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［保育園を考える親の会について］

since 1983

働く親のネットワーク。

首都圏中心に400名弱の会員。

情報交換、交流による支え合い。

調査、意見表明、出版。
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保護者から見える「保育の質」
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保護者が見学して預けたくないと思った保育施設
保育園を考える親の会 会員アンケート2016

471件(=100%）の自由記述の要素分類。見学したのは認可保育所、小規模保育、認証保育所、その他の認可外保育施設など。
「狭い」18件の施設内訳は、認証保育所10件、小規模保育３件、その他の認可外３件、区の保育室１件、認定こども園１件。

【理由】

見学して「預けたくない」と思った施設は？



子どもが在園する保育施設への不安・不満
保育園を考える親の会 会員アンケート2016
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「不安や不満を感じたことがある」と答えた回答者に、選択肢式・複数回答可で回答してもらった。有効回答63

件を100％としたときの得票率。

「その他」の記述：「保育士さんと話す時間」「園庭がない（２）」「外遊びが少ない」「運動スペースの狭さ」「生活環境」「ケガ」「延長保育の定員」「保育時間、

次年度の受け入れ可否」「禁止事項の多い管理の仕方」「持ち物の不備に対し親を執拗に責める、子どもの物の管理が杜撰、散歩が少ない、制服があ

る」「制度に関する知識不足」「園長ではなく主任保育士が実質最高権限者で、園運営が独裁的な面があった」「定員不足」「無認可の新設園だったため

漠然とした不安があった」

【内容】

子どもが通園する保育施設に不安や
不満を感じたことは？



【入園後に気づいたこと】

保育の質は妥協してはいけない

親の都合より子どもための保育の質（４）

子どもが安心できて楽しいこと（３）

保育士の子どもへのかかわり、遊びの質（６）

保育士の0歳児保育の専門性

保育士によって子どもの育ちが違う（２）

保育士の資質（５）＊うち、悪い発見が２件

保育士のゆとりや意欲（２）

保育士の待遇や定着率（４）

ともに育ててくれ、導いてくれる（２）

生活の場としての質

安全・健康面（２）＊うち、悪い発見が１件

園庭など戸外遊び環境（２）

保護者のコミュニティをつくれる

入園の前後で変わる

「保育の質」として大切に考える事柄
2018年５月 保育園を考える親の会 臨時アンケート
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▼あなたが保育園等に子どもを通わせる前と後では、「保育の質」として大切に考える事柄が変
わったか。

【入園前に気にしたこと、イメージ】

入れたらどこでもいい（４）

認可園ならどこでも同じ

園庭・施設などハード面（４）

保育士は単に世話をする人、遊ぶ人（２）

保育士はベテランがいい

英語やお稽古ごと（２）

親へのサービス（２）

変わった

変わらなかった

わからない

（有効回答46件）

▼「変わった」のはどんなことか？
自由記述回答（31件）を要素分類。数字なしは１件。



見学・転園した保護者の声から
「その差は驚くべきものでした」
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質が高いと思った園

• ［運営］子どもへの思いやあたた
かいまなざしを持って運営してい

る。

• ［配置］一年を通じて同じ先生に
見ていただけた。
• ［保育内容］子どもたちとの向き
合い方に一生懸命で全力。
• ［保育内容］声かけ、読み聞かせ、
外出、子どもの成長に合わせて
興味のもてる遊びをするなどが細
やか。

• ［ゆとり］保育士が仕事を楽しんで
いる。ゆとりがある。
• ［子ども］子どもが安心して通える。

質が低いと思った園

• ［運営］とにかく子どもの生活を回

すことに必死。

• ［配置］保育士の入れ替わりが激

しく、一年で担任全員が変わった。

• ［保育内容］子どもに言うことを聞
かせることに必死。

• ［保育内容］ユニークな試みや英
語や絵画をやっていても、子ども
が安心できていない。

• ［子ども］園によって、担当する先
生によって、子どもの育ちが違う。

• ［子ども］先生の態度（見下す、ダ
メと決めつける）を子どもがマネ
する。

質の低い保育は子どもの人権を侵害する。



保護者と子どもが支えられる
保育の姿
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困難をかかえ
る家庭への支

援

子育て支援
についての情
報提供

保育所等の保護者支援の８つの力
普光院作成。保育園を考える親の会に届く保護者の声から分類抽出。

受容、

成長の喜び・愛
情への共感

子ども理解の援
助

子育てのノウハ
ウの伝達・生活
習慣の援助

地域の
つながりの支援

子どもの育ちに
必要な環境の提

供

親の就労を助
ける

＋
子どもが保育所等で楽しく生
活し、成長していること。
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「生活の場」であることの強み

• 子ども同士が、遊びはもちろん、生活をともにすることに

よっても「協同的な学び」が生まれる。

• 保育所における生活そのものの中に様々な「学び」の素材

がある（日常的な食育など）。

• 子ども自身が生活習慣・健康管理を実践する場であり、保

育の専門性に基づいた援助が行える。

• 保護者の就労を支え、子どもの日中の生活を支えるという

緊密な関係性のもと、家庭を包括的に支援できる。

• 家庭や子どもの変化（S0S）に気がつきやすい。
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子ど
も

保護
者

子ど
も保護

者

保育の場

保育の質と保護者支援の関係

養護と教育

保育の理念・方針

保育の方法

子どもの発達の理解

子どもの心理の理解

伝えられる

保育を見る・聞く

子どもの姿を通して理解する

＜質の高い保育は、質の高い保護者支援を実現する＞

子ど
も

保護
者

伝える・説明する
保育の見える化

保護者同士の連携、
共通認識、
園への協力

保育者
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養育困難予防のための支援の質
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保育所は多様な家庭の子育て支援を担っており、
社会的養護と境を接している

要保護児童とその家庭

おおむね安定した家庭・児童

保
育
所

＜保育所本来の制度設計：
不利な立場の子ども・家庭の
アクセスを保障する＞

・保育料の応能負担

・ひとり親家庭、困窮家庭等
の優先利用

・障害児・発達障害児の保育、
優先利用

・虐待等の懸念のある子ども
の優先利用、措置

社
会
的
養
護
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要保護児童

要保護児童

施設による社会的養護
家庭による
社会的養護

小規模施設による社
会的養護

家庭による
社会的養護

＊「2016年11月30日 第６回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会」。

そのためには、そもそも

の「社会的養護ニーズ」の

抑制が必要であり、保育

所等による家庭支援の強

化が重要であることが議

論された。＊

保育所等は
社会的養護に至る前の段階で
家庭を支援する役割も担う

2016年児童福祉法改正。「家庭による社会的養護」をふやす方向性が示された。

保育所等は、日々子どもの保育を実施しながら、保護者と接し、子どもの発達や生活の状

態、保護者の養育や生活の状態を把握できる立場にある。必要な場合には、支援を自ら

行ったり、他の支援につないだりできる機能も有している 。この支援の質も、保育の質の延

長線上にある。



質の確保・向上に必要と考えられる
こと
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一人ひとりの子どもに向き合える
保育者の

ゆとり
（手がかけられる）

専門性
（子どもの身体・心理・発達への理解）

経験
（適切な判断・対応ができる）

が必要 19



保育の質の向上のために

• 保育士のこまやかな関わり、子どもの主体的な活動、

協同的な学びの重要性など、基本的なことがおさえら

れていない現場への対応。現場のみならず、事業者

（経営者）、保護者の理解も必要。

• 「同僚性」を高めることによって保育の質を上げる運

営手法などグッド・プラクティスを波及させる必要。

• 研修機会の保障。

• 現場のゆとりをつくる（業務改善、人員増、補助員の

配置）

• 人材の確保と定着のためのさらなる方策を。
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［国・自治体］

基準

（施設設備・運

営面・指針）

給付・補助金

（公費の投入）

研修の支援

指導・支援・評価

施策はどのように現場を支えるか

［施設の質］

人材 施設長の資質

保育士の資質

その他の職員の資質

設備 保育室のゆとり

園庭等の環境

適正規模の調理室

教材 遊具・玩具・絵本等

表現の道具や素材

保護者 保育への理解・協力

［事業者の質］

理念 子どもの尊重

保育に関する専門性

児童福祉への理解

具体 施設設備・教材への投資

職員育成

職員の適正な処遇

☆現場の声を聞き

必要なお金を使い

必要なサポートをする

支
え
る

支
え
る

21関与・指導・支援



［参考］質を確保する施設の外側のしくみ

①都道府県等による指導監査

②基礎自治体による巡回相談・支援

③施設情報の開示（子ども・子育て支援法）

④保護者の協働や参画（保護者のかかわりや協力による質の向上）

⑤第三者評価
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「預けたくないと思った理
由」の自由記述の全回答。
→


