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「保育に携わるすべての大人は、保
育を必要とするすべての子どもにひ
としく保育を保障しなければならな
い」となります。そして、保育を必
要とするすべての子どもの中には、
当然のことながら、夜間保育の子ど
も、障害児保育の子ども、休日保育
の子ども、学童保育の子どもも含ま
れるのです。
さて、ここで「子ども」を「女
性」に置き換えてみましょう。特
に、憲法の保障する基本的人権とし
ての“働く権利”と女性について考
えてみます。現代の日本において、
男女の実質的平等は担保されている
でしょうか。そもそも１９８６年に
『男女雇用機会均等法』が蒸し返さ
れて登場すること自体、平等ではな
かった証拠ではないでしょうか。
スペインのフランコ政権下におい
ては、労働憲章により「既婚女性を
工場労働から解放する」という美名
のもとに、実質的に結婚した女性を
労働市場から締め出し、外で働くこ
とを禁じたといいます。女性は家庭
で家事にいそしみ、夫に服従するこ
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子ども間の平等、
子どもと大人の平等、
女性と男性の平等
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昭和 年に国際連合総会で採択さ
れた『世界人権宣言』は、第１条
「すべての人間は、生まれながらに
して“自由”であり、かつ、尊厳と
権利とについて“平等”である」で
始まります。基本的人権が、すべて
の人間にひとしく賦与された権利だ
とすれば、大人の人権と同様に子ど
もの人権もひとしく保障されなけれ
ばなりません。しかし現実には、そ
れが世界中でなかなか徹底されない
ので、改めて『子どもの権利条約』
が必要となるのでしょう。人権の根
幹をなす平等権は、大人も子ども
も、男性も女性も、すべての人間に
ひとしく認められなければなりませ
ん。
同様に、子どもの健やかに生きる
権利、育つ権利を始めとする子ども
の権利は、すべての子どもにひとし
く保障されなければなりません。保
育所保育の基本は、子どもの健やか
に生きる権利を保障すること（＝養
護）であり、子どもの健やかに育つ
権利を保障すること（＝教育）です
から、保育業界的に言い換えると、

とが理想とされた時代でした。女性
名義の銀行口座すら持てなかったそ
うです。
『児童福祉法』や『子ども・子育
て支援法』は、子どもが主体であ
り、子どもが心身ともに健やか生ま
れ、育つ権利を保障しようとするも
のであり、これらの法の中では、母
親には子どもを健全に育てる義務
が、保育所には母親に代わって子ど
もを健全に育てる義務が、強調され
ていて、保育所の母親に対する立場
は消極的です。しかし、別の視点に
立って、母親を働く権利の主体とし
て捉える時、保育所は母親の権利を
保障するという母親にとっても積極
的な立場に立つのです。本当に女性
に働く権利があるのなら、子どもが
いてもいなくても、働く権利は保障
されなくてはならないのです。そし
て、ここでいう働く権利としての仕
事を、『所得を得るための仕事』の
みならず『一生を賭ける仕事』とし
ての意味まで包含させれば、保育所
は、ただ女性の労働権を保障するだ
けでなく、実質的な男女平等の実現
に向けてより積極的に女性を支援す
るという立場を鮮明にするのです。
今や、保育所問題は、単に待機児
童といった数量の問題ではなく基本
的人権の問題であり、子ども間、子
どもと大人、女性と男性、の実質的
平等に関わる根源的な問題だと私に
は思えるのです。
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とき え

勅江

２．睡眠リズムの大切さ
全国の認可保育園、こども園、
幼稚園を対象とした私たちの追跡
研究では、睡眠リズムの規則性が
子どものすこやかな育ちに影響す
ることが明らかになっています
（図１）。睡眠が規則的な子ども
は、その後の社会性の育ちに良い
影響がみられたのです。睡眠の時
間帯には関係ありませんでした。
子どもも大人も、その人なりの睡
眠リズムや睡眠パターンがありま
す。早寝早起き、遅寝遅起き、長
時間睡眠型、短時間睡眠型、人そ
れぞれです。それが規則的なら悪
影響はないということです。大人
についても、規則的な睡眠リズム
の大切さが多くの研究で明らかに
されています。
「早寝早起き朝ごはん」という
スローガンがあります。スローガ

とりの子どもが規則的な睡眠リズ
ムを確保できるよう、保護者をサ
ポートしながら環境を整えること
に心を砕いているのです。

筑波大学

子どもの睡眠リズムを守り、
保護者を支える夜間保育の効果
年間追跡調査の根拠 ３
( )

子どもたちのすこやかな育ち
に、保育時間の長さや時間帯は関
係せず、家庭でのかかわりの質が
影響することを第１報、第２報で
紹介してきました。
もうひとつ、子どものすこやか
な育ちに影響を与えるものがあり
ます。睡眠リズムの規則性です。
第３報は睡眠リズムに関する追跡
調査の結果をご紹介します。
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１．夜間保育と睡眠リズム
夜間保育を利用すると子どもの
睡眠に悪い影響があるのでは、と
心配する人がいるかもしれませ
ん。
しかし実情は逆です。家庭保育
の子どもの方が就寝時間の遅い場
合もあることが厚労省の調査で報
告されています。
夜間保育園で 時以降まで過ご
す子どもたちは、遅くとも 時ま
でに就寝します。小さい子どもは
時ぐらいから、その子の睡眠リ
ズムに合わせて就寝時間を決めて
います。夜間保育園では、一人ひ
19
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健福祉学会誌、

２０１７．

（１）、

－

、

The Influence of Time in

21

、
Pre-school aged Children in Japan
平成 年度学位論文（修士、公衆衛生

Development of Social Skills among

Bed and Sleep Regulation on the

孫晶瑩、

13

学）、筑波大学大学院、２０１８．

２０１０

の生活リズムの混乱と卒園後のＳＤＱ

月由妃子、徳竹健太郎、保育園利用時

冨崎悦子、田中笑子、渡辺多恵子、望
加藤慶子、田中笑子、渡邊久実、渡辺

の関連、日本保育学会第

回大会、大

阪、２０１４．

世紀縦断調査、

かな成長に向けて皆で一緒に取り
組みましょう、園は味方ですと伝
えます。夜間保育のプロ集団であ
る連盟だからこそ、これまで蓄積
された知恵を社会に発信するきっ
かけになればと期待しています。
参考文献
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多恵子、冨崎悦子、安梅勅江：就学前

厚生労働省、

29

の子どもの睡眠リズムと就労する養育

21

者のストレスに関する研究、日本保

67

とがあります。一人ひとりの子ど
もと保護者の状況に寄り添い、一
歩ずつ毎日の睡眠習慣、眠りに向
かう環境づくりなどを、専門職と
保護者、お子さんとのパートナー
シップのもとにすすめていくこと
が大切です。
４．子どもと保護者を支える夜間
保育の知恵を発信しよう
保護者のみなさんは、早寝早起
きの大切さを感じています。子ど
ものためにも早く寝かしつけた
い。しかし寝ない。寝る環境を作
ることができない。悩んでいる保
護者もいます。ここが保育プロと
しての専門性の発揮どころです。
眠りに向かう環境の作り方や、生
活リズムの整え方を具体的にアド
バイスします。
たとえばこんな風にアドバイス
する園もあります。「最初からう
まくいかなくて当たり前！全てう
まくいかなくても大丈夫！生活リ
ズムはスモールステップで。家庭
と保育所で、できることから目標
を決めていきましょう。夜、コン
ビニの強い照明を浴びないよう
に、テレビやタブレットに気を付
けるように、家庭の照明を落とす
ように。夜寝る前の絵本タイムを
つくりましょう。」など具体的な
提案をします。
保護者に対し、子どものすこや
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ンとしてはもっともで誰も悪いと
は思いません。しかし海外の研究
をみても、就寝時間や起床時間そ
のものより、睡眠習慣や睡眠リズ
ムの影響が重視されている状況が
あります。むしろ「きっちりね
むって すっきりおめざめ」が本
質なのかもしれません。必ずしも
早寝早起きでなくても、遅寝遅起
きでも、その子なりの睡眠リズム
が規則的であれば、子どものすこ
やかな育ちにつながるとした研究
成果が多数あります。
３． 保護者のストレスと睡眠リズム
一方で、子どもの睡眠リズムが
不規則な場合、保護者のストレス
が高くなるという状況がみられま
した（図２）。保護者が育児に自
信を持てない場合にも、ストレス
は高くなりました。保護者のスト
レスが高まると、子どもとのかか
わりの質に好ましくない影響が出
ることが明らかになっています。
子どもの睡眠リズムを整えるこ
とは、保護者のストレス軽減につ
ながります。家庭と園が協力して
子どもの睡眠習慣にかかわること
は、保護者の精神的な健康への支
援になります。
逆に、「絶対に 時までに子ど
もを寝せましょう！」というよう
な押しつけは、保護者へのプレッ
シャーとなりストレスを高めるこ
20

路交館の夜間保育
あ
(すなろ・豊新聖愛園 の)取り組み
（一九七五年社会 福 祉 法 人 路 交 館 創 設 ）

ら届いた年賀状に書かれた、「今
年こそ夜間保育所の実現を！」の
一言があすなろ開設の引き金と
なった。聖愛園に隣接する教会の
牧師館が空き家になったので、こ
れを改修して夜間保育所にしよう
というのだ。
当時、聖愛園園長だった枝本
は、この年賀状には正直なところ
頭を抱えた。保育所化から十年を
経て、大幅に職員数が増えてお
り、夜間保育所開設の提案は容易
でないと感じていたのである。
職員会議では、案の定、「夜間
の保育なんて子どもの育ちに良く
ない」等々の意見が続出。それで
も、何回も職員会議を開き、話し
合いを重ねることで、「親の就労

が保障されなければ家族の生活が
成り立たない。親が夜間に就労し
ているからこそ、子どもの生活が
まず守られるべき。」との合意に
達し、漸く夜間保育所開設に向け
動き出すことになった。
この後、大阪市との交渉や手続
き、牧師館の改修・増築等々を進
め、一九八四年十一月に夜間保育
所あすなろが開設されたのであ
る。
赤字続きのあすなろ
職員会議で「夜間保育をするな
ら、最も保育から見放されている
深夜の子どもたちをまず保育する
べき」との思いが語られたことも
あり、あすなろは開設当初から深
夜二時までの深夜保育を実施して
いる。しかも、「夜間の子も昼間
に友だちと遊ばせたい」というの
だから、午前から昼間保育所と変
わらない保育士配置をした上で、
制度外の深夜の保育に保育士を加
配。その上、深夜保育終了後に保
育士を帰宅させるタクシー代と、
園運営は赤字になるしかなかっ
た。
一九九八年に聖愛園を含む園舎
の増改築を行い、定員を四十五名
に変更した。同時期に国制度で夜
間加算が付き、これらにより、よ
うやく赤字体質から抜け出すこと
ができたのである。

キャリヤ型の増加で
深夜児の受入が困難に…
赤字問題が解決したのもつかの
間、あすなろでは新たな問題が出
てきた。
深夜保育の入所希望は、待った
なしである。入所相談を受け、現
場や行政と調整し入所ＯＫを出し
たら、「既にベビーホテルを利用
している」という返事。このた
め、可能な限り深夜保育の枠を確
保するようにしていた。
しかし、制度の充実とともに、
基本は昼間型の就労だが、日々残
業等がある（いわゆる「キャリヤ
型」）就労のため、週の大半は園
で夕食を食べる昼間型の子どもた
ちで、入所枠がほとんど埋まって
いたのである。
あすなろ開設当初から、全員が
深夜までだったわけではない。当
初から深夜保育を受ける子ども
（寝る子）は二十名未満。残りは
キャリヤ型を含む夜間保育利用児
だった。
ところが、夜間に及ぶ保育の制
度が整備されるとともに徐々に
キャリヤ型の利用が増え、この結
果、深夜保育の入所枠が圧迫され
るようになったのである。

豊新聖愛園の開設 （二〇〇六年）
二〇〇六年に当法人二カ所目の
夜間保育所として、定員六十名の
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当法人の創設は、一九七二年に
大阪淡路教会立の幼稚園聖愛園が
重い多動自閉の障害児を受け入れ
たことがきっかけだった。
当時、幼稚園には障害児保育の
補助がなく、このままでは障害児
の保育を続けられないと考え、補
助制度ができたばかりの保育所制
度への移行を目指すことにした。
大阪淡路教会の青年層の会員と聖
愛園の職員が協力して、ほとんど
手探りで取り組みを進め、聖愛園
の保育所化に合わせて、社会福祉
法人路交館を創設したのである。
その取り組みのさなか、保育所
化・法人創設準備の会議を終え、
夜遅く帰宅途中、商店街の路上の
段ボール箱で遊ぶ子どもを見かけ
た。「障害児保育の見込みが付い
たが、この子らにはまだ手が届い
ていない」と感じていた。これ
が、夜間保育に関心を持つきっか
けとなったのである。
あすなろの創設 （一九八四年十一月）
保育所化から十年を経た一九八
四年年頭に、件の教会員の一人か

おやすみなさい

豊新聖愛園を同じ東淀川区内に開
設した。
同時に、あすなろの開所時間を
深夜〇時までとして深夜保育を豊
新聖愛園に集約し、さらに、夜勤
や頻繁な出張などで宿泊を伴う保
育が必要なニーズに応えるため、
二十四時間型として開設すること
にした。開所時刻を午前七時と
し、深夜児のお迎えは午前三時ま
で、宿泊児のお迎えは午前七時以
降とした。
しかし、豊新聖愛園開設の頃か
ら、待機児問題が顕在化し、夜間
保育所として冬の時代を迎えるこ
とになった。
従来からの夜間保育利用者は、
地域の小規模サービス業（自営
業）が中心だった。ところが、待
機児問題が深刻化する中でポイン
ト制が導入され、両親とも正職常
勤者が優先入所となり自営業など
の場合は家庭内就労として５点減
点、夜間保育利用ポイントの同４
点を加算しても、正職常勤者が優
先されることとなった。この結
果、これまでの夜間保育利用者
は、そのほとんどがあすなろ・豊
新聖愛園に入所できなくなったの
である。
さらに、待機児を少しでも減ら
したい行政担当者は、お迎えが午
後八時を超えないケースまで、定
員緩和措置として入所を押し付け
てきた。園としても、それまでは
週の大半に園で夕食を食べる子に
限定していたが、園運営の安定化
のために積極的にこれを受け入れ
た。これまでの夜間保育利用者の
ほとんどが、入所できなくなって
しまった穴を埋めるための選択で
もあった。
宿泊を必要とする子や深夜保育
児については、数を減らしながら
も確保し続けたが、あたかも昼間
の保育所のようになってしまって
いた。とはいえ、定員を超過して
園児数が確保されているので、経
営的には安定しており、そこに安
住していたのが実態だったのであ
る。
豊新聖愛園の大幅赤字への転落
近年になり、待機児問題が一段
落するにしたがって、以前は無理
やりにでも夜間保育対象児として
いた準キャリヤ型の利用申請児
を、夜間保育所対象児でないとし
て他園に振り分けるようになり、
豊新聖愛園が大幅赤字に転落し、
あすなろも同様になった。しか
も、以前からの夜間保育利用層で
あった小規模サービス業（自営
業）のニーズはこの十年ほどの間
に激減し、定員割れを起こすよう
になっていたのである。安易に行
政施策に乗ってしまった結果とし
て、受け止めるしかない事柄かも

しれないが、行政にとって大きな
重石だった待機児問題に精一杯協
力したのにとの思いは残る。
近年の行政からの要請による受
け入れニーズとして、育児に困難
を抱えている層（虐待の疑いを含
む）の子どもたちがいる。夜間保
育所は、①朝の登園時刻に園がさ
ほど厳しくないこと、②親の子育
て環境に対応して、昼食・夕食の
二食を園で提供できること、③状
況により入浴も可能であること、
④長時間の親子分離ができること
で育児負担が少なくなることがあ
げられる。もちろん、この層の入
所が赤字解消に資するわけではな
い。親に対する特段の支援が必要
なだけ、むしろ保育上の負担は大
きいのだが、夜間保育が担うべき
今日的な課題だと考えている。
現在、あすなろ及び豊新聖愛園
は、幼保連携型認定こども園に移
行しているが、一号定員十五名の

設定に併せて夜間保育児の定員で
ある二、三号定員を圧縮して従来
の夜間保育利用層の減少に対処し
ている。
加えて、これまでの「地元」発
想から「地域」をやや広域的に考
え、小規模サービス業（自営業）
の利用ニーズを掘り起こしていく
課題があると考えている。他方
で、深夜のサービス業（ホステス
など）のニーズは激減し、深夜営
業の飲食業が中心になっている
が、このニーズは今後とも続くも
のと考えている。
キャリヤ型の就労については、
現在進行中の働き方改革でどのよ
うに変わっていくのか不透明だ
が、これまでとさほど変わらない
だろうと考える。
また、宿泊を伴う保育ニーズ
は、介護など福祉サービス従事者
のニーズなどで増えるだろうが、
これらのニーズは週に一度程度の
宿泊を必要とするだけで、その他
の週日は昼間型の保育ニーズであ
る。あまり多数を受け入れると夜
間保育としての保育内容が維持で
きなくなる恐れがあり、方針を決
めかねているのが実情である。
ともかく、あすなろ・豊新聖愛
園は、「夜間保育」にこだわりつ
つ、子どもたちの明るい明日を切
り開いていきたいと考えている。
枝本信一郎
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お風呂大好き

回 全国夜間保育園経験交流研修会
佐世保大会のお知らせ
)

交流セミナー
１日目の研修内容を深め、２日
目の分科会に向けた助言者やメ
ンバーとの顔合わせ、そして全
国の皆さんと交流を深めて頂き
ながら、長崎ならではの催し物
をお楽しみ下さい。
２日目
第１分科会
理事長・園長・運営担当者等
｢仮
( 今
) 後の夜間保育のあり方
を考える ｣
第２分科会
保育士等
｢仮
( 保
) 育指針に基づいた夜間
保育 ｣
第３分科会
保育士等
仮 保)育の専門性と夜間保育 ｣
｢(
第４分科会
給食担当者・食育担当者
仮 夜)間保育における食育 ｣
｢(
分科会報告・閉会式
★要綱・申込書が出来次第、会員
様各園にお送りいたします。

56

佐世保大会に向けて

10

第 回となる記念すべき全国夜
間保育園経験交流研修会を長崎で
開催致します。今回は『夜間保育
の可能性を考察する～保育需要の
多様化と夜間保育の必要性』を
テーマに、社会の変化や皆様の取
り組みという様々な観点から研修
会を開催し、夜間保育の取り組み
を深めていきたいと考えていま
す。
今年度から新しい保育所保育指
針・認定こども園教育・保育要領
等が本格施行され、昨年度から始
まった保育士等のキャリアアップ
制度も完全実施目標が示され、目
まぐるしく変貌を遂げる保育業界
ですが、これからも幼児教育の無
償化などまだまだ紆余曲折が予想
されます。
さて、昭和 年に延長保育と共
に創設された夜間保育は、平成
年度から夜間保育独自の加算とし
て昼夜２食の予算措置がされ、平
成 年度の延長保育の７時間の新
設により 時間保育が可能とな
り、認可夜間保育園として様々な
社会的課題に対応してきました。
夜間保育は延長保育の一種ではな
く、国もその必要性を重視して、
施設型給付の中で夜間保育加算と
24

して別途加算を認めており、夜間
保育園の存在意義はますます増大
しています。更に、全国各地の夜
間保育園が、子ども・子育て支援
法に基づき、昼間保育園や幼稚園
と同様に、教育・保育等が利用で
きる認定こども園としてその地位
を築いていることは、夜間保育園
における教育の取り組みが認めら
れている証拠に他なりません。
認可夜間保育園が取り組んでき
た福祉的機能、準養護施設的機能
は、地域における必要性について
各施設が身をもって感じ、制度が
なくても取り組んできたものであ
り、その実績により制度がついて
きたという側面も少なからずあり
ますが、それぞれの地域における
福祉需要は現在も更に多様化、複
雑化しています。その一つとして
近年、全国的に「子どもの貧困」
が社会問題となり、貧困による虐
待、進学率の低さなどが問題点と
して挙げられますが、夜間保育園
を利用する家庭の中にも相対的貧
困に陥っている家庭が一定数ある
ことは否めません。但し相対的貧
困については、夜間保育園に限っ
た問題ではなく、昼間保育園にお
いても変わりはないでしょう。し
かし絶対的貧困家庭は、認可保育
園の利用さえできず、又は劣悪な
養育環境の中にあり、社会から切
り離されたところで貧困のスパイ

6
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１日目
○午前 時半 弁(当持ち込み可 ：
)
映画
 夜｢間もやってる保育園 上｣映
○午後１時：
開会式・表彰式・行政説明
シンポジウム
｢仮
( 子
) どもの貧困問題につ
いて考える」
コーディネーター
山縣文治氏
関(西大学人間健康学部教授 )
発題者兼シンポジスト
小西祐馬氏
長(崎大学教育学部准教授）
シンポジスト
櫻井慶一氏
文(教大学名誉教授）
天久薫氏
全(国夜間保育園連盟会長）

30

14

日程
会場

平成 年 月３日 土(・祝
月４日 日( )
ＪＡさせぼホール
住所〒８５７－００５２
長崎県佐世保市松浦町２

11 11

テーマ
夜間保育の可能性を考察する
～保育需要の多様化と
夜間保育の必要性～

－
28

30

30
10

ラルに陥っている可能性がありま
す。社会的な機関と関係を持てな
い、あるいは持とうとしない家庭
における虐待のニュースが後を絶
たない現状からすると、子ども達
の生活の場である認可保育園が積
極的に関われるような制度の整備
が望まれます。生まれた家庭環境
によって子どもの将来が左右され
ることがないよう、夜間保育園が
もつ福祉的機能を発揮するために
は、利用が制限されている現在の
制度の狭間を埋めていく必要があ
ります。認可夜間保育園は、夜間
保育の制度創設から 年の間に
様々な課題に対応してきました
が、今、子どもの貧困問題に向き
合うことで、更なる夜間保育の必
要性と可能性がそこに見いだされ
るのではないでしょうか。
シンポジスト兼発題者として、
長崎大学の小西祐馬氏をお迎えし
ます。乳幼児期を含めた貧困問題
を研究され、人生のスタート時点
から不公平をうみ、子どもから
様々なやる気を奪ってしまう恐れ
がある貧困に対する国の対策につ
いて警鐘を鳴らす研究をされてい
ます。
今回の開催地となる長崎は、今
夏「長崎と天草地方の潜伏キリシ
タン関連遺産」として国内 か所
目の世界遺産登録を果たしまし
た。県内での世界遺産は２例目と
37

22

なり、軍艦島など「明治日本の産
業革命遺産」と共に、長崎の歴史
を代表する文化遺産です。更に会
場のある佐世保市は「鎮守府（日
本の近代化と海軍の遺産）」と
「三川内焼（日本磁器のふるさと
肥前）」が「日本遺産」にダブル
認定されています。西海の護りと
しての旧日本海軍時代に建てられ
た佐世保赤煉瓦倉庫群や、三川内
焼きで特徴的な唐子のモチーフ
は、市民にも親しまれています。
く じ ゅ う く しま
九十九島湾は国内５例目の「世
界で最も美しい湾クラブ」に加盟
認定されました。パールシーリ
ゾートから出ている九十九島遊覧
船で巡るも良し、佐世保の港はそ
の形から「葉港」の別名がありま
すが、軍港クルーズに乗船するも
良し、また、弓張岳から望む景色
も良いものです。
また佐世保には米軍基地があ
り、米国独立記念日を祝う打ち上
げ花火や、アルバカーキ橋を渡っ
た佐世保公園に隣接している基地
内グラウンド「ニミッツ・パー
ク」の開放などがあります。
秋はお祭りの時期という事で、
研修会が開催される毎年 月１日
から３日までは「佐世保くんち」
が開催され、研修会が開催される
３日には最終日の「お上り」が行
じゃおど
われ、くんち行列名物の蛇踊りの
奉納などが見られるかもしれませ
11

ん。
東京ドーム 個分の広さに 世
紀のオランダの街並みが再現され
たウォーターフロントリゾート・
ハウステンボスでは、光の王国イ
ルミネーションが始まります。
また、日本本土最西端の地「神
崎鼻公園」は日本本土四極のうち
の一つとして、来佐記念の観光地
となっており、日本本土最西端到
達証明書の交付も楽しみの一つで
す。
アーチ橋として完成当時は東洋
一に長さを誇った「西海橋」から
は、真珠湾攻撃における暗号の一
つ「ニイタカヤマノボレ一二〇八
（ヒトフタマルハチ）」を送った
針尾送信所の巨大な３本の電波塔
が望めます。この自立式電波塔は
高さ、古さ共に日本一で、国の重
要文化財に指定されています。
このように歴史と文化の街、佐
世保で、平成最後の大会を次代に
つなげるため、全国の仲間と意見
交換を通して今後の夜間保育園の
取り組みについて議論していきた
いと思います。
会場に隣接しているアーケード
街は屋根が続く直線距離が日本一
の長さを誇り、佐世保名物の「蜂
の家」のカレーやシュークリーム
を食べたり、デパートやスーパー
にて甘い「佐世保豆乳」を飲んだ
り。名物グルメのレモンステーキ
33

17

や佐世保バーガー、外国人バーな
ど、佐世保を感じられるお店が
いっぱいです。佐世保土産に南蛮
菓子の「ぽると」や「赤い風船」
の「はなかご」「九十九島せんぺ
い」など、いかがでしょうか。市
民には馴染み深い「白い鉄火巻
き」や長崎ハーブ鯖、イカの活き
造りなど魚介も新鮮です。
そんな佐世保グルメも堪能いた
だき、意義深い大会にして頂けた
らと思います。

被表彰者推薦について

研修会前の開会式において、
表彰式を執り行います。各園よ
り参加の有無に関わらず、被表
彰者のご推薦を頂きますよう、
宜しくお願い致します。
各園からの推薦は次の２種類
です。

・夜間保育表彰
・永年勤続表彰
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れました。夜間保育の必要性と現
状を訴え、多くの方々に観ていた
だきました。そんな中に自民党の
小泉進次郎議員がいらっしゃいま
した。小泉議員は夜間保育の必要
性を受け止めてくださいました。
２０１７年 月 日に、「人生
１００年時代戦略本部」の皆様と
小泉議員がエイビイシイ保育園に
視察に来られました。岸田文雄政
調会長、田村憲久政調会長代理、
後藤茂之政調副会長、小泉進次郎
筆頭副幹事長、木原誠二政調副会
長、山田美樹厚労副部会長など、
自民党の主要な衆議院議員の皆様
と、天久会長、エイビイシイ保育
園職員とで、夜間保育について現
状の問題点や課題を議論しまし
た。また、その時の提案により、
２０１８年１月 日に自民党本部
で映画の上映会も開いていただき
ました。多くの議員さんや各省の
皆様に観ていただく機会になりま
した。
２０１８年２月２日には、後藤
茂之議員が、国会中継の場で夜間
保育の必要性について３分もお話
いただき、全国に放映されました
（ＹｏｕＴｕｂｅにＵＰされてい
ます。後半部分）。
その後、天久会長、酒井副会
長、片野理事長／園長とで、厚労
省にも夜間加算の見直しについて
お願いに行きました。私はエイビ
12

19

29

ているが、 時間開所をした場合
は、 時間分の運営費補助が出な
いからである。基本時間以外はオ
プション扱いで、開所時間に比例
した補助体制がないため、長くや
ればやるほど経営が圧迫されるか
らである。認可の夜間保育園にい
たっては、全国で か所。 ／
３０，０００である。

16

81

編集後記

16

81

今年の夏は暑い。暑いを通り越
して熱い。地震あり、豪雨あり、
暑さありですが、それでもただ前
を見て乗り切るしかありません。
広報誌。各園の保育士さんや保
護者の方からの保育（子育て）奮
戦記の掲載を思案中です。夜間保
育の実像が、血の通った人々の生
活を通して浮かび上がれば、社会
に夜間保育をより身近に実感して
もらえるでしょう。楽しい記事を
お届けしたいですね。
当初の予定が急遽変更を余儀な
くされた今年の“全国夜間保育園
経験交流研修会”。開催まであと
３ヶ月です。長崎県佐世保市は交
通の便が少し悪いですが、世界遺
産登録もあり今が旬だと活気づい
ています。多くの先生方のお越し
をお待ちします。

8
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イシイ保育園代表として、以下の
ような訴えをしました。

11

延長・夜間保育までやろう
という認可保育園はなぜ増
えないのか
夜も昼と同じ位いろいろな仕事
がある。私たちの生活に必要な仕
事をしてくれる人たちがいて、そ
の家庭の子育てを支える夜間保育
園。仕事と子育ての両立が出来れ
ば、親は安心して２人目、３人目
を産む。
働きながら子育てをしている若
い夫婦を、国は制度面からもっと
バックアップしてほしい。全国で
認定こども園も含めて約３０，
０００か所ある認可保育園は、ほ
とんどが午後７時前後に閉まって
しまう。共働き家庭が増える中、
午後５時から６時位までの就業で
なければ利用出来ない。
もっと保育園が利用者に合わせ
て延長・夜間保育までやれば、働
きながら子育てをしている親はど
れほど助かるか。若い夫婦が２人
目を産んでも、安心して働き続け
られる社会に少子化は起こらな
い。ではなぜ、延長・夜間保育ま
でやろうという認可保育園が増え
ないのか。
基本時間である 時間開所であ
れば、 時間分の運営費補助が出
11

「夜間もや っ て る
保育 園 」 そ の 後

50

社会福祉法人杉の子会
理事長 片野 仁志

人生100年時代戦略本部の皆様と議論

ドキュメンタリー映画「夜間も
やってる保育園」は、２０１７年
９月 日からの東京での公開を皮
切りに、全国 か所で劇場公開さ
30

