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Ⅰ 子育て環境の改善、幼児教育の充実 

１．環境で育つ子どもたち 

（１）信州型自然保育の更なる拡充と推進 

  「子育て先進県ながの」の実現のため、信州型自然保育認定制度の一層の拡充と推進 

  （ア）長野県の豊富な自然環境を活かした幼児教育の確立 

   （イ）長野県の豊富な地域資源を活かした幼児教育の確立 

 

（２）幼児教育研究組織の創設 

環境幼児教育先進県長野を牽引する官民一体の研究組織の創設 

⇒ 既存の「信州幼児教育研究会」の発展的展開 

（ア）信州型自然保育を実践・推進・PRするにあたり、その教育学的根拠の必要性 

（イ）2024年度「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」（従来の学力重視（暗記型）

から思考力重視）への変更予定に向けた対応 

（ウ）幼児期から学童期への継続した環境教育の推奨 

（エ）教育カリキュラム、保育者養成のカリキュラム等の調査・研究・確立 

 

 

２.環境教育のエキスパートな保育者養成の確立と人材確保 

信州型自然保育を充実させ、幼児教育先進県長野を確立し、環境幼児教育のエキスパー

トな保育者養成カリキュラムを掲げ、北陸新幹線沿線からの学生の確保を県内養成校と

共に目指す 

（ア）教員の質の向上 

（イ）北陸新幹線沿線地域からの人材の確保 （資料１参照） 

（ウ）人材の県内定着 

 
 

３.子育て支援センターとしての私立幼稚園・認定こども園の充実 

（１）現状認識 

人間関係や地域における地縁的つながりの希薄化、少子化・核家族化の進行による

家庭の養育力の減退などの社会的背景があり、母親の子育てに対する不安が出産を阻

害している面がある。 

 

（２）私立幼稚園・認定こども園が行うことができる施策 

（ア）子育て中の家庭に対する子育て支援対策 

（イ）子育て支援センターを拡充するための教職員の資質向上 
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１．環境で育つ子どもたち  

（１）信州型自然保育の更なる拡充と推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
（ア）長野県の豊富な自然環境を活かした幼児教育の確立 
   幼稚園等での子どもたちの活動は直接体験であり、既に多くの園で環境教育（保育）

を実施している。そこで、多種多様な自然環境を活かした幼児教育活動の実践を推

奨する。 
 
（イ）長野県の豊富な地域資源を活かした幼児教育の確立 

野菜や果樹の栽培を通しての食育の実践、棚田等で水稲、合鴨農法 等 
 

（２）幼児教育研究組織の創設 

信州型自然保育を実践・拡充・推進し、全国に PR していくには、その教育学的根拠

が不可欠となる。そこで、信州型自然保育の教育学的理論構成や教育カリキュラム、

さらには保育者養成のカリキュラム等の調査・研究を行い、環境幼児教育先進県長野

を牽引する官民一体の研究組織を創設する必要がある。 
   また 2020 年大学入試センター試験の変更が先般中教審より答申され、さらには、

次期学習指導要領が改訂されるタイミングを考慮して、2024 年度から「大学入学希望

者学力評価テスト（仮称）」へ変更が予定されている。このテストから、従来の学力重

視（暗記型）から思考力重視への改定が行われると言われている。 
   この改定は、幼児期に就学準備教育が実施されるのではなく、様々な体験を通して

体得していく思考力の基礎が培われることが期待される自然環境を活かした幼児教育

を肯定し、その成果が問われるものであり、その意味からも研究組織における調査研

詳細説明 

本年、信州型自然保育認定制度が創設された。その理由は、自然は雄大で懐が深く、

子ども大人問わず誰にとっても心身が解放されやすい環境であり、長野県は県土の 78％
が森林で、全国に誇る豊かな自然環境を有している。さらに、長野県は南北に長く、標

高差もあることから、地域ごとで多様な文化が育まれている。県では、この豊かな自然

環境や地域資源を積極的に取り入れた保育の普及を図ることで、信州で育つ全ての子ど

もが心身ともに健やかに成長できる環境を整備し、もって「子育て先進県ながの」を実

現するためとしている。 
  しかし、本年認定申請を行った私立幼稚園・認定こども園は６園にとどまっている。

この理由は、初年度ということで周知不足や様子見もあるが、「豊かな自然環境や地域資

源を積極的に取り入れた保育の普及を図る」としながらも、限定した自然環境における

認定という感が否めないことが要因とも思われる。 
  そこで、「子育て先進県ながの」を実現するため、この信州型自然保育認定制度を、以

下のような観点で拡充し、一層の推進を図る必要がある。 
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究は非常に重要な意味を持つと考えられ、一層の研究組織創設の必要性を認識するも

のである。 
 

２．環境教育のエキスパートな保育者養成の確立と人材確保 

現在、県下の幼稚園・認定こども園・保育所は、園児獲得以上に保育者の確保が非常に

困難な状況下にある。これは、首都圏等の待機児童対策による就労者の移動等が一因に上

げられる。 
北陸新幹線沿線各県においても同様な問題が生じている。この要因は、特に上越地域、

富山県、石川県、福井県においては、２年制の幼稚園教諭養成校が決して多くはないこと

が要因に上げられる。このような状況下において北陸３県の求人倍率（幼稚園・保育所の

み）は約1.7倍と高いポイントを示している。 
このことから信州型自然保育を充実させ、幼児教育先進県長野を早期に確立し、さらに

は自然環境を特化した幼児教育環境での保育者養成カリキュラムを掲げ、北陸新幹線沿線

からの学生の確保を県内養成校と共に目指すことで、幼稚園教諭・保育士の人材不足を解

消、幼児教育の質の向上、さらにはこれらの人材の県内定着を図ることで、人口の確保に

一定の効果をもたらすと考える 
 
３．子育て支援センターとしての私立幼稚園・認定こども園の充実 

（１）現状認識 

人間関係や地域における地縁的つながりの希薄化、少子化・核家族化の進行による

家庭の養育力の減退などの社会的背景があり、母親の子育てに対する不安が出産を阻

害している面がある。 

※根拠データ 

・子育てに自信が持てないことがある母親の割合  

 ある ３１％ ない ２４％ どちらともいえない４５％ 

（３歳児検診保護者アンケート（長野県）） 

  ・子育てをしていてつらかったこと 

    仕事と子育ての両立 41.8％、経済的な負担 27.3％、自分のほっとする時間がな

い 25.1％ 

   （子育て支援意向アンケート（長野県） 

  ・人口減少対策として重要な施策 

    子育て環境の充実 50.5％（県民世論調査）    

  ・県政に力を入れてほしい政策 

    子育て支援 49.0％（県民世論調査） 
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（２）私立幼稚園・認定こども園が行うことができる施策 

 （ア）子育て中の家庭に対する子育て支援対策 

・預かり保育の充実 

・保護者の子育てにおける不安や孤立感解消のための相談事業 

・保護者と幼児が参加する遊びの場、交流の場の設定 

・小中高校生の学校カリキュラムとしての幼児教育体験の継続的受入 

 

（イ）子育て支援センターを拡充するための教職員の資質向上 

   現在幼児教育に関する調査研究、教職員の資質向上等を展開している「信州幼

児教育研究会」を拡充し、幼児教育機関としての保育所を含めた教職員の資質向

上に、私立幼稚園協会がリーダーシップをとって行っていくことを検討している。 

   このスキームにより、幼児教育機関全体の機能の底上げを図り、長野県の幼児

教育や子育て環境の充実を図っていきたいと考える。 

このシステムの構築に関し知事にご助力をお願いしたい。 



5 
 

資料１：◇北陸地域の幼稚園教諭、もしくは保育士養成校 
新潟県 ５校 上越教育大学（上越

市）【幼免のみ】 
新潟県立大学（新潟

市） 
北陸福祉保育専門

学院（長岡市）【幼

免不可】 
長岡こども福祉カ

レッジ（長岡市）【幼

免不可】 

新潟中央短期大学

（加茂市） 
 

富山県 ７校 高岡第一学園（高岡

市） 
富山県立保育専門

学院（高岡市） 

【幼免不可】 

富山福祉短期大学

（射水市） 

【幼免不可】 
富山情報ビジネス

専門学校（射水市）

【幼免不可】 

富山短期大学（富山

市） 
富山国際大学（富山

市） 

富山大学（富山市）   
石川県 ７校 石川県立保育専門

学園（金沢市）【幼

免不可】 

金城大学短期大学

部（白山市） 
金城大学（白山市） 

北陸学院大学（金沢

市） 

金沢星稜大学（金沢

市） 

金沢福祉専門学校

（金沢市） 
専門学校アリス学

園（金沢市） 

金沢大学（金沢市） 

【幼免のみ】 

 

福井県 ４校 仁愛女子短期大学

（福井市） 
福井県医療福祉専

門学校（福井市）【幼

免不可】 

仁愛大学（越前市） 

福井大学（福井市） 

【幼免のみ】 

  

 

 
・石川県等においては、幼稚園教諭の一種免許取得者（4 年生大卒）が多く、二種免許（短

卒）が大半を占める本県の状況を勘案すると、北陸地域からの人材確保は可能性がある。

一種給与と二種給与差に 2 年間分の学費等の出費分が投影されていない現状 
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Ⅱ 人材の育成・定着戦略 

 
１ 専修学校・各種学校関係 

 
（１）背景 
（ア）国際社会 

９月１６日米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズは、日本の

国債格付けについて「AA マイナス」から「A プラス」へと一段階引き下

げたと発表しました。 
主要国の国債格付けでは「AAA」はイギリス、ドイツ、カナダ豪州で職

業教育のバランスの取れた国が多いです。 
 

（イ）長野県 
長野県の誇るべき点は長寿県であり、信州の魅力であります。 
一方で人口減少対策への取り組みとして、長野県版総合戦略の案でお取

り組みいただいており、希望が持て、ありがたく思います。 
 
（２） 地方創生のための対策 
（ア）長野県内高等教育の人口減少対策 

空き校舎、空き施設の活用促進を県内私学（学校法人立）に紹介し、若

者の流出を抑え、県内で人材育成をする。尚、その場合県内での新たな分

野での取り組みが望ましい。 
 
（イ）職業教育再生の柱 

① 種まく学校→職業教育（5 割）※県内で学び県内で働く人々を育てる。 
   （アカデミック教育（5 割）※日本全国や海外で学びそこで働く人々を育

てる。） 
② 育てる社会（行政）→奨学金制度、私学助成、県外高等教育との交流

促進。 
③ 実らせる卒業生→信州で育ち、学び、働く人々＝地方創生の原動力 

 
（３）職業教育の課題 
（ア）教養教育の充実→県内高等教育との交流 
（イ）学校基本調査によると、高卒後の進路で専門学校進学率は 21.91％で、

長野県は全国で 4 番目に高い進学先となっている。（全国平均は 16.7％） 
一方で、社会人入学生をいかに増やすかが課題。 
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２ 長野県の私学の高等教育（大学・短大・専門学校）の充実 

 

（１）県内大学に高校生を残留させるための対策 

（ア）県内に高校生を残留させるためには、彼らが望む多様な分野の高等教

育機関を充実させたいが、そのような地方創生に資する私学の取組を

積極的に支援する 

 

（イ）大都市指向への対策を講じる 
－私立高等教育機関共同利用学生寮の設置－ 

 ①地方にいても都市部での学びを十分に経験できるようにするために、

「都市部の利点」と「地方の利点」を活かした、高等教育機関間の連携 

 を推進したい。 

地方の利点として、生活に根差した学びのフィールドが多数存在

している 

②県内私学高等教育機関が取り組む学生間交流の活性化を図るための支

援策を講じたい。 

    まずは、東北信と中南信に、いずれは東信、北信、中信、南信に交流

の拠点としての宿泊兼交流施設の整備を一緒に検討していただきたい

（地方創生策として国にその建設を要望する、空き施設を有効活用する

等）。 

   各高等教育機関が独自にこうした施設を持つことは財政的にも難しい上

に、それほど多数の施設を必要とする状況にはないので、共同利用が望

ましい。 

      ・宿泊料金は格安（県立大学で予定している金額を参考に）で、学

生が気軽に利用でき、学びに対して利便性の高い地が望ましい。 

      ・運営や利用の調整などを行う機関・人が必要であり、寮の運営費

を含めた財政的支援も含めて一緒に検討いただきたい。 

 

（２）私学高等教育機関のグローバル化の進展に対応した取り組み 

 

（ア）長期の留学生に空き家を提供し、留学生の受入を推進したい。その

家主に対する保証を自治体が間に入って、高等教育機関に斡旋いただき

たい。これは地域活性化にも役立ち先進事例も既に存在する。 

（イ）短期の交換留学生などの滞在には、先の共同利用学生寮が利用出来

るようにする。海外にはこうした施設を持つ高等教育機関が多く、持っ

ていない日本の地方の教育機関は提携を結ぶ上でもハンディを背負って

いる。 


