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ハ～イ、そうね、ネコチン。 案内役もわたしにかわ
ります。 優チャンが働くママになってチョウ忙しいか
ら。 私もスタイリストになったので忙しさはまけない
けど、独身だからママを手伝ってあげるね。こうチャ
ンも新米弁護士で大変だろうけど、一人身だし
29 歳まで面倒見てもらったんだから手伝うんだよ。

きよこ
（母）
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静大教授
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人の娘のパパだからオレがおふくろを支えなきゃ
ね。 ～で、「新馬居家の食卓」 で最初にとりあげ
たい話題は、やっぱり 「子ども未来局」 が静岡
市にできることかな。

その理由は、ママになった優チャンや二人目がで
きた景チャンのことを考えるとわかるよ。 おいらも貴
チャンも優チャンも同じ幼稚園にいったけど、午前中
で終わって、お昼になると同じ園に通う子どもたち
と一緒に先生につれられて家の近くまで歩いて帰
ると、おふくろたちがまっていてくれたよな。 たまに
親父の場合もあったけど。 ママになった優チャンはどうだ。
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2 ふぁーい、わかっているよ。 兄貴の聖チャンも二

そうよ。 お正月にママが、ようやく市長がいうことを
聞いてくれたって喜んでいたから。 でも、何がよく
なるの。 去年ママになった優チャンや二人目がう
まれた聖チャンと景チャンも、ママのがんばりを
ほめてたけどね。 光チャン、わかる？

保育園をさがしていたね。 ママとちがって仕事をし
ているから。景チャンも看護師で二人目だからもっ
と悩んでいたね。 保育園は夕方まで子どもを預
かってくれるけど、幼稚園は午前中で終わるか
ら。ママは働く女性のみかたというわけね。あれ？
ママは高校の先生だったよね。 なんで私がうま
れたときは家にいたんだろう。

4 まかせなさい。 おふくろが去年の 12 月 4 日に市議
会本会議でおこなった質問への市長の答弁だから、静
岡市議会ホームページをみるとわかすはずだから ・ ・
あった、あった。 ちょっとかたいけど紹介するよ。

10 おふくろのことはあとで親父に聞くとして、問題をわかりや
すくするために、保育園と幼稚園の違いを整理しておくね。

保育園と幼稚園の違い

子ども未来局は、国の縦割り行政を打破し、現地現場主義に根
ざした基礎自治体として、国に先駆け、複数の部署で所管して
いる子ども・子育てに関する施策を一元化することを目的に設
置するものである。/ 子ども未来局を設置することにより、子ど
もをキーワードにした施策を集約し、窓口を一本化することで、
幼児期における保育と学校教育の連携、保育の量的拡大・確保、
地域の子ども・子育て支援の充実など、さまざまな課題に総合
的に対処することができるようになる。

ウ ~ ～、むずかしい。 優チャンは保育園と幼稚園
が一つになることっていってたけど、そうじゃないの ?

6 まちがってないよ。 「子ども ・ 子育てに関する施
策を一元化する」 ってとこだな。「子ども未来局は、
国の縦割り行政を打破し」 ってあるように、保育園
は厚生労働省、幼稚園は文部科学省という縦系
列の仕組みをやめて、子どものことは一つにする
ということかな。
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お～わかりやすい ・ ・ ・ でも、「保育に欠ける」
はおかしいよね。 これって女が働くのはよくないっ
て時代の仕組みだもん。 そうか、だからママは教
師をやめたんだ。 あれ！思い出した。 このことは
「馬居家の食卓４」 で話したね。 聖一兄さん
が看護師の景チャンと結婚するときに、仕事に誇
りをもっているから続けてほしいって。

12 そうそう、優チャンが結婚するときも同じだな。
7

なんとなくいいことかなとは思うけど、なんでそ
んなことが必要なの。

それでも二人とも子どもができるとわかってからが
大変だったな。 保育園があいていなくて。
なんとかみつかったようだけど。
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馬居家の食卓を囲んだ４人の子どもたちも、
それぞれ自分の食卓をもつようになりまし
た。レインが旅立って少しさびしかったけど、
馬居家は 11 人になって楽しさが増えました。
だから「新」なのかな〜、たかチャン！

そうね。 私たちのように、自分は幼稚園だけど、自
分の子どもは保育園にっていう友だちは多いよね。
保育園がないから子どもが産めないって先輩もい
るしね。 保育園に入れるのを待っている待機児童
が問題になるわけね。

14 幼稚園は子どもが減って、やめる園も少なくないの
にな ・ ・ ・ 。

15

貴子

20 要するに、幼稚園でも保育園でも、三歳児以上

は文科省がきめた基準で教育しなければならない
ということ？でもそれって大変じゃん。 保育園には小
さい子どももいるんだし。 子どものころ貴子が邪
魔して宿題できなかったから。 それに保育士さ
んは一日中子どもの世話をしているから、お母さ
んやお父さんと先生の役割を二つとも要求されることになるね。
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へ～、そうなんだ。 それなら保育園にかわればい
いのに。あ、そうか、だから役所を一つにするんだ。
そうするとみんな保育園になるって考えればいいの
かな、光ちゃん。 でも、ちょっと気になることが
あるんだけど。 景チャンが３歳になった千晴の教
育で悩んでいたから。

16 おー、するどい。 問題は中身なんだ。 もともと保
育園と幼稚園は目的が違うから、一つになるというこ
とは、保育園と幼稚園のよいところが一緒になる、と
いうことでないといけないんだ。 そろそろ親父にバ
トンタッチしたほうがいいかな。

17 ふたりともよく考えたね。 いま日本の社会に

生まれてくる子どもにとって、最も大事な問題に気
が付いたようだからね。 これが議員としてお母さ
んが子ども未来局設置を要望した理由なんだよ。

18 どういうこと？

光二

19 ヒントは光二がいって

いるように、保育園と幼稚

園のよいところを考えることだ。 まず保育園は
〇歳児から小学校入学前の子どもたちが一日過
ごす保育施設だから、家庭と同じような設備や人
の条件を整えなければならないね。 その基準を
決めるのが厚生労働省というわけだ。
幼稚園は三歳児以上の子どもが小学校に入る前
に学ぶ教育施設だけど、三歳以上の子どもが通うと
いう点では保育園と同じだ。 だから、保育園でも小学校 に 入 る
前の準備教育は必要になるね。 その基準は幼稚園と
同じ文部科学省がきめた幼稚園要領なんだ。

なによ。 わるかったわね。 でも、わかった。 保
育園も大変だけど、幼稚園を保育園にするというの
はもっと大変ね。 幼稚園の先生に保育士さんの役
割もしなさいってことなんだ。 設備も家庭にいる
のと同じように整えなればならないわけだ。 こも
簡単じゃないね。 それに、保育園をふやせばいいっ
てことでもないこともわかった。 簡単にいえば、保育園のなかに
幼稚園が入っているような新しい仕組みが必要ってことなのね。

22 そうか、保育の基準は厚労省と交渉して、幼児教

育の基準は文科省と交渉して、先生と保育士さんの
数を増やしてお金もとってくるには、両方と交渉できる
人と仕組みが必要なわけだ。
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二人ともよく理解したね。 国の担当が二つに
分かれていても、市民と直接かかわるのは市役
所の人たちだね。 これから生まれてくる子どもに
必要なのは、貴子が気が付いたように、保育園
のなかに幼稚園があるような園なら、静岡市がそ
れを創る先頭にたってほしいね。 県と同じように国
と交渉できる政令市なんだから。 そのためには、光二がいうよう
に国の二つの省と堂々と交渉できる人と仕組みが必要だ。
そのとき大事なのは、親が仕事をしているかどうかを入園の条
件にしないことだよ。 いろんな年齢の子どもが互いに育ち教え合
う場が最も必要なことを忘れないでほしいね。 それが、お母さ
んが母親代表としての市会議員として長い期間要求してきたこと
であり、ようやく昨年 （２０１２年） １１月の本会議で市長が設置を
約束した 「子ども未来局」 ということだね。
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ありがとう。 難しい説明はお父さんのブログにま
かせますね。 私は４月からスタートする子ども未
来局が、貴チャンや光チャンが理解してくれたよ
うな仕事ができるように、しっかり支えていきます
ね。 応援してね。

