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子育て施設として、幼稚園と保育園などがあ 

るのは、皆さんご存知のことと思います。幼稚 

園と保育園の違いは、預かる年齢と時間が違う 

こと。それと所管が、文部科学省と厚生労働省 

の違いぐらいのご理解だと思います。 

基本的に、幼稚園は学校教育法に基づいた学 

校であり、保育園は家庭の事情で乳幼児を保育 

出来ない場合に保育を行う児童福祉施設です。 

つまり、幼稚園は教育を行う場であり、保育 

園は親の代わりに保育をする場、という違いが 

あります。 

○幼稚園は… 幼児の学校教育を目的とした文 

 部科学省所轄の施設。 

      

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
黛 裕治 

○保育園は… 保護者の委託を受けて乳幼児の保 

育を目的とする厚生労働省所轄の施設。  

これらは制度上の違いで、幼稚園でも「保育」 

という概念を持っていたり、保育園でも「教育」 

に取り組んでいる園もあります 

 相模原市の子育て支援・保育施設で、幼稚園 

は公立 3園、私立 50園。うち、認定こども園は 

3園で、園児数は前年度で 11,267名。 

 認可保育園は公立 25園、私立 62園で計 87園 

で、園児数は 9,293名。家庭的保育が 5か所、 

事業所内の保育施設（企業や病院等）が 9施設。 

相模原市認定保育室が 44施設、認可外施設が 

14施設で、6～7割は幼稚園に就園しています。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

  

待機児童数については、H23 年 460人、H24年 

244人、H25年 132人で、今、大都市圏のみで大 

問題として報道され、話題となっている待機児童 

ですが、カウントがアバウトですので、判り易く 

説明すると、保育所へ入所申込みをして、年度当 

初の 4月 1日までに入所出来なかった人数で、そ 

の人が後に保育所以外に、入園しているかどうか 

は判っていません。 

    ○幼稚園と保育園の違い   （一部、抜粋にて） 

 幼稚園 保育園（認可） 

根拠法令 学校教育法 児童福祉法 

所管 文部科学省 厚生労働省 

保育指針 幼稚園教育要領 保育所保育指針 

教員 幼稚園教諭免許 保育士資格証明 

勤務 ほぼ固定勤務 

（預り保育はシフト） 

早番・遅番、土曜 

祝日などのシフト 

対象年齢 満３才から小学校

就学前の幼児 

乳児、幼児、少年 

給食 任意 義務 

時間 原則 1 日 4 時間、 

預り保育可。 

原則 1 日 8 時間 

延長保育あり 

年間日数 39 週以上 規定なし 

保育料 設置者が決定 市町村が決定 

職員人数 1 学級 35 人以下に 

1 人を原則 

0歳児3 人に1 人、１・

2 歳児 6 人に 1 人、3

歳児20人に 1人、４・

5 歳児 30 人に 1 人 

 

さて、そこで今問題となってきているのが、子 

ども・子育て新制度です。政府は 2013 年度から 

の段階的実施を目指す、包括的な子育て支援改革 

の最終案を提示し、幼稚園と保育所の機能を一体 

化した「総合こども園」を創設することなどが柱 

で、通常国会に関連法案を提出し、2015 年度に新 

システムの本格実施が前提となっています。 

     民主党政権下では幼保一体化、自民党政権では 

幼保一元化と呼ばれています。保育園と幼稚園が 

あるのは、厚生労働省と文部科学省の縦割り行政 

の最たるもので、不合理だと言うことで幼保一体 

化が言われてきました。政府が進めている子ども 

子育てシステムの改革案では幼保一体化で、幼稚 

園で乳児保育を実施し、保育施設を増やす制度に 

 

 

しようと考えたのです。  

 子どもを育てる親の選択権の拡充という意味で 

は幼保一元化を無理に進めるより、それぞれの良 

さを生かして、それを伸ばして、親はどちらでも 

選べるような多様な制度を保持するのが最良だと 

思いますし、それが根本的な日本の最も大きな問 

題である少子高齢化対策にもなるのではないでし 

ょうか。 

 などと言っていても、現実には約１年後の 27年 

4月 1日より施行され、何もしなければ今の幼稚 

園は「こども園」となります。5年程前から、幼 

稚園と保育所を一体化した施設で、この両方の機 

能をもった施設として、幼稚園と保育所の子ども 

を一緒に預かる「認定こども園」という施設がで 

きました。 

 

＜認定こども園のタイプ＞ 

●幼保連携型 

認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な 

運営を行うことにより、認定こども園としての 

機能を果たすタイプ 

●幼稚園型 

認可幼稚園が保育に欠ける子どものための保育 

時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて 

認定こども園としての機能を果たすタイプ 

●保育所型 

認可保育所が保育に欠ける子ども以外の子ども 

も受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えるこ 

とで認定こども園としての機能を果たすタイプ 

●地方裁量型 

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育 

・保育施設が、認定こども園として必要な機能 

を果たすタイプ 

 

そして、更に認定こども園をバージョンアップ 

させて、今ある幼稚園と保育所を認定こども園の 

ような「総合こども園」に移行させていこうとい 

う構想がありましたが、結局、民主・自民・公明 

3党の修正協議の中で、総合こども園構想はすっ 

飛び、認定こども園のままにして、消費税率の引 

上げの 2015年度をメドに、充実させる方針に変わ 

りました。 

 



 

      

今の幼稚園と保育所が全て「認定こども園」に 

変るのかというと、 

○今の認可保育所のように、0～5歳の子どもが通 

う認定こども園 

○3～5歳の幼稚園児と保育園児が通う認定こど 

も園 

○0～2歳の保育所、3～5歳の幼稚園 

と大きく分けると、このように分かれると思わ

れます。そして認定こども園は、教育と保育を行

うのに、内閣府に一本化となります。民主党は「子

ども家庭省」という役所を作って、子どもの施設

も担当役所も一つにまとめると言っていました

が、今回一つにまとめきれなくて、いわば暫定的

な形で内閣府が担当することになったのです。 

     当初、政府は待機児童の多い 0～2歳の保育を 

幼稚園に義務付けて、大半の幼稚園を「0～5歳の 

総合こども園」に移行してもらおうと考えていた 

ようです。ところが都市部の待機児童の解消は、 

本来は保育所を増やして対応すべきなのに、それ 

を幼稚園に押しつけようとした為、反発の声があ 

がり、結局、希望する幼稚園だけが手を挙げるこ 

とになってしまいました。 

それに、幼稚園には独自の教育理念を大事にし 

ています。私立幼稚園は、百あれば百違う園なの 

です。幼稚園に 0～2歳の保育をやってほしいと 

言っても経験やノウハウもない。更に離乳食を作 

るための調理施設もなく、支援もありません。 

0～2歳の保育は、3歳以上より多くの保育士を 

配置する必要があり、新たに保育士を雇う人件費 

が掛かり、何より問題だと思われるのが、保育者 

の不足です。 

保育士不足なのに、認定こども園になるために 

必要な保育士を、幼稚園が確保できるのかという 

問題もあります。人を育てるのには時間が掛かり 

ます。また幼稚園の子どもと、保育所の子どもは、 

就寝時間など生活リズムが違っていて、一緒に預 

かる難しさがあったり、幼稚園教諭と保育士の資 

格、待遇や慣習の違いもあり、幼稚園側は特に戸 

惑い悩んでいます。 

 

 

 

さて、新制度に乗る幼稚園はあと約 1年と 1月 

で大きく変わらなければならないのですが、その 

前に、どう変わるのかをまず選択し、意思表示を 

しなければならなくなります。 

現在の幼稚園収入は、園児納付金(保育料等)と 

私学助成金(補助金)ですが、新制度では施設型給 

付金と利用者(保護者)の負担金となります。施設 

型給付金は国が基準額を定め、それに施設のある 

地域や規模等が加味されたもので、負担金は世帯 

収入により決められ、これは応能負担制といい、 

現在の保育所の保育料の算定方式と同じです。 

選ぶ道は大きく分けて、４つあります。 

①認定こども園 幼・保連携型 

＝ 幼稚園＋認可保育施設 

②認定こども園 幼稚園型 

 ＝ 並列型・接続型・単独型 

③幼稚園（施設型給付を受ける） 

 ＝ 教育時間のみの教育活動 

④幼稚園（施設型給付を受けない） 

＝ 教育時間のみの教育活動［現在のまま］ 

 

施設型給付を受ける①～③は、事務量も経理業 

務も膨大となるようです。出来ることならば④を 

選択したいところですが、それは大学の付属幼稚 

園などでなくては存続していくことは難しいでし 

ょう。②の単独型か、③のどちらか・・。 

園児の募集時期までには進む道を選択しなけれ 

ばなりませんが、まだまだ情報も制度内容も確立 

していないので、募集時期は 8月頃から始まりま 

すので、あと半年は憂鬱なストレスを抱える日々 

が続きそうです。 

今後、幼稚園はどうなっていくのか、十数年後 

に残っているのか、この制度がどうなるのか、誰 

も判っていないし、判らないのが現状なのです。 

子育てをしながら働く側の支援が必要なのは理 

解しますが、働かなくても自分で子育てが出来る 

社会の方が幸せだし、必要なことだし、少子化対 

策になると思うのは、私だけでしょうか？  

（紙面の都合上、一部要約にて掲載） 

 



 

                          

     
 

●瀬戸会長、豊岡幹事 

①本日、卓話の黛会員、ショートスピーチの松尾 

 会員、儲かる話を期待しています。 

②結婚記念日祝の江成会員、円満の秘訣をお聞か 

 せ下さい。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●黛 裕治会員 

    ①2 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

    ②本日の卓話、少々愚痴っぽくなるかもしれませ 

 んが、宜しくお願いします。我慢して下さい！ 

●江成 利夫会員 

①結婚記念日祝を戴き、有難うございました。 

②卓話の黛さん、ショートスピーチの松尾さん、 

     よろしくお願い致します。 

③入会記念日の皆様、おめでとうございます。 

●田所 毅会員 

①入会記念日を祝って頂きました。1991 年入会 

     で 23 年目になりました。継続は大切ですね。 

     これからもよろしく！ 

    ②黛さん、卓話よろしくお願いします。 

●阿部 毅会員 

①本日の卓話、黛エレクト、宜しくお願いします。 

②本日、結婚記念日祝の江成会員及び入会記念日 

 の方々、おめでとうございます。 

③私も既当者でした。お祝を戴き、有難うござい 

ました。 

●早川 正彦会員 

         入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

何とか丸 3 年を楽しくやってこれました。 

●神田 達治会員、小野 孝会員 

①卓話の黛様、楽しみにしています。 

②松尾さん、ショートスピーチご苦労様です。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②松尾会員､ショートスピーチ楽しみにしています。 

③黛会員、卓話よろしくお願い致します。 

 

 

 

●菊地 啓之会員 

①橋本公園の河津桜もほころび始めました。 

②本日、卓話の黛会員、ショートスピーチの松尾 

 会員、宜しくお願いします。 

③本日御祝の皆様、おめでとうございます。 

●中里 和男会員 

 結婚記念日祝の江成さん、及び入会記念日祝の 

 皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ショートスピーチの松尾さん、卓話の黛さん、 

 楽しみにしています。 

●伊倉 正光会員 

①黛さんの卓話、松尾さんのショートスピーチ、 

 楽しみにしています。 

②本日お祝の方々、おめでとうございます。 

③久し振りの例会出席となりました。宜しくお願 

 い致します。 

●最住 悦子会員、田後 隆二会員 

①結婚記念日祝の江成さん、入会記念日祝の皆様、 

 おめでとうございます。 

②黛さん、卓話楽しみにしています。 

●佐々木 敏尚会員 

①お祝を受けられる皆様、おめでとうございます。 

②仕事のため、早退させて頂きます。申し訳ござ 

 いません。 

 

 

 

今週で 2 月も終わりで 

す。元々28 日しか無く、 

2 週に亘って週末の大雪 

に見舞われ、今月は経過 

が早いことに驚くばかり 

です。 

因みに、弊社では 2 月 

20 日納期の仕事がまだ完了しておりません。も 

ともと入荷が雪の影響かどうかは判りませんが、 

2/10 日入荷予定が 2/19 日に入り、リードタイム 

 



 
 

    は約 7 日掛かるボリュームで、指折り数えてジャ 
スト 2/28 月末の完成予定です。当然、得意先は「何 
とか、お願いしますよ！」の一点張り。ここ 1～2 
週間の電話にうんざりしております。 
そんな時のセールス電話には、ついつい怒鳴り 

口調になってしまい、『短気は損気』を念じて、

気を静めております。 
     さて 1 月末に、例会で報告させて頂きましたが、 

「東日本震災復興基金」の再開の件で、リサーチ 
したところ、金沢会員経由で大船渡市の社会福祉 
法人より連絡がありました。 
金沢会長年度に、シルバーカー寄贈で協力頂い 

た相模原市の内田さんに、大船渡市生活福祉部保 
険介護センターに問い合わせして頂きました。 

     市内に 4 箇所ある福祉センターから、それぞれ 
要望が提示されました。プロジェクターとスクリ 
ーンが 2 箇所、発電機と投光機が 1 箇所、椅子セ 
ット 20 脚が 1 箇所でした。 

復興の意味から、物資は現地調達かと思って企 
画を進めようとしましたが、そもそも金額だけ送 
金し、それぞれが購入することに違和感を感じま 
した。 

また先方の担当者からは「無理なさらないで下 
    さい」との事。ますます違和感が募ります。何せ、 

先方に心配されるのですから･･･。 
話を良く聞きますと、4 箇所のサポートセンタ 

ーに確認したところ、要望がバラバラで、これで 
はロータリークラブさんにご迷惑かと思われて、 
「無理はされないよう」と言われたようです。 
思い返せば、1 月末に提案し、2 月半ばで結論 

を求める申請に無理があったように思えます。 
「何が必要ですか？」、「2 月中に申請下さい」と 
煽れば、「とりあえず･･･これと、これ」になりや 
すいと思います。もう少し時間を掛けなければと 
反省しました。 
 また基金の方も、約 96 万 US ドル（約 1 億円）

の残金を使い切るまで･･･と言われていますが、

全国 34 地区あり、均等に割ると、1 地区 300 万

円位。これを 1 クラブ単位にすると･･･、結構、

少額になる可能性があります。 
申請額の目安など地区に問い合わせても、申請

してから煮詰めるみたいで、まずはプロジェクト 
 

 
 

の確立が優先のようです。いろいろな考え方、ア 
プローチの仕方はあるかもしれませんが、急ぎ過 
ぎて余り有益でない活動になる事だけは避けたい 
と思い、今回の申請は見送ろうと思いました。ご 
理解頂ければ幸いです。 
今、中クラブがすべき事を中心に運営を考えて 

参りたいと思います。何かご意見、ご指導などご 
ざいましたら、どしどし会長・幹事までお申し付 
け下さい。       （一部要約にて掲載） 
 
 

 

松尾 秋夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 会社名は㈱松尾商行で、主に電設資材の総合卸 

業です。会社設立は昭和 44（1969）年 5月です 

ので、今年で 45年目を迎え、現在、営業所は神 

奈川県内に 8カ所と八王子にあり、全部で 9カ所 

になります。 

 電設資材とは電気設備用の資材で、電線やケー 

ブルなどがあり、照明器具や建物の天井や壁、梁 

などの見えない場所にも多く使われています。 

 社員は 155名程ですが、他にグループ会社とし 

て、通信機器の auショップと電気保安管理の会社 

があり、3社を合わせると 190名位になります。 

また近く、同業者からの依頼があって、子会社 

として 1店舗増える予定で、将来的には 100億円 

の売り上げを目指しています。 

 私はロータリーは不勉強なのですが、会社の利 

益を上げることで、今後も社会貢献に努めていき 

たいと思っていま       （概要にて掲載） 
 
 



     

 

   ＜委員会報告＞    荻原 利彦 

     3年前（丸子会長年度） 

    にフィリピンのマカティ・ 

    ポプラシオン RCと合同で 

    国際奉仕事業（貧困家庭 

    の子供達に給食支援）を 

    しました。3.11東日本大 

    震災で来日が延期になり 

    ましたが、今回やっと実 

    現することになりました。 

     今回、私がマカティ RCとの打合せを任されま 

    したので、一応スケジュール案を報告させて頂き 

ます。来日メンバーは 9名の予定です。 

    ・3/28(金)来日 福井あじさい RC（福井県）訪問 

    ・3/30(日)京都駅→新横浜駅→相模原へ(17時頃) 

         到着後、夕食会（会員有志により）     

    ・3/31(月)バスチャーターにて、観光予定 

    ・4/1(火)市長表敬訪問、夜間例会（歓迎会）出席 

    ・4/2(水)都内へ送り（はとバス観光など） 

    ・4/3(木)午後、成田空港から帰国 

 

報告事項  ありません 

     

         例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

    出席報告 

 

 

 

 

 

             

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

〒２５２－０２３9 相模原市中央区中央 3-13-15 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○結婚記念日祝 

・江成 利夫会員 ２月２日 

○入会記念日祝 

・竹田  繁会員 １９８２年２月 ２日 

・田所  毅会員 １９９１年２月２６日 

・甲斐 美利会員 １９９１年２月２６日 

・阿部  毅会員 １９９４年２月 ８日 

・早川 正彦会員 ２０１１年２月 １日 

＜お祝ショートスピーチ    田所 毅＞ 

お祝有難うございます。入会して今年で 23 

年目になります。その間、いろいろあったと思 

いますが、良く続いたなと実感しています。 

 入会した時の印象は会員数も多くて、赤タス 

キや青タスキの会員が会場入口にズラッーと並 

び、皆で歌（Ｒソング）を歌っているのを見て、 

エライところに入ってしまったなと思いました。 

 今、振り返ってみて、継続は大事だと感じて 

おります。         （概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

 ３月 ４日卓話「シニアの社会活動支援について」 

       担当：阿部 毅会員 

      定例理事役員会 

  １１日→８日（土）移動例会・ＩＭ 

       15 時点鐘「ラポール千寿閣」 

       

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員   中里和男、佐々木裕、老沼秀夫 

阿部  毅、最住悦子、田後隆二 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２４名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．０％ １００％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

