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   This study focuses on child-rearing care support for the people who suffered by floods. In case houses are affected 
by floods, people have to cleanup, dry and repair houses. People have to evacuate shelters or temporary houses until 
their own home repair finish. The change of living environment sometime causes difficulty in balancing works, 
household works and parenting works.  The study analyzes child-rearing work balance focusing work allocation among 
family, government support and community support through case study of Mabi Town, Kurashiki City, Japan which 
suffered by the 2018 July heavy rain disaster. It tries to identify post-disaster parenting work balance problems and 
discusses how to balance those works. 
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１．はじめに 
 
本論文は，豪雨災害被災地における子育て支援に着目

し，被災後の生活における子育てをめぐる課題の要因を

労働配分の観点から検討し，課題解決の方策を導き出す

ことを目的としている． 
豪雨により住まいが浸水し被害を受けると，住まいを

片付け修繕・再建するという被災に伴う膨大な家事労働

が発生する．また，住まいが修繕・再建されるまでの間

は，避難所・仮設住宅等の異なる環境で生活しなければ

ならない．子育てをしている人の場合は，避難所・仮設

住宅に住まいが移ると，それまで通っていた幼稚園・学

校等に通えない，通園・通学手段を変更しなければなら

ないというように子育てに伴う労働が増える．また，そ

れまで子育てを支えてきた友人・親族との関係が変化す

る，子育てのために利用してきた地域ネットワークや地

域サービス等の利用が難しくなることは，社会参画の機

会や雇用の機会を失うことにつながりかねない． 
平成30年7月豪雨により大きな被害を受けた岡山県倉敷

市真備町において，被災から半年後に地域のまちづくり

推進協議会が実施した調査では，子育てをしている人が

被災後の生活において様々な課題に直面しており，子育

てをしていない人よりも大きな負担を感じていることが

示された．調査結果については，第3章で詳述する． 
本論では，なぜ子育てをしている人の負担感が大きか

ったのかその要因を明らかにするために，被災後の子育

てについて，労働配分に着目して分析する．労働配分に

着目するのは，既往研究において子育ては「家族」に加

え，「行政」「企業」等による保育サービス，「地域」

による子育て支援サービス間での労働配分により行われ

ていることが示されており，災害により子育て支援サー

ビスが停止すると労働配分が不均衡となり，それにより
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このように，全体的に見れば，T が大きくなるにつれ

て避難所間の移動がより短い距離で可能となるように補

助路線が設定される結果となっている．よって，本研究

で構築したモデルは運用面の効率性を反映できていると

言ってよい．

補助路線の整備水準

補助路線の整備水準の変化が緊急道路ネットワークの

形成に及ぼす影響を，別の観点で確認する．T を5.0kmか

ら 13km まで 0.5km 刻みで変化させて計算を行った結果

を，目的関数値との関係でグラフにしたものを図 に示

す．この結果より，補助路線の整備水準が低いときには，

T を増加させることによる目的関数の改善，すなわち運

用面の効率性への影響が相対的に大きく，整備効果が高

いことが見てとれる．整備水準が高くなるにつれて，そ

こからさらに T を増加させることによる目的関数への影

響はだんだん小さくなってゆく．T が十分大きい場合に

は，そこからさらに大きくしても運用面の効率性への影

響は低い．今回の事例分析では，総距離で 8km 程度の区

間を補助路線に設定すればほぼ十分と言ってよいと判る． 
 

 
図 補助路線の整備水準と巡回効率性の関係

 
 
５．おわりに 
 

本研究では，災害時に避難・救助をはじめ，物資供給

等の応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要

な路線として定められている緊急輸送道路に着目し，こ

うした道路は避難所などの重要拠点との接続性が保証さ

れることで機能を発揮するものであるという問題意識の

下に，補助路線としてこれを補完する道路との組み合わ

せによって重要拠点間を緊急道路ネットワークで接続す

ることを考える際に，運用面の効率性を反映した補助路

線の設定区間を導出しうる数理計画モデルの開発を行っ

た．具体的には，支援物資配給などの目的で緊急車両が

複数の避難所を巡回する場面を想定し，運用面の効率性

を「距離的に近い関係にある避難所間の総移動距離がよ

り短いこと」とし，接続が保証されるべき 2 点の属性と

して「同一地区内にある近い避難所と避難所」，「避難

所とその地区の緊急輸送道路」の 2 種類を考え，特に後

者では，避難所と緊急輸送道路の接続性の表現として，

緊急輸送道路における当該地区内のどこか一つのノード

と接続していればよいことを式で表し，数理計画モデル

を構築することで，補助路線を設定するための簡易的な

手法を構築・提案した． 
次に，このモデルを鳥取市の中心市街地に適用し，最

適な補助路線の指定区間を求めた．事例分析の結果，避

難所間のつながりについては，補助路線の整備水準を高

めるほど避難所間が最短距離で接続されやすくなるため

に目的関数値が減少し，図 に示すように，その傾向は

ある下限値に収束していくような形状として表れる．本

問題の定式化より，与えられた整備水準に対して，目的

関数値をより大きく減少させる区間から順に補助路線の

指定がなされていくので，この形状に関する性質は本論

文で扱ったケーススタディ特有のものではなく，一般的

な傾向として他地域にも適用可能であると言える．これ

より，巡回性の向上を目的関数値の改善で測った場合に，

目標とする巡回性の向上水準を達成するために求められ

る補助路線の整備水準を明らかにできるとともに，整備

水準 T の変化に対する巡回性向上の感度を見ながら，目

標とする水準を検討することもでき，本研究により得ら

れる知見は，補助路線の検討を行う上で有用な計画情報

を提供しうるものである． 
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家族の労働負担が大きくなることが想定されるためであ

る．被災後の子育てをめぐる課題の要因を明らかにする

ことは，どのような子育て支援策が求められるのかを検

討するうえでも重要である． 
 本論文の構成であるが，第2章においては子育てに関

する先行研究のレビューから本論文における子育て労働

分析の視座を提示する．そのうえで，平成30年7月豪雨災

害における子育て労働について，第3章では「家族」，第

4章では「保育サービス提供者」，第5章では「地域」に

よる子育て支援の観点より述べる．以上の分析を踏まえ，

第6章において被災後の子育てをめぐる課題の要因を，

「家族」「保育サービス提供者」「地域」間の労働配分

の観点から考察し，課題解決のための方策を検討する． 
本論文が対象とする子育ては，少子化が進む日本にお

いて政策拡充が求められる分野であるものの，災害時の

対応を含む形での政策検討はほとんど行われていない．

本論は，被災後の子育てをめぐる課題について若干の考

察を行うものであるが，支援策拡充に向けた提言を行う

という点において意義がある．  
 
 

２. 子育てをめぐる労働配分 

  
本章では，本論文における分析の視座となる子育てを

めぐる労働配分について，先行研究のレビューから提示

する． 

育児や高齢者等の対人ケアに求められる労働（ケア労

働）に着目しているのが，後藤によるケア労働配分の研

究である 1)．後藤は，ケア労働を，所得を得るための生

産労働に対し，人類の生命再生産のための労働，すなわ

ち「生命再生産労働」と位置付けている．そしてそれら

の担い手として「家族」「地域」「行政」「企業」の 4

つの領域を示し，それらの領域における労働配分・協働

を歴史的背景を踏まえ検討している 1)． 

日本の保育政策の歴史をたどると，子育てにおいては

「家族」の役割が重視されてきた 2)．1963 年に中央児童

福祉審議会保育制度特別部会「保育問題をこう考える-中

間報告」が示した保育 7 原則は 3)，子育てにおける，家

庭保育の重要性や母親の保育責任の重要性を強調するも

のであった．しかしながら，1980 年代に入ってからは男

女雇用機会均等法（1985 年制定・1986 年施行）や男女共

同参画社会基本法（1999 年制定・同年施行）の導入によ

り女性の就業率は上昇し共働き世帯が増えた（図１）4)． 

1991 年には育児休業法が制定され，親の就業継続を保

証しつつも子育てを可能とする仕組みが制度化された． 

 

 
図１ 共働き等世帯数の推移(1) 

それにより，「行政」のような公的機関による保育サー

ビスや，「企業」等による民設民営型の保育サービスが

拡充され，子育てについても，家庭内での労働負担とい

うかたちから，徐々にこれらの保育サービスに労働が配

分されるようになっていった 1)．このことは，従来は家

事労働の一部として位置付けられていた子育てケア労働

が，次第に外部化され生産労働として確立していったこ

とを示している． 

 「地域」については，伝統的には町内会のような地縁

型の自治組織が家庭における子育てを支える役割を担っ

てきたが，高度経済成長に伴う都市化・核家族化の進展

によりその機能は薄れていった．そのような地域の脆弱

性を補完するかたちで，NPO，主婦たちによる自主的な子

育て支援サークル活動，企業による活動として子育て支

援が行われるようになった．行政もこれらの市民団体と

連携しながら，在宅で乳幼児の育児に携わる専業主婦や

その子どもを対象とした「子育て支援センター」の設置

を進めていった 1）． 

このように，現在では，子育ては「家族」に加え，

「行政」「企業」による保育サービスや，「地域」によ

る子育て支援サービスを利用することによりバランスを

保ち行われている． 

とはいえ，「家族」と「行政」「企業」による保育サ

ービスのバランスは，女性の社会参画状況によっても異

なっている．日本では，女性の就業率の上昇に伴い共働

き世帯が増加している一方で，女性の非正規雇用率は

56％となっており男性（22.8％）に比べ高い 5)．また，

家事・育児の負担は，就業形態やその有無にかかわらず

依然として女性に偏っているという課題がみられる 5)．6

歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（週平

均）を国際的に比較した結果が図２である 6)．国名の横

に記載している時間は夫と妻の合計時間であり，左が家

事・育児関連時間，右がそのうちの育児の時間である．

日本における，家事・育児時間は諸外国と大きな差がな

いものの，女性の家事・育児時間は諸外国と比較すると

長い．つまり，日本では，子育てにおいては依然として

「家族」の負担が大きく，なかでも女性の負担は大きく

労働配分が不均衡である．平常時における労働配分が

「家族」への負担が大きいのであれば，災害時にはさら

に負担が大きくなることが考えられる． 

以上の議論に基づき，本論文では，災害時の子育てを

めぐる労働配分を「家族」，「保育サービス提供者」

（「行政」「企業」等を含む），「地域」（地縁組織や

子育て支援サービス等）に着目して検討する．次章では，

平成 30年 7月豪雨により被害を受けた岡山県倉敷市真備

町の事例から詳細に検討する． 

 

図２ 夫婦の家事・育児関連時間(2) 
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３．「家族」による災害時の子育てをめぐる課題 

 
(1) 被災した「家族」が直面した課題 

本章では，「家族」による子育てケア労働に着目し，被

災後の生活において子育てをしている人がどのような課

題に直面したのかを検討する．分析においては，平成30
年7月豪雨により被災した倉敷市真備町岡田地区まちづく

り推進協議会が実施した調査結果に着目する．岡田地区

は真備町の北東部に位置しており，平成30年7月豪雨によ

り地区の南東部が浸水被害を受けた（図３）．岡田地区

まちづくり推進協議会は，災害から5ヶ月が経過した2018

年12月に，地区住民の復興状況を把握するために，質問

票に基づく調査を実施した．調査は，小学校・幼稚園保

護者を対象としたものであり，著者らもその分析にかか

わった（回答数124件. 小学校保護者92件・幼稚園保護者

32件）(4)． 
質問票は，①被災時のこと，②各種情報のこと，③現

在のこと，④被災から今日まで困ったこと辛かったこと

は何でもお書きください，という4項目から構成されてい

た．このうち④は，7月，8月・9月，10月・11月という時

期ごとに回答を自由に記述する形式であった．回答には

詳細な記述がみられ，時期ごとの回答数は7月が75件，8
月・9月が110件, 10月・11月が85件であった． 

どの時期にどのような課題があったのかを把握するため

に，まちづくり協議会のメンバーと著者らとで回答の分

類を行った．自由記述に書かれた文章をカードに書き出

し，キーワードごとにグループに分類した．書き出した

文章数は7月が172件，8月・9月が171件, 10月・11月が118

件であった．キーワードと関連する文章数を時期ごとに

多い順に整理した結果のうち上位9語を表１に示す．なお，

複数のキーワードを含む文章については，前後の文脈か

ら判断してより重点がおかれていると考えられるキーワ

ードに分類した． 
結果をみると，被災者は時期により異なる課題に直面

していたことがわかる．7月は災害からの避難，避難所と

いう住環境の変化，7月〜8月は家の片付け・リフォーム

という片付けに伴う労働が増加したことに関する文章が

多数あった．また，学校が夏休みとなったことによる子

どもの預け先・世話が課題としてあげられた．9月に入り

新学期が始まると，通学に伴う子どもの送迎が課題とな

っていた．また，不安・ストレスは，全ての時期を通じ

て複数文章がみられた． 
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家族の労働負担が大きくなることが想定されるためであ
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分析の視座を提示する．そのうえで，平成30年7月豪雨災
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本論文が対象とする子育ては，少子化が進む日本にお

いて政策拡充が求められる分野であるものの，災害時の

対応を含む形での政策検討はほとんど行われていない．
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２. 子育てをめぐる労働配分 

  
本章では，本論文における分析の視座となる子育てを

めぐる労働配分について，先行研究のレビューから提示
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証しつつも子育てを可能とする仕組みが制度化された． 

 

 
図１ 共働き等世帯数の推移(1) 

それにより，「行政」のような公的機関による保育サー

ビスや，「企業」等による民設民営型の保育サービスが
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図２ 夫婦の家事・育児関連時間(2) 
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３．「家族」による災害時の子育てをめぐる課題 

 
(1) 被災した「家族」が直面した課題 
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わった（回答数124件. 小学校保護者92件・幼稚園保護者

32件）(4)． 
質問票は，①被災時のこと，②各種情報のこと，③現

在のこと，④被災から今日まで困ったこと辛かったこと
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複数のキーワードを含む文章については，前後の文脈か

ら判断してより重点がおかれていると考えられるキーワ

ードに分類した． 
結果をみると，被災者は時期により異なる課題に直面

していたことがわかる．7月は災害からの避難，避難所と

いう住環境の変化，7月〜8月は家の片付け・リフォーム

という片付けに伴う労働が増加したことに関する文章が

多数あった．また，学校が夏休みとなったことによる子

どもの預け先・世話が課題としてあげられた．9月に入り

新学期が始まると，通学に伴う子どもの送迎が課題とな

っていた．また，不安・ストレスは，全ての時期を通じ

て複数文章がみられた． 
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(2) 「家族」による子育てをめぐる課題 

  7 月〜11 月の時期を通じて頻出したキーワードを，内容

別にグループ化したもののうち上位 5 グループを表 2 に

示す．内容を見ると，被災したことに伴い増えた家事労

働（a 避難・避難生活，b 片付け・リフォーム）に関する

もの，子育て労働（c 子どもの世話・子育て，d 通学・送

迎）に関するもの，e 不安・ストレス等の心身の状況に

関するものがあった．本節では，このうち子育て伴うも

の(c, d)に着目し，その内容を詳細に検討する． 
 

表２ 困ったこと・辛かったこと（全体） 

 
表３ 子どもの世話・子育て、預け先 

 
「子どもの世話・子育て」の詳細な内容を表 3 に示す．

学校が早く夏休みに入り，子育てに従事しなければなら

ず自宅の片付けができないことや，仕事との両立が困難

である等の記述がみられた．「子どもの預け先」や「子

どもの保育」については，保育園が被災して預けられな

い，代替保育が行われていたものの，子どもが行くのを

嫌がるという課題が記されていた．被災前に利用してい

た学校・保育園等の利用が難しくなり，それにより家族

の子育て負担が増えた様子が伺える． 
「子どもの居場所・環境・遊び場」「遊び相手」に関

する記述には（表 4），子どもの居場所がないという課

題が複数示されていた．これは，浸水したことにより地

域が泥・瓦礫で覆われ外での遊び場がなくなったことや，

町外等の借上型仮設住宅（みなし仮設）に転居したもの

の新たな環境での居場所や遊び相手を見つけられないこ

とによる．真備町で被災した人のうちみなし仮設に入居

した人は，ピーク時（2018 年 11 月時点）には 仮設住宅

居住者の 91％を占めており，みなし仮設の多くは町外に

あった(5)．  
 

表４ 子どもの居場所・環境・遊び場 

 

子育てに関する記述のうち，最も文章数が多かったの

が「通学・送迎」であった（表 5）．9月に入ると学校・

幼稚園が再開した．町外のみなし仮設に転居した人の多

くが，真備町の学校・幼稚園に通学・通園していた．小

中学校については，学校再開にあたりスクールバスが運

行されたが，親が送迎している人が多数いたことや，小

学生と幼稚園児がいる家庭では，小学生はスクールバス

が利用できたが，幼稚園児は親の送迎が必要であり異な

る対応が求められた．通学送迎については，「大変」

「しんどい」「疲れる」という記述からも負担となって

いたことがわかる．  

以上の結果は，被災したことにより，自宅の片付けと

いうような家事労働だけでなく，家族の子育てケア労働

負担も大きかったことを示している．災害により学校が

早く夏休みになったこと，また，保育所・幼稚園の休園，
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あるいは緊急に提示された代替保育という仕組みの利用

が難しかったことにより，子育てケア労働を家族が担わ

なければならなかった．さらに，みなし仮設等への転居

により通学に伴う労働が増えたことに加え，居場所・遊

び場を失った子どものケアも求められた． 

 

表５ 通学・送迎 

 
  
 

(3) 子育てをしている「家族」の負担感 

前節では，災害から5ヶ月が経過した時点で子育てをし

ている人が課題と感じていた事項を示したが，子育てを

している人と，子育てをしていない人では負担感が異な

るのであろうか．ここでは，子育てをしている世帯が抱

える負担感を，子育てをしていない人と比較して検討す

るために岡田地区まちづくり推進協議会が災害から2年が

経過した2020年5月に実施した質問票に基づく調査結果に

着目する． 調査の設計・分析には著者らもかかわった． 
質問票は，①被災とその後の住まいの変遷, ②復興過程

で得た支援，③復興生活で苦労したこと, ④復興生活にお

いて良かったこと，嬉しかったことから構成されていた．

回答数は391件であり，そのうち被災した人が339件，被

災していない人が52件であった．回答のうち，調査時点

で子どもが未就学児・小学生・中学生・高校生である世

帯（子育て世帯）は67件であり，子育て世帯とそれ以外

の世帯の比較分析が可能であることからこの結果に着目

した． 
質問票のうち「復興生活で苦労したこと」は，多項目選

択式（複数回答可）であり，回答者数は339件であった．

回答を子育てをしている世帯（67件）と，それ以外の世

帯(272件）で比較した結果が図４である． 

   図４ 復興生活で苦労したこと 
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以上の結果は，被災したことにより，自宅の片付けと

いうような家事労働だけでなく，家族の子育てケア労働

負担も大きかったことを示している．災害により学校が

早く夏休みになったこと，また，保育所・幼稚園の休園，
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あるいは緊急に提示された代替保育という仕組みの利用

が難しかったことにより，子育てケア労働を家族が担わ

なければならなかった．さらに，みなし仮設等への転居

により通学に伴う労働が増えたことに加え，居場所・遊

び場を失った子どものケアも求められた． 

 

表５ 通学・送迎 

 
  
 

(3) 子育てをしている「家族」の負担感 

前節では，災害から5ヶ月が経過した時点で子育てをし

ている人が課題と感じていた事項を示したが，子育てを

している人と，子育てをしていない人では負担感が異な

るのであろうか．ここでは，子育てをしている世帯が抱

える負担感を，子育てをしていない人と比較して検討す

るために岡田地区まちづくり推進協議会が災害から2年が

経過した2020年5月に実施した質問票に基づく調査結果に

着目する． 調査の設計・分析には著者らもかかわった． 
質問票は，①被災とその後の住まいの変遷, ②復興過程

で得た支援，③復興生活で苦労したこと, ④復興生活にお

いて良かったこと，嬉しかったことから構成されていた．

回答数は391件であり，そのうち被災した人が339件，被

災していない人が52件であった．回答のうち，調査時点

で子どもが未就学児・小学生・中学生・高校生である世

帯（子育て世帯）は67件であり，子育て世帯とそれ以外

の世帯の比較分析が可能であることからこの結果に着目

した． 
質問票のうち「復興生活で苦労したこと」は，多項目選

択式（複数回答可）であり，回答者数は339件であった．

回答を子育てをしている世帯（67件）と，それ以外の世

帯(272件）で比較した結果が図４である． 

   図４ 復興生活で苦労したこと 
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苦労したことの回答比率は全体的に子育てをしている人

の方が高かった．「子育て」や「通勤・通学」という子

育てに伴う課題のみならず，「心」については子育てを

している世帯（44%）が，それ以外の世帯（21％）のほ

ぼ倍であった．「仕事」についても子育てをしている世

帯（29％）が，それ以外の世帯（5%）を上回った．これ

らの結果からは，子育てをしている人は，子育てをして

いない人よりもより大きな負担感を感じていたことがわ

かる． 
災害は子育てをしている人，していない人を等しく襲

う出来事である.それにもかかわらず，子育てをしている

人の負担感が高い背景には，子育てに伴う「家族」の労

働配分が大きく，それを軽減するための支援策が十分で

はないという課題が考えられる． 
 
 
４．保育サービス提供者による支援の取り組み 
 
(1) 「行政」による保育支援の取り組み 

前章では，被災した子育てをしている「家族」の状況

について述べたが，分析からは，被災後の生活において

「家族」の負担感が大きかったことが示された．そこで，

本章では，被災後に行政等による「保育サービス」がど

のように提供されていたのかに着目する． 
本節では「行政」による災害発生後の保育支援の取り

組みを概観する．真備町には，幼稚園・保育園等の保育

施設が 11 施設あり，そのうち 8 施設が浸水による被害を

受けた（表 6）（図 3）．保育施設のうち幼稚園は全て公

立幼稚園であり，保育園のうち真備かなりや保育園，真

備かなりや第 1 小規模保育園，真備かなりや第 2 小規模

保育園，ナーサリーあんどは民設民営の倉敷市認可保育

園である． 
 

表６ 倉敷市真備町の保育施設の被害(7) 

 
 
倉敷市は，水害発生後の 7 月 9 日,  10 日は市内の全て

の幼稚園・保育園を臨時休園に，真備地区については 19
日まで休園とした．当時の倉敷市の対応を，岡山県保育

協議会による報告 8)からたどると，7 月 7 日 7 時に倉敷市

は保育・幼児園支援室に臨時窓口を設置し，園児の安否

確認を行なった．安否確認は，日頃保護者の連絡に使わ

れている連絡ツール・SNS・電話等を活用して行われた．

また，市の職員が避難所を巡回し園児の状況の確認を行

った． 
保育施設の被害が大きかったこと，自宅を片付ける間

の子どもの預け先を求める保護者がいたことから，倉敷

市は，「緊急的一時預かり保育」と，避難所近隣での

「代替保育」による支援を実施することにした． 
緊急的一時預かり保育は，一時的に保育が必要となる

児童を預かる仕組みである．7 月 9 日より市内 14 園で，

日曜日・祝日についても 5 園で就学前児童（0 歳〜5 歳）

を対象に実施された．7 月 14 日からは，子育て支援拠点

との連携により，避難所近隣の幼稚園で乳幼児（0 歳〜5
歳）の一時預かりが行われ，7月 17日からは 0歳〜2歳児

を対象とした一時預かりが真備公民館二万分館で行われ

た． 
被害を受けた保育施設の復旧には時間を要することが

想定されたことから，被害がなかった公立幼稚園 3 園

（岡田幼稚園，薗幼稚園，二万幼稚園）では，被災園に

代わり代替保育が実施された． 
 
(2)幼稚園・保育園による保育支援の取り組み 

本節では，幼稚園・保育園等の保育事業者による取り組

みについて，大規模に被災した園における取り組み（真

備かなりや保育園），被災しなかったものの緊急的一時

保育・代替保育等により被災した他園のサポートを行な

った園（岡田幼稚園）による取り組みを述べる． 
a）被災した保育園による保育支援の取り組み 

 真備かなりや保育園（定員 150 名）は真備町の中心部

に位置しており，真備かなりや小規模保育園（定員 19
名）, 真備かなりや第 2 小規模保育園（定員 19 名），地

域子育てセンターの 4 施設が隣接している．豪雨により，

2階建園舎の 1階部分が浸水した．園児の 7割が被災し，

教職員についても 3 名が被災した． 
園舎が浸水したのが 6 日〜7 日にかけてであり， 7 日 6

時には緊急連絡網を活用して職員の安否確認が行なわれ

た．しかしながら，園児については連絡先が園内にあり

持ち出せず，被災直後は保護者に電話での安否確認を行

うことが難しかった．  
水が引いた 9 日からは，園児の安否確認を行うととも

に，保育園の施設復旧までの間の代替保育の手続き，代

替保育園児の支援，施設の復旧に取り組んだ．災害発生

直後より，園の再開に対する保護者の強い要望があった．

そこで，保護者の要望を確認しながら 7 月 18 日〜8 月 31
日には法人内の 2 園，近隣 4 園に受入れを依頼し保育を

再開した（代替保育）．代替保育実施期間中は，保育先

を保育士が巡回し園児の様子を確認した． 
7 月 30 日に，真備かなりや保育園の 2 階で 3 歳児以上

の園児の保育が再開された．再開直後は１階部分が工事

中であり，給食の手配も困難というように環境が整って

いたわけではなかった．8月 5日には，片付けを行う間，

子供を預けたいという保護者からの要望を受けて緊急休

日保育を開始した． 
9月 1日からは 3歳児未満の園児についても保育を再開

した．ただし，１階部分において工事が継続するなかで

の保育再開であったことから，工事音・工事車両の出入

りもあり周辺環境には課題があった．最終的に施設が復

旧したのは，真備かなりや保育園・真備かなりや第二保

育園が 11月 1日，真備かなりや小規模保育園が 2019年 2
月 11 日であった．なお，豪雨により自宅・服・靴等も失

った園児が多数おり，これら被災園児に対し全国から届

けられた物資の提供も行われていた． 
b）幼稚園による子育て支援の取り組み 

 岡田幼稚園（定員 62 名）は，高台に位置しており，浸

水による被害は受けなかったものの，園児の多くが被災

した．災害発生直後は園児の安否確認に追われ，その後

は保護者の要望があったことから 7 月 12 日~19 日まで急

遽緊急一時預かりをボランタリーに実施した． 
岡田幼稚園による，緊急一時預かりの利用者数を表７

 

   

に示す．岡田幼稚園は，市内でも最も多くの避難者がい

た岡田小学校に隣接していたこともあり，利用者数は一

週間で 222 名に上った．また，一時預かり対象者の年齢

も，幼稚園児だけでなく，未就学児から中学生までと幅

広い年齢であった．  
 
 

表７ 岡田幼稚園による緊急一時預かり利用状況(8) 

 
7 月 21 日からは幼稚園が夏休みとなったことから，教

育委員会による被災者支援の取り組みとして 3～5 歳児を

対象とした無料一時預かり保育が実施され，岡田幼稚園

では土・日・祝日も実施された． 
これらの一時預かりは，職員（4 名），児童館職員・

退職園長・セーブザチルドレン等のボランティア団体，

土日には近隣市の小学校教諭や学生等による支援を得て

シフトを組み行われた．預かり保育実施期間中は，弁当

を用意することが難しい保護者もいたことから，市の調

整により昼食が提供された 9）． 
9 月 3 日に 2 学期が始まった．3 分の 2 以上の園児が被

災しており，半数の園児がみなし仮設から，一名は避難

所からの通園となった．小中学校については，みなし仮

設から通学する児童生徒のために通学バスが運行された

ものの，幼稚園への通園バスはなく，保護者が送迎しな

ければならなかった．そのため，登園時間は通常より 10
分程遅く設定された．また，保護者から送迎用の駐車ス

ペースを確保して欲しいとの要望が出されたため，場所

を確保した．弁当を準備することが難しい保護者には，

宅配弁当を 300 円で利用できるよう手配された．制服や

用品，通園バック・上靴袋等の幼稚園生活用品について

は，ボランティア団体や市・業者からの支援があり，園

を通しそれらの物資が保護者に配布された．このように，

被災した保育園の支援をする傍で，保護者からの様々な

要望への対応にも追われた 9）. 
 

(3)保育園・幼稚園による保育支援に関する考察 

以上にみてきたように，災害により複数の保育施設が

被害を受けたなかで，緊急一時預かりや代替保育等によ

り保育サービスが提供されていた．これらの保育支援は，

保護者からの強い要望を受けて，倉敷市や保育事業者に

よりボランタリーに行われた取り組みであった．そのた

め，日頃通園している子どもだけでなく通園していない

子どもも利用できる，平日だけでなく週末も預けること

ができるという仕組みになっていた．ただし，支援にあ

たる保育士の人材確保は難しく，施設により受け入れ年

齢に制限がある，昼食の準備が難しい，施設周辺環境が

整わないという課題もあった． 

このような，保育事業者による子育て支援を支えていた

のが，他の被災していない保育園・幼稚園等の保育者，

児童館職員，退職職員，セーブザチルドレン等の民間の

ボランティア団体、岡山県の調整による県外の保育者等

の支援者である．とはいえ，保育サービスの提供は，保

育者に大きな業務負担を強いていた．前述の岡田幼稚園

の場合は，幼稚園舎は被災しなかったものの園児の多数

が被災しており，被災した園児の対応に加え，日頃は接

したことのない乳幼児や小中学生を受け入れなければな

らず，人間関係ができていないこともあり，受け入れに

際し様々な苦労がみられた．そのような災害対応に伴う

心労は，保育者の心身の不調をもたらしていた 10)．支援

を提供する人自身が健康であるための支援者を支える支

援者支援の仕組みが求められる． 

平成 30 年 7 月豪雨が起こる前は，災害時の保育サービ

スの継続について検討が行われていなかったことから，

今後は，災害時に保育サービスの提供を継続するための

方策を制度化するとともに,保育サービスを支える人材確

保の検討を進める必要がある．被災直後は，被災してい

る園/被災していない園の両方が災害対応に追われたこと

から，保育当事者だけでなく地域の保育有資格者を登録

しておく，外部の支援者を受け入れるというような仕組

みづくりが望まれる． 

 

 

５．「地域」による子育て支援の取り組み 
 
本章では，「地域」による子育て支援の取り組みに着

目する．地域による子育て支援の仕組みとしてあげられ

るのが，第2章で述べた「子育て支援センター」という

NPO・行政等による地域ネットワークや町内会等の地縁

型自治組織である．このうち「子育て支援センター」は，

主に自宅で子育てをしている親子に居場所を提供し，育

児相談を行い，子育ての情報交換を行う仕組みであり，

真備町では，真備かなりや保育園に隣接して「地域子育

て支援センター真備かなりや」があった．しかしながら，

1階部分が浸水し活動は一時休止した．2018年11月に二万

地区にある真備公民館二万分館で活動が再開された．地

域子育て支援センターについては，行政の支援があると

はいえ，地域の有志によるネットワークであることから，

拠点となる建物が被災し，さらにネットワークを構成す

るメンバーの多くが被災した状況において活動を再開さ

せるには時間を要した． 
真備町において，地域における住民間の相互支援の機

能を担う自治組織が町内会やまちづくり推進協議会であ

る．第3章で触れた岡田地区まちづくり推進協議会は，災

害発生直後は地域の避難行動用支援者をサポートする，

炊き出し支援を行う等の取り組みを行なっていた．しか

しながら，役員の多くが被災し，活動の拠点である真備

公民館岡田分館も被災し，被災直後は役員それぞれが家

族の災害対応に追われた．7月21日に公民館分館がボラン

ティアセンターのサテライトとして利用されることにな

り，住まいの片付けを支援するために集まったボランテ

ィアを受入れるために活動を再開した．8月4日には，瓦

礫のなかから行灯を探し出し，子どもとともに大行灯を

つくりミニ夏祭りを開催した．その後も，被災した子ど

もを元気づけるために「サンマ祭り」「秋祭り」「収穫

祭」等のイベントを開催した9）．これらの活動を続ける

過程において，子育てをしている人が様々な問題を抱え

ているのではないかという問題意識を持つに至り，第3章
で示した幼稚園・小学校の保護者を対象とする質問票調

査が実施された． 
このような，地域にいる子育て世帯に対する支援情報

の提供やイベント開催等の取り組みは，岡田小学校PTA
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苦労したことの回答比率は全体的に子育てをしている人

の方が高かった．「子育て」や「通勤・通学」という子

育てに伴う課題のみならず，「心」については子育てを

している世帯（44%）が，それ以外の世帯（21％）のほ

ぼ倍であった．「仕事」についても子育てをしている世

帯（29％）が，それ以外の世帯（5%）を上回った．これ

らの結果からは，子育てをしている人は，子育てをして

いない人よりもより大きな負担感を感じていたことがわ

かる． 
災害は子育てをしている人，していない人を等しく襲

う出来事である.それにもかかわらず，子育てをしている

人の負担感が高い背景には，子育てに伴う「家族」の労

働配分が大きく，それを軽減するための支援策が十分で

はないという課題が考えられる． 
 
 
４．保育サービス提供者による支援の取り組み 
 
(1) 「行政」による保育支援の取り組み 

前章では，被災した子育てをしている「家族」の状況

について述べたが，分析からは，被災後の生活において

「家族」の負担感が大きかったことが示された．そこで，

本章では，被災後に行政等による「保育サービス」がど

のように提供されていたのかに着目する． 
本節では「行政」による災害発生後の保育支援の取り

組みを概観する．真備町には，幼稚園・保育園等の保育

施設が 11 施設あり，そのうち 8 施設が浸水による被害を

受けた（表 6）（図 3）．保育施設のうち幼稚園は全て公

立幼稚園であり，保育園のうち真備かなりや保育園，真

備かなりや第 1 小規模保育園，真備かなりや第 2 小規模

保育園，ナーサリーあんどは民設民営の倉敷市認可保育

園である． 
 

表６ 倉敷市真備町の保育施設の被害(7) 

 
 
倉敷市は，水害発生後の 7 月 9 日,  10 日は市内の全て

の幼稚園・保育園を臨時休園に，真備地区については 19
日まで休園とした．当時の倉敷市の対応を，岡山県保育

協議会による報告 8)からたどると，7 月 7 日 7 時に倉敷市

は保育・幼児園支援室に臨時窓口を設置し，園児の安否

確認を行なった．安否確認は，日頃保護者の連絡に使わ

れている連絡ツール・SNS・電話等を活用して行われた．

また，市の職員が避難所を巡回し園児の状況の確認を行

った． 
保育施設の被害が大きかったこと，自宅を片付ける間

の子どもの預け先を求める保護者がいたことから，倉敷

市は，「緊急的一時預かり保育」と，避難所近隣での

「代替保育」による支援を実施することにした． 
緊急的一時預かり保育は，一時的に保育が必要となる

児童を預かる仕組みである．7 月 9 日より市内 14 園で，

日曜日・祝日についても 5 園で就学前児童（0 歳〜5 歳）

を対象に実施された．7 月 14 日からは，子育て支援拠点

との連携により，避難所近隣の幼稚園で乳幼児（0 歳〜5
歳）の一時預かりが行われ，7月 17日からは 0歳〜2歳児

を対象とした一時預かりが真備公民館二万分館で行われ

た． 
被害を受けた保育施設の復旧には時間を要することが

想定されたことから，被害がなかった公立幼稚園 3 園

（岡田幼稚園，薗幼稚園，二万幼稚園）では，被災園に

代わり代替保育が実施された． 
 
(2)幼稚園・保育園による保育支援の取り組み 

本節では，幼稚園・保育園等の保育事業者による取り組

みについて，大規模に被災した園における取り組み（真

備かなりや保育園），被災しなかったものの緊急的一時

保育・代替保育等により被災した他園のサポートを行な

った園（岡田幼稚園）による取り組みを述べる． 
a）被災した保育園による保育支援の取り組み 

 真備かなりや保育園（定員 150 名）は真備町の中心部

に位置しており，真備かなりや小規模保育園（定員 19
名）, 真備かなりや第 2 小規模保育園（定員 19 名），地

域子育てセンターの 4 施設が隣接している．豪雨により，

2階建園舎の 1階部分が浸水した．園児の 7割が被災し，

教職員についても 3 名が被災した． 
園舎が浸水したのが 6 日〜7 日にかけてであり， 7 日 6

時には緊急連絡網を活用して職員の安否確認が行なわれ

た．しかしながら，園児については連絡先が園内にあり

持ち出せず，被災直後は保護者に電話での安否確認を行

うことが難しかった．  
水が引いた 9 日からは，園児の安否確認を行うととも

に，保育園の施設復旧までの間の代替保育の手続き，代

替保育園児の支援，施設の復旧に取り組んだ．災害発生

直後より，園の再開に対する保護者の強い要望があった．

そこで，保護者の要望を確認しながら 7 月 18 日〜8 月 31
日には法人内の 2 園，近隣 4 園に受入れを依頼し保育を

再開した（代替保育）．代替保育実施期間中は，保育先

を保育士が巡回し園児の様子を確認した． 
7 月 30 日に，真備かなりや保育園の 2 階で 3 歳児以上

の園児の保育が再開された．再開直後は１階部分が工事

中であり，給食の手配も困難というように環境が整って

いたわけではなかった．8月 5日には，片付けを行う間，

子供を預けたいという保護者からの要望を受けて緊急休

日保育を開始した． 
9月 1日からは 3歳児未満の園児についても保育を再開

した．ただし，１階部分において工事が継続するなかで

の保育再開であったことから，工事音・工事車両の出入

りもあり周辺環境には課題があった．最終的に施設が復

旧したのは，真備かなりや保育園・真備かなりや第二保

育園が 11月 1日，真備かなりや小規模保育園が 2019年 2
月 11 日であった．なお，豪雨により自宅・服・靴等も失

った園児が多数おり，これら被災園児に対し全国から届

けられた物資の提供も行われていた． 
b）幼稚園による子育て支援の取り組み 

 岡田幼稚園（定員 62 名）は，高台に位置しており，浸

水による被害は受けなかったものの，園児の多くが被災

した．災害発生直後は園児の安否確認に追われ，その後

は保護者の要望があったことから 7 月 12 日~19 日まで急

遽緊急一時預かりをボランタリーに実施した． 
岡田幼稚園による，緊急一時預かりの利用者数を表７

 

   

に示す．岡田幼稚園は，市内でも最も多くの避難者がい

た岡田小学校に隣接していたこともあり，利用者数は一

週間で 222 名に上った．また，一時預かり対象者の年齢

も，幼稚園児だけでなく，未就学児から中学生までと幅

広い年齢であった．  
 
 

表７ 岡田幼稚園による緊急一時預かり利用状況(8) 

 
7 月 21 日からは幼稚園が夏休みとなったことから，教

育委員会による被災者支援の取り組みとして 3～5 歳児を

対象とした無料一時預かり保育が実施され，岡田幼稚園

では土・日・祝日も実施された． 
これらの一時預かりは，職員（4 名），児童館職員・

退職園長・セーブザチルドレン等のボランティア団体，

土日には近隣市の小学校教諭や学生等による支援を得て

シフトを組み行われた．預かり保育実施期間中は，弁当

を用意することが難しい保護者もいたことから，市の調

整により昼食が提供された 9）． 
9 月 3 日に 2 学期が始まった．3 分の 2 以上の園児が被

災しており，半数の園児がみなし仮設から，一名は避難

所からの通園となった．小中学校については，みなし仮

設から通学する児童生徒のために通学バスが運行された

ものの，幼稚園への通園バスはなく，保護者が送迎しな

ければならなかった．そのため，登園時間は通常より 10
分程遅く設定された．また，保護者から送迎用の駐車ス

ペースを確保して欲しいとの要望が出されたため，場所

を確保した．弁当を準備することが難しい保護者には，

宅配弁当を 300 円で利用できるよう手配された．制服や

用品，通園バック・上靴袋等の幼稚園生活用品について

は，ボランティア団体や市・業者からの支援があり，園

を通しそれらの物資が保護者に配布された．このように，

被災した保育園の支援をする傍で，保護者からの様々な

要望への対応にも追われた 9）. 
 

(3)保育園・幼稚園による保育支援に関する考察 

以上にみてきたように，災害により複数の保育施設が

被害を受けたなかで，緊急一時預かりや代替保育等によ

り保育サービスが提供されていた．これらの保育支援は，

保護者からの強い要望を受けて，倉敷市や保育事業者に

よりボランタリーに行われた取り組みであった．そのた

め，日頃通園している子どもだけでなく通園していない

子どもも利用できる，平日だけでなく週末も預けること

ができるという仕組みになっていた．ただし，支援にあ

たる保育士の人材確保は難しく，施設により受け入れ年

齢に制限がある，昼食の準備が難しい，施設周辺環境が

整わないという課題もあった． 

このような，保育事業者による子育て支援を支えていた

のが，他の被災していない保育園・幼稚園等の保育者，

児童館職員，退職職員，セーブザチルドレン等の民間の

ボランティア団体、岡山県の調整による県外の保育者等

の支援者である．とはいえ，保育サービスの提供は，保

育者に大きな業務負担を強いていた．前述の岡田幼稚園

の場合は，幼稚園舎は被災しなかったものの園児の多数

が被災しており，被災した園児の対応に加え，日頃は接

したことのない乳幼児や小中学生を受け入れなければな

らず，人間関係ができていないこともあり，受け入れに

際し様々な苦労がみられた．そのような災害対応に伴う

心労は，保育者の心身の不調をもたらしていた 10)．支援

を提供する人自身が健康であるための支援者を支える支

援者支援の仕組みが求められる． 

平成 30 年 7 月豪雨が起こる前は，災害時の保育サービ

スの継続について検討が行われていなかったことから，

今後は，災害時に保育サービスの提供を継続するための

方策を制度化するとともに,保育サービスを支える人材確

保の検討を進める必要がある．被災直後は，被災してい

る園/被災していない園の両方が災害対応に追われたこと

から，保育当事者だけでなく地域の保育有資格者を登録

しておく，外部の支援者を受け入れるというような仕組

みづくりが望まれる． 

 

 

５．「地域」による子育て支援の取り組み 
 
本章では，「地域」による子育て支援の取り組みに着

目する．地域による子育て支援の仕組みとしてあげられ

るのが，第2章で述べた「子育て支援センター」という

NPO・行政等による地域ネットワークや町内会等の地縁

型自治組織である．このうち「子育て支援センター」は，

主に自宅で子育てをしている親子に居場所を提供し，育

児相談を行い，子育ての情報交換を行う仕組みであり，

真備町では，真備かなりや保育園に隣接して「地域子育

て支援センター真備かなりや」があった．しかしながら，

1階部分が浸水し活動は一時休止した．2018年11月に二万

地区にある真備公民館二万分館で活動が再開された．地

域子育て支援センターについては，行政の支援があると

はいえ，地域の有志によるネットワークであることから，

拠点となる建物が被災し，さらにネットワークを構成す

るメンバーの多くが被災した状況において活動を再開さ

せるには時間を要した． 
真備町において，地域における住民間の相互支援の機

能を担う自治組織が町内会やまちづくり推進協議会であ

る．第3章で触れた岡田地区まちづくり推進協議会は，災

害発生直後は地域の避難行動用支援者をサポートする，

炊き出し支援を行う等の取り組みを行なっていた．しか

しながら，役員の多くが被災し，活動の拠点である真備

公民館岡田分館も被災し，被災直後は役員それぞれが家

族の災害対応に追われた．7月21日に公民館分館がボラン

ティアセンターのサテライトとして利用されることにな

り，住まいの片付けを支援するために集まったボランテ

ィアを受入れるために活動を再開した．8月4日には，瓦

礫のなかから行灯を探し出し，子どもとともに大行灯を

つくりミニ夏祭りを開催した．その後も，被災した子ど

もを元気づけるために「サンマ祭り」「秋祭り」「収穫

祭」等のイベントを開催した9）．これらの活動を続ける

過程において，子育てをしている人が様々な問題を抱え

ているのではないかという問題意識を持つに至り，第3章
で示した幼稚園・小学校の保護者を対象とする質問票調

査が実施された． 
このような，地域にいる子育て世帯に対する支援情報

の提供やイベント開催等の取り組みは，岡田小学校PTA
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有志によっても行われた9)．PTAの有志により，7月下旬

には支援に関する情報共有のためにSNSを活用したグル

ープがつくられた．グループの参加者は次第に増え，多

い時には約150名が参加し，子どもの一時預かりや支援物

資に関する情報が共有された．家の片付けに追われ子ど

もへの対応が出来ていないという危惧から，子どもを元

気づけるために「夏まつり」が，店舗空き地でPTA有志

により開催され，多数の人が参加していた． 
以上に述べたように，「地域」による子育て支援の仕組

みとしては，子育て支援センターがあったものの，被災

直後は機能せず，活動再開に時間を要していた．その一

方で，まちづくり推進協議会や PTA 等の自治組織による

子育て支援の取り組みは活発に行われており，子どもに

居場所を提供し，子ども同士の交流を促進するだけでな

く，親が子育てや支援に関する情報を得る場としても機

能していた．これらの地域の自治組織を通した災害時の

子育て支援のあり方も今後は検討してく必要がある． 
 
 
６. 被災後の子育てをめぐる労働配分に関する考察 

 
本章では，子育てをめぐる課題の要因について，以上

に述べた「家族」「保育サービス提供者」「地域」によ

る子育て支援間の労働配分がどのような状況であったの

かから考察するとともに，解決策を検討する． 
これまでの議論をまとめると，「家族」については，

災害発生後に学校が夏休みになったこと，保育所・幼稚

園が休園したこと，被災後に急遽提供された代替保育と

いう仕組みの利用が難しかったこと等の事情により，子

育て労働負担が増えていた．「保育サービス提供者」は，

保育施設のうち 73％が被災するという保育継続が困難な

状況において，緊急一時預かりや代替保育等により保育

サービスを継続させようと取り組んでいた．ただし，預

けられる年齢に制限がある，今までよりも遠い園に通園

しなければならない等の課題もあった．単に保育サービ

スを継続させるのみならず，利用者にとって利用しやす

いサービスとすることが求められた．また，「地域」に

ついては，主に自宅で子育てをしている人を支援する機

能を担っていた「地域子育て支援ネットワーク」が被災

したことにより機能しなかったが，まちづくり推進協議

会や PTA 等による取り組みがみられた． 

以上の議論からは，被災後の子育てをめぐる課題の要

因として以下の点が示される． 

第一に，真備町ではもともと子育てをめぐる労働が，

「家族」と「保育サービス」との間で配分されており，

子育てにおける地域の役割が脆弱であった点である．災

害により学校や保育サービスへの子育て労働の配分がで

きなくなった結果，家族の労働負担が大きくなっていた．

家族の労働負担を軽減するには，災害時の保育サービス

の継続性を担保する仕組みを構築するとともに，保育サ

ービスを補完するセーフティネットの仕組みが求められ

る． 
第二に，地域は子育て労働の担い手ではないものの，

まちづくり推進協議会や PTA のような地域の自治組織が，

子どもの居場所，親への情報提供，親同士・子ども同士

をつなぐネットワークとしての機能を担っていた．これ

らの地域の自治組織は，第 2 章で述べたようにもともと

は家族による子育てを支えていたものであるが，都市化

や核家族化によりその機能が薄れている．従って，これ

らの地域の自治組織を災害時の保育サービスのセーフテ

ィネットとして再び機能させることができると有効であ

る． 
第三に，町外のみなし仮設に入居した人が多数いたが，

真備町の幼稚園・小学校に籍を置いたままであり，それ

により通学・通園という子育て労働が増加していた．さ

らに，地域を離れたことにより，子どもの居場所・遊び

相手が確保できない，情報を得られないという課題もみ

られた．みなし仮設入居者への子育て支援の仕組みは整

備されておらず，この点は今後支援体制を構築する必要

がある． 
このように，本研究を通して，被災したことにより

「家族」に対する子育てケア労働配分が被災前より大き

なものとなっていたこと，子育てケア労働は「家族」と

「保育サービス」のみの間で配分されており，子育て支

援における「地域」の役割が脆弱であったこと，とはい

え「地域」は子どもの居場所・交流の場・子育ての情報

共有の場として機能しており，地域から離れたみなし仮

設に入居したことによりこれらの機能が利用できなくな

り，子育てをしている人の負担が一層大きくなったとい

う課題が明らかになった．  
それでは，どのようにすればこのような被災後の子育

てをめぐる労働配分の不均衡を変えていけるのだろうか．

最後に子育て支援の改善策として以下の点を提案する． 
第一に，災害時にも保育サービスを継続できる仕組み

を地域全体で検討しておくことである．真備町は広範な

地域において浸水被害が想定されることから，浸水被害

を避けることは難しい．そこで，被害が想定される施設

とリスクが低い施設とが相互に連携し地域全体で保育事

業を継続させる仕組みが必要である．また，子どもの一

時預かりについては，被災後の早い段階から実施するこ

と，年齢差があっても利用しやすい仕組みとすること，

事前にそのような仕組みがあることを子育てをしている

人に周知しておく必要がある． 
第二に，災害が発生すると，被災地の保育当時者は安

否確認や復旧作業に追われ，託児に関わる人材不足が想

定される．そのため，保育の資格を持つ有資格者を登録

しておく，外部の支援を活用する仕組みをつくることが

求められる． 
第三に，災害時の地域における子育て支援の仕組みを

拡充させる必要がある．真備町の事例においては，地域

の自治組織が子育て支援のための活動を展開していた．

これらの組織はもともとは家族の子育てを支えてきたも

のであるが，現在はその機能が薄れている．従って，地

域の自治組織を災害時の保育サービスを補完するセーフ

ティネットとして機能させるような取り組みが望まれる．

例えば，2013 年の災害対策基本法の改正により地域を主

体とした防災対策推進の仕組みとして「地区防災計画」

制度が導入されている．地区防災制度に災害時の子育て

支援の機能を位置付けていくという取り組みは有効であ

ろう． 
 

 

７.おわりに 
 

本論文では，豪雨災害の被災地における子育てをめぐ

る課題の要因の一つを労働配分と捉え，平成 30 年 7 月豪

雨で被害を受けた岡山県倉敷市真備町を事例として，労

働配分に着目して課題を分析した．分析の結果，災害前

 

   

の子育てをめぐる労働配分は，「家族」と「保育サービ

ス」間の配分が中心となっていたが，災害によりそのバ

ランスが崩れ，家族の労働負担が大きくなったことが明

らかになった．また，みなし仮設に入居したことが，通

学送迎や子どもの居場所の喪失という子育て労働の増加

に結びつき，それにより子育てをしている人の負担感が

大きなものとなっていた．地域は子育ての場のみならず，

子育てをしている人が情報を得る，あるいは子育てにつ

いて相談をする場としての潜在的な機能を担っているこ

とから，地域からの分断は様々な困難を招く可能性があ

る．みなし仮設入居者への子育て支援の仕組みについて

は，支援体制を構築していく必要がある． 
子育てをしている人が早期に生活再建を実現するには，

被災後に家族に集中する子育て労働を軽減させる必要が

ある．そのための方策として，本論では，保育サービス

継続の仕組みを地域全体として事前に検討しておくこと，

保育支援に携わる人材確保のための保育有資格者の登録

制度を設けるとともに外部支援を活用する仕組みを構築

しておくこと，地域の自治組織を災害時の子育て支援の

セーフティネットとして位置付けるという方策を提案し

た． 
なお，第 2 章で日本における家事労働負担は女性の方

が大きいという課題を述べたが，平成 30 年 7 月豪雨にお

いても，被災による家事労働や子育ての女性の労働負担

が大きかった可能性があるが，この点については本論で

は十分議論できていないので今後の課題とする． 
災害により子育てをしている家族の労働負担が大きく

なり，それにより社会参画が困難になる現状を改善する

ことは社会としての喫急の課題である．災害時の子育て

支援を拡充させるには，子育てが人類の生命を再生産す

る，すなわち地域に新たな価値と資源を生み出す労働で

あることへの認識を深めることが重要である．子育てを

することは，子育てを通した親の育ちにも寄与する．ま

た，より多くの人が子育てに携わることは，子育てをし

ている人の社会参画を可能とし，それにより，子育て世

代の経済的負担やストレスが軽減され，社会全体の労働

生産性が高められ，レジリエントな地域づくりに結びつ

くものと期待される．  

 
 
補 注 
 

(1) 厚生労働省による「共働き等世帯数の推移」のデータ 4)に

基づき作成．  
(2) 内閣府男女共同参画局による「夫婦の家事・育児関連時間」

のデータ 6)に基づき作成． 

(3) 国土地理院地図に浸水範囲，地名，学校園名を加筆した． 

(4) 調査結果は，岡田地区まちづくり推進協議会の資料提供に

基づく．分析は，2019 年 8 月〜10 月にかけて著者らと岡田

地区まちづくり推進協議会で行った． 

(5) 倉敷市のデータによる． 

(6) 倉敷市の記録 7)に基づき作成． 

(7) 倉敷市まきびの里保育園, 真備かなりや保育園については

岡山県保育協議会・岡山県保育協議会保育会 8)を参照した． 

(8) 岡田幼稚園提供情報より作成． 
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有志によっても行われた9)．PTAの有志により，7月下旬

には支援に関する情報共有のためにSNSを活用したグル

ープがつくられた．グループの参加者は次第に増え，多

い時には約150名が参加し，子どもの一時預かりや支援物

資に関する情報が共有された．家の片付けに追われ子ど

もへの対応が出来ていないという危惧から，子どもを元

気づけるために「夏まつり」が，店舗空き地でPTA有志

により開催され，多数の人が参加していた． 
以上に述べたように，「地域」による子育て支援の仕組

みとしては，子育て支援センターがあったものの，被災

直後は機能せず，活動再開に時間を要していた．その一

方で，まちづくり推進協議会や PTA 等の自治組織による

子育て支援の取り組みは活発に行われており，子どもに

居場所を提供し，子ども同士の交流を促進するだけでな

く，親が子育てや支援に関する情報を得る場としても機

能していた．これらの地域の自治組織を通した災害時の

子育て支援のあり方も今後は検討してく必要がある． 
 
 
６. 被災後の子育てをめぐる労働配分に関する考察 

 
本章では，子育てをめぐる課題の要因について，以上

に述べた「家族」「保育サービス提供者」「地域」によ

る子育て支援間の労働配分がどのような状況であったの

かから考察するとともに，解決策を検討する． 
これまでの議論をまとめると，「家族」については，

災害発生後に学校が夏休みになったこと，保育所・幼稚

園が休園したこと，被災後に急遽提供された代替保育と

いう仕組みの利用が難しかったこと等の事情により，子

育て労働負担が増えていた．「保育サービス提供者」は，

保育施設のうち 73％が被災するという保育継続が困難な

状況において，緊急一時預かりや代替保育等により保育

サービスを継続させようと取り組んでいた．ただし，預

けられる年齢に制限がある，今までよりも遠い園に通園

しなければならない等の課題もあった．単に保育サービ

スを継続させるのみならず，利用者にとって利用しやす

いサービスとすることが求められた．また，「地域」に

ついては，主に自宅で子育てをしている人を支援する機

能を担っていた「地域子育て支援ネットワーク」が被災

したことにより機能しなかったが，まちづくり推進協議

会や PTA 等による取り組みがみられた． 

以上の議論からは，被災後の子育てをめぐる課題の要

因として以下の点が示される． 

第一に，真備町ではもともと子育てをめぐる労働が，

「家族」と「保育サービス」との間で配分されており，

子育てにおける地域の役割が脆弱であった点である．災

害により学校や保育サービスへの子育て労働の配分がで

きなくなった結果，家族の労働負担が大きくなっていた．

家族の労働負担を軽減するには，災害時の保育サービス

の継続性を担保する仕組みを構築するとともに，保育サ

ービスを補完するセーフティネットの仕組みが求められ

る． 
第二に，地域は子育て労働の担い手ではないものの，
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をつなぐネットワークとしての機能を担っていた．これ

らの地域の自治組織は，第 2 章で述べたようにもともと

は家族による子育てを支えていたものであるが，都市化

や核家族化によりその機能が薄れている．従って，これ

らの地域の自治組織を災害時の保育サービスのセーフテ

ィネットとして再び機能させることができると有効であ

る． 
第三に，町外のみなし仮設に入居した人が多数いたが，

真備町の幼稚園・小学校に籍を置いたままであり，それ

により通学・通園という子育て労働が増加していた．さ

らに，地域を離れたことにより，子どもの居場所・遊び

相手が確保できない，情報を得られないという課題もみ

られた．みなし仮設入居者への子育て支援の仕組みは整

備されておらず，この点は今後支援体制を構築する必要

がある． 
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とリスクが低い施設とが相互に連携し地域全体で保育事

業を継続させる仕組みが必要である．また，子どもの一

時預かりについては，被災後の早い段階から実施するこ

と，年齢差があっても利用しやすい仕組みとすること，

事前にそのような仕組みがあることを子育てをしている

人に周知しておく必要がある． 
第二に，災害が発生すると，被災地の保育当時者は安

否確認や復旧作業に追われ，託児に関わる人材不足が想

定される．そのため，保育の資格を持つ有資格者を登録
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ティネットとして機能させるような取り組みが望まれる．
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体とした防災対策推進の仕組みとして「地区防災計画」

制度が導入されている．地区防災制度に災害時の子育て

支援の機能を位置付けていくという取り組みは有効であ

ろう． 
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   In this paper， we propose “kata” (Japanese reading of “form of essence”) of facilitation of community， based 
disaster management activities，  based on a literature survey and an interview survey with experts involved in 
developing disaster prevention plans in several local communities. In particular， first， based on reports on domestic 
efforts and research about solution of local problems， we propose “kata” to promote disaster prevention activities of 
local communities. Next， we describe a semi-structured interview survey with the experts. Finally， based on the 
survey results， we confirm that “kata” proposed in this paper can explain their actual facilitation process. 
 
Keywords: Regional disaster prevention，Interview survey，Facilitation，OODA loop，Form of essence 

 
 
１．はじめに 
 

2014年に創設された「地区防災計画制度」が象徴する

ように，地域コミュニティの防災活動（以下「地域防災」

とする）を促進することは，我が国の防災対策において

重要な課題の一つである．そのため，内閣府は，地区防

災計画の促進のために，地域コミュニティに向けた「地

区防災計画ガイドライン」1)と，地方公共団体の職員に

向けた「地区防災計画の素案作成支援ガイド」2)を作成

し公開するなど，計画作成のための手引きを充実させよ

うとしている．また，同年に「地区防災計画学会」が設

立され，地区防災計画の作成に関する活動事例の蓄積と

共有を促進している．かつては地域の防災活動が地域住

民の任意の活動としてしか位置づけられなかったことを

考えると，この制度が地域の防災活動をメジャーなもの

にした功績は大きいといえる． 
他方で，「地区防災計画ガイドライン」には，地区防

災計画の位置づけや，計画として定めておくべき内容に

関する記載はあるものの，どのように計画を作成してい

けば良いのかに関する知見が，必ずしも具体化されてい

るとは言い難い．また，本ガイドラインが推奨している

計画の作成過程においては，行政職員や大学教員など，

防災に関する専門的な知識や経験を有する行政関係者や

学識経験者などの専門家の関与の必要性に加え，単なる

専門的な知識の提供のみならず，これらの知識を活かす

ことができるように，専門家が関与したワークショップ

などの防災活動の重要性も至る所に強調されている．従

って，地域コミュニティの防災活動は，こうした防災の

専門家の発想や知見，ノウハウに負っている部分が大き

いといえる． 
このことから，地域コミュニティの防災活動の場に防

災の専門家が派遣され活動を支援する，すなわちファシ

リテーションを行うケースが増えつつある．しかし，防

災活動の主体となる自主防災組織や町内会などの様々な

地域コミュニティは，全国に数多く存在3)4)しているため，

それぞれが取り組む活動のファシリテーションを担える

ほどの専門家が育成されているとは言い難い．また，こ

れらの専門家は，必ずしもファシリテーションの専門家

ともいえない状況であるため，ファシリテーションに関

する共通の方法論や理解を持ち合わせているとは限らな

い．もちろん，多くの現場経験や互いの情報交換を通じ

て，ある程度の共通した理解は存在すると思われるが，

地域防災のファシリテーションを担う人材を育成し広く

普及させるためには，現在の専門家が有する知見を体系

化しつつ，ファシリテーションの基本パターン（ここで

は武道や日本の伝統技術に習い，技術と方法論を身に着

ける教育の方法論5)として「形」（かた）と呼ぶ）を構

築することが必要不可欠である． 
上記の問題意識に基づき，本稿では，地域の防災活動

に関連する文献調査と専門家へのインタビュー調査に基

づき，地域コミュニティの防災活動におけるファシリテ

ーターの活動方法の概念として，地域防災ファシリテー

ションの形（以下「形」という）を提案する．なお，本

稿は以下の通りに構成する．まず，2章では，地域課題の
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