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究極の選択 実家終い 
                     柴田清美（愛知・かもめ三ツ井保育園福） 

この秋に人生の大きな決断をした。それは共有

名義の実家を売ることだった。 

 

私は三人姉妹の二女。姉妹は三人とも県外の長

男の夫に嫁ぎ、それぞれに二人の子どもがあり姉

は 3人の孫がいる。妹は既に２人の孫が。そし

て遅ればせながら私も、今年孫に恵まれた。 

実母は平成 10年、実父は平成 24年に他界し

ていて、実家は主がいなくなって 7年を越えた。

父は、母を見送ってから内臓の病気をして気弱に

なり一人暮らしが厳しくなって、娘の家を転々と

した後にやはり地元が良いとケアハウスに入居

し過ごしていたが体調を崩して入院、そのまま帰

らぬ人となった。それでこの家の空き家状態は通

算１５年になっていた。 

私達は、それぞれに忙しく年に数回帰省してい

たが、庭の杉木や金木犀は電線に届き巨木化、蜂

が大きな巣を作っていて、部屋の中は蜘蛛の巣だ

らけ。床にはダンゴムシの死骸がコロコロ。家を

維持することの大変さを痛感。すし屋で、過酷な

家状態を話していたところ不動産屋を紹介して

くれることになりそれからはあっという間にリ

フォームしてくれる建設会社の社長から連絡が

入り、売却する流れになっていった。 

 

片付けは、何を捨てて行くかの選択だった。い

とこ同士が再会をして、とうとう仏壇終い。この

家は、私が小４の時に両親が新築で建てたもので、

この家で小中高時代をすごしてきた。母親は、主

婦から働く婦人になって家計を支えた。その頃の

母親は、忙しいが輝いている感じがあった。 

ところが姉が大学の進路を決める１２月の某

日、住宅ローンと学費工面で父母が対立、次の日

にくも膜下出血で母は倒れた。一週間の昏睡状態

の後、奇跡的に救われた。日々のリハビリの甲斐

あって普通の生活が出来るまでに回復した。 

私たち姉妹が３人とも結婚して一人目の出産

では、母親にみてもラうことができた。姉が二番

目の出産で戻っていたとき、再び脳梗塞で倒れた。

そこからの回復は、厳しかった。母親を見舞いに

孫たちは合宿所の様に実家に寝泊まりして仲良

く遊んでいた。その孫たちのなかでも、この家を

継いで住む子は残念、誰も無かった。 

私が退職後に、テレビ番組の『ポツンと一軒家』

のように、たくましく一人で生活する、という猛

者の様な選択は、家族の分断を招きそうである。

折しも台風１９号の襲来で新築の家が泥につか

る映像を目にして、究極の選択になった。両親が

苦労して建てた家を売りたくはなかった。しかし、

今後どんな生活を送るのかを考え、育休復帰にな

る嫁、かわいい孫の為に、この家とお別れするの

も重要な選択か…と、三人で揃って判を押した。 

 

 

 

経営懇役員リレーエッセイ🍃 
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台風被害、続報 
10 月 12日に関東・東北に上陸した台風 19号の被

害が各地で広がっています。先月号では、東京・世

田谷区・尾山台保育園の状況をお知らせしました。 

他の地域でも、保育園・保育施設が被害を受けてい

ます。また、台風被害に対する自治体での動きもあ

ります。 

○埼玉・勝瀬こばと保育園 

近くを流れる川が本流から逆流してあふれ出た

ため、夜中に浸水しました。床上 17cm でした。2016

年にも台風による水害で浸水し、床を張り替えたば

かりです。今回再び水害に見舞われ、汚水も混じっ

ているため、消毒だけでなく、どうしても床の張り

替えが必要です。 

前回は、国の補助の他、市からも独自補助があり、

園の負担が軽減されましたが、今回はどうなるかわ

かりません。理事会では、市に要望書をもって行き

ました。    （勝瀬こばと保育園園長・談） 

 

○宮城県・石巻市 

台風１９号の被災者に対し、保育料を減免すると

のことです。罹災証明が必要で、大規模半壊は全額、

半壊は半額減免です。当然ながら、未満児対象です。 

（経営懇役員・大橋巳津子） 

○福島・郡山市、いわき市 

保育施設等で浸水。福島保育連絡会主催の「保育

の集い」も、県内の交通機関が復旧しないことや会

場も被害を受けたため、11月 2～3 日に開催するこ

とができず、来年 1月 25～26 日に延期された。 

◆救援募金にご協力ください 

こうした被害が関東・東北で広範囲に広がり、保

育施設も影響を受けていることから、全国保育団体

連絡会が救援募金を呼びかけています。全保連加盟

の都道府県団体を通じて、被災した保育園へ直接手

渡すほか、公立施設の場合は自治体に足を運び募金

を渡すなど、支援したいと考えます。ぜひ、ご協力

ください（募金先は同封資料参照)。 

 

保育をめぐる情勢 

●公定価格減額を提案（子ど

も・子育て会議）、減額ではな

く改善を！声をあげよう！ 
保育所を運営するための費用である「公定価格」

を、土曜日の利用人数や勤務職員数に応じて減額す

るという方向性が、１０月３１日の第４７回子ど

も・子育て会議で示されました。財務省からも同様

の見直し案が提起されています（１０月９日）。 

もともと、子ども・子育て支援新制度がスタート

して 5 年目を迎える今年度、事業計画をはじめ、見

直しがされることとなっています。公定価格の見直

しもその中の一つで、積み上げ方式か包括方式か、

等々、様々な論点で公定価格の見直しが進められよ

うとしています。今回、特に問題なのは、土曜日の

利用人数等の実態に応じて、公定価格を減額しよう

という動きです。 

◆公定価格は週 66時間開所をカバーしている？ 

提案に対し、私保連の委員は、現行の公定価格が

11 時間分手当されているとはいえない・土曜日だけ

に着目して減額するのではなく改善が必要、と意見

を出しています。 

これに対して厚生労働省は、現在の公定価格で、

週 66時間（1日 11 時間・週 6日）開所はカバーで

きている、週 40時間労働の保育士がローテーショ

ンを組んでまわしているので、超過勤務で対応して

いるわけではないと主張し、説明資料を 11月 12 日

第 48回子ども・子育て会議に示しました。次ペー

ジに一部を抜粋、掲載しました。図の厚労省作成資

料によれば、週 66 時間開所に必要な保育士の労働
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時間は５１３時間。それに対して、公定価格で措置

されている保育士の労働時間は週５３０時間とな

り、現行の公定価格で足りていると、厚労省は説明

しています。 

しかし、この図や説明には疑問点が複数あります。 

○年齢別等、クラスで保育している実態を無視？ 

○利用人数 89 人を超える場合は、休けい保育士が

減るので、1 人分足りなくなるのでは？ 

○労働時間を計算しているが、休けい時間や休暇な

どは計算していない？ 

○公定価格で措置されている保育士のうち、④の業

務省力化分（常勤保育士 1 人あたり週 8 時間分）

は、直接子どもと接する以外の業務を対象として

いるので、計算に含めるのはおかしい？ 

等々、非常に苦しい説明をしています。今回の土曜

日の実態に合わせた公定価格の減額方針は、「現行

の公定価格で、週 66 時間開所をカバーしている」

という前提で提案されていますが、その前提自体が

間違っている・現状に見合っていないことを、現場

から告発していくことが必要です。まず、公定価格

の改善こそが必要であり、土曜日の実施状況をもと

に減額されてしまうと、さらに現場負担が増え、子

どもたちにしわ寄せがいくことになります。 

◆関係者に知らせよう！国に声をあげよう 

 公定価格減額問題では、「無償化」にともなう副

食材費実費徴収化で、物価調整分 681 円が来年度ど

うなるか、も注目すべき点です。積算根拠がないの

で減額される可能性もあります。 

 土曜日減額問題も含め、公定価格減額をうちだし
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ている国の動きを関係者に知らせま

しょう。そして、現場の実態や、減額

ではなく改善をの声を、国や自治体に

伝えましょう。 

 経営懇も参加しているよりよい保

育を！実行委員会では、12月 2日に緊

急院内集会を行い、この問題を社会的

にアピールします。 

 こうした国の動きや問題点につい

ては、1 月 13～15日の経営研究セミナ

ーで、詳しくお伝えします。 

 

地域の動き・活動 
  

 

 

●保護者会が独自で署名運動、
他の保護者会にも協力を呼びか
ける／神奈川県鎌倉市 
 鎌倉市の梶原の森たんぽぽ保育園保護者会は、左

のような要望書を作成し、鎌倉

市議会に対して陳情する運動を

行っています。子どもの成長に

必要な給食が無償化の対象外と

されたことは、保護者の願いに

反するものであるとして、鎌倉

市に対し、給食費も含めて無償

にすること等を求める内容です。 

 さらに、一緒に声をあげまし

ょうと、この運動への協力を鎌

倉市内の他園の保護者会にも訴

えています。 

 

いろいろなやり方で、できる

ところから声をあげることが重

要です。 

 各地域での動きや活動につい

てお知らせください。 
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Vol.４ 子どもの権利とジェンダー 

 

 前回は、男の子と女の子の能力差について特に、

STEM 分野（Science（科学）, Technology（技術）, 

Engineering（工学） ,Mathematics（数学）、い

わゆる「理系」）をはじめとした「学業成績の男

女格差は生まれつきの能力差によるものではな

い」、ジェンダー・ギャップ指数が上位の国では

女子のほうが数学の成績は高いという OECD の

報告、保育現場や保護者や社会全体のジェンダー

ステレオタイプによる声掛けが、子どもの能力の

芽を潰すことをご紹介しました。 

 

 今回は、「男らしさ」「女らしさ」の押し付け

が、子ども達の命にかかわることをご紹介します。 

 

 皆さんは LGBT という言葉をご存知でしょう

か。最近は様々なニュースで取り上げられること

もあり、聞いたことはあるという方が多いでしょ

うね。Ｌがレズビアン（Lesbian：女性の同性愛

者）、Ｇがゲイ（Gay：男性の同性愛者）、Ｂが

バイセクシュアル（Bisexual：両性愛者）、Ｔが

トランスジェンダー（Transgender：こころの性

とからだの性との不一致）、の頭文字から作られ

た言葉であり、性的少数者の総称として用いられ

ています。 

 連合や電通、博報堂の調査では、いずれも人口

の８％前後がLGBTであると推計されています。

８％というと、12.5 人に 1 人の割合です。幼児ク

ラスに 24 人いたら２人いてもおかしくない数で

す。 

 幼児の性自認は、２～３歳頃に確立していくと

の研究報告があります。例えば、LGBT の子ども

達は、「男の子は集まってください」「女の子は

手を洗ってしてください」など、男女でグループ

分けした指示にも戸惑いを感じます。「ピンクは

女の子の色だよ」「青は男の子の色だよ」「男な

のに・女なのに、オカシイよ」などの言葉に傷つ

いています。ありのままの自分は受け入れられな

い、「オカシイ」などと感じてしまいます。 

「ホモ」「おかま」「レズ」などの侮蔑語は、

一見して相手を傷つける差別用語であることが

わかりますが、一人ひとりの子どもの生活経験を

背景にした「オカシイよ」との断定に対しては、

「おかしくは無いよ。みんなそれぞれで良いんだ

よ」と中和させる働き掛けが必要です。 

 「結婚は、男と女でするんだよ。男同士、女同

士はできないんだよ」という言葉はどうでしょう。

海外では同性婚を認めている国もありますし、日

本でも同性パートナーシップ条例を作り、認証す

る自治体も出てきています。世論調査では、同性

婚を認めるべきと考える人が５割を超えていま

す。先の言葉で、同性に性的指向が向く子や、同

性パートナーの家庭で育っている子が疎外感を

持たない配慮が必要です。 

 「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」の

ステレオタイプを押し付けられることは、ありの

ままの自分を否定することになり、子ども達の自

己肯定感を損ないます。LGBT の人たちは、自殺

率が高いことが知られています。 

 

 一人ひとりの子どものありのままを受け容れ

る。みんなと違っても、みんな大切な子。 

 

  

 

 

保育と 
子どもの権利 

Vol．４ 

弁護士・社会福祉士・保育士 寺町東子 
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🌳育児休業中に第 2子を出産予定の

場合、給付金はどうなりますか？ 

 

早いもので、今年も残すところあと 1 か月とな

りました。1 年たつのは早いものですね。 

さて、園長先生方から、「産休や育児休業を取

得する職員さんが増えて嬉しいけど、体制取るの

が大変なの」というお声を聞くことが多くなりま

した。今回はそんな産休・育児休業に関する事例

をご紹介いたします。 

 

「年度途中の復帰になるため、育児休業を延長し

ている職員がいます。育児休業中に、第 2 子を妊

娠したことがわかりました。復帰せずにこのまま

産休・育児休業取得となりますが、給付金はどう

なるのでしょうか」 

 

 育児休業は、原則、子供が 1 歳に達する前まで

ですが、保育園に入園できないなどの事情があれ

ば、1 歳 6 か月までの延長、2 歳までの再延長が

できます。それに伴って、育児休業給付金も最大

2 歳まで支給を受けることができます。ただし、

育児休業給付金は、産前産後休業が開始した場合

には終了すると定められています。 

 一方、産前休業は、女性職員が請求することに

よって取得できるものです。本人から産休を取り

たいと請求がなければ産前休業にはなりません。 

 産前産後休業中の給付金に出産手当金があり

ます。これは、（1）被保険者の出産であること 

（2）妊娠 4 か月以上の出産であること（3）出産

のため仕事を休み、給与の支払がないこと、とい

う要件を満たしていれば受給できるものです。 

 

上記の質問で、第 1 子の育児休業期間と第 2 子

の産前休業（出産日まで）が重なる時期があった

場合、「第 1 子の育児休業終了まで育児休業を取

得するので、第 2 子の産前休業は請求しません。」

となる可能性はあります。そのときは、出産日ま

では、第 1 子の育児休業となるので、雇用保険の

育児休業給付金を申請することは可能です。 

そうなると、産前産後休業中は、健康保険から

出産手当金を受給することができますが、育児休

業給付金を受給しているので、第 2 子の出産手当

金は受給できないと思ってしまいます。私もそう

思っていました。 

 ですが、健康保険法では、出産手当金の支給要

件を満たしていれば出産手当金を申請すること

ができるのです。教会けんぽにも確認しましたが、

産前産後期間の手当金を受給できるとの回答で

した。  

 つまり、同じ休業期間に育児休業期間と産前休

業期間の 2 つの休業期間がある場合、産前休暇で

なく、育児休業期間とすれば、育児休業給付金と

出産手当金の両方を受給できるわけです。 

 

 国の給付金は一つだけという概念があるので、

なんとなく腑に落ちない感じですが、雇用保険法

と健康保険法という違う法律の制度なので受給

することができるものなんだと納得した事例で

した。  

 

社会保険労務士法人 第一コンサルティング 

松田康子 

社会保険労務士 

まつださんの 

お役立ち情報 Vol.16 
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連 載 

職員会議のくふう 
第２１回  

東京・（福）代々木鳩の会 

鳩の森保育園 

  

 鳩の森保育園は、現在園児が６７名・正規職

員２１名（２名育休）、非常勤８名の構成にな

っています。 

保育園は、月の前半に職員会議、後半に園内

学習会を、夕方から 2 時間の設定で行っていま

す。また、職員会議の内容や進行などは、毎月、

各部署（園長・主任・事務・保健・給食・保育

の乳幼児リーダー）が集まり、運営委員会とし

て会を開き決定しています。保育については、

園長・主任・乳幼児のリーダーの 4 名で、リー

ダー会として話しています。 

『職員会議も研修の時間』と聞くことがあり

ますが、限られた時間では、日々のさまざまな

事柄を検討し、決定し、確認などに終始するこ

ともあります。その中でできるだけどの職員も、

主体的な参加に繋げることが課題になってい

ます。 

それぞれの会議・学習会の中では、「発言に

対しての緊張」や「発言したことがどう思われ

るのか」、「うまく話せない」など…、個々に

さまざま心理が作用することも、得手不得手も

あります。そこで、日常の中で、保育について

だけでなく日々の出来事や気づき、振り返りな

どを含め、職員ひとり一人との会話であったり、

ときにはその場に居合わせた、職員みんなでの

雑談を重ねています。そのさりげない会話の中

に、職員の保育観や子ども理解を知ることもあ

ります。そして、自分たちの保育の柱とする『子

どもから始まり、子どもとつくる保育』につい

て意識し、保育の方針を共有なものとして話せ

る職員の関係作りも大切に思っています。 

子どもひとり一人を見つめることが大切な

ように、職員も個々に尊重し、それぞれの保育

経験や考え方が違うことを踏まえながら、課題

を明確にすることも不可欠です。外部の研修に

参加した際の研修報告書や、行事などのふり返

り・考察を通じて保育を深めながら、現状の中

の課題を明確にし、職員の組織的なスキルアッ

プに繋げられるようにしています。 

今後も保育を充実するために、職員会議や学

習会の場で保育の方向性をしっかり確認し、

日々の中で補いながら、職員のチーム力や組織

力の向上を、図っていきたいと思います。 

文責：鳩の森保育園・大竹幸子 

 

月刊『ちいさいなかま』 

ご活用ください！ 
職員同士の語りあいや、保護者との懇談に活用

しているという園が増えています。 

○『ちいさなかま』4月号にヒントを得て、園で

全体懇談会「それって甘やかし？」を開催。

70人参加。 

ワイワイとクラスをまたいだグループワーク

で、揺らぐ親心、保育者心の「あるあるトーク」

をして、職員も保育で悩みながらの実践を語り

あいました。（愛知） 

○『ちいさいなかま』8月号の「保育・子育て、

ニガテなことってある？」のテーマで、幼児チ

ームの職員で交流。自分の保育のことを率直に

話せてなみだなみだのいい時間になりました。

「ニガテなことってある？」というテーマがと

てもいい切り口で、よかったです。（京都） 

おとな同士が安心して話せる関係をつくること

が大事ですね。『ちいなか』活用してください♪ 
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おしらせ・今後の予定 

 

●経営研究セミナー 

2020年 1月 13～15日（月～水） 

ホテル&リゾーツ長浜 
（旧名：長浜ロイヤルホテル） 

 例年開催している経営研究セミナー。今年は

長浜で、主任セミナーの会場と同じホテルをつ

かいます。＊シングルは満室となりました。 

 

◆記念講演は東京新聞記者 

望月衣塑子さん！ 

 映画『新聞記者』の原案となった著書『新聞

記者』は、ベストセラーになりました。子育て

真っ最中の働く保護者という顔も持つ望月さ

んです。乞うご期待！ 

◆申し込み締切：12月 20日（金） 

  最終：12月 25日（水） 

  

 

 

 

 

 

【経営懇・活動日誌】１１月 

○１１月４日／保育大集会。日比谷野外音楽堂に全国か

ら 3,000 人が集まる。経営の立場から、東京・新田

保育園の川端さんと東京の園長のみなさんが舞台で

訴え。 

○11 月 5 日／国家要請行動。全国から 336 人参加。

会員園の園長さんも多く参加。厚労省・内閣府との懇

談の中で、土曜日の公定価格減額を提案していること

が明らかにされた。 

○11 月 9～10 日／合研集会常任・企画合同会議。52

回合研に向けて、企画内容の検討に入っている。福島

県内で会議を行い、原発事故の影響を受けた飯館村と

認定こども園の見学も実施。 

○11 月 16～17 日／給食セミナー（三重県）。三重県

内の会員園も実行委員として活躍。 

○11 月 18 日／24 条 1 項の会。 

○11 月 25 日／事務局うちあわせ（安川・川端・事務

局） 

○11 月 29～30 日／第 16回主任セミナー開催。実行

委員会は、京都の主任のみなさん。会場はホテル＆リ

ゾーツ長浜（滋賀県長浜市）。約 260 名の参加。 

＊同封資料＊ 

①経営研究セミナーご案内 

②台風等被害救援募金のお願い 

③第 52 回合研集会（福島）ご案内 

 自主提案募集中 

 

＜セミナー参加者に聞きました＞ 

ハッ！としたひとこと・その３ 

「園長が言うと 

そうなるやん！」 
職員から言われた一言。 

そんなつもりは、まったくないんだけど

な・・・。            （年代不明・園長） 

第 52回合研（福島） 
2020年8月8～10日(土～月) 

10日は祝日。 

3日目も参加しやすい！ 

みんなで福島へ GO！ 

保育士不足による運営の影響のアンケート ご協力ありがとうございました 
先月号でお願いしたアンケートにたくさんの園からご協力いただきました！集計結果は、経営研究セ

ミナーやニュース等で、お伝えします。 


