
 

 

第１回 「子育て支援」 
 

                                           平成１５年７月６日（日）午後２時～４時 

                                           福祉センター学習・集会室 

コーディネーター ： 山下 真一氏 村山 利夫氏 

                                                           小林 和人氏 郡司 眞由美氏 

黒川 祥子氏            

※一般の方の発言は匿名としています。 

 

≪市長挨拶≫ 

 皆さんこんにちは。きょうはご参加をいただきましてありが

とうございます。 

 このフォーラムは今年で３年目を迎えました。市民の皆さ

んが日頃思っていることを気軽に話し合える場として、毎

回様々なテーマを取り上げて開催させていただいておりま

す。 

 なぜフォーラムを始めたのかということですが、２０００年

に地方分権一括法が施行されまして、市町村の仕事、住

民サービスのあり方が大きく変わりました。今までは国や東

京都と市は上下関係のような位置づけでしたけれども、現

在はそういうことがなくなりまして、国と都それから市という

ものが役割分担をすることによって、お互いが対等である

という位置づけになっています。 

市役所と市民との関係では、例えば介護保険制度では、

従来は市役所からこういうサービスがありますからそれを

受けてくださいというやり方でやってきていたのですが、現

在は自分で必要なサービスを選んで自分で決めていくと

いうやり方に変わってきております。つまり、自分で情報を

収集して、自分で選択をして、自分で決定をしていく、そう

いう時代になってきました。 

 それには、市民の皆さんにそのことを知っておいていた

だかないとサービスを受けるときに不利益が生じることがあ

るということ、そんなことを含めて皆さんとこれから先のこと

をいろいろ考えていくことが必要であろうということが、この

フォーラムを始めた目的の一つです。 

きょうのテーマは「子育て支援」ですが、お母さんやお

父さん方が安心して子育てをしていく環境をつくってい

くにはどうしたらよいのか、子どもたちが幸せに生活して

いくにはどうしたらよいのかということなど、いろいろなこ

とをみんなで話し合うことによって、自分たちのまちを自

分たちの手でつくり出していく、そういうことが非常に大

切だと考えまして、この「いっしょに話そう、まちづくりフ

ォーラム」を始めたわけでございます。 

 これから福生市の話を少しだけ私の方からさせていた

だきます。福生というまちについては、知っているようで

いて知らない部分も多いのではないかと思いますので、

資料としてお手元に福生市のデータをお配りいたして

おります。 

 人口規模でいいますと、羽村市が一番少ないのです

が、福生は都内２６市の中で下から２番目です。次に外

国人登録人口でございますが、福生は１１位となってい

ます。この資料にはありませんが、総人口に占める外国

人の割合では、福生は２６市の中で１番という非常に高

い比率です。それから次は高齢化率（６５歳以上の方の

比率）で、これは２２位です。そういう意味では福生という

のは若い人が比較的多いまちということが言えるかと思

います。市の面積は１０．２４ｋ㎡で２２位とありますが、そ

のうち横田基地が約３分の１を占めています。基地を除

いた面積では、福生は狛江市に次いで２番目に小さい

市であります。人口密度は非常に高くなっておりまして、

横田基地の面積を除く人口密度の比較では２６市のうち

９位ということで、狭いところに大勢の人がいるまち、そ

んなことが言えるかもしれません。 

 次のページですが、福生市は都市基盤や生活基盤と

いう側面では非常に整備の進んだまちです。道路舗装

率や市民一人当りの公園面積などがありますが、公園の

面積などは、例えば昭島市や立川市のように昭和記念

公園のような国立や都立の公園がある場合には大きく数

値が上がりますので、その点では福生市の場合は市立

の公園しかないのですが、大変高い割合で公園整備が

できております。 

 それからもう一つ特徴的なのは、一世帯当りの公営住



 

宅率が２位であったり、持ち家比率が２３位となっておりま

すけれども、このことは、福生は持ち家が少なくて公営住

宅が非常に多いまちということを表しています。 

 生活基盤を見ていただきますと、いろいろな項目が出て

いますが、ほとんどが１０位以内に入っておりまして、社会

教育施設、文化施設、体育施設等が非常によく整備されて

いるのがわかります。 

 福祉の分野では、民生費というのは福祉関係に充てる費

用のことですが、福生はこの比率が非常に高い市でありま

す。次の扶助費は、例えば生活保護や児童育成手当、障

害者の方の手当等もこれにあたるのですが、これらも２６市

の中では非常に高い順位になっています。その下に生活

保護率が出ておりまして、これは羽村市と比較いたします

と実に２倍以上の比率でございます。福生には生活保護を

受けていらっしゃる方も非常に多くいらっしゃるということで

す。 

 教育・文化関係についてもいろいろ項目がありますが、

かなり多くの予算を学校教育などに使っています。その中

で不登校児童、不登校生徒の割合がありますけれども、福

生はかなり順位が高いです。現在、その解消のために教育

委員会が頑張っておりまして、徐々にその数が減ってきて

おります。 

 悪い部分もあります。例えば前のページに市税徴収率と

国保税徴収率がございます。この部分はそれほどいい状態

ではなく、どちらかというと悪い方の部類に入ります。税を納

めるのは義務ですから、それをきちんと果たした上でいろい

ろな権利を行使していく、これが普通の生活なのですけれ

ども、そういった意味では御理解をいただけない市民の方

がかなり多くいらっしゃる、そういうまちでもあるということで

あります。 

以上、簡単に福生の良い部分と悪い部分のいくつかのデ

ータを御紹介させていただきました。できる限り良い環境で

子どもたちを育てていきたいという思いで、さまざまな施策

が行われているということを御理解いただいた上で、また、

先ほど申し上げましたようにいろいろと問題もあるわけです

ので、そのようなことを踏まえながら、さらに良い環境で子ど

もたちを育てていけるような、あるいは市民の方たちが幸せ

に暮らしていけるような、そんなまちづくりをみんなで考えて

いきたいと思っております。 

 それでは、これから先はコーディネーターの皆さんに話を

進めていただきます。きょうは５人の方にお願いをいたして

おりまして、一番左側に座っていらっしゃいますのが山下真

一さんです。武陽ガスの常務さんでございます。お隣は郡

司眞由美さんです。この４月まで第一中学校のＰＴＡ会長を

務めていただいておりました。そのお隣が黒川祥子さんで

す。ルポライターとしてご活躍されております。そのお隣が

村山利夫さんです。カジマビジョンという会社の取締役でい

らっしゃいます。海外でも有名な方でありまして、ドキュメン

タリー映画の世界的な審査会の審査委員などもされていま

す。最後に小林和人さんです。大多摩ハムの社長でいら

っしゃいます。ドイツで勉強されたこともあり、国際的な視

野をお持ちの方でございます。 

 このフォーラムは、肩肘を張らずに、気楽に、自由に話

をしようということが目的でございますので、いろいろなご

意見をどんどん出していただければと思います。 

 それでは山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪山下≫ 

 それでは、座ったままで恐縮でございますが、始めさせ

ていただきたいと思います。 

 今、野澤市長の方から御紹介いただきました武陽ガス

の山下真一と申します。よろしくお願いいたします。 

 コーディネーターはこれで３回目でございますが、あと

そのほかにもサブコーディネーターというのも何回か務

めさせていただいておりまして、第１回のまちづくりフォー

ラムから出席をさせていただいております。 

 きょうは子育て支援ということで、話としては皆様が普段

抱えている悩みとか、こういうことがあったらいいのになと

か、そういうことをざっくばらんにどんどん出していただい

て、地域で子育てをしていくにはどうしたらよいか、という

ようなことを皆様と一緒に考えていくフォーラムにさせて

いただければと思っております。 

 私には小学校４年生と幼稚園の年長の女の子が２人お

りまして、実際に子育てはあまりやってないのかもしれな

いのですが、一応子育て真っ最中でございます。 

きょうは司会的な立場でこの会を進行させていただきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、コーディネーターの方から自己紹介を兼ね

て一言ずつ申し上げたいと思います。郡司さんからお願

いします。 

 

≪郡司≫ 

 皆さんこんにちは。郡司眞由美と申します。よろしくお願

いいたします。 

 私には２４歳の息子と１６歳の娘がいます。市長さんの

お話の中で言っていただいたとおり、１４年度まで一中Ｐ

ＴＡの会長をやらせていただきました。娘が高校生になり

ましたので、ＰＴＡも一緒に卒業させていただきました。 

 上は２４歳で、２４歳の息子の子育てをしているというわ

けではないのですけれども、第一子なので、彼がいろい

ろと経験すること、いろいろな問題を持ってくることは、親

として何事も始めてなことでして、私は親として２４歳という

ことになります。 

 きょうは子育て支援ということなのですけれども、子育て

全体というよりも、もしかしたら育児ということが中心になる

のかなと思います。２４年前、下の娘にすれば１６年前な

のですけれども、ちゃんと育児をしていたのかなと思うの

ですけれども、終わっているからこそ大変だったこと、辛



 

かったことも全部思い出になっているのかなと思います。き

っとその真っただ中というのは必死だったと思います。 

 こういう話を最初に私の方からしていいのかちょっとわから

ないのですけれども、悩み事というのは人それぞれ抱えて

いるものであって、私の悩み、あなたの悩み、比べてどっち

が大きいとか、どっちが小さいとかという問題ではなく、その

人の抱えている悩みはその人にとってすごく大きなことだと

思うのですね。ただ、いろいろな人の話を聞いて、「あっ、私

の方がまだましかな。あっ、私の悩みってそんなでもなかっ

たのかな」と少しでも楽になれば、その人の悩みが小さくな

ればいいことだと思います。 

私の子どもは上の子と下の子が８歳離れているので、下

の娘の育児の時は孫みたい感覚で、とても楽しくて、うれし

かったんです。ずっとそんなふうに育児をしていたつもりだ

ったのですけれども、このお話をいただいたときに、私が育

児をしているときに「何か問題あったのかな。何があるかな」

と考えたときに、「あっ、ないな。あっ、でもちょっと待てよ」と

思ったんです。本当に大したことではないんですよ。働きな

がら育児をしていたわけではないで、どっぷり育児をしてい

たのですね。その中のほんの小さなことなのですけれども、

生後３カ月、ミルクを飲みますよね。きのうまで１８０ＣＣだと

か２１０ＣＣちゃんと飲んでいたのが、きょう朝起きたら途端

にミルクを飲まないのですよ。本当に飲まなくなって、どうし

ていいかわからなくて、いろいろな人に聞くと「赤ちゃん、お

腹すけば飲むわよ」と言うのですね。ところが本当に飲まな

いのです。今思うとそんなに深刻に考えることでもなかった

のかなと思うのですけれども、そのときは「ミルクを飲まなき

ゃあなたは死んじゃうのよ」って、言ってもわからない赤ん坊

にがんがん言っていましたね。あの方法がいいんじゃない

の、この方法いいんじゃないのと言われたことはすべてやり

ました。でも飲まないんですよね。それで、たたいちゃうん

です。「なんで飲まないの」って。だからテレビなんかで育

児ノイローゼとかという話を聞いたりすると、私にとってはミ

ルクを飲む飲まない、たかがそれだけだったのですけれど

も、自分の思いどおりにならないものに対してイライラすると

か、どうしていいかわからない方向ばっかり、閉ざされた窓

の方というのですか、そっちの方ばっかり向いてしまう気持

ちというのはすごくわかるんですね。 

 ただ、私の場合は母と一緒に住んでいましたし、周りにも

結構私の話をいろいろ聞いてくれる人がいまして、そういう

ところから少しずつ気持ちがそこから抜け出せたのではな

いかなと思っています。 

 ある本を読んだときに、育児ノイローゼとか、育児に対して

不安をとても持っているというのは、お仕事をしながら育児

をなさっているお母さん方、本当に大変なのですけれども、

それよりも外との接触のない中で引きこもった状態で育児を

しているというお母さんのほうが問題が多いみたいですね。

仕事をなさっている人は大変なんだけれども、子どもからは

なれて外の人と接する機会があれば解決をするというふうな

のがあるんじゃないかなと思います。だから本当にひき

引きこもっていて悩んでいる人の解決方法というのは非

常に難しいのかなと思いました。 

 話は戻りますが、自分ではＰＴＡ活動を何年かやってき

て、時間もそれに費やしてきたという部分があります。そ

の中で思ったことが、やはり子どもは育てられるように育

つということです。よく「今の子どもは」とかといって非難す

る声がありますけれども、本当に一部の子どもだけに対し

てのことなのですが、やはり環境ですね。「輝く街福生」福

生のまちが輝けば子どもも輝くと私は信じています。 

 ここで皆さんといろいろな話をしながら、困っていること

とか、こういうふうに考えている、こうなればいいなというよ

うなお話、ざっくばらんに話し合いをして、本当に有意義

な時間を皆さんと持てたらいいなと思っています。よろし

くお願いいたします。 

 

≪黒川≫ 

 黒川祥子です。郡司さんの話を聞いているうちに、だん

だん緊張してきました。本当は私は、みなさんの前で話を

するよりも聞いているほうが合っているのです。でもなぜ

かここにいるのですけれども。ここにきょうお集まりの方々

のお顔を拝見していまして、若いお母さんだけではなく

ていろいろな年代の方や男性の方もここに集まられてい

るということはすごくいいことだなと思っています。私自身、

子育てというのは社会が行うものだと思っていますから、１

人のお母さんだけの手に委ねられているからすごく大変

で辛くなっているのだと思います。きょう、いろいろな方々

の子育てのことをこうやって話せるというのは、すごく福生

っていいじゃんと今思っています。 

 私の仕事は、フリーライターです。関心事項はやはり家

族、子どもにあります。最近よく耳にします児童虐待の問

題なども取材しました。今、いろいろ考えていること、この

ままではちょっと辛すぎると思っていることが沢山あります。

そういうところをきょうは皆さんと一緒に共有できたらいい

なと思います。 

 それから私は、９歳と１７歳の二人の子どもの母子家庭

の母です。今、子どもが小学生なんですけれども、小学

校に入ってからいろいろなことが、本当に楽になったと感

じました。保育園時代というのは、考えるゆとりもないほど

辛かったです。例えば子どもが病気になって休んだとき

に、当時はいろいろな制度がなくて、今は一人親家庭の

ホームヘルプ制度というのがありますので、病気になった

ときにヘルパーさんを頼めますが、そのときはなくて、そ

うすると私立の保育園みたいなところに１日預けなければ

ならない。立川まで病気の子どもを連れていって、そこか

ら仕事に行く。あるいは残業のとき、もうどうしようもないの

で、すごくお金はかかるけれどもヘルパーさんに来ても

らうしかない。そういう状況が、そのときはとても辛いなと

思いました。 



 

 だけど仕事を持っているということはやはり社会とつながっ

ているんです。そのつながっているということはひとつの救

いでもあるんです。辛くても言うことで少しは楽になれる。

「子育てと仕事ってなかなか両立が難しいんだよね」って社

会から聞いてもらえる。でも私がこの間児童虐待の事件を取

材して思ったのは、言えない辛さがあるんじゃないかという

ことです。今、すごく一人ひとりが孤立化している。すごく孤

独になってると思うんです。子どもだけと向き合って、２４時

間やらなくてはいけなくて、旦那さんが帰ってきても夜遅く

て「そんなの妻がやるのが当たり前だろう」と言われて聞い

てもらえなかったりすることがたくさんあり過ぎると思うので、

そういうことをどんどん言える社会になっていってほしいと思

いますし、そういう社会が私は豊かな社会なのだと思います。 

 きょうこの場が、そういう辛いよとか、しんどいよということを

どんどん言ってもらえるひとつの場になってくれればいいと

思いますし、それで今子育て中ではない多くの方がそういう

思いを受けとめてくれることが何かのスタートになるのでは

ないかなと思って、きょうこの場に座らせていただきました。

いろいろな話を出してもらえるような役割をきょうできらいい

なと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

≪村山≫ 

 村山でございます。きょうの５人のコーディネーターの中

では私が最年長ということで、子育てというテーマに私がふ

さわしいのかなと自問自答いたしました。 

 さだまさしの歌の中に「人生においてはだれも自分が主役

である。ひとつのドラマにおいては自分が主役である。ただ

大きなことは普通のドラマと違って繰り返すことができない」

ということで、私の子育てを振り返ったときに、これで満足し

た、非常にうまい子育てができたというふうには全然思って

おりません。今は娘が３０歳、それから息子が２５歳です。 

 人間というのはその年齢によって果たす役割が違うもので

すから、若いときはやはり社会にいろいろとお世話になる確

率の方が多いのではないでしょうか。だんだん年を重ねて

いきますと、今度は社会に対して少しお返しをしないといけ

ないのではないかなというわけで、私は今そんな世代にな

ってきているのかなと思っております。 

私の失敗経験が今子育て真っ最中の皆さんにもしかした

ら何かの面でお役に立つかもしれない。また、先ほど市長さ

んから御紹介いただきましたように、私はたまたま仕事上で

海外取材等が多かったものですから、海外の子どもさんた

ちがどのようにして育てられたかというようなことも断片的に

取材をして経験をしておりますので、そのことも機会がありま

したらお話をさせていただきたいなと思っています。 

いずれにしましても、きょうのテーマで何人ぐらいの方が

おいでになるのかなと、ひょっとしたらコーディネーターの

方が多くなってしまうのではないのかなという心配をしてい

たのですが、その心配は全く払拭されました。 

きょうは皆様が主役でございますので、ぜひざっくばらん

にお話を伺わせていただければと思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪小林≫ 

 小林でございます。私は子どもが３人おりまして、３歳、

６歳、９歳と覚えやすいようになっています。私の両親は、

特に父親はほとんど子育てというか、おむつをかえたこと

もない人間でございましたけれども、私はそういうはやる

のですね。うちの両親はよくやるねとか言って見ているの

ですけれども、ただ私は全然やっているようなつもりはな

いのですけれども、ただ平日はもう本当に忙しいのでな

かなか接する時間はないのですが、休日はなるべく時間

をつくって、こういうフォーラム以外は家にいて、そして子

どもと接するようにしています。 

私の得意分野はマクロ経済、財政学、こういったような

分野でございまして、そういったこともありまして、今まで

のまちづくりフォーラムでは地域振興とか情報化、そして

また国際化、こういった分野のコーディネーターをさせて

もらいました。それ以外については基本構想審議会の委

員をやったり、現在は福生市商工会の商工業活性化プラ

ン実行委員会などをやっていますけれども、そういういろ

いろな具体的な事例を組み合わせていって、それを積み

上げていって、最終的にはよりよいシステムをつくるには

どうしたらいいかというところを考えるのが自分のくせなの

ですね。そういうところで一人こういう人間もいてもいいな

というふうに思っていますけれども、よりよい社会をつくる

にはどうしたらいいか、そういうシステムに少しはお役に

立てればなという感じがいたします。 

 また、私もドイツにおりましたので、先ほどの村山さんと

同じように、ドイツではどのような社会的な子育てみたい

なことを、それを社会的に面倒みているかということを、も

しも時間があればお話できればというふうに思っておりま

す。よろしくお願いします。 

≪山下≫ 

 それでは本題にはいっていきたいと思いますが、事前

にコーディネーターの中でも打ち合わせをさせていただ

いた中で、実はきょう、あらかじめ３名の方に少しお話をし



 

ていただけませんかということで、現在お子さんがまだ小さ

い子育て真っ最中のお母さん方３名の方にお願いをしてご

ざいます。中島さんと大家さんと清水さんでございますが、

この方から話題をいただいて、その後に皆様方からいろい

ろなお話や御意見を出していただければと思っております。 

 それではまずこの３名の方の中で、中島さんの方からお話

をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

≪中島さん≫ 

 中島です。よろしくお願いします。 

 現在、私は小学校２年生の男の子と、保育園の年中の男

の子と、保育園の２歳児の女の子の子育て真っ最中で、仕

事をしながら母親をしています。結婚が２９歳ということで遅

くて、第一子をもうけたのが２９歳だったのですけれども、本

当の自分の夢は、よくテレビで放映されています大家族一

家とかありますけれども、８人でも９人でもできるなら産みた

いぐらい子どもが好きです。 

 でも子どもを産むには、母親としては年齢がともなってきま

すので、なかなか自分の理想のようにはいきませんでした。 

自分が仕事を持っていて２９歳や３０歳ぐらいというのはすご

く仕事も乗りに乗ってきた時期なので、子どもをもうけたとき

に仕事は辞められないと思ったのですね。 

 さてそうなると、仕事の方と育児の両立ということがここで問

題になってくるのですけれども、第一子のお兄ちゃんは保

育園に１１カ月で入所したんですね。おにいちゃんは５月の

始めの生まれで、実はこれは計画的な出産で、まず職場の

ことを考えて、職場に復帰するにはいつが一番いい時期な

のかなということで、長男と次男は計画的な出産だったので

す。子どもを４月に保育園に入れる。自分も４月から職場に

復帰するということだったのですね。 

 仕事を持っていますと、自分の仕事のことも考えてというか、

やはり捨てきれないで、今育児をしてとなっていますと思っ

ています。３番目の女の子は大望であったのですけれども、

本当にコウノトリが運んできた感じです。３番目の子は産ま

れが１０月の終わりなのですね。そのときに今うちの職場の

方では３人子どもを育てながら保母をしているという人はい

なくて、私が前例をつくったんですね。それで１０月の終わ

りに産んで４月に復帰しました。子どもはまだ４カ月ぐらい

でしたかね、保育園に預けたのは。ですけれども、やはり

第三子ということもあって、自分の中では少し余裕もありま

した。 

 私は自分の両親が近くにおりますので、自分だけで子

育てをしているということはなくて、おじいちゃんやおば

あちゃんに手伝っていただいたり、あとは近所の人が、私

が小さいときにおばちゃん、おじちゃんと育ってきた人が

周りに住んでいますので、それも本当に救いで、今度は

私の子どもをかわいがっていただいているというような、

環境的にはいいところにいるのですけれども、やはり職

場、働きながら子育てをするとなるときに、一番問題にな

るのが子どもが熱を出したときとか、病気をしたときであっ

て、自分だけで休むとなると、職場の方に電話を一本入

れるときの手がすごくふるえるというか、すごくしずらいの

ですね。きょう子どもが熱を出してしまったので職場をお

休みしたいということの電話をする、かけるまでがすごく

申しわけないというか、そういうのがあったときに、福生に

も例えば養護施設があるとか、働きやすい施設があれば

いいなというのがすごく思いました。 

 お兄ちゃんは保育園に入所するまでというのはほとんど

熱も出さなかったのですけれども、保育園に入りましたら、

いろいろなお子さんがいますので、熱がなくても咳をこん

こんしているお子さんがいるとやはりうつってくるのです

ね。それで自分の子どもが熱を出したときに、熱を出すと

結局おばあちゃんにお願いするか自分がお休みするん

ですけれども、きょう熱が下がってあした保育園に出すと

いうのは、本当はもう１日ゆっくり休んであげたりすると治

りもいいのでしょうけれども、結局熱がないから保育園に

出すということになっていってしまうのですね。するとまた

ぶり返したりして、かえってすごく長引くのですね。そうい

うときに病後施設といってもう１日とか、あと１日～２日、保

育園に行かなくても、私がみなくてもそういう看護婦さん

がいたりとか、そういう施設があって、１日はそこでゆっくり

して、次に保育園に出すような、そういう施設があればい

いなとすごく働いていて思うのですね。 

 あとはよく働きながら３人子育てして偉いねという言葉を

いただくのですけれども、私はそうは思わなくて、先ほど

コーディネーターの郡司先生の方からお話もあったので

すけれども、実際１１カ月の子ども、一番上のおにいちゃ

んは１１カ月は自分だけでみたのですけれども「あっ、き

ょうもまたおっぱいあげて」１日がおっぱいとミルクという、

離乳食が始まると食事をつくってあげて、そういう生活の

中で自分の時間というのがほとんど持てなくなって、かわ

いいというのは前提にもちろんあるのですけれども、保育

園に入れてちょっと子どもと離れる時間があって、お迎え

に行ったときにすごいかわいいというふうに思えたんで

すね。 

 だから自分は仕事をしていて子育てをしているので、時



 

間にはもう本当に、時間というか、毎日時間と戦争している

みたいなもので、もう本当に朝は何時に連れて行かないと

自分の出勤が間に合わないとか、もう毎日毎日時間には追

われているのですけれども、子どもにちょっと、子どもと離れ

ているときの自分というはきっと発散もしているし、職場の人

間に「うちの子はこうでさ……」というふうな話ができるので、

家でやはりこもっているというか、家で一人だけで子育てを

抱えているよりは全然楽なのかなというのもすごく感じました。

それは職場に復帰したとき感じたことです。それは一人だけ

ではない、保育園の先生とか周りの地域の方とかに支えら

れて子どもが育っているので、自分だけではないのだなと

いうか、自分だけで抱え込まなくても一緒にみんなが見守っ

てくれているのだなというふうに思いました。なので、働いて

いて子育てしてえらいねというよりは、私はお母さんが一人

で子どもをみていて、専業主婦とかそういう言葉があるように、

そういう人はえらいなというか、大変だなというふうにはすご

く感じています。 

 あとはちょっとこれは趣旨が少し違うのかもしれないんで

すけれども、少子化少子化と言われていて、子どもを産めよ

ふやせよみたいな形で使われていますけれども、実際現場

で働く母親としてはだんだん状況が厳しくなっていまして、

今うちの勤めている保育園ではすごくまだ恵まれています

ので、産休とか育休が有給でお金がいただけるのですね。

ところが園によっては産休や育休は取れるけれども無給だ

という園もある中で、これから子育てしながら、また働きなが

ら子育てしていく親にとっては、やはり少子化とうたわれて

いるのなら現場で働く者が働きやすいような環境を整えてい

ただけるととてもありがたいかなというのはあります。 

 働くに当たって子どもが熱を出したときに、自分しかみる人

がいないとなると、どうしたらいいのかなとまずそこに不安が

あると働きに行く勇気というか、一歩が出ないのではないか

なと思うのですね。なので私個人的には、現場でまず働く者

に働きやすいような環境を整えてから少子化対策というふう

にうたってもらいたいなというふうには思っております。 

 ３人子育ても楽しいというか、あまり、おにいちゃんのとき

は少し神経質になったかなと今感じていますけれども、子ど

もが多ければ多いほど、大変なのですけれども、親が手を

出さなくても子ども同士で何となく育っていっちゃうというよう

な感じで、もしできれば、もうすぐ４０歳になるのですけれど

も、もう一人欲しいなというように思っているんですけれども、

やはりそうなると仕事のほうが心配ですので、環境を整えて

いただいて、そこでもう一人欲しいなと思っております。よろ

しくお願いいたします。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございます。本当は御意見いただいて、いろい

ろほかの方からも御意見いただこうかなと思っていたのです

が、話題を提供していただく方に事前にお聞きしたら、いつ

自分の話題を提供する番に回ってくるのかどきどきしながら

待つのは耐えられないということでございましたので、先

に話題を出していただいてから、御参加の皆さんから御

意見をいただきたいと思っております。それでは続いて

大家さんお願いします。 

 

≪大家さん≫ 

 今、紹介していただきました大家です。まさに私も今ど

きどきの真っただ中におりまして、私はこういう場でお話

をするのは得意ではないので、思っていることがうまく皆

さんに伝えられるかちょっと自信はないのですけれども、

よろしくお願いします。 

 私には３人の子どもがいまして、一番上が５歳の女の子、

２番目が３歳の男の子、３番目が去年の１２月に出産をし

て、もうすぐ７カ月になるところです。きょうも出かける前に

おっぱいをあげてきたのですが、本当に今まさに子育て

中でして、毎日があっという間に過ぎていっちゃうというの

が実際です。３人目を産むに当たっては、すでに２人育

てているので３人目はちょっと余裕を持って育てられるか

なという期待というか、自分に余裕があったのですが、実

際に産まれてみると、上２人とは違う部分がかなりあったり

します。３番目は寝ぐずりが激しくて、夜中に何回か泣い

て起きていたりとか、それでおんぶしたり、主人に変わっ

てもらったりいろいろ試行錯誤しながら育児を進めている

最中です。 

そんな中でちょっと思っていることは、さっき病気の話

が出たのですけれども、子ども体調を崩して熱が出たりす

ると、３人いると順番に子どもたちが具合が悪くなるので、

ついこの間もかかりつけの小児科で、薬剤師さんに「お母

さんに３日に一度お会いしますね」ということでお話をい

ただいたのです。「小さいうちは今だけだから、もうちょっ

との辛抱だから頑張ってやってあげてくださいね」みたい

な感じで励ましをいただいたのですけれども、かかりつけ

の普段の小児科がやっている時間に具合が悪くなるとい

うのは余りなくて、わりと休日だったり、夜急に熱が出たり、

咳をし始めたりとか、そういう時間帯の方が多いです。休

日診療となると近くには小児科の先生がいらっしゃらなく

て、市の休日診療なんかでも内科はいらっしゃるみたい

なのですけれども。それで小児科となるとちょっと距離が

ある。「どこの何市ですか」と言われて「ちょっと遠いので

すけれども、こちらに電話してみてください」という形で、

かなり迷って、時間をかけても連れていこうか、もうちょっ

と様子を見ようかどうしようかというそのやりとりというか、自

分の中でどうしようかなと、様子を見ながら考えて、でも今

連れて行った方がいいかなというところで電話をして、ち

ょっと距離があるところに具合が悪いと連れていって、や

はりそこは休日診療なのでほかのお子さんもたくさんきて

いて、そこでまた時間がたくさん待って、お薬をいただけ

るまで時間を待って、それで連れて帰ってきて様子を見

てもまた具合が悪くてどうしよう、というようなことがありまし



 

た。実際今年の３月にインフルエンザに真ん中の子がなっ

て、そのときは病院がやっている時間だったので大丈夫だ

ったのですけれども、その次の日曜日にまだ産まれて２カ

月の子が急に高熱を出しまして、もしかしたらうつっている

のではないかという心配があったので、少し距離のある病院

に連れていきました。でも、そのときはそんなに高い熱では

なかったので、様子を見ましょうということで一度戻ってきた

のですけれども、家に帰るまでが長かったので、帰ってくる

間にもう真っ赤な顔になって熱が出て、どうしよう、１回家に

帰ったのだけれどもどうしよう、また同じところに連れていこ

うか、別のちょっとまた離れたところに連れていこうかというこ

とで、今度は別のところに連れて行ったのです。私の場合

は主人が日曜日がお休みだったり、あとは両親が近くに住

んでいたりするので、運転をしてくれる人がいたり、協力して

くれる人がいるので、ちょっと遠くても、時間がかかっても一

人切りでずっとということはないので、途中でお茶をあげたり

とか、そういうこともできるのですけれども、近くにちょっとの

時間に見ていただけるような、そういう病院があったらいい

なと思います。小児科の先生がいてくださるところがあった

らすごく安心していられるなというふうに思っているところで

す。小児科にかかるのは一時のことなのでしょうけれども、

今実感としてすごくそう感じています。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。それでは最後は清水さんにお願

いしてございます。よろしくお願いいたします。 

 

≪清水さん≫ 

 清水と申します。私には３人の子どもがいまして、小学校３

年生と、幼稚園の年少さんと、５カ月になったばかりの、みな

女の子です。私は専業主婦ですが、子どもが３人いると、も

う毎日、時間に追われて、戦争のように、風のように毎日が

過ぎていっているという感じです。 

うちの主人は野球とかソフトとか、消防団に入っていまし

て、そういう関係で結構忙しい人ですから、とりあえず元気

でそれぞれの立場で頑張っていければいいなと日々努力

しているのですけれども、つい主人の実家に行ってお世話

になり、甘えているのですけれども、そういう実家のすごくい

い人達に恵まれて、支えられて子育てをしています。 

 きょう何か話をと言われたので、この機会に今までのことを

振り返ってみたのですけれども、なぜか失敗したことばかり

頭に浮かんできまして、その中でも本当に今思い出しても辛

くなるという思い出をお話したいと思います。 

私の子どもたちは３人ともアトピー性皮膚炎でして、始まり

は長女が４歳の夏ぐらいからなのですけれども、急にかゆ

がりだしまして、首筋あたりとかをかゆがったりとか、それが

かゆがっているうちにみるみる患部が広がっていって、その

ころ私もアトピー性皮膚炎という知識が余りなかったもので

すから、それでもどこかで聞いたステロイドは怖いよというそ

の話だけが頭にあって、もう絶対民間療法で直してやろう

と、そういう気持ちでかたくなにステロイド療法を拒んでい

ました。いろいろ自分一人で情報を集めて、ステロイドを

一切使わない薬とかを使っていましたが、もうどんどんひ

どくなって、顔はぱんぱんにはれ上がるし、体からはお

つゆが出て、毎朝パジャマが体に貼りついて着替える時

に痛がって、そこまでひどくなってしまいました。 

ある日全然笑顔がない時があって、一日中からだをさ

すっているのですね。そこでやっと、大変なことをしてし

まったと気がついて、アレルギーの専門の先生が、すごく

信頼のおける先生なのですけれども、紹介してもらってた

んですね。でもそのときは絶対に民間療法で直してみせ

るという自信があったので断っていたのですけれども、最

後はもうそこに駆け込みという感じで行きました。その先

生がすごく有名な先生らしいのですが、すごく怖くて、頑

固そうなお医者様という感じの人で、もう目茶苦茶怒られ

まして、情けなさと、娘に対する申しわけなさで涙が止ま

らなかったということがありました。本当にもう親の無知で

子どもをこんなひどい目に合わせてしまったというその反

省が、今もそれを思い出すと「おねえちゃんごめんね」と

いう気持ちになります。 

 今、一番小さい子も月に１回ペースぐらいでそこに通っ

ているのですけれども、そのことを教訓にして、何か行き

詰まったときには一人あせって走らずにいろいろな人の

話をまず聞いて、それから行動するようにしています。 

 私は本当に周りに恵まれて子育てをさせていただいて

いるので、３人も子どもを持つことができたなという実感な

のですけれども、この輪をどんどん広げていければなと

今思っています。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。今、３名の方にそれぞれお話を

いただきまして、お二人が保育園でお仕事をされている、

清水さんは専業主婦でお子様を育てている、皆様ともお

子様が３名いらっしゃるということでございました。いろい

ろなお話の中で共通しているのは子どもが病気になった

とき、そういうときが日常生活の中では一番困っているの

ではないかなという感じを受けました。 

 実際私も下の子どもが、アトピーがひどくて、それから食

物アレルギーもあって、卵が全然だめなのですね。小林

さんに教えてもらったのですけれども、食品の中でも加工

食品には卵が使われていることが意外に多くて、こんなも

のにも使われているのかと思うぐらい卵が使われていま

す。それ以来、スーパーに買い物に行くと僕は必ず全部

裏側を見て買うくせがついてしまって、自分が食べるもの

でも全部裏側を見て、卵が入っているかなとか一応見る

癖がついてしまいました。 

 それから小児科の先生が少ないというお話がありました

が、このあたりは市長にいろいろと考えていただいて、今



 

後そういうことがすこしずつでも解消されていくように御配慮

いただければと思いました。 

 きょうはたくさんの方々にご参加いただいておりますので、

今いろいろな話が出たのですが、そのほかに私はこんなこ

とで悩んでいるとか、逆にこういうことだったらこのあたりに

相談相手がいるよとか、それから老人クラブやその他でこう

いうことで子育てに対して支援や応援ができるのではない

かと思っていますとか、地域ぐるみでできるような話があれ

ばお願いしたいと思います。 

 初めてお会いする方もいらっしゃいますので、お名前と自

己紹介があればしていただいても結構でございます。 

 

≪Ａさん≫ 

 Ａと申します。牛二町会に昭和３５年から住んでおります。 

 先ほど来からお話をいただきまして、私の子育てというよう

なことは、社会全体で行うべきではなかろうかと、このように

かねがね思いを込めておりました。 

 御承知のとおり今日の出生率でいきますと、８００年ぐらい

後には地球上から日本人がいなくなるというふうな統計も出

ておりますし、私も貢献したいのですが、とにかく年齢的な

問題等々がございまして、子どもはちょっと授からないような

立場ですので、側面から子育ての御支援をさせていただけ

たらなと、こういうふうに思っている次第でございます。 

 御承知のとおり子育てのことにつきましては、福生市の社

会福祉協議会も鋭意努力しておりまして、年々子育てに関

することにつきましては講習会等々を通じて行っているとこ

ろだと私は思います。 

 昨年度の、１４年度の実績を、ちなみにこれは社会福祉協

議会の方の事業報告等々で掌握したものですが、子育てに

関する講習会というのを年に１０回ほどもっておりますね。そ

れから子育てサロンというのは週２回ほど実行しております。

このように市も社会福祉協議会も鋭意尽力をなさっておりま

すところ、私がいろいろとお話していいのかどうか困惑して

おるところでございますが、私は一応子育て支援なさる方々

の心ばかりと申しますか、そのような観点からお話をさせて

いただけたらと思います。 

 私の常々の考えといたしましては、人として物事を行う際

には、まず自分自身が人気者になるというふうに思っている

のですね。この人気者というのは芸能人のようにたくさん経

費を使って人気取りをするのではなく、まず自己研鑽をして、

多くの方々からあの人に頼れば、あの人に相談をすれば間

違いないというふうな人間になることが肝要かなと、このよう

に思っています。 

 そこで、子育て支援についての私の思いでございますが、

まず子育ての方法としては能動的と受動的と、要するに積極

的、それから先方からの声を待って御支援する方法の二つ

があろうかと、こう思っております。 

 積極的に支援をする場合に、私が今日までいろいろと配

慮しておりましたのは、果たしてこの家庭は夫婦でそろって

私に協力をお願いしているのかどうかという確認ですね。

もし奥様だけがそのようなことを希望しているとしますと、

男性は通常ですと威厳を保ちたいものですから、他から

の支援を余り快く思わない人もいるのではなかろうかと、

私はそのように感じております。したがいまして、こちらか

らお手伝いするときは、本当に要望しているのかどうかと

いう確認もしておかないといけない、そのようにも思って

おります。 

 そのようなことからいたしまして、今簡単に申し上げます

と、積極的に出るとき、それは女房を送りながら先方の依

頼を確認する。それから先方から依頼があったとき御夫

婦そろって要望しているのかどうかということで対応も違っ

てくるなと、こういうふうにも思っています。 

 それから、そのようなことを踏まえまして、では今までど

のようなことをやってきたのかという具体例を上げますと、

私どもの住まいの周りにも最近はすこぶる開発が進行し

ておりまして、お子様も大変に多くなっておりますので、

それで私どもは、結局私どもの人柄等々を承知して先方

から「Ａさーん」というふうに声をかけてくださって、相談事

を受けたりもします。そのようなことから、あるお子さんは

私どもの方に、私がいないときでも家内一人が在宅のとき

「Ａさーん」というふうに声をかけてくれて、あるところでは

幼稚園なり学校へ行く前に声をかけてくれて「行ってまい

ります」とか、それから帰ってくると「ただいま帰りました」と

か、そういうふうな関係になっているのですね。 

 それでさて、人間の心ですが、自分の行っていることに

ついての善し悪しというのは余りわかりませんで、したが

って、子どもは特にその辺の判別ができませんから、そ

の面でもこういうことをやるということは悪いことだよとか、

いろいろと教えて差し上げて、よいことをやった場合は、

何というのですかね、飴とムチという言葉は余りよろしくな

いのですが、差をつけて対応して差し上げると、ああこれ

でもいいことをするとこういうふうにいいお菓子がもらえる

のだなとか、キャンディーがもらえるのだなとか、そういう

ふうな感じになってくると思うのですね。 

 それからとかくお子さんというのは自分の親のありがた

さがわかりませんから、あるときは御婦人とその子どもの３

人が集まったところで、そうした機会がありましたので話し

合いをしたときに、お子さんの一人が「うちのくそばばあ」

とか、こういうふうに暴言をはいたことがあるのですね。そ

れで私はそれを踏まえて、お母さんはそんな人ではない

よと。例えばお父さんが朝６時ごろ出勤するときに５時ご

ろから起きて、食事のしたくをして、弁当までつくって差し

上げているでしょうと。私の勤務は、長い間都心の方に通

っておりましたので、駅で立ち食いそばというか、それを

食べて通勤する人の数が多いというのを承知しているわ

けですよね。ですからそういう人もいるところが、あなたの

お母さんはこういうふうにやってくれて、お父さんを勤め

に出してくれているじゃないのと、それひとつとっても立



 

派なお母さんなのよというような話もしています。それで皆さ

んと私どもＡがこうやって仲がいいのは、あなたのお母さん

が立派な方だから私どもは仲良しの状態でいるので、です

から仲良しだからあなたたちも、私どもはもう年齢の関係が

あってよそ様からいただいたお菓子類は余り食しませんか

ら、そういう方々に差し上げるわけですね。そのときもあなた

ちこういう珍しいものが食べられるのもお母さんが非常にい

い人で、私どもと仲良しだからもらってあげられるのだから、

だからもしお母さんがあなたたちの言っているようによくな

ければ、私どもとこういう仲間でもないし、いただき物もでき

ない、食べられないのだよとか、そんなようなこと等も踏まえ

て、側面から子育ての支援をしているところでございます。 

 これは数々ある中で、時間の関連もございますので、私の

今日まで行ったうちの一端を申し述べさせていただきました。

ありがとうございます。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。子育てを支援する立場ということか

らＡさんにお話をいただきました。夫婦で支援してくれと言

われても、なかなか片方のお母さんだけいくらやってもお父

さんが知らん顔では非常にやりにくいとか、その辺のところ

が支援する立場の方からはあるのかなというふうに思います。

地域で子育てをするという立場から、御発言をいただいたの

ではないかと思います。 

 他にどなたかご意見などある方はいらっしゃいますでしょ

うか。 

 もしなければ、先ほど村山さんのおっしゃっていた海外で

の子育てについて、日本とはまた違った感覚で子育ての支

援をしているというお話を伺ったので、せっかくの機会でご

ざいますので、村山さんの方から海外の現状というのでしょ

うか、こんなふうに上手にやられていますよというのをいくつ

かお話いただければと思います。 

 

≪村山≫ 

 私が印象に残っておりますのはインドネシアとかスエーデ

ン、それからアメリカとかいった国で、子どもを育てるときの

親の心構えみたいなものというのを伺ったことがあります。 

 インドネシアでは「クルアルガ・ブルンチャーナ」というイン

ドネシア語で家族計画というのを今盛んに進めています。と

いうのは、インドネシアは非常に子どもが多くて、人口爆発

はアフリカほどではないにしても子どもはふえています。そ

うなりますと国全体の計画が大きく狂ってしまうというようなこ

とがあって、一つのファミリーで子どもは二人に制限しましょ

うということで、テレビコマーシャルまでつくって家族計画を

促進しているのです。そういう政府の呼びかけとは裏腹に、

地方の方にいきますと子どもが５人、６人というのはざらで、

それじゃ、この一つの家庭が一体どのぐらいの大家族を構

成できるのか撮影させてもらおうと思ってお願いしましたら、

翌日に１００人集まりましたね。御近所の方々皆さん集まって

きて、あっという間に一つのファミリー、おじいちゃんから

始まって孫、曾孫まで集めたら１００人になりました。 

そういうところで子育てというのはどのように行なわれて

いるのかといいますと、お姉ちゃんが弟を介護するとか、

そんな姿が簡単に見られるのですね。自分よりも体が大

きかったり、同じぐらいの大きさの弟や妹を一生懸命育て

る、そうやって兄弟愛みたいなものが培われていくような、

そんな姿がよく見られるわけですね。これはおそらく日本

では明治時代ぐらいの日本の家族制度では見られた姿

なのかなと思います。しかしながら、現在インドネシアの

躍進が目ざましくて、そのうちそういういわゆる家庭計画

が浸透してくると、核家族化ということが始まるのかなとも

思っています。 

 それから、スエーデンで先日取材をしましたのは、環境

教育というのがテーマだったのですけれども、保育園の

保母さん、よほどの嵐でも吹いてない限り、子どもさんた

ちをいつも外へ連れていくのです。そして自然の中で子

どもを遊ばせる。そういう中で学ぶことの方が子どもの情

操教育に非常に有効で、都会のきちんとした建物の中で

カリキュラムを決めて教育していくというふうな中で育てら

れた子どもと後で比較すると、非常に感受性の豊かな子

どもさんが自然の中で育つということがデータとして出て

いるという話を保母さんから伺って、スエーデンというの

はそういう形で生まれながらにして環境教育というものを

身をもって子どもたちに体験していただいているのだなと

感じたところです。 

 それからアリメカの例なのですが、私の家内が英会話の

教室に通っておりまして、先生は横田基地の軍人の奥さ

んです。その方からあるときお話を伺いました。その方の

御主人はＤＣ－９というジェット機のパイロットをされてい

たのですが、その人が二十歳になるまで親から非常に手

厚く育ててもらって、今考えてみると親に大変世話になっ

て、いろいろなことはあるのだけれども、例えば丈夫な歯

を維持するということを非常に親からきつく言われたそう

です。健康のことはもしかしたら歯だというふうにその親

は考えておられたのかもわかりませんけれども、歯列の

矯正まで含めてきれいな歯を親から授けてもらったとい

います。子どものときにはやはり歯の大切さというのはな

かなかわからないわけで、親が責任を持ってきれいな歯

を授けるということなのでしょう。 

もう一つは二十歳になった誕生日に「もう親として私は

おまえにやるべきことは全部やりました。これからは一人

で生活してください」といって、家からたたき出されたとい

うと非常に聞こえが悪いのですが、アメリカの子どもの育

て方というのはそういうことなのだなと思いました。 

それに引き換え私は３０歳になる娘を、パラサイトシン

グルという名前がつくのだそうですけれども、まだ時々小

遣いをやったり、きのうも朝５時にごそごそ娘が起き出し

て、どこかに出かける雰囲気なので、私はいつも部屋のド



 

アを開けて寝ているものですから、音がするので、娘が「お

父さん行ってきます」とそのあいさつをしたのはいいのです

けれども、「お父さん、牛浜駅まで歩いていくと何分かかるか

ね」と質問されて、私はまだ寝ていたものですから、「たしか

９分だったと思うよ」といったのですが、でもそんな質問をし

てくるということは僕に駅まで乗せていけということかなと思

いまして、結局「乗せて行ってあげるから」といって牛浜駅ま

で車に乗せていきました。そういうわけで外国のけじめのあ

る、親の見識のある子育ての方法から比べると、私には哲学

が無いなと思って反省したところです。 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございます。海外でのいろいろご経験をされた

村山さんならではのお話でございました。 

 あとは参加者の方からできるだけいろいろお話をいただき

たいのですけれども、子育てというとプライベートなことを話

すわけで、なかなかだれにも打ち明けられない、ちょっと話

にくいということがあるかと思いますので、もう一度黒川さん

の方から、いろいろご苦労がたくさんあったとお聞きしてお

りますので少しお話をいただいて、その後会場の方からお

話や御意見をいただければと思います。 

 それでは黒川さんお願いします。 

 

≪黒川≫ 

 苦労ということではないのですけれども、きょうは保育室も

あって、お子さんを預けて参加されている方やそれ以外の

方からいろいろお聞きしたいと思って今ここに座っているの

ですけれども、私自身は母子家庭になった時にとても困っ

たのですね。すごく困ったのですけれども、行政がすぐ何

かをやってくれるというのではなくて、そのとき周りの人達に

困ったよと言ったのです。助けてほしいと。例えば下の子ど

もを預かってもらっているだけで、仕事を探しに行くことがで

きる。あるいはもっと安いアパートを探すことができる。ある

いはちょっと家事をやるときに助けてもらう。ですからもし皆

さん何か困ったときは困ったと言う、どんどん言ってほしい

なと思うのですよ。 

 それから、先ほど話題提供者の方がおっしゃっていました

が、子どもと離れている時間があったからこそ子どもともっと

みずみずしく向き合っていられる、そういうことがすごくある

と思うのです。ですからちょっとの間、子どもを２時間でも見

てくれる。できれば社会がそれをしてくれることが一番いい

と思うのです。個人の協力だけではなくて。こんなことがす

ごく大変だとか、あるいはこういうことがあったらもうすこし楽

になれるとか、楽しくなるとか、何でも結構ですからお話しい

ただければすごくうれしいなと思うのです。 

 私が子どもを持って思ったことですが、先輩のお母さんた

ちから助けてもらったときに言われたのは、全然恩を感じな

くていいんだと。つまりそれを次の世代の子どもを持ってい

る人にタッチいけばいいのだと言われたのです。たぶんい

ままでは地域社会の中できっとそうやってきたと思うので

す。それが今あまりにも分断されていると思うのですね。 

私は私がいただいた恩を他の人にお返ししたいという

思いがありますので、どんなことでもいいですからお話い

ただけたらすごくうれしいなと思っています。どなたかお

願いします。 

 

≪Ｂさん≫ 

 Ｂと申します。きょうは保育がついているということで、私

は子どもを預けているのですけれども、今子どもが小学

校２年生なのです。普段例えば公民館とかの講座なんか

ですと、小学生の子どもは預かってもらえないみたいな

のですね。今回こちらの話し合いの方に参加することに

関して小学校２年生の子どもを預かってもらえるというの

は非常に助かったのですけれども、これから例えば小学

生の特に低学年ぐらいの子だと、夫が土・日が休みの方

ばかりではないので、こういう場所に来るときにやはり子

どもにここに２時間いなさいというとかわいそうだと思うの

で、保育があると非常に助かると思うんですね。 

 そういった意味では、これからは小さいお子さんだけで

はなくて小学校の低学年ぐらいまでの保育とかが必要だ

とすごく感じているのです。きょうは子育て支援とあったの

で、その辺の話が聞けるかなと思って参加してみたので

すけれども、具体的にはそういったこととかいろいろして

いるのでしょうか。 

 

≪山下≫ 

 今、小学生の低学年ぐらいまで預かっていただける場

所があるとありがたいということでございました。きょうは市

長を初め市の担当の部署の方が大勢いらっしゃっている

ので、この件は市において検討していただきたいと思い

ます。今後の市のイベントや集まりなどに、小さなお子さ

んを持つ方でも子どもを預けて気軽に参加できるような場

所の確保などについて検討をお願いいたします。 

 

≪Ｃさん≫ 

 長沢に住んでおりますＣと申します。私は今７０歳で、子

どもはもう４１歳と３９歳です。孫が二人おります。 

 今、ご質問がありました小学生ぐらいのお子さんですね。

そういう方を一人にしてどこかへお勤めになる場合やお

出かけになる場合には、アメリカなんかですと、法律で１０

歳、１１歳ぐらいまでは一人にしていけないということにな

っていてべビーシッターというのがあります。ベビーシッ

ターというのは高校生ぐらいから許されていまして、特別

な教育というのは、中学３年から高校ぐらいの子どもたち

にボランティアの教育をいたしております。 

 そういうわけで、高校１年、２年になりますとお小遣い程

度で、１時間幾らということでやっていいことになっており

まして、そういう制度をもし福生で早速つくっていただける



 

と、今お訪ねの方は大分助かると思っております。 

 先ほど村山先生からそういうお話もあるかなと思っておりま

したけれども、向こうでは大学を出て、先ほど２０歳とおっし

ゃいましたけれども、高校を卒業して就職でもすればこれは

一人前ということで巣立って行きますし、それから大学でし

たら卒業したら２２歳ですね。そうしたらもうお前は自分で責

任を持ちさいということです。 

それと同時に今のお子さんの場合は、州にもよりますけ

れども、１０歳から１１歳ですね。それまでは一人でお留守

番をしてはいけない。大人ではないですけれども、高校生

だったらベビーシッターとして雇ってもよろしいと、お家でお

父さん、お母さんがいないということで子どもは寝ていても

大変安心して出かけていけるような、いわゆるコミュニティの

システムになっているわけですね。 

 そういうことも福生ではおやりになったらいかがかなと、私

は何か機会があったら申し上げようと思っていたのですけ

れども、そういうことをなさったらいかがでしょうか。御提案申

し上げます。 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。アメリカではベビーシッター制が

非常に充実しているということですね。高校生でもそういうこ

とをやっていいと、また１１歳に満たない小学校の４年生、５

年生に近いところでしょうかね。一人にしてはいけないという

ようなお話をお伺いしました。 

 福生でも小学生を一人で置いておくのはちょっと不安だと

か思われる方も大勢いらっしゃると思いますし、世の中が余

り平和ではなくなってきているというのでしょうか、鍵をかけ

ずに家を空けたらすぐに空き巣が入ってしまうような世の中

ですので、そういった面からもぜひ福生市で実現可能なこと

を考えていってほしいと思います。 

 ほかにどなたかいらっしゃいませんか。 

 

≪Ｄさん≫ 

 きょうはせっかく市長さんがいらっしゃったのでちょっと質

問なのですけれども、先日夏休みの前に学校で保護者会が

ありまして、教室の前にあるトイレを見てほしいと先生がおっ

しゃったので中をのぞいたら、トイレのタイルが崩れ落ちて、

女子トイレだったのですけれども、危険なのでタイルを全部

はがしたということで、でもそれは修理をすぐできないという

のですね。財政が厳しくて回ってこないということでした。こ

んな危険な状態でいいのですかと言ったら、学校ではどう

にもできないというようなお話で、それで順番が回ってこな

いと直せないよみたいな感じで言われていたので、学校の

そういう施設とか、そういう財政がいろいろあるのでしょうけ

れども、子どもが使うものなのでやはり危ないのではないか

なとすごく感じたことと、あと１クラス４０人ということで、お母さ

んたちの間でその日にお話が出たのですけれども、どうし

てもその人数でそうやってくくられてしまうのかなということ

で、私もたまたま去年まで２７人ぐらいで３クラスだったの

ですね。それが何人か転出された方がいて、１、２名の差

で今４０人クラスになってしまったのですね。 

 そうすると先生の方もやはりすごく大変だということも感

じましたし、子どもたちもその前の年まで１０何人も少ない

クラスから４０人にもなって、クラス自体が人数の多さに落

ち着かないというか、特に今すごく蒸し暑い日が続いてい

て集中もできないし、先生の大変さも授業参観とか行って

感じたりしたのですけれども、そういうのも父兄たちのそう

いう希望というか、皆さんそういう意見がすごく多くて、せ

めて３０人１クラスぐらいで人数のくくりというのをできない

ものなのかなということを一度お伺いしたかったのですけ

れども。 

 

≪山下≫ 

 教育問題は教育委員会なのですけれども、市長、よろし

いですか。 

 

≪市長≫ 

 基本的にこのフォーラム、質疑応答は一切しないことに

しているのです。いまのような問題点については、その先

生がおっしゃっていたといわれるような、お金がなくてで

きないということはございません。おっしゃるような話があ

りましたらぜひ他の先生にお話をする、それからその後

は今教育委員さんや教育長もここにいますけれども、教

育委員会にお話いただくなり、そういう形で話をしていた

だきたいと思います。 

 

≪Ｄさん≫ 

 個人的に話してもいいのですか。 

 

≪市長≫ 

 いろいろお話してくだい。 

 また、市では市長への手紙等、みなさんのご意見をい

つでも受け付けております。ただ、教育委員会への意見

は教育委員会で取扱いますので、よろしくお願いしたいと

思います。また、ＰＴＡなどにお話くださってもよろしいか

と思います。 

 

≪Ｄさん≫ 

 今始めてそういうふうに伺ったのですけれども、教育の

話もどういうところで聞いたらいいのか、そういうこともわか

らないのですね。今小さいお子さんの話ばかり出たので、

私は学校のことも含めて伺ってみました。それも全部子育

てに関わることだと思いますので。 

 

≪郡司≫ 

 今いろいろなお話を聞いた中でちょっと感じたことなの

ですけれども、小学校低学年の話なのですけれども、子



 

育て支援センターとか他にもいろいろあるのでしょうが、意

外と未就学児に対してが多いのですね。その時にはいろい

ろな支援があるのだけれども、子どもが学校に入るから仕事

を辞めなければならないという声があります。子どもを出産

したから、子どもができたから仕事と子育てのどちらをとるか、

そこが第一回目の山。もう一つ山が来るのは、お子さんが小

学校に入る時らしいですね。今まであった支援が学校に入

ると預かる年齢制限があったり、学校が終わると学童というと

ころで預かっていただけるのですけれども、とても終わりが

とても早い時間なのです。３時、４時、５時とか。今は６時まで

あるのですか。そうするとそれ以後預かるところというのが少

ないらしいのですね。その時間に迎えに行けるご家庭はい

いのですけれども、迎えに行けなかったりすると、例えば学

校が真ん中にあって家がこちら側にあります。朝学校に行く

のは真ん中です。それよりも向こう側に学童があるとすると、

帰る時には倍かかって帰らなければならないということにな

ります。黄色いカバーをランドセルのところにかけて、大分

遠いところから帰ってくるようなことになります。 

例えば学童を各学校にできないかという声を聞いたことが

あるのですね。そういったことも未就学児だけではなくてあ

る程度大きくなるまで、小学校を卒業するまでちゃんと大人

の目で子どもたちを育てられるような、そんな福生市になれ

ばいいなと思っています。 

 それとベビーシッターなのですけれども、先ほど山下さん

がおっしゃったとおり最近治安が悪くなってきていますが、

昔の日本は子ども一人置いて出かけていっても少しの時間

だったら平気だったというような平和な国だったのでしょうね。

Ａさんがおっしゃるように地域の人の目があって、皆さんで

子どもを育てているというような形が今崩れてきているので、

いろいろなところにそのひずみがきているのではないのか

なと思います。 

 私の家の隣に公園があるのですけれども、赤ちゃんを連

れて散歩に来る姿を見なくなりました。それとおじいちゃん、

おばあちゃんがお孫さんを連れてお散歩に来る姿があって

も、輪になってみんなで世代を超えたコミュニケーションをと

っているという姿も見えなくなりました。本当に地域で子育て

をしていかなくてはいけないと思うのに、その姿がちょっと

減っているなと感じています。 

 それと、あいさつですが、私はＰＴＡをやっていて思うので

すけれども、子どもたちがあいさつができないというのです

ね。会っても「おはよう」を言わない。実はそれは大人のせ

いだと思うのです。大人同士が本当にあいさつをしなくなっ

ていますよね。今言ったように、公園を見ていてもあっちの

隅、こっちの隅でやっていて、お互いにコミュニケーション

をとっているというのが乏しくなっている、そこでもう大人同

士のあいさつができてないわけですよね。 

 日本の治安が悪くなっているせいなのだと思うのですけれ

ども、やたらの人に声をかけられても、知らないおじさん、お

ばさんに声をかけられても返事をするなと、そこまで極端で

はないのですけれども、今、それに似たような教育をして

いますよね。本当は大人同士のコミュニケーションがとれ

ていれば、隣のおじいちゃんやおじちゃんに飴をもらっ

たよと言って持って帰ってきて食べることも可能なのです

けれども、知らないおじさんから公園で声をかけられる、

物をもらうなんていったら今の時代は不審者扱いになりま

すからね。その辺のコミュニケーションの取り方はすごく

難しいのかなと思いますね。 

 今いろいろな話を聞いてこんなことを思ったのですけれ

ども、ちょっとまとまりがつかないのですが、子育て支援と

言っても育児の部分とそれを超えた子育ての部分、それ

ぞれの問題があると思うのですけれども、思ったことを皆

さんどんどんお話をしていただいて、行政の方にも聞い

ていただいて、みんなが生活しやすい世の中にしていけ

たらいいなと思っています。よろしくお願いします。 

 

≪山下≫ 

 きょうは教育委員の長谷川先生がお見えでございます。

ご専門でありますので学校関係のお話を伺いたいと思い

ます。 

 

≪長谷川≫ 

 長谷川と申します。 

 先ほどのご発言者の話でございますが、教育委員会や

行政など、一つの場所だけでは済まない問題をご発言な

さっていました。 

 実は私もフォーラムでは他のテーマでのコーディネー

ターを３年間続けてきていますけれども、事前の相談で、

福生市のＰＴＡ協議会の何人かの方々で、ここにいる、山

下さんも小林さんもそうなのですけれども、市長を交えて

いろいろお話を伺いました。それは教育委員としてでは

なくコーディネーターとしてです。 

 その結果、教育委員会でやれるのか、福生市としてや

れるのかということをいろいろと試してみました。先ほど市

長が郡司コーディネーターに振られた理由は、実はＰＴＡ

協議会の方でそういった問題を忌憚なく言える機会をつく

られたらいかがかというふうにお願いしていたからでござ

います。 

 きょう実はこの席にも教育委員、私も含めて合計３名来

ています。教育委員会の職員も来ています。したがって、

今の思いは差し当たって十分に伝わっているというふう

にお考えいただいて間違いないと思います。 

 かつて青少年のテーマをやりました折りに、学校の先生

は来ていないのではないかという高校生の発言がありま

したけれども、そのときも学校の先生は確実にいらしてい

ました。 今、福生全体でいろいろな立場のところから課

題に取り組んでいくというふうに、だんだんなってきてい

るということをご発言者の方にお伝えしたかったのです。 

 ちなみに、私は子どもを育てたことはありません。子ども



 

は２人持ちました。自分で育てたのではなくて、かみさんに

任せた。だからきょうは勉強に来ています。最後に笑ってい

ただいて発言を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 長谷川先生、ありがとうございました。 

 ということで、決してきょうのご発言は聞いていないというこ

とではありませんので、ご了解いただければなと思います。 

 ほかにどなたかご発言ございましたらお願いしたいので

すが。 

 

≪Ｅさん≫ 

 Ｅと申します。小３、中３、高３の子どもがいて、本当に子育

て真っ最中です。フォーラムの参加は初めてなのですけれ

ども、いろいろな意見がすごく出てきて、ちょっとわからなく

なっているのが正直なところなのですね。と申しますのも、

子育て支援というと子育て支援されたい方、したい方、見守

っていきたい方、また幼児期、さっき言いました小学校期、

また中学校期も入って、いろいろなことが重なって子育て支

援というふうになると思うのですね。 

 最初に話題提供された３人の方もそれぞれ話をされて、病

気のこととか、地域の仕事へのサポートとか、そういうことも

お話されたのですが、その話も何となくそのままになってあ

と１５分ですし、いろいろな意見も出ました。 

私が子育てで思っているのは、また私もいろいろな話の

一つをしてしまうのかもしれませんが、福生市の中でもいろ

いろとほっと広場とか子育てサロンとか、ここ福祉センターで

やっていることと思うのですけれども、地域体育館では親子

で一緒に体操とか、子育て運動会とか、子育てにかかわる

いろいろな行事とかイベントとかサポートがあると思うのです。

ただ、それが何となく見えにくいかなと思うのですね。自分

が体育館のそばに住んでいれば体育館の子育ての行事と

かには参加しやすいし、やはりそこでまたコミュニケーショ

ンが生まれますし、自分が公民館のそばに住んでいたら公

民館の子育て連続講座とかに出て、そこでコミュニケーショ

ンできますし、自分が児童館のそばに住んでいたらちびっ

こ広場とか一緒に遊ぼうというのができるのです。 

 でも例えば初めての子育て、私なんかも出産退職だった

のですけれども、初めて福生のまちに来た場合に、どこの

公園に行ったらいいのかなとか、どこの病院に行ったらいい

のかなとか、この市は全体としてどんなものが子育ての視点

であるのかなといった時に、やはり口コミ情報だったり、自分

の住んでいる地域でしか知らないことがある。それがもう少

し一本化してわかるような、例えばそれが赤ちゃん、乳児期、

幼児期、小学校期、中学校期にはこんなサポートがあるよと。

今も市報とかにはたくさん書いてありますし、便利長とかも出

ていますよね。だけど今教育委員の長谷川さんがおっしゃ

ったように、まだまだどこが一番自分にぴったりした場所か

なというのがわかりにくいのです。 

 その辺をもう少し、せっかくこういう機会ですので、こん

なのがあるよというような情報の提供、市民の方としてもそ

の情報をキャッチする力をつけていく、そういうことがいい

形になっていくのかなと思っています。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございます。確かに今お話があったとおり、近

くにいればわかるけれども、そうでないとわかりにくい。そ

ういうこともございます。 

 今回のまちづくりフォーラム、子育て支援については皆

さんからいろいろなお話を伺っていますが、きょうは行政

からも大勢の方がご参加されていますので、市の方で今

やっているいろいろなことが本当に正しいのかどうかとか、

今後については、実際にこんなことで困っているとか、掲

示や情報がどこにあるかよくわからないとか、そういうよう

なお話を参考にしていただきながら、子育て支援をどうし

ていったらよいのかということを探っていただきたいと思

います。 

また、きょうのお話は記録集として残ります。いろいろな

意見については市のご担当の方や、プロジェクトチーム

を市ではつくっていますので、その方たちが縦割りでは

なくて横につなげて取り組んでいくための、その題材とい

うのでしょうか、その一つとしていただいて、今後、市の子

育て支援の施策に役立てたいというのが大きな目標でご

ざいます。 

最初に申し上げればよかったのですが、きょうはこの一

回で答えを出すということではありません。皆さんからい

ただいたご意見を今後の市の行政に反映して、そのあと

にまたこういう機会をつくって、改めて皆さんのご意見を

いただいて、さらに住みやすい「輝く街福生」をつくって

いこうというのが今回の目的でございます。 

時間も少なくなってまいりました。もし何かお話があれ

ば。こういうことがあればいいなとか、普段思っていますと

いうようなことがあればご発言をお願いしたいのですが。 

 

≪Ｆさん≫ 

 こういうことは慣れていないのでうまく言えるかどうかわ

からないのですけれども、子育て支援センターというのが

できるというのを聞いて、今回も子育てかなと思って来た

のですけれども、こういう支援センターができるのでした

ら、市民の意見を聞いていただいて、それからつくってい

だきたいなというふうに思っているのです。 

 例えばこれはここで話してはいけないかもしれないの

ですけれども、中学校給食のランチルームについてなの

ですけれども、いろいろの流れはあったと思うのですけ

れども、決まったあとにお知らせ程度というか、程度と言っ

たらいけないかもしれないのですが、こうなったからこうな

りましたよという形で、お知らせみたいな感じでありました。



 

意見を聞かずにというほどではないと思うのですけれども、

そういうことがないように支援センターはつくってほしいなと

思います。 

それから、田園児童館で行っているちびっこ広場とかアウ

トドアクラブとかがあるのですけれども、年間通じての活動

は結構要望はあるのですけれども、人数制限がありまして、

なかなか入れないで終わってしまうという形になっているこ

とが多いと思うのです。ですから例えば今年は募集に対し

てこれだけ応募があったから、来年はもうちょっと増やそうと

かというのもひとつの方法だと思います。すみません。なん

かあわてちゃって。以上です。 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。市の方でもいろいろ意見を吸い上

げる努力はしているようなのですが、なかなか使う人の声が

伝わってないというのが現状のようですので、ぜひ意見の

吸い上げ方についてご検討いただいて、実際に使われる

方のご意見をよく吸収してからやっていただきたいと思いま

す。 

 また、今はじめてお話を聞いたのですけれども、人気のあ

る講座は非常に応募が多くて、おそらく人気のない講座も当

然あるのではないかと思うのですが、そのへんはよくバラン

スをとっていただいて、人気のある講座は応募枠を増やす

などの対応を取れればと思います。子どもをお持ちのお母

さん方、お父さん方から要望がたくさんあるものについては、

今後可能な限りそれに応えていただけるような方策を取って

いただければと思います。 

 時間も迫ってまいりましたが、他にどなたかいらっしゃいま

したら。 

 

≪Ｇさん≫ 

 Ｇと申します。実は私は来週、コミュニティというテーマの

コーディネーターをすることになっています。先ほどＡさん

からもお話がございましたけれども、子育ては地域と密接に

つながる面があります。私も地域問題でフォーラムをやると

いうので少し勉強させていただいているのですが、やはり

皆さん御存知のように核家族化が進んで、いろいろな問題

が出てきて、それではどうしようかと、今みんながあわてて

いるような段階だと思うのです。 

 子育て支援というテーマなのですが、私は５０代なのです

けれども、実は私の母は私が子どものころから小学校の教

師をしていて家にいなかったので、私が子どもを持つときに

は母親は家にいてくれと無理を言いましたが、それがよかっ

たかどうか全く私も自信はございません。母親にしてみれば

非常に辛かったと思います。今、その代りと言ってはなんな

んですが、好き勝手にボランティア活動をしていますので、

よかったのではないかなと思っています。 

 きょうは子育て支援というテーマなのですが、子育てはあく

まで親がやるべきもので、親が責任を持ってやるものだと私

は思っています。ただ、２人だけでは心細いですよね。そ

れを周りでやはり何かしていかなければならないのかな

と思っています。 

子育ては２人でやっていくのが本当は基本なのではな

いかなと思います。先ほど長谷川先生が私は子育てはし

ませんでしたとおっしゃいましたけれども、これからは少

し変わっていくのではないかなと思っています。ただ、す

ぐには変わらないと思うのですね。やはり一番大変なの

は母親なのかなと思っています。 

 きょうはいろいろとご意見を頂戴したところなのですが、

私はいろいろなところで皆様方に申し上げるのですが、

なぜこういうフォーラムのように皆さんからご意見を聞くよ

うな場を市の方で設けるかというと、これからは行政が一

方的に押し付けてこれをやるからおまえら使えという時代

ではないのだと、そこに住んでいる方がこうやっていって

ほしい、こうであるべきだという意見をどんどん行政に反

映させていくのがこれからのやり方だと私は思っておりま

す。 

 先ほどご意見をいただきましたけれども、ただ、よくない

ことは、どこへ話をもっていったらいいのかわからないと

いうことなのですね。そういう話をいろいろな場所で聞き

ます。ですから私はちゃんと表を書いてあげたりしている

のですが、私のところへ持ってきてくださいと、すべてが

私のところでできるわけはないのですけれども、少しは市

長ともお話させていただく機会もございますし、どこへ話

せばいいのかぐらいは見当がつきます。それで、じゃあ、

やりましょうか。やりましょう。みんなで集まって話を聞きま

しょうというようなことにこれからは進んでいくのではない

かなと期待しているところでございます。 

 このフォーラムも３年経ったわけでして、徐々に参加者

も増えてきていると思います。これからはこういう場がどん

どん増えていきます。市民の力が行政にとって無視でき

ない時代になっていると思うのですね。 

 子育て支援におきましても、具体的なご意見をいただき

ましたが、いただきましたと言っても私は行政ではないの

ですけれども、私はどんどん言う立場だと思っております

ので、声を大にして、行政はそういう意見をまとめていっ

たらいかがかなと思います。中途半端な立場の意見にな

りましたけれども、そうあるべきだと私は信じておりますの

で、皆さん、市民の立場としてどんどん行政に意見をぶ

つけていこうというのが私の思いです。どうぞご協力をお

願い申し上げます。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。 

時間がだいぶ迫ってまいりました。もしよろしければあ

と一人で終わりたいと思いますが、どなたかいらっしゃい

ますか。 

 



 

≪小林≫ 

 さきほどドイツの話を少ししましたけれども、私がドイツに

行ったときに驚いたのは、乳母車のことです。私が行ったの

はもう２０年ぐらい前ですから、道路などの段差はすごいで

すし、相当大きなビルでないとエレベーターがないのです

ね。どうするのかなと思って見ていますと、階段に乳母車が

差しかかったときに、屈強な男性が何人も集まってきて、わ

っしょいわっしょいと担いでしまうのですね。担いだあとに何

事もなかったかのようにさっと消えるのですね。でも多分こ

れは偶然だろうなと思って見ていましたら、あちこちでそうな

のですね。バスが止まった時に、お母さんが随分大きな乳

母車で大変だろうなと思って見ていますと、ドアがぱっと開

いたら男の人がぱっと下りてきて、わっしょいと持ち上げてし

まうのですね。さしてお礼もしているようではなかったので

すね。当たり前みたいにすっとまたみんな消えていってしま

うのですね。それがすごいなと思ったのです。 

 子育てを社会全体で負担しあうというのが本当にしみつい

ているという気がしました。日本では親の顔が見てみたいと

いうのがありますけれども、ドイツでは少なくとも私はそうい

った言い回しは聞かなかったですね。親に過度に責任を与

え過ぎないで、地域みんなで助けていこうという、そんな姿

勢があると思うのです。 

 きょうはいろいろな意見がありましたけれども、私は三つの

方向性が出たと思うのです。一つは社会で、地域社会であ

る程度カバーしていこうというコンセンサスだと思うのです。

この前ある国会議員の方が子育てについては税金で支援し

ようという話をしたところ、子どもを産まない女性は社会には

いらないかと言ってかみついた人がいました。それはまっ

たく議論のすり替えであって、経済的に見れば子どもを産ま

なかった人も老齢化すれば年金が必要であり、その年金と

いうものは子どもを産んだ人の、その子どもが働いて出すも

のだから、それはそういった構造なのですよと説明すれば

わかる話です。社会的にはそのようなことが一つの流れか

なという感じがいたします。 

 二つ目は、インセンティブづくりといいますか、環境づくり

ですね。さきほど、受け皿といいますか、そういう施設が必

要だという話がありましたけれども、施設をつくるにはお金

がかかります。もちろんボランティアやＮＰＯという話もありま

すけれども、やはり予算がかかるものです。ただし予算はそ

んなにありませんから、どこかを削ってどこかへ持っていか

なければいけないわけですね。そのときにその優位性とい

いますか、このような子育てに対する支援をする場合に、そ

ちらに入るものをこっちへ回すよと言ったときに、それを例

えば高齢者を切り捨てだとか、そういう議論ではなくて、や

はり子どもを産み育てることは尊いことなのだと、そのことが

まず頭にあって次に予算の配分がくる必要があるので、そう

いった環境整備をこれから進める必要があります。 

 さらにこれは国政の話になりますけれども、例えば今、税

金で扶養控除がありますけれども、子ども１人生まれても３０

数万の所得控除ですからね。税率が１０％程度でしたら、

年間で３万程度しか税金が減らないわけです。これを例

えば通常１０％の税金が子どもを１人産めば５％になって、

２人産めば０％になって、３人産めばマイナス５％で返っ

てくると、このようなインセンティブをつくるぐらいのものが

必要ではないかと思っています。 

 ３番目は、インフォメーションとネットワークづくりですね。

話をどこに持っていったらいいかわからないということも

ありますし、そしてまた冒頭の市長の話にもありましたけ

れども、知らないと損をするという状況がたくさんあるわけ

です。しかし子育てに忙しい人はそういう情報に接する時

間すらないということがあります。どうやって貴重な時間の

中で有効な情報が得られるか、そのようなシステムづくり

を考える必要があると思います。 

 参考までに、小平では「小平子育てネットワークるんる

ん」というネットワークがあるのですね。これは予算がつい

ていて、４０万円ぐらいついているみたいですけれども、

楽しく子育てしようという、そういった動機の人が集まって

お互いに情報交換するという場があります。これからはそ

のような場が必要になってくると思います。 

 コンセンサス、そしてインセンティブ、そしてまたネットワ

ーク、こういったものをつくっていく、このような３つの方向

性があるのではないかという気がいたしました。 

 以上でございます。 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。ここでちょうど時間となりました。

先ほど申し上げましたが、きょうの内容については記録集

を残します。それから、市ではプロジェクトチームというの

がありまして、横断的にいろいろなことについて研究して

いるということですが、その中にも必ず役立てていただき

たいと思います。 

 それでは、最後に野澤市長からごあいさつをいただい

て、閉会とさせていただきたいと思います。 

 

≪市長≫ 

 ありがとうございました。 

 このフォーラムでは、最後に私がまとめることをいたしま

せんが、記録はきちんととらせていただいております。 

それをもとに市でできること、社会福祉協議会など他の

団体にお願いしてやってもらうこと、それから自分でやら

なくてはならないことなど、課題の整理をしていきながら

一つずつ解決していく。そんな中からお互いが助け合い

支え合っていく、みんなで考えていくような形をつくって

いきたいと思います。 

 きょうは山下さん、郡司さん、黒川さん、村山さん、小林

さん、この５人のコーディネーターの方、お話をください

ました中島さんと大家さんと清水さん、それからご参加い

ただきましたみなさん、大変ありがとうございました。すば



 

らしいお話をいただきました。 

 皆さんに心からの拍手をして、このフォーラムを終わりたい

と思います。ありがとうございました。（拍手） 

 

              ― 終了 ― 


