子育て支援 社会全体で
―子育てのしやすい神奈川

いです。

川 県 をぜひつくっていきた

的な地域ほど、隣人が誰か

ところが、最近では、都会

いったこともありました。

子どもを見ていてくれると

るところがたくさんありま

県にするという目標は、地

黒岩
す。育児をする親たちが孤

知らないというように、コ

が充実しているのは、大事
立してしまわないように、

域活性化とつながっている

なことだなとつくづく感じ

子育てそのものを地域や社

ミュニティー力が落ちてい

ます。子育てという視点か

会全体で支えていくという

とお考えですか。

ら見ても、昔は周りにお節

こと、具体的にはやはりコ

コミュニティーの力

介な人がいて、近所の人た

ミュニティーが活性化して

神奈川県知事

ちも広く関わっていまし

いることが重要だと思いま

黒岩 祐治

認定する「かながわ子育て
た。大家族の家も多く、お
す。



応援団」という制度もあり
じいちゃんおばあちゃんが

待機児童や児童虐待など、子どもや子育てへの支援が全国的な課題
となる中、神奈川県は独自の施策を幅広く展開している。自治体とし
て、そこにかける思いや今後の展望は―。黒岩祐治知事が、同じく子
ども支援に力を入れる全国共済神奈川県生活協同組合（全国共済）の
上関康樹理事長と語り合った。（文中敬称略）

多様な施策で総合支援
ます。こうした多様な取り

もからの電話相談を受ける

した。それ以外にも、子ど

印象があります。そのほか、病気の子 絵本で励ます

皆さんの価値観を大事にし

もありますね。それぞれの

思っていますが、難しい面

て止めることができればと

少子化の流れもなんとかし

いのは待機児童ゼロです。

ミュニティーの役割を果た

ように、かつては公園がコ

上関

と考えていますか。

どのようなことをやりたい

育て支援についてこれから

―全国共済では、地域の子

上関

すが。

削減に関するものがありま

で、プラスチック製レジ袋

―全国共済の取り組みの中

しょうか。

いくことが大事ではないで

し合って、流れをつくって

組みを通じて、県全体で総

―全国共済では、子育て支
チャイルドラインについて

していたのではないかと思

でレジ袋が取り上げられて

ピールするため、職員が自

た。保育士試験は年１回で
社会的影響力のある大企業
援でどのような取り組みを

も支援をしています。
また、 ながらも、子どもたちの存

い ま す。 今 は「 公 園 デ

いますが、セブンイレブン

―子育て支援における、神

したが、国家戦略特区の制
などの男性トップに女性活
行っているか教えてくださ

在がどれだけ人生に潤いを

ビ ュ ー」 に よ る コ ミ ュ ニ

がこの度採用した

合的に子育てを支援してい

度を活用して、県独自でも
躍推進の意識改革や行動変
い。
小児病棟への絵本寄贈は、

もたらしてくれるか、将来

ティーはありますが、大き

袋に協賛させていただきま

分の子どもも参加させて、

う１回追加で試験を実施し
革を図る「かながわ女性の
上関
私の入院中の体験から生ま

に向けて新しい希望を与え

くなってくると子どもたち

した。未来ある子どもたち

奈川県の最近の取り組みに

ました。この地域限定保育
活躍応援団」の取り組みや
元々生協が扱う非営利の共
れた取り組みです。病院内

てくれるかというポジティ

は公園で遊ばなくなってい

への環境保全対策も社会貢

地域の公園 活用したい

士試験は、合格すると３年
子育てそのものを支える仕
済 事 業 で す。 野 球 や サ ッ
を歩いていて見かけた本に

ブなメッセージを出しなが

ます。遊具も危険だという

献事業の一つと考えました。

こうとしています。

間は県内でしか資格が通用
組 み も 多 く あ り ま す。「 か
カーなど、子どもたちのス
古そうなものが多く、これ

ら、子どもを生み育ててい

ことになると、下手すれば

―最後に、一言ずつありま

みんなで歌って踊る動画も

しませんが、その後は全国
ながわ子育て応援パスポー
ポーツ支援に加え、小児病
では子どもたちが楽しめな

きたいと皆さんに思っても

危険な場所だということに

したらお願いいたします。

ついて教えてください。

ものです。すると翌年から、 ト」では、協力店舗に同パ

で通用する保育士になれる
スポートを提示すると、景
棟への絵本寄贈にも力を入

いのではないかと思い、始

らえるような雰囲気や環境

もなってしまっています。

黒岩

作りました。制作過程での

国も試験を年２回に増やし
品や割引といったサービス
れています。スポーツ支援

めました。病気と闘う子ど

づくりも必要だと思ってい

今後、公園を活性化するよ

のは、いのち輝く神奈川を

黒岩 待機児童ゼロを目指

ました。そこで県は、さら
を受けられます。また、「パ
では、児童福祉施設の子ど

もたちを、少しでも応援で

ます。一方で、子どもの虐

うな支援策は何かないかな

つくっていきたいというこ

ふれあいを通じて、イクボ

に地域限定で３回目の試験
パノミカタ」というウェブ
もたちが出場する野球やソ

きたらと思っています。

待などの悲惨な事件も撲滅

と考えています。

す中で、保育士不足の問題

を実施しています。これに
サイトでは、パパが育児に
フトボール大会への協賛で

―全国共済の取り組みにつ

していかねばと思います。

レジ
eco

子どもたちの声があまり響

みんな健康で、笑いがあふ

に「いのち輝く」ためには、

とです。人生１００歳時代

私が元々言っていた

うが、子育てをみんなで支

いていませんよね。公園を

昔に比べて、街中に

る「かながわ子ども・子育 「いじめは絶対にやめよう」 育て支援策での県の将来的

えているという態勢がない

スが庁内で浸透したような

よって、県内の保育士試験
参加するためのアドバイス
のサポートをしています

いて、知事はどのように感

黒岩
な構想などについてお聞か

がクローズアップされまし

の合格者数は大幅に増えて
などをまとめて紹介してい
が、挨拶の機会があれば、

それぞれ事情は違うでしょ

知事がおっしゃった

い ま す。 ま た 県 は、「 か な
ます。地域で子育て支援な

じられましたか。また、子

今、環境汚染の問題

がわイクボス宣言」を行い
子どもたちに向かって必ず
と呼びかけるようにしてい

我 々 全 国 共 済 は、

ました。「イクボス」とは、 どに貢献された方を表彰す
職員・社員の育児や介護へ
て支援大賞」という制度や

す。笑いというのは、人と

の参加に理解を示す上司と

く、子ども同士でわーっと

人がふれあうから起きるも

れることがとても大事で
が原因で、親が子どもと向

遊んでいる景色もあまりな

のです。そういった笑いが

見ても、子どもたちが少な
黒岩

き合う中で出口がなくなっ

いですよね。公園で子ども

あふれる１００歳時代。子

ことによる孤立感や疎外感

同様に苦しい立場にある子

べる活動をされているのは

ていって、虐待につながっ

たちが騒いでいると、うる

どもたちも、高齢者も一緒

せください。

どもたちの現状に関心を持

非常にすばらしいですね。

てしまうというのは本当に

さいと言って周りの人たち

になって笑っている、そし

ます。それを続ける中で、

つことができ、児童養護施

中には重い病気のお子さん

避けないといけません。そ

が騒音として苦情を出すと

子育てを応援する事業者を

設のお子さんが卒園すると

もいらっしゃる中で、少し

のために、県は電話だけで

い う 意 味 で す。 そ れ を ア

きのスキー教室の応援もさ

でも潤いや安らぎをもたら

てみんな元気で活力ある社

具体的に手をさしの

せていただいています。お

か、公園内では球技が禁止

上関

なく、実験的にＬＩＮＥを

スペースはあっても、子ど

は、本年度、社会的責任の

すために、絵本は非常に大

ケーション手段に合わせた

もたちが楽しく走り回れる

探求という方針を掲げてい

子さんに、１人ではないと

のですが、今までよりもは

場所ではなくなってしまい

ます。これまで育てていた

会をつくっていきたいと思

るかに多くの方が相談して

ます。みんなが関わり合っ

だいた神奈川県に、社会貢

されたりしています。そう

くれています。今後、こう

て、温かい社会をつくって

献を通じてなんとか恩返し

活用した相談窓口を設けま

いったものを本格的に稼働

いくことが一番大事ではな

をしたい。それには、やは

きな力があると思います。

させていきたいなと思って

いでしょうか。例えば、み

り一番は子どもたちからで

いうことを分かってもらい

います。また虐待があった

んなで公園をもっと活用し

はないかなということで、

います。

場合、警察と全件情報共有

ましょうとか、これぐらい

今後もさまざまな支援をし

なってしまうと、せっかく

することにも踏み切りまし

のことは我慢しましょうと

ていきたいと思っています。

企画・制作＝神奈川新聞社クロスメディア営業局

全国共済の本部で

た。虐待が起こってしまう

いったことを地域の中で話

ころです。虐待のない神奈

態勢づくりを前進させたと

て子どもたちを守っていく

前から、警察も一緒になっ

した。今の若者のコミュニ

全国共済理事長

私たちがこれから実現した

上関 康樹

たいという思いから始めま



