第１日目
１．開会式（開会宣言・主旨説明）
２．行政報告
３．基調講演
演題 「カレーなる我が人生」
講師 カレーハウスCOCO壱番屋 創業者・宗次 徳二 氏
第２日目
第１分科会（振興・経営）
「無償化元年、
『新』なる制度と課題」
≪講師≫ 文部科学省初等中等教育局幼児教育課専門官・岩岡 寛人 先生
第２分科会（教育）
「
『真』なる人材育成に向けて」
≪講師≫ 名古屋市立大学・大学院 准教授・上田 敏丈 先生
第３分科会（PTA）
「こども目線の星ふる世界」
≪講師≫ 名古屋市科学館 学芸員・中島 亜紗美 様
第４分科会（事務局）
「各政令市事務局の情報交換」
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第１回札幌幼児教育セミナー

札幌市私立幼稚園連合会主催の第１回札幌幼児教育

きました。そして、
『遊びの中で学ぶ』とは、環境に能

セミナーが、５月３
１日
（金）
にエルプラザホールにて行

動的にかかわることで対象と自分との関係に意味を見

われました。講師として、聖心女子大学教授の河邉

出す過程、目的を持って道具を使おうとするようにな

貴子先生をお招きし、
「遊びをどう理解し援助するか」

る過程、予想・意図・期待をもった行動をとるようにな

という演題で講演していただきました。

る過程、遊びの状況を作りかえていくことによって他

３
２
０名と多くの先生方が参加しており、
『幼児期にお

者とのかかわりが深まる過程、といった自己拡大のプ

ける遊びの重要性』についてもっと学びたいという先

ロセスを踏むということであることを再確認しました。

生方の熱意が感じられました。講演の中で『SOAP

河邉先生のお話の中に「遊びの質の大元は保育の質

型記録』を教えていただき、Ｓ（幼児の姿）
・Ｏ（読み

であり、保育の質のベースは生活である。また、幼児

取り）
・Ａ（願い）
・Ｐ（環境の構成）の４項目に沿っ

期にしっかり遊ぶとその後の人生は幸せである」とあ

て子どもの姿を考察していくと、単発な遊びではなく

りました。魅力的な環境に出会えるようにしたり、遊

次の遊びや生活へと繋げていくことができることから、

びに没頭できるようモデルになったりと、私達のすべ

生活と遊びの繋がりの大切さを改めて見直すことがで

きことはたくさんあることを実感しました。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

令和元年度 Ｐ連ふれあい交流会報告 〜北ガスアリーナ札幌４６〜
札私幼PTA連合会主催の【ふれあい交流会】が今年
も開催されました。
令和になり初めての交流会、会場も今年初の北ガス
アリーナ札幌４
６でした。
（中央体育館をリニューアルし

ムページ】にてご確認下さい。
最後になりますが大会運営にご協力いただきました
Ｐ連役員の皆様お忙しい中、本当にありがとうござい
ました…

た所です）
今年も開会式では北海道知事・鈴木直道様と札幌市

★優 勝★ 中央区・ひかり幼稚園（PIKARIN）１
７
２個

長・秋元克弘様がご来賓としてご参加いただき、ご祝

★準優勝★ 白石区・札幌白樺幼稚園（サツシラドリームⅡ）１６７個

辞だけではなく、お二人揃っての【始球式】で保護者

★３ 位★ 厚別区・ひばりが丘明星幼稚園（明星ビレッジ）１６５個

の皆様の熱い戦いが始まりました。各園とても息の合っ

★４ 位★ 東区・札幌大谷大学附属幼稚園（ザ・ロータスＢ）１４２個

たプレーで年々迫力を増した戦いとなりました。
【玉入

★５ 位★ 白石区・しろいし幼稚園（エレファント）１４２個

れ】の結果は下記の通りです。
（上位チームのみご紹介
させていただきます）順位の詳細は【札私幼Ｐ連ホー

※玉の合計数は、１回戦と２回戦合わせた数です。
同点の場合、１回戦目の球数が多いチームが上位。
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就職フェア開催のお知らせ
札私幼就職フェア２
０
１
９
【ミライノトビラ】
〜集まれ！ミライの先生たち〜

すでに会員園にお知らせをしておりますが今年度も下記の日
程で【札私幼就職フェア】を開催致します。今年度はかねてよ
り学生さんから要望のあったブース参加園をあらかじめ知るこ
とが出来たら…を視野に事前調査を行いました。６月現在で就
職フェアへの参加を考えている法人・園の数も出ました。ご協
力ありがとうございます。すでに正式なブース参加のお申込み
をしていただいております。お申込みいただいた法人・園には
後日説明会の詳細を送らせていただきます。今一度【開催要項】
をご覧いただきご検討を宜しくお願い致します！
★開催要項★
日時 → 令和元年９月１６日（月・祝）／１２時３０分〜１５時３０分
場所 → ホテル札幌ガーデンパレス・２階（鳳凰の間）
札幌市中央区北１条西６丁目
★６月現在で参加を考えている法人・園数 → ５
０法人・８
０園
となっております。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

令和元年度・札幌市幼児教育センター職員紹介
研修や教育相談等でお世話になっております幼児教
育センターの先生方を紹介します。
★幼児教育センター担当課長 → 野切 卓
★幼児教育企画・研修担当係 指導主事 → 松井 泰子
★幼児教育企画・研修担当係 指導主事 → 本間 真純
★幼児教育企画・研修担当係 指導主事 → 吉本 学
★幼児教育相談担当係 指導主事 → 伊藤 文雄
★幼児教育相談担当係 指導主事 → 渋谷 かおり
★幼児教育相談担当係 指導主事 → 金澤 恵美
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

令和元年度・札幌市立幼稚園教育支援員紹介
日頃より、特別支援事業とて教育支援員として各園
を回りアセスメントでお世話になっている各区の支援
員の先生をご紹介します。
★中央区担当 → 柏木 順（中央幼稚園）
★北区担当 → 長岡 実和子（白楊幼稚園）
★東区担当 → 関戸 利加（ひがしなえぼ幼稚園）
★白石区担当 → 中村 孝博（きくすいもとまち幼稚園）
★厚別区担当 → 杉森 久美子（あつべつきた幼稚園）
★豊平区担当 → 久保 敦子（かっこう幼稚園）
★清田区担当 → 大森 洋子（かっこう幼稚園）
★南区担当 → 石井 博子（もいわ幼稚園）
★西区担当 → 小寺 由乃（はまなす幼稚園）
★手稲区担当 → 林 美奈登（手稲中央幼稚園）
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４月９日（火） 監事監査

８月２
８日
（水） 札幌市幼児教育講演会（エルプラザホール）

４月１
７日（水） 総務委員会・理事会（ちえりあ）

８月２
８日（水） 広報委員会

４月１
８日（木） 研究委員会

８月３
０日（金） 札幌幼児教育セミナー（ちえりあホール）

４月１
８日（木） 広報委員会

〜３
１日（土） 札幌幼児教育セミナー（かでる２・７大会

４月２
２日（月） 振興委員会

議室）

４月２
４日（水） 初任段階における研修「スタートアップ研
修」（ちえりあ講堂）
５月１
７日（金） 総務委員会・理事会・代表者会議・定時総
会（札幌ガーデンパレス）

９月３日（火） 札私幼就職フェア参加園への説明会（ちえ
りあ大研修室）
９月４日（水） 認定こども園・園長会（ちえりあ中研修室
１）

５月２
１日（火） Ｐ連定期総会

９月６日（金） 研究委員会

５月２
８日（火） 認定こども園委員会

９月１６日（月・祝） 就職フェア（札幌ガーデンパレス）

５月２
９日（水） 振興委員会

９月２
７日（金） 教育研究大会公開保育（市内２
２園）

５月３
１日
（金） 札幌幼児教育セミナー（エルプラザホール）
６月５日（水） 初任段階における研修「保育参観研修１」
（市立白楊幼稚園）

〜２
８日（土） 教育研究大会全体会（札幌市民ホール）
１
０月１日（火） 広報委員会
１
０月４日（金） Ｐ連５
０周年記念事業兼全道大会

６月６日（木） 研究委員会・公開保育担当園会議
７月４日（木） 広報委員会

令和２年度の教育研究大会日程

７月５日（金） Ｐ連ふれあい交流会（中央体育館）

９月２
５日（金） 公開保育（市内２
２園）

７月１
１日（木） 政令指定都市私立幼稚園団体協議会名古屋

９月２
６日（土） 全体会（札幌市民ホール）

〜１
２日（金） 大会
７月１
７日（水） リーダ力スキルアップ講座（しろいし幼稚
園）
７月２
２日（月） 振興委員会
７月２
４日（水） 総務委員会・理事会（ちえりあ）
７月２
４日
（水） 初任段階における研修「理論・実践研修１」
〜２
６日（金） （ちえりあ講堂他）
８月２日（金） 初任段階における研修「理論・実践研修３
（２年次）
」（ちえりあ講堂）
８月２
２日（木） 政令指定都市私立幼稚園団体協議会次世代
〜２
３日（金） 研修会堺大会
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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でした。悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々の美しい自
然、こうした日本の国柄をしっかり次の時代へと引き継い
でいく。厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇
る梅の花のように、一人一人の日本人が明日への希望とと

５月１日から新しい元号「令和」になりました。これは、

もに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そう

１２００年余り前に編さんされた日本最古の歌集「万葉集」に

した日本でありたいとの願いを込めて「令和」に決定した

ある「初春の令月にして

そうです。
「昭和」
、
「平成」
、
「令和」へと時代が移り変わり、

気淑（よ）く風和（やわら）ぎ

梅は鏡前の粉（こ）を披（ひら）き 蘭（らん）は珮後（は

世の中の変化の速さに戸惑いながらも次の時代を担う大切

いご）の香を薫（かおら）す」との文言から引用されまし

な子どもたちを育てる仕事をしている自覚を持って日々精

た。この「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で、

進して、美しい心を磨いていきたいと思います。

文化が生まれ育つ、という意味が込められているとのこと

（広報委員・清水

貴子）

