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フランスの子育て支援 の発展と現状
―一 日本の子育て支援を考える上での考察――
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I.̀よ じめに
日本の子育て支援施設 は、5000か 所 を越 え、公営 または公的助成 を受 け た公 共施設 と
して、乳幼児 と親 には欠かせ ない存在 になって い る。子 育 て支援政策は ヨーロ ッパ諸国 で
も家族政策の重要 H呆 題 になって きてお り、国の置かれた状況 の違 い にかかわ らず、 自治体
に子育て支援施 設 の設置が増 えてい る。 この共通性 は偶然 ではな く、幼 い子 どもをもつ親
たちが、国を越 えて、同 じ社会状況 のなかに置かれ ているか らであろ う。子 どもと家 に開
じこ もってい る親 の孤独、子育て技術の継承の断絶、拡大家族か らの手助けのない核家族
状況、近隣地域 との 関 わ りの希薄化、溢れる子育て情報、子育ての責任 を親個人に負 わせ
る風潮、子 どもの学業成績が親 の教育投 資 と相関する教育状況等、親、特 に母親 に大 きな
ス トレス を与 えて い る条件 は先進 工 業 国に共通である (星 他、2011)。 これは、現代社会
の社会構造 の変化 の土 台 の上 に、最近の新 自由主義 の政治経済の世 界的な影響 によって強
まっている諸条件 で ある。
本稿 は、この よ うな外 国の例 の一つ として、 フランスの子育て支援 を取 り上 げる。
日本 の子育て支援政策が少子 化対策 として始 まったのは 1994年 で あ った。その頃、少
子化対策の見本 として しば しば引 き合 い に出されたのが、 フランスの 出生率の高 さであっ
た。その後 2000年 頃か ら、 日本の子育て支援施設の数は世 界 で も類 を見 ない ほ ど増加 し
たが、少子化は相変わ らずである。一方 フランスの 出生率 は依然高 いが、子 育 て支援施設
の歴 史 は古 く、近年そ の重要性の認識が高 ま り、施設数は増加 して い る。
この よ うに一面 は対極 にあ リー面 は共通 して い る 日本 とフランス を比較す ることで、国
内だけを見ていて はわか らない 日本の子育て支援の特徴や問題点 を、 久 りだす ことがで き
る と考 える。
本稿 は、 まず フランスの子育て支援の発展の歴史を概 観 し、人に現状 として 3つ の 自治
体 の子育 て支援 を紹介す る。 さらに、 タイプの違 う 2つ の子育て支援 の形態 を分析す る。
その上で、 フランス と比較 しつつ 、 日本の子育て支援事 業 の特徴 と問題 につい て考察す る。
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I.フ

ランスの子育て支援制度 の概要

1.Lieu d'accueil enfants parentsの 用語 の発祥 と法的な位 置 づ け。
子育 て支 援 の 施設 は、 フラ ンスで は、「 親子 の 受 け入 れの場 J(lieu d'accuell enfants
parents。

以下 LAEPと 呼 ぶ)と い う名称 である。「受け入 れ」 (accuell)と い うことばは、

保育 を含めて親子支援の総称 として使 われて い る。保育所、家庭的保育 な ど種 々の形態 の
保育 を総称 して、accuellと い うことばが使 われるよ うにな ったのは、2000年 改正の保育
法令か らである。保育全般が accueil de la petite enfance(乳 幼児 の受 け入れ)と い う名
称 で呼 ばれるが、 この概念 に、親 も加わったのが、lieu d'accueil enfants parentsで ある。
子 どもが家族以外 の人に保育 して もらう場 か ら、親 も一緒 に過 ごす場 に コンセプ トが拡大
した形である。法的には LAEPの 国家法的な基盤 はな く、法的根拠 と しては、補助金の
助成元 の 家族手 当金庫 (CAF,Caissesざ Allocations Famliales)に 関 して 2002年 に定
め られた助成金 認可基準 の通達 に よる。 また設 置 と管理 の管轄 は 国 ではな く自治体 にあ
るので、 自治体 によって定義 も内容 もやや異 なる。2002年 の CAFの 認可基準 上の定義 に
よれば、LAEPと は、「 6歳 未満 の子 どもの社会化 に供す る空 間で、子 どもは ある時間、
受け入れ られるに適 した場所 に、子 どもの責任 を負 う大人 に付 き添 われて 自由に過 ごす。
つ ま り、LAEPは 家族 関係 に基 づい た乳幼児 の受入れサ ー ビス である」。 これは、 日本で
い えtゴ 「 つ どいの広場」 を指 し、電話相談や情報提供 の よ うな形 の支援 は含 まれない。 こ
の定義上 は、支援 の対象 は子 どもで あ り、大人は連れて くる人 であるが、実際は、LAEP
施設 の歴 史の初めか ら、親支援 と子 ども支援 の両方 の側面 をもって発展 して きてい る。

2

フランスの子育 て支援の歴史
フランスの LAEPは やや特殊 な経篤 で発展 して きた。民 間の精神分析学派 の専 門家 た

ちが創設 したのが最初

(こ

の 頃 は LAEPの 用語 はなかった)で 、そ の系列施設 の増加 が

初期 の発展 を支 えたか らである。精神分析 に依拠することは、社会的介入 の程度 の違 いは
、
あれ、基本的には個人の′
と
理的な支援 を軸 にす ることを意 味す る。そ して この支援方去が
その後 の発展 の基本 モ デル となった。 またそれを理論的実践的に どう超 えて い くかが課題
ともなった。特徴 といえるのは リスク支援 の観点 で ある。個人的な リス クであれ貧困な ど
の社会的 リス クであれ、 親子 の リス ク支援が 目的 の一 つ で ある。社会 的な視′
点を もった

LAEPの 場合 は設置 される地域が重要 で、社会経済的文化的な問題の多 い地域 で 開設 され
る傾向がある。
第一期 :IRAECと メゾン・ ヴェル ト

2つ の学派 の精神分析家たちが 1970年 代 に別 々の施設 を立 ち上 げた。 まず 1976年 にラ
カ ン派 の 精 神 分析 協 会 が パ リの労 働 者 地 区 に作 った 親 子 ク ラブ IRAEC(Institut de
Recherche AppliquOe pour I'Enfant et le Couple)が 最初 である。 これは子育て支援のみ
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な らず貧困地域の人 々の生活支援 と治療的支援 を目的 とした。治療的支援 は、親 の話 を聴
き支 える こと、お よび家庭 の問題 を睡眠 ・食 ・夜尿等 の 身体症状 として表現す る子 どもの
身体 のことばを聴 くことが予防と治療になるとい う考えを基本 とした。 (Sheu et Fr五 ol12010、
IRAEC,2007)。

健 セ ン ター

そのため、親 と子 の悩みを「聴 く」精神分析 の専 門家 を置 く。 また母子保

(PMI)の 待合室 での 親子支援等 ア ウ トリー チの 活動 も行 う。財 政 的 には、

1981年 に DASES(DirectiOn de l'action sociale,de l'enfance et de la santO、

福祉 。児童・

保健局)か らの助成金、FAS(Fondntion Action Sociale,移 民 と家族 のための社会的アク
シ ョン基金)か ら移 民家庭支援 の社会活動 に対す る助成金 を得 ている (Scheu et Fr所 oll,
2010)。

IRAECは 現在 も同 じ場所 で週 4日

の午後 3時 間、親子 の遊 び場 を開設 してお り、決 し

て広 くはない空間に、ひ しめ くように利用者が訪れ てい る。あま り混む と早 くか ら来て い
る人は退出す るのが暗黙 のルールである。専 門家が 2人 、床 に座 って親か らの相談 を受け
て い る。 もう一室は 38歳 児 のためのア トリエ 活動 の部屋 で、創造活動 の 中で子 どもは 自
己 を表現す る。基 本的に匿名性 と守秘義務が原則 で、相談 の一 回性 を重視 し継続相談 はな
い。 また専門機関の受診が適切 な場合 も、親 に情 報 を与 えるが、親 を飛 び越 えて他機関に
繋 げ ることはない。それが 匿名性 の原則 である。ただ し、実際の話では、親へ の長期 にわ
たる支援 の事例があるので、現実には困難 さの大 きい人に継続 した支援 を行 うことも稀 で
はない よ うである。必 要な長期的支援 をす ることは実際には匿名性の原則 と矛盾 してはい
ないよ うであった。
久い で 1979年 に、パ リの中流階層の地域 に、精神分析家 の フランソワーズ ・ ドル トの
精神分析 と育児 を結びつ けた メゾ ン・ ヴェル ト (Maison verte)が 誕生 した。 当時 ドル ト
はラジオで育児相談番組 を担当 してお り、若 い母親たちは ドル トのラジ オを聴 いて子 育 て
を した と言われるほ どの人気番組 だった。 メゾン・ ヴェル トは 2つ の 目的をもった。 一つ
は親子 の悩みに精榊分析学的な支援 をす る こと、特 に生後数 ケ月か らの子 どもの声 を「聴
くJこ とと、孤立 して い る親 の悩 み を聴 くことで ある。 もう一つは、 8歳 で幼児学校 (エ
コー ル ・マ テルネル)に 入 る前段階 として、親 と同 じ空間にい なが ら他 児 との交流 に慣 れ
る場、す なわち社会化の機会 の提供 で ある。 メゾン・ ヴェル トは中流住宅街の一 角にあ っ
ヽ
て、職員が外 に出る社会 活動 はな く、親 たちの訴 え も個人の′
と
理的な悩み として扱 う。 メ
ゾン・ ヴェル トは、公的な助成金 も得 て、 1980年 代、同様 の施設 を 30ヶ 所以上 開設 した。
フランスの子育て支援の原型 として、メゾン・ ヴェル ト・モ デルの影響力 は強 く、それ以
降作 られた施設 は、多かれ少なかれ メゾ ン・ ヴェル ト的な考 えが根底 にあった といえる。
また、ここでのい くつ かの原則や利用上の規則 は、後述す る公 的助成金 のための CAF(家
族手当金庫 )の 認可基準 となった (Neyrand,2010)。
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第 二 期 :社 会福祉的な支援
1990年 代 に、FAS等 移民 の社会福社 を担当す る部署が、低所得者地域での LAEPの 創
設 に対する助成金 を出 して LAEPの 増加 を促進 した。特 に姑 象 としたのは孤立 してい る移
ヽ
民層 の母親で、社会福祉職の職員 を中′
に、生 活上の問題や文化的な障壁 に支援 を拡げた。
と
メゾン・ ヴェル トの方法 を踏襲 しなが らも、親の出身文化へ の帰属感 とアイデ ンティティ
を支 える活動、識字学習 など親の生活や就労に関わる支援活動、子 どものための文化的な
活動 も同時に行 われるようにな った。新 しい方向に開かれた ことで、これ らはメゾ ン・ヴェ
ル トをもじって、 しば しばメゾ ン・ウー ヴェル ト

(開

けた家、Maison ouverte)と 呼 ばれた。

これ らは地方 自治体 の公共施設 と して設 置 され、FAS等 か らの 資金援 助 を受 けた。

CAFの 助成金が LAEPに 正 式 に出る よ うにな った 1996年 が この期 の大 きな転換点であ
る。全国的に、公 共施設 と しての認定制度がで きたのである。CAFの 認定基準が以下の
よ う に 定 め ら れ、2002年 に は 通 達 (La lettre circulaire de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales(CNAF)n° 2002‑015 du 17 jan宙 er 2002 relat市 e a la prestation
de service attribuOe aux lieux d'accueil enfants parents)の 形 で法制化 された。 これは

メゾ ン・ ヴェル ト 。モ デルを踏 まえなが らも、治 療 的な 目的 を排す ることで社会 的な 目
的を明確 に して い る。

*利 用対象 は、 6歳 未満 の子 どもで、子 どもに責任 をもつ 同伴者が い ること。

*大 人の 自由な参加

(い つ 来 て も退出 して もよい)。

匿名性 お よび守秘 の尊重。

*治 療的な 目的をもたないこと。

*2人 の職員がい ること。職員 は聴 くことについての養成 を受 け、専 門家 のス ーパー
バ イズ を定期的に受 ける こと。

*経 営、財政、場所が明確である こと。
*助 成のための条件 として、利用する子 どもの数お よび 同伴者 との関係、受け入れ職
員 の数 ・資格 ・地位、サ ービス の頻度 と時間につい て評価 を行 うこと。
第 二期 :親 支援 と施設の拡が り

2000年 の通達 (Circulaire DIF/DAS/DIV/DPM relative atlx rOsea■ lx d'Ocoute)に よっ
て、「 親 を 支 え 寄 り添 い 聴 く ネ ッ ト ヮ ー ク」 (Les ROseaux d'Ecoute,d'Appui et

d'Accompagnement aux Parentso REAAPと 略記 )が 作 られた。 学童、思春期 の生 徒、
若年成人 まで、少年犯罪、暴力、学校 の落ち こばれ、学級崩 壊、 と子 どもの問題 は山積 み
で ある。親 自身 も迷 い 自信 を無 くしている。 この通達は、子 どもの年齢 に関わ らず、親 で
ある ことが一 層困難 になっている社会 のなかで、親である ことを支 える必要性の要望 に添
うものであ ったが、一方で親へ の コ ン トロー ルの強化 を強める もので もあった (Neyralid,
2011)。

REAAPの 挙 げる 目的 は、 問題 の あるな しに関 わ らずす べ ての親 を支 える こと、

多様 な観点か ら支援 ネ ッ トヮー クを作 ること、幼 い子 と親 には LAEPを 、思春期 の子 と
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親 には仲介の場の設置 を促進す ることである。具体的なアクシ ョンと しては、親同士の出
会 い と交流 の場 の 開設、専 門家 による相談窓国の設置、親同士の話 し合 い グルー プの支援、
移民 の親 の生 活支援があ る。以上の よ うに、親 に向けた支援の面か ら、LAEPは 強化 され
ることとなった。

2000年 頃か ら、学校で も保育所 で も「parentalitO」

(親

としての力 )と い うことばが頻

繁 に言われるようにな り、それまで親 とは一線 を画 してい た施設が親 の参加 を推進す るよ
うにな った。悩みを話す、話 し合 う、子 どもと遊ぶ ことで、親 自身が親 としての役割 を自
覚 して い くよ うな場 として、 自治体 は LAEPの 設置 を促進 した。LAEPは 親支援 の狽!面
を強めて きた。
Ⅲ.現 状

1.「 親子 の受入れの場」の現状 の概要
フランスの保育施設 は、近年、種 々の保育形態 の場 を同 じ施設 に集めた形 (P61e Petite
Enfanceと 呼ばれる)に なって きているが、LAEPは しば しばその中に入 っている。 フル
タイムで子 どもが い る保育所 を除 い た空 間 は、同 じ場所 を曜 日 と時間を変 えて複数の施設
が分 け合 うこと も行 われ、例 えば週 2回 午後 は LAEP、 週 2日 午前 は家庭的保育貝拠点、
週 1日 はア トリエ 活動が開かれ る、 とい う具合 である。

CAF等 公的機関か ら助成金 を受けてい る LAEPは 2009年 に全 国で 931か 所 を数 えるが、
地域差が大 きい。20ヶ 所 以上の LAEPが ある県が 13県 、 7ケ 所以上 の県が全 国の半分 だ
が、 5ケ 所 に満 たない県 も 34県 ある (Barbosa&verite)。

この うち、720か 所 の施設 に

ついて、2010年 に聞 き取 り調査が行 われた (Scheu et Fraioli,2010)。 この結果 をもとに、
全国の LAEPの 概要 を述べ る。LAEPに は 自治体立 と民間法人立があるが、CAFや 自治
体 か ら助成金 を得 て公 的に認め られて い るので、民間立 も公立 と同 じ扱 いで ある。
設立年 :80年 代 までに設立 された 88か 所 は殆 どが メゾン・ ヴェル ト系 だが、90年 代 に

242か 所 と増加 し、2000年 以降にで きた施設 は 37%を 占める。
施設 の 目的 と基本的な規則 :上 記 の CAFの 基準 に沿 って共通 の原則がある。
・乳幼児 (6歳 未満、あ るい は 4歳 未満 )と その親 または同伴責任者が利用で きる。
・同伴 の大人 は常 に子 どもと同 じ空間にい る。
・登録 はな く、無料か非常 にわずかな利用料である。
・匿名性お よび守秘性 を尊重す る :子 どもの名前 と大人 との 関係 のみ 申告す る。 (但 し、
助成金評価 の必 要上、帳簿には住戸 の地域、子 どもの月齢、同伴者 の人数 も書 く)。
。出入 りは自由で ある。
。子 どもには一定 の規則や禁止事項がある。
・親子 の社会化 の場。相談、 うち とけた空気 のなかでの他 の大人や子 どもとの 出会 い と
交流があ る。
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開所 日数 と時間 :こ の調査 によると、 開設時間 は 78%が 週 2日 であ り、週 5日 開 い て
い る ところはわずか 10カ 所 (殆 どが メゾン・ ヴェル ト系 )で ある。時間は半 日で、全 日
開 いてい る所 はない。利用者は概ね 20分 以内の範囲の地域の住民 である。
助成金 と財政

iCAFか らの助成金の他 に、83%が 自治体か ら助成金 を得 てい る。その

他種 々の公的機 関や団体か らの助成金 を受けてい る。
利用料金 :75%が 無料、11%が 利用料 を徴収、残 りは利用者の 自由である。
支援職 :支 援職員 は「受け入れ職 Jと 呼 ばれる。全 体 の 79%の 施設では 2人 が 同時 に
い る。 多職種 の人たちでチ ーム を作 り、 ロー テー シ ョンを組 んでいるところが 多 い。職業
としては、保育職
遊び活動指導員

(330/0)、

(10°/o)、

臨床心理職あるい は精神分析職

(210/0)、

社会福祉職

(130/0)、

パ ラメデ ィカル職 (6%)、 その他お もちゃ図書館指導職等が 主

要 な職であ り、 この よ うな資格が要件 である。彼 らは別の施設 での常勤 の専 門職で、 カン
ファレンスの機会 に一同に会 す る。必 ず専 門家 のスーパーバ イズ を受けなけれ ばな らない。
ス ーパーバ イザ ー は精榊分析職、心理職、 自治体の保育 。福祉 関係 の コーデ イネー タ等 で
ある。

2.ロ ーヌ県の LAEPの 事例
具体的な施設 と運営 の状況について、資料、実際 の見学、観察、職員 との話 し合 い によっ
て得 られた情報 をもとに、LAEPの 特徴 を明 らかに したい。
フランス第二の都市 リ ヨン市 を中心 とする ロー ヌ県 の市町村 での子育て支援 は、 フラン
スの なかで も歴 史が古 くか つ常 に先進的である。 この地域 で LAEPが 最初 に設立 された
の は 1984年 、 メゾ ン・ ヴ ェル ト系 の 」
ardin COuvertで あ るが、その後 20年 の 発展 で、
すべ ての 自治体 に LAEPが 置かれ ている。 ここでは、 ロー ヌ県 リ ヨン市郊外 の 3つ の市
を例 に分析す る。表 1に 3市 の人口動態 を示す。

表

1 3市 の人口動態 (2009)

Vatdx en Velin市

e市

Oulins市

ローヌ県平均

40319

144751

25347

1708671

年間出生 数 (人 )

1013

2704

422

25976

14歳 以下 人 口 %

23.6

161

172

178

15‑29歳 人 口 %

22.8

27.5

213

219

単親世帯 %

20.4

177

179

143

15035

20264

21874

25404

19,9

136

95

106

人 口 (人 )

平均収入額 (ユ ーロ)
失業率 %
(INSEE,2011)
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(1)Vaulx‐ en Velin市 の事例

Vaulx en Velin市 は リヨン市 に隣接 した人口約 4万 人 (INSEE,2008)の 自治体である。

6歳 未満児 の数 は人 口の 117%で 、単親世帯が 28%を 占め る。移 民が大部分 の外 国籍者
ヽ
が人回の 220/Oと 周辺都市 の 中で 非常 に高 い。企業誘致 に よ り中小企業 を中′
と
に雇用が増
えて発展 した半面、人日の 450/Oが 社会経済階層 で貧困層 に入 る。低所得者用住宅

(HLM

団地)￨よ 全住戸の 22%と ロー ヌ県平均 の 3倍 に上 る。世帯 当た りの平均収入額 は 14037ユ ー
ロ (2006)で 、 ロー ヌ県平均額 の 580/0と 非常 に低 く、失業率 (20%)も 県平均 の 2倍 で
ある。女性 の失業率 は 23%と さらに高 い。 この よ うな状況 は、 貧困層 を対象 に した社会
福祉 アクシ ョンを必要 とする。LAEPも 市行政 の 中で家庭社会福祉重要政策 の一 つ として
位置づ け られて い る。
市 で最初 に LAEPが 作 られたのは 1989年 で、定員 15人 の刻ヽさい空間であ った。 目的は、
移民地域 で孤立 してい る親子 へ の予防的な アクシ ョンと子 どもの集団生活へ の準備 であっ
た。溢 れるほ どの盛 況 で、週 1回 を 2回 に したが、開始時間の 13時 半 には来所者が外 で
並 んで待 っている状況だ った とい う。 2番 目の LAEPは 、東部 の移民地 区で親子 の私立
の予 防的社会活動 を行 っていた福祉法人に よ り、低所得者集合住宅 の一 階 で 1997年 に開
設 された。 ここでは図書 の コー ナ ー を設けて移民の親 の識宇教育 も兼ね、本 にな じむ場や
ヽして職員 に心 を開い て話 せ る場 を作 った。男性職員 もお り、父親 の来所 もしだい
と
親が安 ′
に増 えて いった (Frnoli,2010)。

3番 目の施設 として、COcOn tt Soiが 設置 されたのは、他 の地域 か らやや隔離 され、イ
ンフラも十分ではない貧困地域 である。旧福祉 セ ンターの一 部屋 に親子のための場 を作 る
に当た り、社会福祉士、医師、母子保健 セ ンターの保健師、幼児学校 の教師、福祉 セ ンター
の家族相談員、家族計画 の助産師、家庭 的保育員拠点

(RAM)の 責任者、利用者が 2年

間検討 を重 ね、2000年 に、保 育所、 一 時 ・臨時保育所 (ア ル トガル ドリ)、

RAMの ある

多元的 な親子支援施設の中に開設 された。 この 間、地域住民 に支援機能についての理 解 を
得 る道程 は非常 に重要であつた とい う。LAEPの 受け入れ職 には上記の多様 な職種の専 門
職たちが ロー テー シ ョンを組んで携 わるよ うにな った。 この受 け入れ職 たちとは別に、臨
床心理士や精神分析家がス ーパーバ イザ ー として入 った

(Fraioli,2010)。

現在、市 の LAEPは この 3か 所 で、各 々の地域住民の特殊性 に応 じた対応 を行 っている。
共通点 を挙 げる と、 まず 目的は、子 どもに社会化 の練習 の場 を提供す ること、親 には、悩
み を聴 き、他 の親 たちと話 し合 い なが ら孤立感や問題 を軽減す る手助けをす ることである。
ヽ
子 どもには遊び、親 には′
と
地 よい時間を過 ごす ための出会 いの場 を提供 して い る。 いずれ
も子 どもの対象年齢 は 4歳 以下で、週 1日 の午後 (学 校休暇中 は閉鎖 )に 開設 されて い る。
事前登録 は不要 で、匿名性 を守 り、子 どもの名前 (姓 は記載 せ ず )と 大人 との続 き柄 だ け
を記す。
苦 い経験 もある。 ある LAEPで 、あるグル ー プの母親 たちが 毎 回そ の場 を独 占 し、宗
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教色 の強 い行動 を始めた。注意 して も一 向に改善 されず、民族的な姑立 の様相 も加 わった。
非宗教性 を大原則 とする フランスの公共の場 として、遂 に数週間その場 を閉鎖 し、事態の
鎮静化 を図 らざるを得 な くな った。 この よ うな ことか らも LAEPの 支援がデ リケ ー トな
事柄 で ある ことが窺われる。
Le Cocon A SOi》 の事伊」:LAEPの 一つ Le Cocon tt Soiで の実際 の活動 を見てみ よ う。
《

ここは多元的受入れ施設の中にあるが、幼児学校 と隣接 し近隣に福祉 セ ンター と図書館が
ある。地域住民の多 くは低所得層 のイス ラム系移民 で、近 隣 との 関係が薄 い母親が多 い。
この ような親が、外 に出て行 ってみ よう、行 けば話 を聴 いて もらえる、他 の親たち と友達
になれるとい う経験 をす ることが大事 であ り、 また同 じ国の親 と母語 で話 せ る機会 に もな
る。母子保健 セ ンター (PMI)の 健診時に この場 の存在 を知 った親が、時には保健 師に付
き添 われてや って くることもあるが、PMIか ら LAEPに 直接 ケ ース を引 き継 ぐことは な
い。 これは親の 自主性 を尊重す る故である。
Cocon a Soiに は 2つ の部屋がある。一つ は親が話 し合 える空間で、ソファが置かれ、コー

ヒーの コー ナー、
乳児用 コー ナー と玩具棚がある。 もう一つの部屋 はよ り大 きな空間で、車、
ごっこの家、滑 り台等 の大 きな遊具がある。庭 に開かれ外遊 びがで きる。廊下 との境 には
赤 い線が引かれ、車でそ こか ら出てはい けない規則があるが、 これはメゾ ン・ ヴェル トの
規則 をその まま適用 して い る。
来所者 は同時 に 12組 まで と人 数制限があるが、実際に制限す るほ どは来 ない。最 も多
い子 どもは 1歳 台 で、筆者 の見学 の 日の来所者 は 8組 で見学時は 4組 、子 どもは 1歳 台、
すべ てイス ラム系 の人 だった。 受け入れ職 は全 部 で 12人 。普段 別 々の職場 にい る社会福
祉士、保育者、余暇 セ ンターの指導員等が、 ロー テー シ ョンを組 んで、 2人 組で親子 を迎
える。彼 らは月に 1度 昼休みに集 まってカンファレンスを行 う。スーパ ー ビジ ョンは、コー
、
ディネー タの臨床 ′
し
理士が行 う。受け入れ職 は、親子 を観察 し、他の親たちとの交流 を媒
介 し、情報 を提供 して親子 に寄 り添 う。注意 して い ることは、親 に強 く勧めた りある方向
に誘導 しな いことで、あ くまで も主体 は親 にある ことが予防の場 としての 原則 だ とい う。
職員 はその他 に PMIに 出張 し、健診 の待 ち時間にベ ビーマ ッサ ー ジや絵本等 の活動 を行 う。

(2)Villeurbanne市 の事例
同 じくリ ヨン市 に隣接 して い る Vllleurbanne市 は、面積 人口 ともに Vaulx en Vehn市
の 4倍 で、人口約 15万 人近 く (INSEE,2009)の 郊外住宅都市である。失業 率 は 13%と 国
平均並み で、外 国籍 の人口は 11%と Vaux̲en Velin市 の半分 の割合 で ある。 この 10年 で
若年所帝人口が急増 したため、子 育て支援 は欠かせ ない住民サ ー ビスで ある。市行政のな
かで乳幼児 とその親 の支援 は非常 に重要 な地位 を占めてお り、気育士、乳幼児教育士、小
児看護師、心理士等 の専 門チ ー ム による多様 で独創的な活動が活発 に行 われて い る。逗 1可
が市 を地理的に三分 して い るため他地域 と交流が少 ない地域がある。LAEPは 、低所得者
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層 のいる地域 とこのやや 隔離 された地域 に置かれてい る。
市 の LAEPの 共通 の 目的は、 6歳 未満 の子 どもとその親

(同

伴者 )に 、遊 び場 や親 た

ちの交流 の場、他者 とともにリラックスで きる場 と時間 を保障す ること、親 の悩み を聴 き
困難 を乗 り越 えるのを支援す ることである。匿名性お よび秘密 の保持 は第一の基本原則で
ある。市内の 4カ 所 の LAEPの うち、3ケ 所 は週 1日 ‑2日 で半 日開設 して い る。他 の 1ケ
所 は週 5日 開いてお り、 これは全国で も珍 しい。
Villeurball■ ュ
e市 の親子支援 の特徴 の一つ は、既成 の施設 で

LAEPと 同様あるい は類似 し

た親子支援 を行 っていることである。下の表 2の よ うに、活動 の特化 されたさまざまな場
所 での親子支援 がある。地域 で利用で きるあち こちの施設 に LAEPと 同 じよ うな場があ
ることは、親子が気軽 に外 に出やす く、かつ行政 にとっては少 ない予算 でで きる方法である。
表 2:VilЮ urbanne市 の親子支援施設・ 活動

開設 日、姑象児年齢

場所

種類

親 子 の 遊 び、交流 、
相 談施 設

LAEP
LAEP
LAEP
LAEP

l:遊 び、 ア トリエ 、交流相 談
2:遊 び、 交流
3:遊 び、 交流
4:遊 び、 交流

週 5日 、半 日。 6歳 未満

過 2日 、半日。6歳 未満
週 1日 、半 日。 6歳 未満

週 1日 、半日。6歳 未満

本、 玩 具、 文 化 活

アル トガル ドリ :本 、読み聴 かせ、交流

週 1日 、夕方。

動 の施 設

図書館 :本 、読み聴かせ、語 り、劇

週 2日 、半日。 6歳 未満

玩具図書館 :遊 び、交流

週5日

親子のためのア トリエ :本 、遊び他、テーマ

週 1日 、半 日。

戸外 、運動

運動遊 び空 間

身体運動発達遅滞の6歳 未満児

母子分離準備

幼児学校へ の移行準備 クラス

親 支援

保育、乳幼児活動 の情報提供 の場

(全

日十半日

)。

6歳 未満

週 5日 、 全 日。

親子 の交流 と親 の省察、親 の相談 の場

月2日 、半日。小児精神科
医の相談。4歳 まで。予約制

母子保健 セ ンター待合室
《Espace」 osephine Baker》
市 の低家賃 団地

の事例

:LAEPの 一つで ある Espace

Johsephine Bakerは 、

(HLM)の 商店街 の一 角 にある。職 貝 による と、住民 の多 くはアフリカ

系 とアラブ系移民 で、ある程度民族 の コ ミュニ テ イがで きてい るとはい え、近隣 との 関 わ
りのない母親 も多 い。LAEPは 、家か ら親子 を引 っ張 り出す、互 い に交流 しあ う、悩み を
聴 く、子 どもによい遊 び環境 を提供す る、遊び活動 を促す等 を目的 として作 られた。親 の
識宇教育あるいはフ ラ ンス語教育 の場 で もある。市の社会福祉 活動 の一葉 として 2001年
に開設 されたので 10年 になる。
毎 日開設 されて い ることと、常勤職員 2名 (男 性

1、

女性

1)が 常時 い ることが大 きな
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特徴 である。 このことは、職員 と利用者 の継続的な関係が作 り出される ことを意 味 して い
る。 これは特定の受け入れ職 と利用者 の 関係 の継続性 を排除するメゾン・ ヴェル ト・モ デ
ル とは非常 に異 なってい る。職員 によると、利用者 の殆 どが この場所 を囲 む団地か ら来る
ので、様子が分か つているとい うことであ った。匿名性 は第一の基本原則 だが、個人 のプ
ライバ シーが守 られれば、狭 い地域のなかで実際には継続性 にもとづ く信頼関係が作 られ、
それが支援 を有効 に して い るとい うことで あ った。 2つ の部屋 の うち、大 きな部屋 の後 ろ
半分 には棚 に玩具や絵本が置かれて い る。親子 はそこか ら玩具 を出 して、前半分の フリー
スペースで遊 ぶ。 ソファがあ り、職員は子 どもの遊びを見 なが ら親 と話 した り、子 どもと
遊んだ りす る。 もう一つの部屋 では、テ ーマ のあるア トリエ プ ログラムを提供 し、小学生
も含めた子 どもたちや親子 に絵画、造形、絵本 の読み聴かせ等 の活動、親 には講習等 を行 っ
ている。ただ し、 日本のプ ログラム活動 の よ うに親 の要望 に添 う とい うものでは な く、文
化的な活動 に触れる機会 のない家庭 の親子へ の支援 で ある。 ここで は、母親 の生 活 の悩み
の相談や社会へ の適応支援 など、ソー シャルワー ク的な支援 に重点 を置 い てい る。

(3)Oullins tt Cabane Bambooの 事例
同 じくリヨン市 に隣接 す る Oullins市 は、人 口 2万 5000人 、年 間 の 出生 数が 422と 小
さい 自治体で、周辺 自治体のなかで もご く平均的な地域であるが、芸術文化活動 に力 を入
れてお り、音 楽、美術 、演劇等 プ ロ ア マ を問 わ ず地域 活動 が盛 んであ る。 市 が 関 わ る

LAEPは 一 カ所 で、他 に支援施設 も少 ないの で、上 H己 2つ の市 に比べ親子支援 は盛 ん とは
い たない⑤

LAEPの La cabane bambooが

ある Pδ le Pedte Enfanceの 建物は、保育所、RAMの 他、

市 の保育担当部署がある乳幼児 保育行政 の 中心 で、親 たちにはな じみのある場所 である。

LAEPは 週 1回 午前 中に開設 される。但 し専用 のスペースはな く、建物 の入 り国の ロビー
をこの時 間 だ け LAEPと して使 う。職員 は床 の カーペ ッ ト敷 きな どの場 のセ ッテ ィ ング
か ら始めて最 後 に元 に戻す。 ロビー なので他の用事 で来 た人、特 に保育所 に朝来 る親子が
この場所 を通 り抜 けてい く。登 園時 を過 ぎる と入 国の鍵がかかるので、呼 び鈴 が鳴る度 に

LAEPの 職員が鍵 を開けに行 くとい う、落ち着かない環境 である。ただ、 この ロビーの外
壁 一杯 の 窓ガラスは アー テ ィス トの作 品で美 しく彩色 され、ステ ン ドグラスの よ うに光が
差 し込んで、美的で心地 よい空 間である。隣室 に RAMが あるので家庭的保育 員 は利用す
る権利がな く、子 どもに同伴するのは必ず家族である。
職員チ ー ムは 10人 で、保育士、社会福祉士、遊 び活動指導員、保育士助手 な どか ら構
成 され、 ローテ ー シ ョンで同時に 2人 が勤務す るので、一人 当 た り4‑5週 間に一 度 にな
る。 2人 の組み合わせ はその都度異 なる。 スーパーバ イザ ー は臨床心理士である。
観察 を行 った 日の職員 は、一人が保育園長、 もう一 人は遊び活動 指導貝 であった。一 人
が入口に来所者 を迎 えに行 く。特 に初 回の来所者 には親 とゆっ くり話 し、子 どもの 目の高

288

フランスの子育て支援の発展 と現状一 日本の子育て支援 を考 える上での考察―

さにかがんで遊びに誘 う。 ロビー はカーペ ッ トとソファで、乳児用の空間、遊び空間、親
が語 り合 う空間、車等移動 で きる空間に仕切 る。車 を動かせ る空 間 との境界 には線が引か
れ、そ こを越 えない とい う規則 があるが、実際には線 を越 えるよ りも危険に気 をつ ける こ
とを注意 されてい た。 職員 の一 方 は空 間配置や子 どもの様子 など全体 に気 を配 り、 自分か
ら親 に話 しかける ことはあま りしない。 もう一 人の遊び活動指導員は、子 どもと遊び、親
と話 し、
親 と話 しなが ら他の親 を引 き込んで親同士 の 関 わ りを促す等、
熱心 に関 わ りをもっ
ていた。 次第に人数が増 えると、
歌 を教 え合 っ
親 も自分の子 と同年齢 の子 の親 と話 した り、
た りと、 リラックス してい た。最後 の人が帰 ると、職員 は片 づ けて ロビーの状態 に戻 した。
この 日の利用者 は全 部 で 14組 で、同時 には最大 7組 だった。子 どもの年齢 は生 後 間 もな
い赤 ちゃんか ら 2歳 児 までであった。 ここは、おそ らく低予算 で運 営 されて い る と思われ
、
るが、現場の職員 の努力 に負 う ところが大 きく、職員の心遣 いが親子 を′
と
地 よ くして い る
ようだった。 ソファに座 ったまま誰 とも話 さず動かなかった親が、 しば らくして まわ りの
親 と親 しく話 し、子 どもを一緒 に遊ばせて笑 っていたのは、職員の仲介の支援が大 きい と
思われた。

3.新 しい支援 と原則の間の進巡
以上のように、 3つ の市 の LAEPに は、2000年 に定め られた基準 にかな り忠実に従 っ
た目的、形態、運営 によって、共通′
点が多 くみ られた。ただ し、 メゾン・ ヴェル ト・スタ
イルのい くつかの原則、例えば職員の非継続性、子 どもに規則 を教えることなどは、実質
はあま りこだわ らないことも観察された。精神分析的な観点か ら福祉的な観点に発展 して
い くと、初期の原則が合わないことも起 こるであろうが、原則 を超える ことには慎重 であ
るようにも見受けられた。例えば、福祉的な支援では一期一会 よりも継続支援が明らかに
必要なケースがあるだろう。 しか し、匿名性は最 も守 るべ き大原則 である。住所はわか ら
ないので訪問はで きない。そ こで、結局、職員が地域にとけ こむことで家の界隈が分か り、
生活の様子がだいたい分か り、その人に適 した支援がで きる。 しか しLAEPの 場 を超え
た支援が必要になったときには、それ以上に踏み込めない。 この限界をどうするか、地域
の機関 との連携 と守秘性 の折 り合 い をどうつ けるかは課題 といえよう。

V.も う一つの親子の受け入れの場 :「 親子の受入れ空間」
リヨンとその周辺の親子の受け入れの場に関 して、Thollon― Behar(20H)は

LAEPで

はない、
「親子の受け入れ空間」(Espace d'acuell enfants parents,EAEP)に ついて紹介 し、
表 のように、LAEPと の比較 を行っている。EAEPは 、認可 も CAFか らの資金助成 も受
けていないので、公共施設 として公的に広報されていない。自主グループか ら、父母会連
合 のような団体、民間業者まで運営母体 はさまざまであ り、場所 も公共施設の一室、独立
家屋、旧小規模商店な ど自由である。支援 目的は LAEPと 重 なる部分 もあるが、大 きく
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異 なるのは、 リスク予防的あるい は社会福祉 的な観点が少 な く、親子の遊び、親の出会 い
と交流、子 どもの社会化 の場 で ある ことである。な ごやかな雰 囲気 を作 り、遊 びプ ログラ
ムを提供 した り、親が話 し合 った り共同で活動す るといった ことに重 点 を置 い ている。 ま
た近隣地域 との連携 も支援 の一 つ で ある。受け入れ職 も LAEPの よ うに専 門家である必
要 はな く、ボラ ンテ ィア、かつ て利用者だ った親等 も可能である。ただ し、一定のカテ ゴ
リの名称 として EAEPが あるわけではないの で 内容 も多様 で ある と思 われ、 自分 の とこ
ろは EAEPで ある と宣言す るわけではないので数は正確 にはわか らない。例 えば、先述 の、
親 のための相談 の場 REAAPか ら生 まれた「親のカ フェ」 に子 どもを含 めた場 所 (例 え
ば villeurbanneの 民間の Kid's cafe)の ような ところ もこれに該当す る。
表3

法的 な枠組 と規制

LAEPと EAEPの ナヒ較 (Tholion̲Behar,2011)

Lieu d'accueil enfalits parents

Espace d'accueil enfants parents

CNAF 2002年 1月 17日 の通達。

国 の規 制、認可 、契約等 はな い

LAEPの 認可事項
財政助成

LAEPに 対 す るサ ー ビス給伺 。認
可事 項が守 られて い るか、CAFの

公 的 な財 政支援 な し

認定 され る際 の計画 、契約 に よる
定義

社会 と近 親者 の 間の媒介、家庭 と

社 会 と近 親者 の 間 の媒 介 、家庭 と

教育機 関 の 間の媒介

教 育機 関 の 間 の媒介

親か責任者の大人同伴の 6歳 未満児。 大 人 ・親が 同伴す る 6歳 未満児。

共通 の 日標

匿名性

共 同体 や近 隣地域 での人的繋が り

多様 なアプ ローチ、精 神分析

を作 る場 。 (立 を防 ぐ
ttl去

*親 性 に寄 り添 って、親 と しての能力 を育 て る
*親 も子 も他 の家族 との社会化 を経験 す る
*親 が 自分 の子 どもと経験 を共 有す る
*子 どもは安心す る場 で分離 を試す こ とがで きる
*き ま りや制 限 を学 び、社 会生 活へ の準備 とす る

*社 会 的文化 的、 ものの見方、 年齢等 にお ける多様性 を一緒 に経験 す る
それぞれの 目標

親子関係 の発展 と困難 の克服のた

親 しい雰 囲気 の 中で以 下 を促す

めに寄 り添 う

*親 の集 団 と して主 導す るこ と

親子関係 の問題やその他 の困難 を

*子 どもの 能力 の促進

予防する

*近 隣の社 会 関係 を発展
*連 帯 の ネ ッ トヮー ク作 り

受け入れ職
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*2名 以上

*一 人で も可 :ボ ラ ンテ ィア、地

*専 門職 と しての職 能

域 の専 門職 、親 、祖 父母 、利用

*ボ ラ ンテ ィア も保健、福祉 、教

者 で もよい
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育 の養成

*定 期 的 スーバ ーバ イズが必要
*受 け入れ職チ ーム は声 を聴 く
*遊 びプ ロ グラ ムは ない

V.フ

*基 本 的 な常識 、規貝1を 守 る
*担 当者 、責任者 は、その場 を動
かす、遊 びプログラム も可

*実 践 の分析 をす るの は可

ランスとの比較か らみる、 日本の子育て支援施設につい ての考察

、
とす るフラ ンスの子育 て支援 と日本 の子育て支援 との
と
次に、 3つ の市 の親子支援 を中′
比較か ら、 日本の特徴 について考察す る。
制度や支援職 の違いはあ って も、子育て支援施設の現場、 と りわけ親 の行動 には 日仏の
共通点が多 々ある。 どちらも、親 は リラ ックスする、子 どもや他 の子 と遊ぶ、子 ども同士
の遊 びを仲介す る、親同士で語 り合 う、教 え合 う等 をす る。大雑把 にい えば、親が つ どい
の広場 に求める ことは 日仏で共通 して い る。 これを踏 まえた上で、両国の異 なる点か ら、
日本の特徴 と思われることを 7点 挙 げる。

1.基 本 モデル
新 しい制度が で きて発展す る うえで、何か のモデルを引 きず ってい くのは 自然 の成 り行
きだろうが、 フランスではメゾン・ヴェル トがその基本 モ デル としての明確 な位置 を得 た。
フランスに比べ ると、 日本の子育て支援施設はその ようなモ デ ルが見えに くい ものの、保
育所 モ デルに影響 されてい ると思われる。子 育 て支援事業が国の政 策 として始 まるまでの
「前史」が主 として休育所 にあ り、保育所 の地 域 開放、地域 の親 の相談 な どが以前か らな
されてい たこと、子 育 て支援事業 の 自治体 でのパ イロ ッ ト的な試みは主 として保育所 で行
われた こと、そ こでは保育士が支援職 を担 った ことがその理 由 として挙げ られる。 また、
初期 の子育て支援 セ ンター は主 として保育所 に設置 された。空間設定、プ ロ グラム活動の
導入、な ど、保育士 の実践が隠れ たカリキ ュ ラム として、子育て支援の基盤 になった と思
われる (上 垣内他、2012)。

2.定 義 と役割の不明確 さ
フランスの LAEPは 上記 の よ うに、定義、 目的、利用 の仕方、支援職 の条件が CAFの
助成金 の認可基準 として明確 に定め られてい る。 したが って、 3つ の事例 に見 られた よ う
に、かな り具体的に共通 の形 をとって い る。 これに比べ て、 日本で保育所保育指針 な どの
記載 はかな り抽象的である。 日本の子育て支援施設 の概念 は、設置者 にとって も利用者 に
とって も、それだけ 自由度が高 い ともい える し、曖味だ とも言 える (星 他、2010)。

どち

らが良 い とい うことでは ないが、 日本の場合 は、大枠 の定義 の上 に種 々の 目的 と概念 を持
つ施設 に広 く浅 く助成金が下 りてい る ことを自覚的に捉 えるべ きであろう し、曖味な定義
に基 づ けば、質の玉石混交 を生むことも認識すべ きである。
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3.支 援職の専門性の曖味 さ
フランスに比べ て最 も大 きな違 い は、支援職 の概念 にあると思われる。 フラ ンスの受 け
入れ職 は、現職 の専 門職 (保 育職、福祉職、児童指導員な ど)で ある ことを要求 し、異種
職 の人たちがチ ーム を組 む。「受け入れ職」 のポス トその ものは殆 ど常勤 ではな く、各職
業 の仕事 の一部分 ではあるものの、仕事 自体 は専 門家 の仕事 として認識 されて い る。一 方、
日本の子育て支援 セ ンターは、支援職 の うちの 1人 が保 育職、看護職、教育職 (幼 稚 園教
諭 )の 資布
各をもっていることとあるだけで、現職あるい は職歴が ある ことは求め られない。
「 ひろば」 の支援職 には資格 は必 要 ない。 これ と関連 して、 日本 の子育て支援事業 では、
暗黙 の うちに母親経験が重用 され、支援職は広 く子育て経験や生活経験での知識 に基 づい
た仕事 と考 え られて い るよ うに思 われる。例 えば、保育士 で も子育 て経験者が支援職 に
なって い る場合が 多 い (星 他 ,2012)。

この ことが、 フランスに比 べ て、支援職 を非専 門職

とみな し、現実 には発揮 されてい る保育士や看護師の専 門性が過少評価 されて い るのでは
なかろうか。 これは、 日本の支援職が常勤並みの時間働 い て も立場 は非常勤扱 いで、給与
が安 く不安定な地位である こと、一言 でいえば、仕事 として確立 して い ないこと と繋が っ
ているので あろう (向 井他、2011)。

4

研修 とスーパーバ イズの少なさ
日本 の支援職が仕事 と して確 立 されてい ないこ とは、省察 と研修 の機会 の不足 にも表れ

てい る。 フランスでは、受け入れ職は定期的にカンファレンスや研修でスーパーバ イザ ー
の指導 を受けなければな らない。 スーバーバ イザ ー は、 多 くは精神分析家や心理職だが、
自治体 の コーデ イネー ト職 の場合 もある。 日本では、星他 (2012)に よれば、 自治体 は一
般的な知識 を学ぶ研修の機会 は作 って も

(そ

れ も不足で、研修 に自費で参加す る支援職 も

い るが )、 個 々の仕事 につい てス ーパーバ イザ ーの下 に検討す る機会 には予算 をつ けて い
ない。社会福祉汝人内で 自前 の費用 で行 っているところがあるのが現状 で ある。

5

リスク支援の方 法
両国 の違 い は、支援職 の支援 の方法 にも表れていた。 フランスでは、LAEPは 治療機関

ではないが 、個人の問題 へ の支援お よび社 会予防的な支援 の場 とみなされている。個 々の
親 の問題 は基本的には専 門家 との 1対 1の 話 し合 いのなかで扱 われるべ きことで ある。 一
方、日本 の子育 て支援施設で も同様 に子 どもの 問題、
親 の不安、
悩みを扱 うのであるが、
個々
の支援職 のや り方 に任せ られてい る。Hoshi― Watanabe(2011)に よれば、他 の親 と繋 げる、
親同士 の話 し合 い を組織す るとい う よ うに、人 と人 を関係 づ ける場の コーデ イネー トある
い はファシリテー トの役割が顕者 で あ り、親 の悩み を聴 くこと、他者 と共有 で きるように
組織化する こと等 の専 門的知識や技能に射す る専 門的な訓練が不十分である。
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6.文 化 としてのプログラム型活動
日仏 の大 きな違 いの一つ は、例 えば親子体操や講義の よ うな プ ロ グラム型活動の有無で
ある。 フランスの LAEPで はプ ロ グラム活動 はない。その理 由は、親子が いつ で も自由
に来て、 自由に過 ご し、好 きな時に帰 る場 とい う LAEPの 定義にある。すなわち、LAEP
は利用者がそ こで主体的に自分 の過 ご し方 を構成す る場 なので、職員が来所者集 団 を動か
す プ ロ グ ラム活動 は LAEPの 基本 的定義 に反す る。 あ る とす れば、Villeurbanne市 の

LAEPの ア トリエ活動 の ように、別 の部屋 で、希望する親子 だ けに、識字訓練や文化的環
境 を提供す るといった生 活支援 の一環 である。 日本の子育て支援の場 も、親子が 自由に来
て 自由に過 ごす場 だが、「 自由」 を掘 り下 げる と意味が異 なる。 日本 の 実践 の現場 では、
おそ らく無 自覚的に、集団活動 を求めることが支援職 に も利用者 に もあるのではない か。
支援者狽]は 、個 々の利用者 の「 自由」 と集団 プ ロ グラムが矛盾す る とは思 ってい ない し、
建前 では参加 自由 と言 い なが ら実際は集 団の牽引力 で全 員が 自分 の主体性 を脇 に置 い て集
団に参加す ることを不思議 とは思わない。 プ ロ グラム型の活動 を企画す ると人が 集 まる、
としば しば 日本の支援職か ら聞 くが、利用者側 も指示 された通 りに集団行動するプ ログラ
ム に満足するのは、 日本 の文化 に特徴的な現象なのか もしれない。

7.リ スク支援 と遊び場提供の境界の曖味 さ
フランスの EAEPは 、 日本の「ひろば」型の施設に近 い形 と思われる。 このように考
えて比較すると、 日本 の支援制度は「支援 センター」 と「ひろば」に分かれていて も、実
態 は、
「支援 センター」 も、支援職の専門性の不足か ら、EAEPに 近 い施設 もあるのでは
ないか。 日本 ではひろばも公的で助成金 もついてい る。子育て支援 センターでの「つ どい
の広場」 とひろば型施設の「つ どいの広場」の違いは曖味である。親 の 自主活動グループ
が他の親子 も受け入れているような形 も子育 て支援になってい る。 ここ数年で「 センター
型」は増えず、「ひろば型Jが 非常に増えてい る現状 をみると、子育て支援 の概念が整理
されない まま、子育て支援の場が増えていると理解す ることもで きる。
Ⅵ.お わ りに
フランス との比較 を通 して得 られた 日本 の子育 て支援制度 の特徴 の うち、最大 の問題 は、
支援 の概念 の 明確化 と支援職 の専 門性 であろ う。施設数 も利用頻度 も多 い現状 の下で、単
に遊び場 にな っている、元気 な親子が集 ま り本当に支援 の必 要 な人が利用 しに くい、街や
公園か ら幼 い子 どもの姿 が見 えな くな った等、疑問 の声 もある。 これ らは、子 育 て支援 事
業 の範囲が、以上の よ うに、曖味 で ある ところが大 きい。数 も質 も多様 になった現在の段
階 で、子育 て支援事業 の定義 を明確化 し、それに従 って公的な支援の仕方 を再検討す る時
期 に来てい るのではない だろうか。
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