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子育て支援から考える

公共サービスのあり方

（ YWCA総幹事）山本知恵

（ 関西学院大学教授。 京都地方自治総合研究所理事）大谷 強

昨年、京大谷

都地方自治総合

研究所の公共サ

ービス研究会で

は 「公共サー、

ビス」に対する

住民と自治労組

合員のもっているイメージについて、アンケー

ト調査をしました。その結果、住民も自治労の

組合員も 「公共サービス」とは行政が直接提、

供するサービスとしてとらえていることがわか

りました。しかし行政サービスは、京都市バス

の運転手さんの多くに民間会社の人がいるよう

に、正規職員の他に嘱託、非正規、非常勤職員

がいます。また団体にも、外郭団体や指定管理

者、農協、生協、 、 、住民団体といNPO NGO

った人々が担っています。また、住んでいる自

治体によって公立病院があったり、民間病院と

協働していたり。老人ホームも、公立もあれば

社会福祉法人もあります。ヘルパーさんは行政

職員だけではなく、多くが民間事業者から提供

されています。

そこで今日は、京都 の山本知恵さんYWCA

にお越しいただき 「良質な公共サービス 「新、 」

しい公共サービス」とはどういうものなのかを

考えていきたいと思います。

山本さんは、 の総幹事として子育てYWCA

支援に関係した仕事をされているのと同時に、

子育て中でもありますから、ユーザーとしてど

のような経験をしてこられたかから、まず、お

話いただければと思います。

公共サービ スは

突っ こ みに く く ､満足はも う 一つ

私は、民間の国際的な女性たちの組織で山本

YWCA YWCAある で長らく働いてきました。

という組織を一言で言うと、いろいろなライフ

ステージにいる女性、子どもの、エンパワーメ

ントを支援する組織です。さまざまな立場の女

性の、それぞれのライフステージに適した生き

方を応援するという、大きなミッションを掲げ

て活動しています。

現在、京都の で子育て支援に当たるYWCA

活動に参加されるのは、0 歳～就学前の子ども

と、その子どもの保護者、子どもを取り巻く大

人たちです。保護者はお母さんだけではありま

せん。私たちがプログラムとして提供している

のは、親子で取り組むリズム遊びなどいくつか

ありますが、そこは子育てに関する情報交換の

場としています。またライブラリーをつくり、

絵本を通して子どもへの関わり方を考えていく

場も提供しています。子どもさんの発達に不安
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を覚えるお母さ

んたちには、談

話室で話をし、

受けとめる場も

提供しています。

これらのプログ

ラムは、子育て

支援をする機関であればどこでもやっているこ

とだと思いますが、 の場合は子育て支YWCA

援団体ではないので、それ以外にいろいろなテ

YWCAーマでプログラムを展開しています。

には、子育て支援だけを目的に来られるという

より、私たちが多くの人たちと共有していきた

い課題を、子育て中のお母さんたちとも共有し

ていこうというスタンスでやっています。今年

は「子どもと一緒に平和を考えませんか」とい

うテーマで開いています。

京都の で働き始めたのは 2007 年 4 月YWCA

YWCAからで、それ以前の 10 年近くを、大阪

でフルタイムで働いていました。娘はこの春、

小学生になりましたが、0 歳からの 6 年少しを、

大阪にある民間の保育園に預けていました。大

阪市の子育て支援に関する公共サービスは、当

時 「可もなく不可もない」というイメージで、

した 「突っこみにくく、満足はもう一つでき。

ない 。フルタイムで働く人にとって、公共サ」

ービスは少し足りない感じがあります。子ども

を産み育てる以前は、あまり公共サービスを自

分と関わりがあることとして考える機会がなか

ったのですが、子育てしだした途端、いきなり

どこに住んでいるのか、そこの公共サービスに

どんなものがあるかによって、得られるものが

変わることを経験しました。子育てという経験

をするなかで、地域とかコミュニティというも

のが私にとってどういうものなのか、よく考え

ることになりました。

行政が直接、提供しているサービスは大谷

「可もなく不可もない 「突っ込みにくく、満」、

足はもう一つできない」ということでしたが、

がやっている子育て支援と、行政の子YWCA

育て支援の違いはどういうところにありますか。

見えない ､サービ ス提供の基本理念

大阪でも子育て支援をやっていましたが、山本

京都では事業として、外国籍の人たちの支援活

動をしています。大阪ではあまり大きな事業で

はなかったのですが、 が国際的な女性YWCA

団体として、地域で支援を必要としている子育

てに関わる大人を支援していく時に、一つ抜い

てはいけないのが外国籍の保護者たちです。端

的に言えば、日本語が読めない、書けないこと

は大きなハンディになります。その部分を同じ

住民として 「こうしなさい」といわれる子育、

てではなく、一人ひとりの「私のやりたい子育

て、私らしい生き方」を実現していくサポート

を、 ではやりたいと心掛けています。YWCA

行政との違いは、私達にない広がり、規模の

大きさがあると思います。京都市では子育て支

援策として、ファミリーサポート制度がありま

す。そういうものは一民間団体ではやりきれな

い。実際、大阪 の同僚の何人かは、京YWCA

都市に住んでいてファミリーサポート制度をよ

く活用していました。毎日のように使うと決し

て安いものではないのですが、うまく使ってい

く方法があると思います。そういうマスの規模

でできる、行政ならではのサービスは、民間に

比べると安価です。私たち民間がやろうとして

も、そんな利用料金ではできません。そのあた

りは大きな違いだと思います。

しかし私たちは、少数だったとしても、そこ

にいる人たちのニーズに柔軟に応えていくこと

を大事にしています。私が預けていた保育園は、

とてもユニークな民間の保育園で、夜間保育も

実施されています。必要であれば 24 時間、365

日、保育サービスを提供していました。保育サ
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ービスの一番の受益者は子どもです。子どもに

対してどういう考え方をもってサービスが提供

されているかは、預ける親にとって大事な点で

す。それが行政の提供するサービスだと、よく

わからない。平均化された保育になります。

の場合は、お母さんたち自身が元気YWCA

になるよう、お母さんのエンパワーメントを考

えています。子育て中の親が、ともに育つ、エ

ンパワーメントしていく主体者としてとらえて

いるところが、行政と大きく違うのではないか

と考えています。

行政にも、児童相談や育児相談といった大谷

親の相談を受ける場がありますが、そういうと

ころには、皆さん、なかなか行かないのではな

いでしょうか。 はどうですか。住民とYWCA

行政とのつながりについて、もう少しお話いた

だければと思います。

受け手に寄り 添い､関係性を重視

大阪の では、外国籍の人たちへ山本 YWCA

の支援を、子育て支援を切り口として始めまし

た。大阪の は梅田にあって、専業主婦YWCA

のお母さんたちが多く来られています。専業主

義のイメージが私自身にないものですから、あ

る意味で理解しにくいお母さんたちでしたが、

いろいろなプログラムを通してお話をさせてい

ただくなど時間を共有するなかで、いろいろな

ことに気付きました。その方達は、地域に子育

てサークルがあったり、出産等を通して知りあ

った人などから聞いて、行政から受けられるサ

YWービスを知っていました。だけどもあえて

に来るのは 「地域でもうまくやっていきCA 、

たいんだけれども、そうじゃないつながりも求

めている」人たちがいることです。例えば、近

所で公園デビューがうまくいかなかったり、地

域の区民ホールなどでされている子育てサーク

ルにうまく馴染めない。また 「私が求めてい、

るものはこれじゃない」と違和感を覚えている

方。自分の納得のできるものを探している方が

多いことに気づきました。 のような民YWCA

間は、地域とは違う人々とのつながりを提供で

きることを、再認識した経験もあります。

私たちは、サービスそのものを提供すること

が本来の目的ではありません。そこに参加して

くださるお母さんたちと、どういう人間関係を

つくっていくか。そのお母さんたちが生き方を

模索されているところに、一緒に歩んでいける

か。同じ目線で、お母さんたちの立場を理解し

ていけるか、ということが大事なことだと考え

ています。プログラムは入り口であって、そこ

で出会ったお母さんたちとの関係を大事にして

います。

お母さんたちからは、行政にどういう対応を

されたか、相談に行かれていやな経験したこと

などいろいろなことを、プログラムの提供者と

受益者という関係ではなく、 の中のおYWCA

母さんグループという場の中で、話をします。

そこが違うと思います。お母さんたちの日常の

ニーズにどこまで迫れるかというのが、公共サ

ービスとの大きな違いではないかと思っていま

す。

大阪では、 被害者（ ,、DV domestic violence

同居関係にある配偶者や両親・兄弟・親戚などの家族

）の支援をしていまから受ける家庭内暴力のこと

した。そうした活動では 「 被害者のお母、 DV

さん、来てください」と言っても、もちろん多

くの方は来られない。同様に、役所の窓口や電

話相談等でも、なかなか自分から相談する方は

少ないと思います。出会ったお母さんたちと話

DVをしたり、一緒に後片付けをするなかで、

を発見して「ちょっと待って、それって だDV

よ」と警鐘を鳴らしたりできることが、私たち

の場合は可能だと思います。

何か問題を抱えていても、自覚できない人の

方が多いと思います。確かに、行政はいろいろ
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な相談窓口やサービスを、提供をしないよりは

していただいた方がいいんですが、そこに自分

から飛び込んでいける人は、まだまだ少ないの

ではないかと思っています。もっと違う形で行

政としてのアプローチ、相談を必要としている

方へのアプローチが、今後、必要ではないかと

感じています。

「柔軟性」という面は、公共サービスに大谷

は弱いのかもしれませんね。行政からすると、

相談を受けるのも専門性が重要だということに

なると思います。 では「関係性」が重YWCA

要視されていますが 「専門性」ということに、

ついてはどうですか。何か考えておられること

はありますか。

子どもの発達に不安を覚えるお母さんた山本

ちとコミュニケーションをとるなかで、専門性

は必要だと感じています。お母さんとは「相

談」という言葉は使いません。その方の、ステ

ップアップの段階で必要な専門性を発見した場

合、すべて私たちが応えていくわけにいきませ

んので、その人に必要な専門家につないでいき

ます。つなぎ役が私たちであろうと考えていま

す。それは外国籍の人たちの支援を始めた時も

そうで、何から何まで応えられないので、その

人が抱えている問題を一緒に解決していく立場

ではあるけれども、実際に処方箋を書くのは、

私たちではない。方法としては、被援助者では

、 、なく本人が考えていく 「私の次のステップは

私が考える」ことを大事にしています。必要な

専門性は、選択肢として提供しています。

としての がやっている子育大谷 NGO YWCA

て支援と、行政の専門家とが互いに手をとりあ

って一緒に解決していく 「協働」ということ。

になるのでしょうか。住民の方々は、ご自分で

解決策を見つけていく、それを支えることを

「支援」という言葉で表しているのだと思いま

す。行政はどうも「指導する」という側面が強

いですね。相談に来られた方は、自分のことを

十分にわかっているのに 「この問題にきちん、

と応えないといけない」という過剰な専門家意

識があるのではないかと思います。それでいい

のでしょうか。

そうですね。 に来られるお母さ山本 YWCA

んたちと話をしていると、傷つくような言葉を

行政の方から投げかけられてしまったり、また

どこのどういう専門の方とコンタクトをとられ

るかで、かなり変わってきます 「あなたはこ。

うなんだから、こうしなさい」と指示されると、

その人の問題解決力を奪ってしまうという危険

があります。

私たちは、話を聴くということにおいて、専

門性を磨いています。福祉の分野における対人

援助では、技術的なサービスよりも、その人と

どう接していくかということが重要です。その

人をどう受け止めていくかという時に 「アク、

ティブ・リスニング」つまり「傾聴」をします。

「あなたが今置かれている状況はなんですか」

という質問ではなく、その人が発する言葉を聴

く 「十四の心」で、全身で耳を傾けて聴く。、

そのことを求めている人の方が実際には多いと

思います。行政窓口や相談機関では、どうして

も「質問」してしまいがちなのではないかなと

思います。行政は効率性が求められ、次から次

へと数をこなさない状況では難しいのかもしれ

ないと、話を聞いていて感じることがあります。

サービ ス提供だけでは捕捉できない

住民ニ ーズ

アンケートの中で「公共サービス全体へ大谷

の満足度」という質問をしました。その結果

「満足していない 「あまり満足していない」」

という回答が多くなったのは、そのあたりのズ

レが出ているのではなのとらえ方は、悩んでい

る地域の住民と行政で、どうも違うのじゃない

かということですね。
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そうです。子育て支援では、医療補助や山本

保育園に入るサービスなど、行政にしかできな

いことも多いし、バラエティ豊富なサービスは、

無いより有る方がいい。しかしお母さんたちは、

そういうサービスが受けられればいいというこ

とではないということです。どんなにメニュー

が豊富でよいサービスがあっても、それだけで

は満足したことにならない。効率性は、単純に

投入するコストと成果とのバランスではなく、

受益者になるお母さん、お父さん、おばあさん、

おじいさん、子どもたちの満足度も含めて見た

方がいいと思います。それはサービスの豊富さ

だけではなく、私たちが特に重点をおいている

のは、そのお母さんが発言できる場所、参加で

きる場所、自分が関わっていける社会的な場で

あったり、人間関係です。それも民間と行政の

支援のあり方の違いかなと思います。もっと行

政の公共のサービスに、お母さんが参加してい

く仕組みを考えないといけないんじゃないかと

思います。全般的にニーズを把握することを、

もっと追求する必要があると思います。サービ

スとしてのメニューを提供するだけでは、なか

なか満足度は上がらないと思います。

豊富なサービスだけを住民は求めている大谷

YWCAわけではないということですね。京都

は、子育て支援を通して、今後、マイノリティ

の人々に対して提供される計画があるようです

が、その計画ではどういう項目を重視していか

れますか。

「 新し い公共」 は

NGOの独自性を尊重し た 「 協働」 で

女性に対する全般的な生き方支援につい山本

て、私たちがパイオニア的に実現していったも

のを、後から行政にとられるということがよく

ありました。 支援については、2 年間ほどDV

行政と「協働」ということで議論してきたんで

すが、私たちが始めたことを、もっと広範囲に、

大規模で安価に市民に提供されると、受益者が

広がるという意味ではいいんですが、私たちの

パイオニア的な役割を利用されただけ、という

感じがあります。 支援にしても、マイノリDV

ティの方への支援にしてもそうですが、私たち

には「自腹を切って頑張ってください」と言っ

ておいて、ある程度効果が認められたものは

「今後、行政がやっていきます」と、とられる

とまでは言いませんが、行政から無料で提供さ

れるのではないかという懸念をもっています。

一緒にやっていくときは、私たちの独自性が潰

されることなく、両者のいい面を「協働」して

やっていけるのかどうかが、常にどの分野の事

業展開を考える時にも懸念材料になっています。

「協働」ということでは、乱暴な言い方をす

れば「私たちがしっかりやってあげるから、ド

ンとお金頂戴よ」と感じる時があります。私た

ちがやるものは規模が小さくなるので、なかな

かタダではできない。民間では、かかるコスト

が小さくないんです。しかし、行政は「自分た

ちが動くと、もっと膨大な費用がかかる」と言

います。それでは、もっと安くできる私達を下

請けとして使うことになります。そうではなく、

本当に協力して働く「協働」の事業展開を、今

後は考えていかないといけないと思います。

市民一人ひとりのニーズは多様です。それに

すべからく、一つの団体が応えるのはむりだと

思っています。民間は民間で、それぞれ得意な

分野、専門性、独自性のある事業展開を考えて

いくべきで、全体としてのいい棲み分けが必要

です。市民が自分に必要なプログラム、サービ

スを選んでいける、多様な選択肢が広がってい

くことが必要です。私自身は のスタッフNGO

として働いていますが、分野を限定しないで、

一人ひとりの市民が市民社会をつくっていく、

その一人になっていくという意識が大事ではな

いかと、最近、思っています。今後の「新しい
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公共」を考えていくうえでは 「協働」という、

観点が必要だと感じています。子育て支援とい

う具体的な事業、サービスを考えていく時にも、

協働して考えていくというプロセスが、今、必

要ではないかと思います。

アンケートでは 「個人情報の保護につ大谷 、

いて、民間企業や 、 に任せる場合にNPO NGO

気をつけることは何だと思いますか」という質

問項目を設けました。研究会では、市民にとっ

て「個人情報の保護」が 「責任の明確化 「損、 」

害賠償の明確化」よりも関心が高いのではない

かと考えていましたが、回答結果は、自治体職

員はやはり第 1位でしたが、市民は 5番目でし

た。自治体職員が思うほどに、市民は「個人情

報の保護」が重要とは思っていないようですね。

個人情報保護法が施行されて以来、そん山本

なに大規模な件数のデータではありませんが、

私たちも個人情報を組織として持っていますの

で、その取り扱いに関して議論を重ねてきまし

た。行政サービスが民間に移行する場合、民間

でも問題になっていることなので、それが問題

になるとは感じていません。民間や行政に関係

なく、個人情報保護を意識した事業運営は、今

後、必要になってくると思います。一人ひとり

の支援者や関係性を持った人から聞いたことを、

どんなふうに取り扱うかということは、一つひ

とつケースを積み重ねながら考えているところ

です。

現在、 の被害を受けた外国人女性は、子DV

どもをつれて逃げるというケースが非常に多い

んです。お子さんの年齢によっても対応は違っ

てきます。赤ちゃんで保育園が必要なのか、学

校に行っている子どもなのか。子ども自身が暴

力を受けたのか。いろいろなケースがあります

が、私たちはそんなに社会資源を持っているわ

けではないので、行政機関と連携しながら、彼

女を支えます。京都市役所は、外国人支援と子

育て支援が縦割り型の部署になっていませんの

で、婦人相談所や児童相談所、母子寮の関係者

などへ、役所の窓口の方と一緒に彼女をつない

でいます。その時、彼女のプライバシーを、ど

んなふうにそれぞれの行政の方たちと共有して

いくかが問題で、援助する団体としてはその人

の不利益にならないようにしています。支援団

体の立場からすると、行政に対して「ここで出

したから、他の部署へは内部で回してよ」と言

いたくなるようなこともありますが、行政が彼

女の情報をどう扱うか警戒しながら、一つひと

つのケースを取り扱っています。

行政を市民にも ど し

市民と と も に新し い公共を

山本さんは大阪の東淀川区の民間保育所大谷

を利用されていたそうですね。大阪市は公立の

保育所が多いのですが、その保育所は公立より

高いのではないでしょうか。市民は安ければい

いと思っているわけではない。単なるアウトプ

ット対インプットというコストの問題だけでは

ないと、先にお話されましたが、そのあたりの

効率性の問題と、もう一つ、住民から見て、ユ

ーザーから見て、行政が提供する公共サービス

について 「こういうふうになってほしいよ、

ね 「もう少しこうなってくれたら満足するの」

に」というご提案をいただければと思います。

私が子どもを預けていた保育園は、以前山本

から夜間保育を実施していて、必要であれば

24 時間、365 日預けられるという、親のニーズ

に沿ってサービスを提供してくれていました。

社会福祉法人ですが、園の運営は月１回、役員

による保護者会で話し合いをして決めていまし

た。さまざまなプロセスに保護者を巻き込んで

サービスを提供していました。確かに、少し高

かったです。市立保育園に預けるよりも、毎月

1 万～ 1 万 5000 円は高かったと思います。私

は一人親家庭ですので、定時の 7 時を「8 時～
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9 時になります」と電話して延長してもらった

り、泊まりの出張がある時はお泊まり保育をし

ていただいたり、結構、助かりました。病後児

でも、専門の看護師兼保育士の方が常時いて、

多少の熱や調子が悪いくらいは、別室で預かっ

てもらえました。アトピーを持っていれば、日

常の投薬とか、個別の対応をきめ細かくしてく

ださる保育園でした。保育料は、病後など特別

の時にはプラスのサービス料金があったり、日

曜日、年末年始、夏休みは、また別途の特別料

金が設定されていました。お金がないときつい

ところでしたが、生活保護世帯とか、払えない

人からはもらわないという柔軟性もありました。

微妙に払える私が一番、損していると思った時

もあります。そのあたりの独自性を持ちながら

運営されていました。

夜間保育は、0 歳児から各年齢ごとに 1 クラ

。スありました。定時は午後 2時から午後 10 時

午後 2時より前の延長保育は午前中から。痒い

ところに手が届くメニューです。ただ、どんな

子どもでも預かるのではなく、お母さんの立場

を理解してくださる姿勢が、私たち預ける側に

とっての安心感につながったと思います。去年、

児童養護施設的な機能を持たせた保育園をつく

られました。対象は 0 歳児からで、1 週間、10

日、1 カ月泊まれるという形で、施設を充実さ

れました。いろいろなお母さんと出会うと、保

育以上にお母さんへのサポートが必要と感じま

す。最終的に暴力にさらされていく子どもを減

らすためにも 「必要であれば 3 日間でも 1 週、

間でも、子どもを見ているから、持ち直してよ。

気を取り直してよ」と、時間をお母さんにあげ

るためのサービスだと思います。

今後「公共サービス」に期待することでは、

私自身、行政にあまり期待したことがなかった

ので 「可もなく不可もなく」だったと思いま、

す。しかし、私の立場から言うと「私自身が、

次の新しい公共サービスを担っていかないとい

けない」と考える方が大事ではないかと思って

います。何かやってもらうことを期待するので

はなく「市民が必要とする公共サービスは、市

民がつくっていく」ことを大事にしたいと思っ

ています。これからの「新しい公共」は、違う

立場の市民全体が、参加と責任でつくっていく。

そういうものが、どんどん広がっていくのでは

ないかと思います。行政しかできない、行政が

やるべきサービスは、当然、残ると思います。

行政にはそこを一番期待します。格差社会、生

きていくことが大変な時代の中で、付加価値的

なものではなく、ギリギリのところで「ここは

行政が責任を持って、その人の命を保障してい

く、人権を守っていく」という公共サービスが

必要です。

どうもありがとうございました。公共サ大谷

ービスは住民の個別のニーズにきちんと対応し

ているか、きちんと向き合っているかどうか。

単なるサービスの提供ではなく 「関係性」が、

大切にされているかどうかが重要な点ですね。

「新しい公共」とは、ある意味では「新しい

社会づくり」です 「行政を市民の手に、市民。

とともに行政をつくり直していく」ことが、こ

れからの大きな課題ではないかと思います。そ

ういう意味で、ぜひそれぞれ適切な関わり方を

もって、新しい行政、新しい地域社会を、市民

とともにつくっていきたいですね。

（この文章は、2008 年 1 月 23 日に開催したシンポジ

ウムで話し合われたものを編集して収録しました ）。
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