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被災保育所への
本会支援の取り組み
～東日本大震災から２年～

保育ネットワーク

No.239

社会福祉法人尾川児童福祉協会　尾川中央保育園

地域の人と手を携えて
子どもが安心して暮らせる
町づくりをめざす
～保育園が地域活性化の拠点に～

国の動き
●待機児童の解消や多様な保育の提供に4,611億円　
●第９回保育士養成課程等検討会が開催
●死亡事例18件
●“君がいる　ただそれだけで　うれしいよ”

平成11年6月8日第3種郵便物認可 平成25年３月1日発行（毎月1回1日発行）No.239

全保協の動き
●田村憲久厚生労働大臣と面会
●地方版「子ども・子育て会議」の設置ならびに地方保育協議会の
　参画確保に向け、全国知事会への要望活動を実施
●平成24年度補正予算案「保育士の処遇改善」における対象となる
　職員の範囲は法人の判断が可能に
●全国保育協議会　活動日誌

被災地支援報告
●被災地の保育所、保育士の現状と課題について 

2013



02 2013 MARCH ぜんほきょう No.239 2013 MARCH ぜんほきょう No.239

３
月
号

特 集

被災保育所への本会支援の取り組み
〜東日本大震災から２年〜

全国保育協議会は、平成 23年３月 11日の東日本大震災発生後、被災地訪問と被災保育所の現状取材、支援募金の実施
とその配分対応、国への関係要望、発災時の対応事例のとりまとめ等、各種の支援と取り組みを行ってきました。本

特集では、この２年間本会が取り組んできたことを総括し、ご紹介します。

次に、被災地域の保育所の対応事例を本会総務部会が中心となってとりまとめている「東日本大震災被災保育所の対応
に学ぶ～子どもたちを災害から守るための対応事例集～」をご紹介します。本対応事例集に掲載予定の約 140項目の

中からその一部をご紹介します。なお、掲載事例は、それぞれの被災保育所の固有の地理的環境や人的環境等に沿って行われ
た対応によって子どもたちが守られたという点にご留意いただく必要があります。全国各地のそれぞれの保育所が、事例の中
からあらたな「気づき」を得て、自らの条件に適合した災害時の安全確保等の検討をすすめられることを期待いたします。ま
た、本対応事例集は本会のホームページで近日中に公開します。
� 【全国保育協議会HPアドレス】http：//www.zenhokyo.gr.jp

被災地の子どもたちと保育所に寄り添って
全国保育協議会　会長　小川 益丸

２年前、東日本大震災が被災地の人びとに及ぼした影
響は筆舌に尽くしがたいものでした。保育所では、激し
い揺れや津波が押し寄せる状況の中、迅速で適切な判断
をされ、子どもたちの命を守ることに尽力されました。
震災後２年を経過した今も、子どもたちが不安にならな
いようにと工夫され、励まし、支えて、懸命に保育をな
さっていらっしゃいます。
現在、被災地の地域復興は少しずつではありますが、
すすめられています。しかし、震災から２年が経過した
今も、住まいなどの生活基盤上の課題や、子育て家庭の
社会的な孤立、子どもたちの健康問題などさまざまな課
題があり、保育関係者は厳しい状況の中、子どもたちと
保護者を支えながら保育をされています。
今後解決すべき課題は山積していますが、特に大きな
課題の１つは福島第一原発事故による放射線の影響で
す。現在、子どもたちが屋外で遊ぶことに時間制限が設
けられる等の対応が求められている地域も少なくなく、
保育所では子どもたちの健康管理や体力維持等について
さまざまな工夫をされています。さらに、こんにちにお
いても県外移動も含め避難生活をされている方々は 32
万人を超える状況であると報じられています。そうした

地域の子どもたちの体と心の育ちについても、保育関係
者として想いを寄せ、健やかな成長発達を望まずにはい
られません。
子どもたちや保育所職員の心のケアも重要です。震災
後、かなりの期間が経過してからのフラッシュバックの
事例等も報じられており、難しい対応課題ですが、今後
も長期的な視点で必要な支援が継続されていくべきと考
えます。
さらには、津波被害地域の保育所の高台移転の問題も
あります。その実行に向けては移転財源や土地の確保等
といった課題が山積しています。
全国保育協議会では、震災直後から被災地を訪ね、状況
を確認し、その後、他の保育団体にも呼びかけ「保育三団
体被災地支援募金」を実施し、被災地保育所の再開・再興
のため、被災地の保育所等に対し、計４億１千万円を超え
る支援金をお送りしました。私たちは被災地の子どもたち
と保育関係者に寄り添い、現状や課題を共有しながら、引
き続き被災保育所を支えていきたいと考えております。１
日も早い復旧、復興が実現され、地域が子どもたちの明る
い笑顔で包まれ、安心の中で健やかな成長へとつながって
いくことを心より祈念いたしております。
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特集
被災保育所への本会支援の取り組み 〜東日本大震災から２年〜

「東日本大震災被災保育所の対応に学ぶ〜子どもたち
を災害から守るための対応事例集〜」掲載項目（一
部のみ抜粋）

１．災害発生時の保育所における対応体制のあり方や工夫

⑴　災害時の保育所での対応体制について
①�地震対応マニュアルをわかりやすく、見やすいものとす
るため、フローチャートと文章を組み合わせてできるだ
けビジュアル化し、作成していたため、使いやすかった。
② �60人定員の当保育所において、避難時に持って行った
物、翌日、園から避難所へ持って行った物、その他あっ
たほうが良かった物は下記のとおりであった。【岩手県】

避難時に持って
行った物

１．水（２ℓペットボトル６本）
２．おやつ（60人の子どもたち１日分）
３．粉ミルク（１缶）
４．哺乳瓶（３本）
５．懐中電灯（１本）
６．おんぶ紐（乳児全員分）
７�．ノートパソコン（子どもたちの連
絡先や家族の勤務先等の情報が入っ
ている）
８�．子どもたちの個表に記載してある
情報の一覧表
９．オムツ（１袋）
10．保育所備品の携帯電話
11．ラジオ

翌日、園から
避難所へ持って
行った物

１．水（２ℓペットボトル 40～ 50本）
２．子どもたちの着替え等の日用品
３．玩具、ぬいぐるみ、ぬり絵
４�．おやつ（60人の子どもたち１週間
分）

その他、
あったほうが
良かった物

１．自家発電機
２�．小型 TV もしくは TV 付き携帯電
話（ラジオの電波塔が津波で壊れて
しまったため、地元のラジオ局から
の情報が入らず、地元の状況がわか
らなかった）
３．ろうそく（停電時に使用するため）
４．一輪車（給水所から水を運ぶため）
５．簡易トイレ（断水時でも使えるため）
６�．トランシーバー（避難所において
職員間で連絡をとるため）
７�．ランタンタイプの懐中電灯（通常
の懐中電灯より明るさの範囲が広い）

⑵　子どもを守り抜いた安全確保の工夫等について
①�必要に応じて、棒２本と T�シャツ２～３枚で簡易た
んかを作れることを、職員全員で確認しあった。【宮
城県】

２本の棒に図のようにTシャツ
を通す

続けて、２～３枚Tシャツを通す

簡易たんかの完成

②�ふだんから保育室等の棚の上には物を置かないように
していたことが安全確保上、活かされた。【宮城県】
③�震災等に備えて平時から、万が一、電気が使用できな
くなった場合を想定し、発電機ならびにハロゲンライ
トを用意していた。このことにより、保育所において
は明かりを失うことなく、子どもたちへの対応ができ
た。【宮城県】
④�地震の揺れがおさまったあと、ライフラインが遮断さ
れることが予測されたので、水が出るうちにできるだ
けバケツや給食の鍋等に確保をした（震災後１時間程
度で断水）。【岩手県】

⑶　給食上の対応・工夫について
①�電気が復旧してからは、常にポットにお湯を沸かして
おり、大きな炊飯器に沸かしたお湯を入れて、炊飯ス
タートボタンを押すことで、スパゲティや茹で物を調
理することができた。なお、水を入れて炊飯スタート
ボタンを押してもできあがるが、お湯を使用した方が
完成までの時間が短縮でき、有効であった。【宮城県】
②�あらかじめ避難場所の建物に、水や食料やオムツ等を置
いていた。津波で１階部分が被害を受けたが、水がひい
たあと、ビニール袋に入っていたおやつだけは汚れてい
なかったため、子どもたちにおやつを渡すことができた。

２．避難について

⑴　避難方法の工夫について
①�災害時に備え、避難ルートを園長をはじめ一人ひとりの
全職員が自ら確かめていたことが役立った。
②�ふだんから古い靴や靴下は災害時用に別に集めていた。
靴箱が複数の箇所にあり、避難時にそこで靴をはくのは
難しいため、役に立った。【宮城県】
③�保育所職員のほか、近所の会社勤務の人たちの協力によ
り、園児を抱きかかえていただいて、高台に避難するこ
とができた。【岩手県】

⑵　避難場所について
①�ふだんの避難訓練では、園庭に集合し、人数確認後に
避難を開始していた。今回の地震は揺れが大きく、ふ
だん、訓練で行っていることと同じことをしている時
間はないと思い、高い場所に立地する避難先へ直接避

【注】※各事例の保育所について、所在する都道府県名が判別される箇所のみ【　　】内に記載。
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難した。しかし、避難先から津波を見て、現在、避難
しているところも危険と判断し、さらに山を登って高
い位置へ子どもたちを避難させ守り抜いた。また、避
難する際、避難車に毛布を入れていたため、寒い中で
も対応ができた。【岩手県】
②�災害対応マニュアルでは、まず近くの小学校の屋上に
避難し、状況を見てさらに高台に移動する記述として
いたが、地震の揺れの大きさから、第一次避難先も危
険と判断し、直接、第二避難先である高台へと避難を
した。なお、避難する時は、防寒のため、職員が子ど
もたちのための毛布も持って避難した。【宮城県】

⑶　避難先での子どもたちへの対応
①�園庭の屋根付きの砂場へ子どもたちを避難させたうえ
で、砂場の周辺をブルーシートを使って覆い、強風や
みぞれからの防寒対策を行った。【福島県】
②�避難所にカセットコンロと水があったので、そこで入
手できた限られた素材で温かいお粥を作り、子どもた
ちに提供した。

３．保護者等への連絡と子どもの引き渡し方法

①�避難所に人を訪ねてくる方に、緊急連絡名簿を用い
て、引き取りに来ていない子どもの保護者の情報収集
を行った。緊急連絡名簿は、緊急時の持ち出しの物と
してあらかじめ職員に周知していた。【宮城県】
②�緊急時の避難ルートや避難場所は保護者に事前に説明
してあったので、避難の途中や一時避難所で子どもた
ちの引き渡しができた。【岩手県】

４．地域からの支援と連携

①�事前に地域の方がたと災害時の対応について話し合っ
ていた。保育所から災害時は手を貸してほしいことを
伝えてあった。また、日ごろから地域の方と合同で避
難訓練を実施していた。
②�震災後、家庭ごとに避難された方がたに対し、ラジオを
とおして、保育士の声を子どもたち、保護者に送ること
ができ、このことが子どもたちや保護者の安堵につながっ
た。ラジオ局とは、震災前から家庭で保育をされている
保護者向けに保育所関係者等から子育てに関する情報を
流しており、つながりをもっていた。ふだんからのそう
したつながりが緊急時にとても役に立った。【福島県】

５．その他

①�子どもたちのアルバムを保育所の２階に移動させたこ
とにより津波被害を免れることができたので、津波で
子どもの写真をすべて失ってしまった家庭の保護者た
ちに後日、渡すことができた。【宮城県】�

全国保育協議会のこれまでの被災地支援の取り組み
� （一部掲載）

期　日 取り組み内容等

平成23年３月11日（金） 東日本大震災発生

平成23年３月15日（火） 内閣総理大臣等へ「被災した社会福
祉施設に対する緊急支援要望書」を
全社協との恊働で提出

平成23年３月17日（木） 全国保育協議会、日本保育協会、全
国私立保育園連盟の三団体合同で「東
北地方太平洋沖地震及び長野県北部
の地震に関わる保育三団体被災地支
援募金事業実施要綱」を定めること
を申し合わせ、同支援募金を開始

平成23年３月18日（金） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
等へ「被災地支援に係る緊急対応時
の取り扱いについて」要望書を全社
協との恊働で提出

平成23年３月29日（火）　　　　
� ～ 31日（木）

本会の北海道・東北ブロック役員と
事務局が宮城県に入り、地元県保協
役員の協力を得て、被災した市町村
の状況把握を実施

平成 23年４月５日（火）
� ～６日（水）

全社協「社会福祉法人・福祉施設支
援本部」の宮城県支援本部の協力を
得て同県内の保育所の状況把握を再
度実施

平成23年４月14日（木）
� ～４月 16日（土）

全保協会長等が岩手県・宮城県へ訪
問し、保育所の被災状況把握と支援
ニーズの聞き取りを実施
（会報『ぜんほきょう』No．217 に
掲載）

平成23年４月19日（火） 保育三団体で被災地支援募金事業第
１回打合せ会を開催

平成23年４月26日（火） 民主党�子ども・男女共同参画調査会
会長へ、東日本大震災からの復旧・
復興に向けた意見・要望書を提出

平成23年５月11日（水）
� ～５月 13日（金）

全保協会長等が福島県・茨城県へ訪
問し、保育所の被災状況把握と支援
ニーズの聞き取りを実施
（会報『ぜんほきょう』No．218 に
掲載）

平成23年５月17日（火） ○�全国保育協議会正副会長ならびに
福島県保協前会長等により厚生労
働省雇用均等・児童家庭局保育課
長に被災状況を報告するとともに、
線量計の確保等国に求める必要な
支援について要望を実施
○�平成 23 年度第１回全国保育協議
会協議員総会にて、被災保育所の
本会会費について、一定の申請手
続きを経て免除が可能となる取り
扱いを決議

平成23年５月18日（水） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保
育課長通知「夏期の電力需要対策に
伴う企業の就業時間等の変更に対応
した延長保育事業、休日保育事業及
び家庭的保育事業の実施について」
が発出された。これについて本会と
して保育所に対応を求められた際の
課題や実態把握等について取り組み
を開始
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被災保育所への本会支援の取り組み 〜東日本大震災から２年〜

期　日 取り組み内容等

平成 23年５月下旬
� ～６月上旬

保育三団体被災地支援募金　第１期
配分実施
・�災害救助法適用市町村を有する『県
保育組織』（長野県北部を震源とす
る地震含む）を対象
・�送金総額は 8,508 万円
※募金送金先、送金額は別表参照

平成 23年６月２日（木） 災害時における保育所としての地域
支援等について現地取材
　岩手県�堤乳幼児保育園
（会報『ぜんほきょう』No．219 に
掲載）

平成 23年６月９日（木） 保育三団体で被災地支援募金事業第
２回打合せ会を開催し、第２期送金
分にかかる配分方法等について協議

平成23年６月10日（金） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保
育課長通知により「夏期の電力需給
対策に伴う企業の就業時間等の変更
に対応した延長保育事業、休日保育
事業及び家庭的保育事業の実施につ
いて」が発出された件について、本
会常任協議員会で協議し、アンケー
トによる現状把握を経て、週７日開
所のための人員体制確保（人件費）
や食事提供体制強化のための経費補
助等を求める要望書をとりまとめ

平成23年６月28日（火） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
へ、夏季の電力需給対策に伴う企業
の就業時間等の変更に対応した延長
保育・休日保育事業等の実施に関す
る要望書を提出

平成23年７月21日（木） 保育三団体被災地支援募金第２期申
請要綱を、災害救助法が適用された
市町村内の民間の認可保育所宛てに
配布

平成 23年７月 都道府県福祉人材センター・バンク
事業に協力し、これを通じて被災保
育所等に関する求人情報を発信開始

平成 23年８月１日（月） 保育三団体被災地支援募金第１期配
分の宮城県における使途報告を掲載
（会報『ぜんほきょう』No．220 に
掲載）
※会報『ぜんほきょう』での「被災
地支援報告」連載開始

平成 23年９月１日（木） 保育三団体被災地支援募金第１期配
分の岩手県と福島県の使途報告を掲
載（会報『ぜんほきょう』No．221
に掲載）

平成 23年８月
� ～平成 24年２月

保育三団体被災地支援募金　第２期
配分実施
・�災害救助法適用市町村内にある保
育三団体加入の民間保育所を対象
とし、被災状況に応じて、全壊は
1,000 万円、半壊は 300 万円（上
限）、その他は 20万円を送金

・送金総額は１億 8,995 万 2,040 円
※募金送金先、送金額は別表参照

期　日 取り組み内容等

平成23年９月14日（水） 震災より半年が経過した現状などを
現地取材
　宮城県�南三陸町立志津川保育所
（会報『ぜんほきょう』No．222 に
掲載）

平成23年９月16日（金） 保育三団体被災地支援募金事業第３
回打合せ会を開催

平成23年９月30日（金） 平成 23 年度公立保育所トップセミ
ナーにて、被災地の公立保育所の対
応について発表
　宮城県�名取市閖上保育所

平成23年10月27日（木） 厚生労働省の呼びかけにより東日本
大震災中央子ども支援センター協議
会が設置され、全社協の参画を通じ
てこれに協力（事務局は日本子ども
家庭総合研究所）。

平成23年11月１日（火） 会報『ぜんほきょう』特集「災害と
リスクマネジメントのポイント」を
実施
【実践事例】
①�防災教育プログラム紹介と職員間
連携体制構築の報告
　　東京都�省我保育園
②�東日本大震災の教訓を生かした災
害対策報告
　　�岩手県�普代村立認定こども園
　　はまゆりこども園
（会報『ぜんほきょう』No．223 に
掲載）

青森県の保育所被害について報告
　青森県�浜市川保育園
（会報『ぜんほきょう』No．223 に
掲載）

平成23年11月３日（木） 第 55 回全国保育研究大会にて保育
所の震災対応等の発表
　岩手県�堤乳幼児保育園
　福島県�鳥川保育園
宮城県 �東松島市矢本子育て支援セ

ンター

平成23年11月16日（水） 被災後からの経緯、仮設保育所での
現状と工夫などを現地取材
　宮城県�石巻地区仮設保育所
（会報『ぜんほきょう』No．224 に
掲載）

平成 24年１月１日（日） 保育三団体支援募金第２期配分の実
施状況について報告
（会報『ぜんほきょう』No．225 に
掲載）

平成24年１月16日（月） 放射能から子どもを守る保育の実施
について現地取材
　福島県�飯坂保育所
（会報『ぜんほきょう』No．226 に
掲載）

平成24年１月25日（水） 仮設住宅内集会所での保育の取り組
みについて現地取材
福島県 �富岡町立あだたらつつじ保

育施設
（会報『ぜんほきょう』No．227 に
掲載）
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期　日 取り組み内容等

平成 24年２月～３月 保育三団体被災地支援募金　第３期
配分実施
・�第２期配分にて「全壊」相当とし
て保育三団体より送金を実施した民
間保育所（送金総額は 5,000 万円）
と、災害救助法適用市町村を有する
県保育組織への配分送金（送金総額
は 8,201 万円）
※募金送金先、送金額は別表参照

平成 24年３月２日（金） 全国保育協議会・全国保育士会正副
会長連絡会議にて、平成 24 年度事
業としての災害への備え・対応等に
関する取り組みの方向性等について
検討

平成 24年４月１日（日）
平成 24年５月１日（火）

子どもの心のケアについて学識者に
よる寄稿を本誌に掲載
・兵庫教育大学教授　冨永良喜氏
（会報『ぜんほきょう』No．228 に
掲載）
・岩手県立大学講師　山田幸恵氏
（会報『ぜんほきょう』No．229 に
掲載）

平成24年５月16日（水） 厚生労働省提出の「平成 25 年度保
育施策と予算に関する要望書」の中
へ、東日本大震災からの復興に関し
保育所への必要な対応について項目
を盛り込み、要望

平成 24年６月１日（金） 平成 23 年度被災地保育所への支援
総括を報告
（会報『ぜんほきょう』No．230 に
掲載）

全壊被害を受けた岩手県の保育所の
現況と再建へ向けた課題を報告（会
報『ぜんほきょう』No．230に掲載）

平成24年６月28日（木） 経済産業省資源エネルギー庁長官へ、
社会福祉施設に対する計画停電の影
響の緩和措置の要望書を全社協との
協働で提出

平成 24年７月１日（日） 宮城県保育協議会保育士部会「震災
に関するアンケート」報告を紹介
（会報『ぜんほきょう』No．231 に
掲載）

平成 24年７月４日（水） 保育三団体被災地支援募金事業第４
回打合せ会を開催。第３期配分の実
施以降に寄せられた募金の配分方法
について協議するとともに、各保育
団体が考える今後の継続支援の内容
について情報交換を実施

平成 24年８月 保育三団体被災地支援募金　第４期
配分実施
・�災害救助法適用市町村を有する県
保育組織への配分

・送金総額は 967万 4,000 円
※募金送金先、送金額は別表参照

平成 24年８月１日（水） 被災地公立保育所の支援活動を報告
　宮城県�石巻市立門脇保育所
　岩手県�宮古市立千徳保育所
（会報『ぜんほきょう』No．232 に
掲載）

期　日 取り組み内容等
平成24年８月14日（火） 東日本中央子ども支援センター宮城

県事務所へ、保育士等支援の取り組
みについて現地取材
（会報『ぜんほきょう』No．233 に
掲載）

平成24年８月23日（木） 民主党�政策調査会「子ども・男女共
同参画調査会」において、東日本大
震災からの復興についての保育所に
関する要望項目を含め、平成 25 年
度保育施策と予算に関する要望書に
て提出

平成 24年９月１日（土） 平成 24 年度公立保育所トップセミ
ナーにて原発事故の影響への保育所
対応について発表
　福島県�本宮市立本宮第一保育所

平成24年９月18日（火）
～９月 19日（水）

被災地保育所における現在の課題を
現地取材
　岩手県�山田町第一保育所
　岩手県�広田保育園
（会報『ぜんほきょう』No．234 に
掲載）

平成24年10月16日（火） 被災地保育所における現状課題を現
地取材
　宮城県�大代保育園
（会報『ぜんほきょう』No．235 に
掲載）

平成24年11月１日（木） 原発事故の影響への保育所対応報告
　福島県�本宮市立本宮第一保育所
（会報『ぜんほきょう』No．235 に
掲載）

平成24年11月６日（火） 被災地保育所における現状課題を現
地取材
　福島県�川谷保育園
　福島県�八山田保育園
（会報『ぜんほきょう』No．236 に
掲載）

平成 25年１月１日（火） 自園の防災ガイドライン見直しの取
り組み報告
　千葉県�慈紘保育園
（会報『ぜんほきょう』No．237 に
掲載）

平成 25年２月１日（金） 室内での運動遊びを意識した保育の
取り組みを報告
　福島県�鳥川保育園
（会報『ぜんほきょう』No．238 に
掲載）

平成 25年３月 「東日本大震災被災保育所の対応に学
ぶ～子どもたちを災害から守るため
の対応事例集～」とりまとめ（予定）

別 表

東日本大震災　保育三団体被災地支援募金事業総括
本会が他の保育団体と恊働して行った支援募金事業の総
括は以下のとおりです。
１．募金総額　　４億 1,785 万 7,034 円
２．送金総額　　４億 1,671 万 6,040 円

※�上記１と２の差額1,140,994円のうち、1,090,597
円は送金振込手数料、本募金事業実施要項の作成費、
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特集
被災保育所への本会支援の取り組み 〜東日本大震災から２年〜

周知配布に係る発送費等であり、最終送金の第四期
配分において案分しきれない端数分（50,397円）は、
中央共同募金会「東日本大震災義援金」に平成24
年 10月 31日付で送金した。

３．第一期配分　※平成23年５月〜６月送金実施
対　象：�災害救助法適用市町村を有する『県保育組織』�

(長野県北部を震源とする地震含む )

募金送金先 送金額（円）

青森県 青森県保育連合会 2,520,000

岩手県 岩手県保育協議会 20,000,000

宮城県 宮城県保育協議会 20,000,000

福島県 福島県保育協議会 20,000,000

茨城県 茨城県保育協議会 12,690,000

千葉県 千葉県保育協議会 3,060,000

千葉市 千葉市保育協議会 390,000

栃木県 栃木県保育協議会 6,180,000

長野県 長野県保育園連盟 30,000

新潟県 新潟県保育連盟 210,000

計 85,080,000

第一期配分は、各保育組織において、被災保育所の再開、
再建、継続のための物資の購入、甚大な被害をうけた保育
所に対する資金的支援、被災保育所へのお見舞金等として
活用された。
４．第二期配分　※平成23年８月〜平成 24年２月送金実施
⑴　対　象：�災害救助法適用市町村内にある保育三団体

加入の『民間保育所』
⑵　送金額：�全壊＝ 1,000 万円　半壊＝ 300万円（上

限）　その他＝ 20万円
⑶　送金状況

送金先保育所
合計数 全壊 半壊 その

他 送金額（円）

青森県 ３ １ ２ ０ 16,000,000

岩手県 16 ７ ４ ５ 80,663,954

宮城県 37 ０ ７ 30 26,100,000

福島県 47 ２ ４ 41 40,200,000

茨城県 38 ０ ５ 33 21,600,000

栃木県 ７ ０ １ ６ 4,188,086

千葉県 ５ ０ ０ ５ 1,000,000

千葉市 １ ０ ０ １ 200,000

計 154 10 23 121 189,952,040

５．第三期配分　　※平成 24年２月〜３月送金実施
⑴�　第二期配分にて「全壊」相当として保育三団体より送
金を実施した『民間保育所』への配分

（１か所 500万円の追加送金。これにより全壊保育所
への送金合計額は１か所 1,500 万円）

該当保育所数 送金額（円）

青森県 １ 5,000,000

岩手県 ７ 35,000,000

福島県 ２ 10,000,000

計 10 50,000,000

⑵�　災害救助法適用市町村を有する県保育組織への配分
（本募金第一期配分において、当該県市の保育三団体に
て受け入れ先を一本化した組織）
※�「第二期配分の申請件数合計」に対する「当該県の申請
件数」との「割合」に応じて配分（新潟、長野について
は第一期配分額と同じ）

県名 送金先保育組織 送金額（円）
青森県 青森県保育連合会 1,580,000
岩手県 岩手県保育協議会 8,440,000
宮城県 宮城県保育協議会 20,050,000
福島県 福島県保育協議会 24,790,000
茨城県 茨城県保育協議会 20,050,000
栃木県 栃木県保育協議会 3,690,000
千葉県 千葉県保育協議会 2,640,000
千葉市 千葉市保育協議会 530,000
新潟県 新潟県保育連盟 210,000
長野県 長野県保育園連盟 30,000

計 82,010,000

６．第四期配分　※平成24年８月送金実施
対　象：�災害救助法適用市町村を有する県保育組織への

配分
※�「第二期配分の申請件数合計」に対する「当該県の申
請件数」との「割合」に応じて配分

県名 送金先保育組織 送金額（円）

青森県 青森県保育連合会 248,000

岩手県 岩手県保育協議会 1,323,000

宮城県 宮城県保育協議会 3,142,000

福島県 福島県保育協議会 3,886,000

栃木県 栃木県保育協議会 579,000

千葉県 千葉県保育協議会 413,000

千葉市 千葉市保育協議会 83,000

計 9,674,000

※�新潟、長野については第二期配分への申請がなかった
ため、第四期配分は実施せず
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地域の人と手を携えて子どもが
安心して暮らせる町づくりをめざす
〜保育園が地域活性化の拠点に〜

保 育 ネ ッ ト ワ ー ク

高知県中西部、高知市の西に位置する佐川町尾川地区は、
山があり、水のきれいな川が流れる農村地帯です。自然環境
に恵まれたこの地区に建つ「尾川中央保育園」は、昭和 26
年に開園し、平成８年に社会福祉法人として認可を受けまし
た。園舎は、杉木立に囲まれた広い神社の境内にあり、木が
ふんだんに使われた室内はあたたかな雰囲気です。
佐川町の中でも特に過疎化、少子高齢化が進む尾川地区で
１園だけとなった小さな保育園ですが、０歳から５歳までの
33名の子どもたちは、豊かな自然や地域の人たちとふれあ
いながら、充実した保育園生活を送っています。

カテゴリーⅣ　子育て文化を育む

アクション⑯ �子どもと地域の人びととの接点づくりに
取り組みます。

● 遠出の散歩に出かけ、地域の高齢者と交流

尾川中央保育園の保育目標は、「仲良く
元気にのびのびと」。望ましい子ども像と
して、「心身ともに健康で明るい子」「自然
と仲良くできる子」などを掲げています。
「周囲の自然と仲良くなるために、日常の
保育のなかで遠出の散歩をしています。各

年齢に合わせて、短い距離から始めて、最終的には往復８キ
ロ余りを歩けるようになります。体力づくりのためもありま
すが、散歩の途中できれいな草花や木の実や小動物を見つけ
て感動するなど、自然と関わるなかで豊かな感性を養ってほ
しいのです」と、武政早百合園長は話します。
平坦な舗装路だけでなく、細い山道を歩いたり、橋を渡っ
たり、農作業をしている地元の人と会話をしたり、河原で石
投げをしたりなど、子どもたちは散歩のなかで多くのことを
体験しています。
４～５歳児は、月に１回、
園から 4.2 キロ離れた古
畑集落へも散歩に出かけま
す。ここは尾川地区の中で
最も高齢化率が高い、平均
年齢 68歳という状況の集

落です。「園では、佐川町から委託を受けて『あったかふれ
あいセンター事業』に取り組んでおり、その一環として古畑
集落に園が設置したサテライトサロンを利用される高齢者の
方々とも交流しています。子どもたちが歌や踊りを披露した
り、昔話を聞いたり、カルタなどをして遊びます。18歳以
下の児童がいない集落なので、『子どもたちと会うと元気に
なる』と、心待ちにしてくださっています」と武政園長。

● 園舎の横に地域のだれもが利用できる交流施設を運営

「あったかふれあいセンター事業」の主な活動に、園舎の
別棟に開所した地域交流施設「あったかふれあいセンターひ
まわり」があります。高齢者から子どもまで、地域の人なら
だれでも利用でき、曜日によって、本を貸し出す「ひまわり
文庫」になり、喫茶室になり、体操や手芸などを行うサロン
にもなります。小学生が遊びにくる「ひまわり文庫」の日は、
園児たちにとっても楽しみです。
高齢者は、ほぼ毎日、だれかが利用しているので、園児た
ちとも仲良し。「地域の高齢者との交流は以前からありまし
たが、『ひまわり』ができたことで、より密になりました。

社会福祉法人尾川児童福祉協会　尾川中央保育園
� （高知県高岡郡佐川町）

散歩の途中でおたまじゃくしとり

武政早百合園長

クリーンキャンペーンで高齢者とゴミ拾い
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高齢者の方々にやさしい言葉をかけていただくからでしょ
う。高齢者に対してはもちろん、友だちに対しても、さりげ
ない気づきなど、やさしさが育っているように感じます。こ
の交流が、子どもたちのコミュニケーション能力を高め、こ

れから人として成長していくうえでの大きな力になっている
なと実感しています」（武政園長）。
高齢者との交流行事は、保育園の運動会や夕涼み会、もち
つき、クリスマス会、クリーンキャンペーンなど、年間 10
回以上。尾川老人クラブの総会にも参加して、大ぜいの前で
歌や踊り、絵本の朗読などを発表します。
また、尾川中央保育園では、地域の親子を対象に、月２回
の園庭開放や離乳食の講習、育児相談なども行っています。
地域外の人との交流では、月１回、佐川町内の元園長などを
講師に招き、園児と地域の親子を対象とした絵本の読み聞か
せがあります。普段から絵本に親しんでいますが、初めての
物語を外部の人から読んでもらい、新鮮な気持ちで楽しんで
いるそうです。
園では、保護者会活動も活発です。活動
のなかでも「母親学習会」と「父親学習
会」は、子育てについての勉強会のあとで
親睦会に移り、保護者同士が本音を話せる
よい機会になっています。「お母さんたち
は、平成２年から交換ノートも書いていま

す。内容は子育ての悩みから得意料理の作り方までと幅広く、
共感したり励まし合ったりしているようです。保育園にとっ
ても、お母さんたちの思いを再発見できる貴重なノートです」
と、横畠亜矢主任保育士。

カテゴリーⅤ　子育て子育ちを支援する仕組みをつくる

アクション⑳ �保育園の役割・機能について研究を行い
ます。

● 保育園が拠点となり、地域の活性化を進めていく

尾川地区は、高齢化とともに少子化も深刻な問題です。「少
子化は 20年以上前から進んでおり、園児数も年々減ってい
ます。平成 15年には、若者定住のための対策として保育園
が先頭を切って署名を集めて町に陳情し、若者定住住宅の実
現にこぎつけ、子どもの数が増えたという経緯があります。
最近、出生率が下がっていますので、今後に向けた対策を考
えていきます」と、武政園長。保育園を運営していると、少
子化問題が実感として迫ってくると言います。
「地域から子どもがいなくなったら、その地域は衰退して
しまいます。この危機感を地域の人たちと分かち合い、子ど
もの声を絶やさないためにはどうしたらいいかを保育園か
ら発信していかなければならないと思っています」。当面は、
園の職員が尾川地区活性化協議会の委員として参加し、子育
て世代向け分譲住宅建設の提案や、「あったかふれあいセン
ター事業」のさまざまな活動のなかで、地域の活性化に向け
て取り組んでいきたいとのことです。

社会福祉法人尾川児童福祉協会

尾川中央保育園 （高知県高岡郡佐川町）

■�保育所基礎データ（H25年２月現在）
　定員：30名・現員 33名
　園児数：０歳児３名、１歳児６名、２歳児８名、
　　　　　３歳児６名、４歳児４名、５歳児６名
　職員数：合計 13名
　　園長：１名、主任保育士：１名、保育士：８名、
　　調理員：１名、保育士パート：２名
　実�施事業：延長保育、障

害児保育、保育所体験
特別事業、育児講座事
業、乳児保育促進事業

横畠亜矢
主任保育士

今回伺ったのは…
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１．はじめに

東日本大震災から、２年が経ちます。100 年に一
度とも 1000 年に一度とも言われる大地震がもたら
した被害は、私たちの想像を絶するものでした。東北
地方太平洋沖は兼ねてより地震の多い地域で、岩手県
沿岸部では、過去の教訓から「ここより下に家建てる
べからず」と書いた石碑を建てたり、海岸沿いの国道
には「過去の津波浸水区間」の表示を出したりと、地
震や津波に対する心構えは伝承されていました。ま
た、「津波てんでんこ」の言葉が示すとおり、津波の
ときには“てんでん”（各自がそれぞれ）に高台に逃
げることで生き延びるといった知恵がありました。こ
れらの他にも先人の経験から学び、命を取り留めたエ
ピソードは震災の特別番組で数多く語られています。
とはいえ、そうした知恵を持ってしても、東日本大
震災は、私たちの生活に巨大な爪痕を残しました。本
稿では、被災地の保育所の現状を紹介するとともに、
今後必要な支援のあり方を考えてみたいと思います。

２．被災から２年経過した保育所の現状について

一口に被災と言っても、その様相は地域ごとに全く
異なった状況です。リアス式海岸の地域では、かなり
の高波に襲われ、遠浅の海の地域では海水は平野の奥
まで浸水しました。内陸部では建物の損傷が激しく、
いつまでも半壊状態の家屋が見られました。
また、東電の原発事故により、住む街を奪われ、転
居を余儀なくされたり、一見何事もないと思われるよ
うな場所でも放射線量の高い地域が見つかったりと、
被災状況は一様ではありません。大きく分けると次の
５つのタイプがあります。

①�主に地震による全壊・半壊で使えなくなった保育
所　→　仮設、または改修、間借り
②�主に津波による全壊・半壊で使えなくなった保育
所　→　移転し仮設、または間借り
③�地震や津波の被害は少ないが、原子力発電所の事
故で開所できない保育所
　　→　�移転後、仮設または間借り、他園と統合、
　　　　閉園

④�地震の被害は少ないが、放射線の影響で保育活動
に支障を来している保育所

　　→　�戸外活動の制限、放射線の除去（園庭の表
　　　　土除去、花壇の撤去、樹木の伐採）
⑤その他　①～④以外、または①～④の複合タイプ

被災した保育所はこの２年間で、建物の修繕や修復
等を行い、海外や全国からの支援もあり、初期の混乱
期も過ぎて、その多くは通常の保育に戻ってきている
ようです。NGOやその他のボランティア団体も、震
災後の一定の役割を終えたとして、既に撤退したり、
撤退の準備を進めているところもあります。NGO�等
は初期支援に力点をおいて、スピード感のある支援を
行いました。さまざまな団体が助成金を得て、被災地
へ支援に入ってくれました。しかし、被災地の支援ニー
ズは常に一様ではありません。それらの支援のあり方
が上手く地域ニーズ等
とマッチングしない
と、復興の中で再び自
立をすすめようとして
いる保育所との間でミ
スマッチが生じてしま
うケースもあります。

３． 被災地の保育所、保育士が抱えている課題に
ついて

（１）　子どもの心のケアの現状と課題について
筆者らは震災直後から、乳幼児にかかわる保育者を
中心に「心のケア」の研修会を開催してきました。第
１回目は盛岡市で、震災後の翌月４月 10日に緊急研
修会として実施しました。この研修会では「乳幼児の
震災後の心のケアと保護者への支援」と題し、保育者
を対象とした PTSD に関する基礎知識を学ぶ機会と
しました。保育者自身も震災以降、余震の度に驚き、
緊張と落ち着かない日々を過ごしながら、子どもとの
適切な関わりを模索していた頃でした。そのため、研
修会では、不安や緊張をほぐすリラックス法を用いた
り、「脱力」を経験することにより、安堵したり、笑
顔になる場面もありました。この研修会は岩手県内で
数回実施しました。

被災地の保育所、保育士の現状と課題について
岩手県立大学　社会福祉学部 准教授　井上 孝之　氏

岩手県大槌町（2013 年２月
16日撮影）
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（２）　福島県の状況
原子力発電所の事故
のため、福島県では③、
④のタイプの保育所
が多く、その影響で保
育士等は疲弊していま
す。放射線の問題をど
う扱っていくのか、あ

る自治体では、３歳未満児は外気浴15分、３歳以上児
は外遊び30分と決められているようです。すべての保
護者が了解しなければ、子どもを選別して外に出ること
になりますがそれでは通常の保育を行うことは困難で
す。以前から保育活動に太鼓を導入してきた保育所では、
子どもの様子は大きくは変わっていないという状況も
確認され、屋内の環境や保育内容によって子どものスト
レスに違いが出ることがわかりました。
外に出られないとなると、屋内での保育活動を工夫
するしかありません。そのため、地域によっては、これ
まで以上にデイリープロ
グラムを何度も見直しな
がら、環境をさらに工夫
した丁寧な保育が展開さ
れてきています。その結
果、現在では、子どもた
ちに落ち着きが見られる
ようになってきました。
（３）　余震の恐怖と PTSD
最近も何度か大きな余震がありました。その度に子
どもたちは落ち着きを欠きます。沿岸部から転入して
きた子は、「津波が来る」と言って走り回ったそうです。
PTSDはいつ、どんなタイミングで出てくるかわかり
ません。こんにちでも、余震を怖がる子どもたちもい
ますが、日常の生活を取り戻しています。

４．今後、必要な支援・課題について

さまざまな保育所で話をうかがうと、保育所長の方
がたが異口同音に仰られることは、“保育士不足”の
課題です。ハローワークに求人を出しても、反応は全
くありません。保育士の有資格者は潜在しているもの
と推測されますが、保育士不足の状況が恒常的に続い
ています。
被災地では出生数が増えている地域もあり、今年度

の出生数は震災前を大きく上回っている自治体も少な
くありません。その状況もあって待機児童解消の補充
職員等の確保も重要であり、さらには産休、育休で休
む保育士の代替えとなる保育士を探すことも必要なの
ですが、それがかなり困難になっています。この課題
を解決するには保育士の待遇を改善することが必須で
あろうと考えます。
（１）子どもは育ちを待ってくれない
アメリカの社会学者ロバート・フルガムは“人生に
必要な知恵は全て幼稚園の砂場で学んだ”と幼い頃の
体験の大切さを表現しました。しかし、この春卒園す
る子どもの中には、４歳、５歳の時期に震災で十分な
外遊びができなかった子どもがいます。安心して外遊
びができる日が一日も早く訪れることを願っていま
す。
（２）保育の質を落とさないために
同様に、昨年度、今年度に新規採用された保育士は、
子どもと一緒に砂場遊びを経験していません。屋内で
の遊びを工夫し、充実させることも大切ですが、保育
の質を落とさない継続的な努力が必要です。子どもは、
なにものにも代え難い、愛おしい存在であることを十
分に理解し、保育士自身が疲れ過ぎず、リラックスで
きる時間を確保してほしいものです。
（３）不自由さに負けない
仮設住宅での生活のみならず、震災以降は地域全体
で不自由な生活が続いています。100 年に一度の大
津波でまっさらになった土地が、数年で元の街並みに
蘇ることは考えにくいものです。
他方、子どもは遊びの名人です。どんなことでも遊
びにしてしまいます。そうした点から、私たちは今後
は古くからあるものを見つめ直す時代へと視点を変え
ていくことも、求められるでしょう。
（４）子どもを中心に据えた町づくりを
乳幼児の施設は、保育所、幼稚園、認定こども園、
児童館、子育て支援センター等があります。震災から
の復興では、保育所長、行政担当者、保護者、小学生、
中学生等とすべてのステークホルダーが一堂に会し、
対話をとおして、町の未来を見据えて子どもを中心と
したプランニングができるような環境を作って行くこ
とが重要となるでしょう。

福島県A保育所（2012年10月）
園庭の表土除染作業

福島県 B 保育所（2012 年
10 月）　保育所の扉に掲示
されている
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● 田村憲久厚生労働大臣と面会
〜国の「子ども・子育て会議」の委員任命、保育士のさらな

る処遇改善、３歳未満児の給食外部搬入反対などを陳情〜

２月１日に、小川会長、佐藤副会長、飯島副会長、
菊池副会長、万田副会長、上村副会長が田村憲久厚生
労働大臣と面会しました。
国の「子ども・子育て会議」の委員として全保協が
任命されるよう要望し、大臣からは、「少子化担当大
臣との確認を進める」との回答をいただきました。
また、民改費の仕組みを活用した保育士等の給与改善
策が、平成24年度補正予算案に計上された点について
感謝を述べるとともに、さらなる改善を求めました。
これに対し、大臣からは「まずは第一歩としての改
善策であり、今後も引き続き処遇改善策に取り組みた
い」とのお話がありました。
大臣からは新たな制度における懸念として、「短時
間保育が実効的に運用されるのか、その単価設定はも
ちろんだが、短時間保育の認定によって新たな保育需
要が生まれ、現状で待機児童がいない地方部において
も待機児童が発生する可能性」について、課題意識が
ある旨の発言がありました。
加えて、「新制度では、保育認定の開始とともに、
待機児童の算出方法の見直しもあり、待機児童を幅広
くカウントして、子育て支援ならびに就労支援につな
げていきたい」とコメントがありました。
さらに、構造改革特区で議論されている、公立保育
所の３歳未満児の給食外部搬入に関しても、反対の意
見書を提出し、アレルゲンとなる食材の除去の方法な
らびに保護者との確認手順等を説明するとともに、自
園調理による個別的対応の重要性を訴えました。大臣
からは、外部搬入で個別的対応がどこまで対応可能か
という点に懸念が寄せられました。
２月４日には、小川会長、上村副会長が、福岡資麿
自民党厚生労働部会長に面会し、国の「子ども・子育
て会議」委員の任命に係る要望を行いました。
また、同日、全国市長会会長、全国町村会長あてに、

地方版の「子ども・子育
て会議」の設置要請なら
びに当該「子ども・子育
て会議」の構成員として、
子ども・子育て支援に関
する事業に従事する者と
して“保育協議会”を位
置づけるよう要望書を提
出しました。

●  地方版「子ども・子育て会議」の設置ならびに
地方保育協議会の参画確保に向け、全国知事会
への要望活動を実施
〜尾﨑正直高知県知事（全国知事会　次世代育成支援対策プロ
ジェクトチームリーダー）へ、全保協小川会長が直接に要望〜

２月14日、小川会長は高知県庁を訪問し、尾﨑正直
高知県知事へ、地方版「子ども・子育て会議」の設置な
らびに地方保育協議会の参画要望を行いました。
当日、小川会長からは「新法・新制度において、わ
れわれは保育に関する財源の充実に国民から消費税を
いただく立場にあり、このことの責任をふまえて、子
どものために取り組んでいきたい」と述べ、「新たな
制度下での子ども・子育てに関する取り組みは、その
地域の将来に向けたものであり、子どもを視点に、新
たな地域の作り方を保育関係者も考えていきたい。市
町村ならびに都道府県の支援事業計画は５年単位と
なっているが、さらに 10年・15 年といった先を見
て取り組まなければならないと考えている」と伝えま
した。
これに対し、尾﨑知事は「そのような未来の捉え方
はとても大事であり、長期的視点に立ち、前向きな意
義を捉えて子どものことを考えていきたい。それぞれ
の地域で子育て支援策を確立するためにも、多くの方
がたの参画を得たい」と話されるとともに、「子ども・
子育て会議については高知県でも積極的に対応し、新
法をはじめとする制度の趣旨に沿った取り組みを進
め、取り組みの方向が偏らないよう、（子育て支援事
業を行っていただいている）当事者である保育関係者
にも入っていただく仕組みとしたい」とのお話をいた
だきました。
なお、「地方版　子ども・子育て会議」の設置と地
方保育協議会参画に係る要望書 *を、全保協・全国保
育士会会長連名文書にて、２月19日付ですべての自
治体首長あてに送付いたしました（都道府県知事47
か所、市区町村長〔指定都
市含〕1,742か所）。
*�要望書の全文を、「全保
協 HP ＞全保協とは＞全
保協が行った意見表明（平
成 24年度）」に掲載して
おります。
http：//www.zenhokyo.
gr.jp/annai/annai.htm

●  平成 24 年度補正予算案「保育士の処遇改善」
における対象となる職員の範囲は法人の判断が
可能に

全保協では、２月１日（金）に常任協議員会を開催
し、厚生労働省雇用均等・児童家庭局橋本泰宏保育課
長より、平成 24年度補正予算案および平成 25年度
保育対策関係予算案についての説明を受けました。平
成24年度補正予算案は、本紙前号の２月号（No.238）
で内容をお知らせしているところですが、今回の説明
を受け、下記の事項が明らかになりました。
１�．待機児童解消のための保育士の確保策における「保
育士の処遇改善」について

ぜ ん ほ き ょ う の 動 き

小川会長より尾崎正直高
知県知事へ地方版「子ど
も・子育て会議」設置・
参画要望書を手交

小川会長より田村厚生労働大
臣へ、国の「子ども・子育て
会議」委員任命要望書を手交
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保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育
士の処遇改善に取り組む保育所へ資金の交付を行うこ
とにより、保育士の確保を進めることを目的としてい
ます。
補助の概要は、保育所運営費の民間施設給与等改善
費（民改費）の仕組みを活用し、保育所運営費とは別
に「保育士等処遇改善臨時特例事業」（仮称）を上乗
せして、交付するもの。
都道府県の安心こども基金に国から交付され（実際の
交付は市町村経由）、交付対象は、私立保育所（認定こ
ども園の保育所部分を含む）の保育士等です（補助率は
10／10）。

上記の内容に関連して、明らかになった事項（全保協事務
局整理）
①�交付対象は、私立保育所（認定こども園の保育所部分を
含む）の保育士等であるが、「等」については、保育所
に勤務するさまざまな職種（調理員や看護師等）を対象
とすることができる。同一法人内の保育所以外の施設に
勤務する保育士は対象外。

②�現行の保育所民改費の算定対象職員は、全常勤職員およ
び、１日６時間以上かつ月20日以上勤務の者となって
おり、その仕組みによって、今回の「保育士等処遇改善
臨時特例事業」（仮称）による改善額が算定される。ただ
し、実際の給与改善にあたっては、その対象に非常勤等
を含められる。

＊�給与改善に係る支給方法は「月額給与・一時金のいずれ
の方法でも可」とされている。上記②の事項（実際に支
給する対象職員）についても、法人においての判断が「可」
となる。

③�なお、現行民改費部分については、局長通知「保育所運
営費の経理等について」に基づいた一連の使途範囲にお
ける弾力運用は現行どおり可能だが、今般の特例事業に
よる上乗せ分の使途は、職員給与の改善への充当に限定
される。

２�．保育や地域の子育て支援の充実等における「認定
こども園事業等の改善」について
「認定こども園事業等の改善」は、幼稚園型認定こ
ども園の質の向上や幼保連携型認定こども園への移行
を促進するとともに、一定の基準等を満たす認可外保
育施設の認可保育所への移行を促進することを目的と
しています。
内容は、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、
認可外保育施設運営支援事業について単価の改善を図
るものです。
（認定こども園事業費（幼稚園型の保育所機能部分）、
認可外保育施設運営支援事業の単価）

年齢区分 現行単価 改善後単価

４歳以上児 12,000 円 18,000 円
（＋ 6,000 円）

３歳児 15,000 円 22,000 円
（＋ 7,000 円）

１，２歳児 39,000 円 57,000 円
（＋ 18,000 円）

乳児 72,000 円 107,000 円
（＋ 35,000 円）

上記の内容に関連して明らかになった事項（全保協事務局
整理）
○�　保育所型認定こども園の幼稚園機能部分の事業費につ
いては、文部科学省所轄予算において基準額の改善が図
られる。
　＊�以下は、全保協事務局が文部科学省初等中等教育局へ
電話聴取し確認できた内容。

①保育所型認定こども園の幼稚園機能部分の事業費の単価
年齢区分 現行単価 改善後単価

４歳以上児 10,000 円 13,000 円
（＋ 3,000 円）

３歳児 10,000 円 13,000 円
（＋ 3,000 円）

②�対象施設が少ないため安心こども基金の金額積み増しを
しないことから、平成 25年度予算案への記載はない。
③�「安心こども基金管理運営要領」の別添９：その他事業（都
道府県事務費）における『認定こども園事業費』の記載
を修正することをもって対応する。

● 全国保育協議会　活動日誌
� （平成 25年２月１日～２月 27日）
２月１日
（金）

第３回正副会長会議
〔協議題〕
○�平成24年度補正予算案・平成25年度予算案（厚
生労働省）と全保協の今後の対応方針について
○�全保協における会員の範囲に関する見直しの検討
について
第６回常任協議員会
〔行政説明〕厚生労働省雇用均等・児童家庭局　保
育課長　橋本泰宏氏
〔協議題〕
○同上
○�「子ども・子育て会議」への参画に関する要望に
ついて

２月４日
（月）

第３回研修部会 *

２月５日
（火）

第３回公立保育所委員会 *

２月６日
（水）

第３回地方組織部会 *

*�上記部会・委員会では、平成 24 年度事業進捗・補
正予算案、平成 25年度予算案について協議

２月13日
（水）

保育施策検討特別委員会
第３回保育所としての事業継続　検討・作業チー
ム
第４回新・幼保連携型認定こども園への移行　検
討・作業チーム
〔協議題〕
本委員会の 24年度末時点での取りまとめに向け
た検討について

２月14日
（木）

第４回総務部会
〔協議題〕
○�平成 24 年度全保協補正予算案・平成 25年度
全保協事業計画案及び予算案
○�全保協における会員の範囲に関する見直しにつ
いて

２月25日
（月）～
27日（水）

平成 24年度保育所長集中講座
於：パンパシフィック横浜ベイホテル東急　
申込者：391名
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●  待機児童の解消や多様な保育の提供に 4,611
億円　〜平成 25 年度政府予算案を閣議決定〜

政府は１�月 29�日の臨時閣議で、平成 25年度政府
予算案を閣議決定しました。厚生労働省予算案（一般
会計）の総額は 29 兆 4,321 億円、そのうち社会保
障関係費は 28兆 9,397 億円で、対前年度 10.4%増、
金額では２兆 7,245 億円の増となります。
保育関係の施策については、4,611 億 4,200 万円

（前年度比約 300億円の増）となっており、待機児童
の解消を図るため、保育所などの受入児童数の拡大、
保護者の働き方や地域の実情に応じた多様な保育を提
供するため、家庭的保育、延長保育、休日・夜間保育、
病児・病後児保育などの充実を図るとしています。

１�．待機児童解消のための保育所受入れ児童数等の
拡大
⑴　民間保育所運営費　4,256 億 2,500 万円
　待機児童解消のために保育所の受入児童数の拡
大（約７万人増）に伴う運営費の増。
⑵　待機児童解消促進等事業費　30億 7,100 万円
　○　家庭的保育事業（保育ママ）の利用児童数
　　　　１万人→ 1.3 万人
（家庭的保育開設準備経費の新設）
　○　認可化移行促進事業
　○　保育所分園推進事業
⑶　保育環境改善等事業　１億 3,700 万円
　○�　保育の推進のための施設の軽微な改修等を推
進する。

２．多様な保育の提供等
⑴　延長保育促進事業　225億 2,800 万円
　○�　残業や通勤距離の遠距離化など保護者のニー
ズに応じて開所時間を超えて実施する延長保育
を推進　58.0 万人→ 60.2 万人分

⑵　家庭的保育事業（保育ママ）【再掲】
⑶　病児・病後児保育事業　48億 4,100 万円
　○�　地域の児童を対象に当該児童が発熱等の急な
病気となった場合、病院・保育所等に付設され
た専用スペース等において看護師等が一時的に
保育する事業や保育中に体調不良となった児童
を保育所の医務室等において看護師等が緊急的
な対応を行う事業等を推進する。

　　・�病児・病後児対応型　述べ 143.7 万人
　　　　→ 171.8 万人
　　・体調不良児対応型　870か所→ 898か所
　　・非施設型（訪問型）　15か所→ 15か所
⑷　休日・夜間保育事業　８億 800万円
　○�　保護者の勤務形態が多様化している中で休日
や夜間においても保育を実施するため、認可保
育所のほか、一定の設備基準や職員配置を満た
す施設を補助対象とし、休日・夜間保育事業を
推進する。

　　・休日保育事業　10万人→ 11万人
　　・夜間保育推進事業　224か所→ 252か所
⑸　その他の保育推進事業　41億 3,200 万円
　〇�　事業所内の保育施設の研修等による職員の資
質の向上を図る。

*�平成 25 年度予算案の内容は、全保協 HP＞全保協
ニュース＞No.11（2013.2.7）の別添資料をご参

照ください。
http://www.zenhokyo.gr.jp/news/news.htm

● 第９回保育士養成課程等検討会が開催 
　〜算定対象とする施設、実務経験年数等について、  
　　さらなる検討がすすめられる〜

１月 31日（木）、第９回保育士養成課程等検討会
が開催され、前回までに引き続き、幼稚園教諭免許を
有する者の保育士資格の取得について下記の３点が協
議されました。
【論点】①実務経験の算定対象とする施設、②実務経
験年数、③幼稚園教諭実務経験者が受験を必要とする
科目、試験免除を行うために必要な履修内容
論点③について、全保協上村副会長（全国保育士会
会長）は、「資格を取りやすくする点から科目履修を
原則とするべき」、「両方の資格・免許の取りやすさは
バランスを取るべき」、という前提を改めて述べると
ともに、保育士は子どもの育ちを支え同時に家庭を支
援する専門職の国家資格でもあることから、「家庭支
援」が保育士の重要な専門性であるので、必ず履修す
るようにしてほしい等の意見を述べました。

● 死亡事例 18 件 〜保育施設における事故報告集計〜

１月18日（金）、厚生労働省雇用均等・児童家庭局
保育課は、「保育施設における事故報告集計」平成24
年１月１日～平成24年 12月 31日を公表しました。
事故報告件数は 145件（認可保育所 116件、認可
外保育施設 29件）で、このうち死亡事例は 18件（認
可保育所６件、認可外保育施設 12件）。
施設数では、認可保育所が 23,711 か所、認可外
保育所（事業所内保育施設を除く）は 7,579 か所と、
認可保育所は認可外保育施設の３倍以上あること、利
用児童も認可保育所（2,176 千人）は認可外保育施
設（186 千人）の 11倍以上ということを考えると、
認可外保育施設の安全確保の課題が伺えます。
*�詳細は下記URL または、厚生労働省HP＞報道・広
報＞報道発表資料＞ 2013 年１月＞「保育施設にお
ける事故報告集計」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r9852000002sw6v.html

● “君がいる　ただそれだけで　うれしいよ”
　〜平成 25 年度「児童福祉週間」の標語が決まる〜

子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民
全体で考えることを目的に、毎年５月５日の「こども
の日」から１週間を「児童福祉週間」と定め、厚生労
働省、全国社会福祉協議会、こども未来財団が主唱と
なり、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種事業
および行事を行っています。
児童福祉の理念を広く啓発する標語には全国から
6,713 作品の応募があり、東京都の多賀葵（たがあ
おい）さん（12歳）の標題の作品が最優秀作品に選
定され、平成 25年度の標語に決定しました。
今後、子どもたちが中心となる全国各地で実施され
る各種行事等で幅広く活用されます。

国 の 動 き
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あの３月11日以来、被災地の彼ら、彼の地のこと

を思わない日はありません。全国の保育の仲間、関係

者は胸の奥深く悲しみを刻み込み、保育の根本が何で

あるのかについてあらためて教えられました。さらに、

子どもたちはどのような悲しく苦しい状況にあっても

希望の使者であり、その笑顔や素直な感性、正直な言

葉が、功利・合理主義に満ちた現代社会においての人

間の真実を教えてくれました。

一人ひとりの子どもたちは尊い日本の命です。子

どもたちのそばにいる私たちは何と幸せなことでしょ

う。子どもたちの息づかいはなんと美しいことでしょ

う。優れた保育実践の背景には、一人ひとり＝すべて

の子どもの魂をその成育環境ごと受け容れ、受け止め

る保育士等の深い愛情と思いやりが息づいています。

子どもたちの笑顔の音がします。

� 京都府　三室戸保育園　園長　杉本�一久

●今月の表紙　「未来へ向かって」
� 写真提供者：兵庫県　千草保育所　施設長　松山�孝博

会報に関する情報はインターネットホームページでも
ご覧いただけます。
http://www.zenhokyo.gr. jp

全保協へのご意見、ご要望などございましたら、事務
局までお寄せください。
TEL:03-3581-6503�FAX:03-3581-6509

編 集
後 記



1. 登園前の健康チェック
毎朝、保育所における集団生活に

支障の無い状態であることを確認し
てください。そのためにまず、保護
者が保育所における毎日の集団生活
とは、どんなものかを理解しておい
てください。それぞれの保育所に
は、登園前にどのようなチェックを
保護者が行えばよいのか、具体的な
マニュアルがあります。それに従っ
てしっかりチェックできるように準
備しておいてください。
2. 感染症に罹り、回復して登園するためには
「保育所における感染症対策ガイドライン」があり、その中に「登園のめやす」が書か

れています。この特集でも取り上げていますので参照してください（No.234 号）。登園
のめやすには、毎朝の健康チェックに加えて、医師による診断および集団生活に戻っても、
その感染症のさらなる流行拡大にはならないとするという意見を確認してから登園するよ
う書かれています。

保育所の感染症対策 ～連載を終えるにあたって～
昨年５月号より連載してきました「保育所の感染症対策」は本号で終了となります。
保育所における感染症対策に関していろいろと書いてきましたが、２歳未満児の集団生活における効果的な感染症

対策はほとんどありません。そこで、数少ない対策として予防接種が大きく取り上げられてくるのです。入園前に相
談があった場合には、ぜひ、集団生活に入る前までにロタウイルス、小児用肺炎球菌、インフルエンザ菌 b 型（Hib）、
４種混合（ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ）、MR（はしか、風しん）混合ワクチンなどは接種してから入園
するよう伝えましょう。

もう一つの感染症対策は、子どもたちによい生活リズムを身につけさせ、それを持続させることです。先にあげた
予防接種で防げる感染症はごく限られたものだけで、どうしても入園して半年間は、多くの感染症に罹ってしまいま
す。そのとき、よい生活リズムを保っていると、免疫機能が最大限に発揮でき、感染症に罹ってもしっかり対応でき
るのです。

子どもたちにとって、いつまでも“よい生活リズム”が保てるような支援を保護者と連携して続けてください。こ
れは感染症対策だけでなく、“みんなと楽しく健やかに育っていくための基本条件”だと考えてください。

ここ数年は感染症の季節
性が薄れてきています。春
の病気といえば、冬の病気
と夏の病気が入り乱れてく
ることもあります。冬の病
気であるインフルエンザも
RS ウイルスなどもまだ所々
で小さな流行を起こしてい
ます。また、ロタウイルス
による胃腸炎もまだまだ流
行します。

みずぼうそう、おたふく
かぜ（予防接種率がまだ低
い）などが４月に向かって
増え始めます。時に麻しん、
風しんの小流行も起きます
ので注意してください。

新しい学期、新しいク
ラスになると、どうしても
当初は感染症が増える傾向
にあります。登園前の健康
チェックもしっかり行って
ください。

新入園の方々へ
〜入園前に必要なこと〜

保育所への登園は保護者の責任で、
毎朝しっかり子どもの健康チェック
をしよう

園医からの
ひとこと

園医から
最後の

ひとこと

春の病気

１．保育所は毎日長時間にわたって集団生活をしている場所です。
多くの乳幼児は、
● 免疫力は備わっていますが、多くの感染症に罹った経験がない白紙の状態です
● はじめての集団生活で接触感染や飛沫感染をおこしやすいです
● マスク・手洗い・うがいなど衛生の基本となる予防策もしっかりできないです
● 発熱には強いのですが、脱水や呼吸困難に陥りやすい生理特性を持っています
このような状態ですので、入園して半年から１年間は様々な感染症のシャワーを浴びているよう
な状況になります。

２．病気の時のサポート体制を作っておきましょう。
●  子どもの病気の時には、看護のために保護者の他にサポート

してもらえる人をつくっておきましょう。（祖父母や友人の協
力体制・地域の子育てサポートなど）

●  ふだんから子育てに対して職場の人たちの理解と協力を得ら
れるよう話をしておきましょう。また、職場の看護休暇の情
報などを確認しておくことも大切です。

予防接種で防げる感染症はなるべく入園前に予防接種を受けておきましょう

登園前の
健康チェック

『保育所の感染症・病気をめぐって』⑪
日本保育園保健協議会 会長

浜町小児科医院 医師　遠藤 郁夫

保育所の
感染症対策

“子どもたちによい生活リズムを身につけさせ、それを持続させましょう”
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