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F―GENSの 全体シンポジウムヘの託児サー ビスの導入は、今年度 (2007年度)が初め

てであ り、それが本 WG発 足の直接のきっかけとなった。ただ し、F―GENSの イベ ン トに

おける託児は、それまで全 く検討 されていなかったわけではない。 また、小規模 (サ ブプ

ロジェク ト単位 )においては、幾つか試み られてもきた (図 1、 表 1参照 )。

しか し、プ ロジェク トごとに研究分野や手法が大きく異なるため、相互の密 なや りとり

が困難であつた こと、(託児〉自体が優先度の高い議題ではなかったことな どか ら、こ うし

た試みや収集 された情報が、F― GENS全 体で共有 され活用 され るには至 らなかつた。そこ

で、本稿では、これ らの

試みを紹介 し、そこか ら

得 られた知見に基づいた

提言をま とめておきたい。

なぜなら、そ うすること

で F―GENSでの経験が、

今後展開 され るさまざま

な研究プログラムに向け

た建設的なインプッ トと

な り得 ると考えるからで

ある。

図 1で示 したように、実施に至った託児サービス関連の試みは 3つ一―A3サブプロジ

ェク ト主催の若手支援ワークショップにおける託児設置の試み、F―GENSシンポジウムに

おける託児サー ビス、そ して、C3サブプロジェク トの合宿 (国 立女性教育会館)でのベ

ビーシッター依頼である。これ ら3つ の託児支援の形態の、大まかな特徴については、表

1にまとめているので、そちらを参照 されたい。以下では、時系列に沿つて、これ らの事
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表 1:実施された託児サービス

イベン ト

主体

イベン トの

種類 (規模)

実施

曜日
託児の種類

子ども
の人数

経費

(利用者負担額)

サブ

プロジェク ト

A3

国 際 シ ン ポ ジ

ウム (参加者 :

50名 弱 )

土 。日

託児サー ビスを

実施 で きず 、施設

リス トを配布

不 明

結果的 には ¥0(リ ス

トの 施 設 を利 用 した

場 合 約 ¥5,000～
18,000)

F― GENS 全体
シンポジウム

土 託児サー ビス 6名 約¥100,000(¥0)

サブ

プ ロジェク ト

C3

合宿 (参加者

10名 以下 )

日 '

月 (祝 )

ベ ビーシッターに

よる一時保育
3名 約 ¥30,000(¥0)
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例を紹介する。

A3サププロジェクトにおける託児設置の試み

F―GENSにおいて、初めて本格的に託児サービスの検討が行なわれたのは、2006年度
に A3サブプロジェク トが主催 した、若手支援ワークショップ “BeyOnd the Differencc:

Repositioning Gender and Development in Asian and Paciic Context" (「 差異を越

えて一―アジア・太平洋の文脈からのジェンダーと開発の再定位一―」)においてであった。
この企画を担当なさった リサーチ・アシスタン ト (RA)の 平野恵子 さんと、同じく RAの
中村雪子さんにうかがったところ、このワークショップにおいては子 どもをもつ発表者が

何名 もいたことから、託児サービスヘのニーズが比較的高かったため、平野さんが託児サ
ー ビス導入の担当者 とな り、具体的に企画を進めていた。そして、いずみナーサ リーを借
りて保育士を外部依託する形で託児を実施 しようと、複数の託児サービス提供会社から見

積もりをとって交渉し、託児を必要 とする発表者 ともその方向で連絡をとっていた。

しかし、どのように見積もつても保育料に最低でも 6万 円かかる上、いずみナーサ リー

の使用料 として 3万 円が別途必要となるため 1、 少なくとも 10万 円近 くかかってしま うこ

とが判明した。 これは、サブプロジェク ト単位で開催する比較的大きな国際イベン トにお
いて、相当な負担である。結局、検討を重ねた結果、A3サ ブプロジェク ト側は、いずみナ
ーサ リーの施設費用のみをカバー し、保育料は託児利用者に負担 してもらう、とい う方針

を採 らざるをえなかった。その結果、シンポジウムが実施される土日の 2日 分で、子 ども
1人 あた り約 1万 6千円を利用者側が支払 う形で、子 ども5名 以上分の託児希望があれば、
託児サービスの実施が可能、とい うきび しい条件 となった。これは、当然託児利用者にと
つて大きな負担である一―各個人がベ ビーシッターを雇つたほうがよほど安い。結局、当

初は子連れでの参加を検討 していた発表者たちも、利用希望を出ししぶ らざるを得なくな

り、最終的にそれでも託児を必要 として希望 したのはわずか 1、 2名 であった。託児設置
に必要な人数に達 しなかったため、この案は却下することとなり、替わ りに、お茶の水女

子大学近隣の一時保育預か り施設のリス ト配布2に とどまることとなった (費 用は約 5,000
円～18,000円 /1日 )。 託児希望者のなかには、シンポジウムが始まる前に、わざわざ他

県の実家に子 どもを預けてこなければならないものもいたとい う。平野 さんは、F―GENS
における託児の前例を作るためにも出来るだけの努力をしたが、断念せ ざるを得なかった

と語つてくれた。

F―GENSシンポジウムにおける託児サービス導入

すでに幾度 も述べているとお り、2007年度の F―GENSシ ンポジウムが、F―GENSと し

て初の託児サー ビス付 きのイベ ン トとなつた。それ までの F―GENSシ ンポジウムは、土 自

2日 間の開催で、事業推進者の先生がたか ら出席が推奨 されていたものの、子 どもがい る

学生や研究者 に とって出席は現実的ではなかった。そ うした経験が、2007年度前半期 に

l後
日、戒能先生にうかがったところによると、F‐GENSはお茶の水女子大学内の組織なので、いずみナーサリーは

無料で使用できるはずであることがわかった。事実、F‐GINSシンポジウムで託児サービスが実施された際には、い
ずみナーサリーの使用料はかかつていない。
2戒

能先生および wGメ ンバー (鳥山純子)から聞いたところでは、Alサブプロジェクトがこれより以前に、託児
施設のリスト作成 。配布を実施しているとのことであった。ただし、本稿では、実際に託児を導入しようとした試み
に焦点を当てているため、この件については詳細を調べていない。
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開催 された リフレクションミーティング (若手研究者へのヒアリング会議)で率直に語 ら

れたことを、戒能民江先生 (F―GENS拠点 リーダー)を はじめとする事業推進者の先生が

たが重く受け止めてくださり、事務局会議での可決を経て、2007年度の F―GENSシ ンポ

ジウムにおける保育予算 として 20万 円が確保された。

その後、託児導入に向けた情報収集、事務手続きが、戒能先生と F―GENS事務局の蝶谷

綾子さんによって進められた。そ して、いずみナーサ リー施設長の冨永典子先生のご助言

を得て、いずみナーサ リーとの打ち合わせや託児サービスの委託先 (ポ ピンズ)と の事前

確認などを経て、以下の体勢が整えられた。

いずみナーサ リーの使用条件 として、主催者の責任のもとでいずみナーサ リーの施設を

使用することを保証するため、託児中は、委託会社の保育士のみでなく、必ず大学関係

者が監督者 として同席することが求められた。これに対応するため、子育て経験のある

教務補佐 2名 と F―GENS事務局の蝶谷 さんの計 3名 がシフ トを組んで、監督者 として

常駐することとした。

(な お、F―GENSは学内の研究プログラムなので、いずみナーサ リーの使用は無料。)

委託先のポピンズからは、3名 (子 どもが 5名 以下の場合)～4名 (子供が 6名 の場合 )

の保育士が派遣されることとなった。

当日の発熱等によるキャンセルヘの対応は、事務局の蝶谷さんが担当することとなった。

昼食については、利用者に事前に問い合わせ、親 と共にとることとなった。その際、シ

ンポジウムのプログラムに合わせて昼休みに入れるように、おやつなどの調整がなされ

ることとなった。

子 どものおむつ、着替え、食器・スプーン等、粉 ミルク・哺乳瓶、タオル、弁当などは、

託児利用者が各自用意することに、子 どもの飲みもの、おやつ、消耗品 (テ ィッシュ、

お しりふき、ビニール袋など)は 、事務局で準備、おもちゃや本はいずみナーサ リーの

ものを使用 してもよく、委託会社でもクレヨンや折 り紙などを準備 してくれることとな

った。

こうして、2007年 10月 20日 (土)の第 4回 F―GENSシ ンポジウム 「ポリティクス

の分水嶺」において、いずみナーサ リーでの託児 9:00頃 ～18:00頃 とい う長時間の、

しか し大変質の高い託児サービスが実現 した。利用 したのは、いずれも F―GENS関係者で、

学生、若手研究者、教員の子ども計 6名 であつた。経費に関しては、保育料 (保 険料込み )

が 10万 円弱だつたので、確保 していた予算のおよそ半額で済んだが、これは、初めての

託児の試みであつたためか利用希望にいささか勢いがなかつたこと、今回のシンポジウム

が土曜 日のみの開催であつたため、日曜 日開催のイベン トほどには保育ニーズが高くなか

つたことなどが影響 していると考えられる。

以上が、F―GENSシ ンポジウムにおける託児導入の経緯であるが、戒能先生にうかがっ

たところ3、 今 日では学界一般 として託児の必要性に対する認識が高まつてきてはいるもの

の、特に大学を会場 としたイベン トの場合、託児に適 した場所の確保が非常に困難であり、

実施をあきらめざるを得ないことが往々にしてあるようだ。加えて、経費がかかること、

32007年
12月 12日 に、戒能先生の研究室へ wGメ ンバー2名 (三村恭子、小川真理子)が うかがい、ヒアリングを

行なった。
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今回の事例にみられるとお り、担当者に相当な事務的負担がかかることも、実施を困難に

している要素にあげられる。逆にいえば、今回の託児サー ビスが実現 したのは、学会託児

において重要なさまざまな要素がそろつていたからであるといえる。すなわち、

いずみナーサリーという、理想的な託児環境が学内にあり、週末の利用が可能である。

託児を要望する声が事業推進者に直接届くシステムが、F―GENSの機構に備わつていた。

委託業者や保険など、託児サービス導入にあたつて必要な情報を、いずみナーサリーや

冨永先生から得ることができたため、ゼロから情報収集をしなければならない場合に比

べて、託児サービス導入の道筋が見えやすかつた。

・ 託児中は、監督者がいずみナーサ リー内に在中することが求められたが、育児経験のあ

る教務補佐にその役割を依頼することができた。

こう考えると、託児サービス実施の事例を記録 し、次回の実施の参考資料 として提示する

ことの重要性が改めて認識 される。

一方で、実際に託児サービスが導入 されたことでみえてきた問題点もある。その最も顕

著なものが、週末中いずみナーサ リーに近い南門が封鎖 されることであろう。いずみナー

サ リーには、道路に面 した外側からしか入ることができないことになつているが、週末に

は正門しか開いていないため、イベン ト会場からナーサ リーヘのアクセスが悪い。現在は

セキュリティ上、託児者や関係者のみ南門の出入 りをする、といった融通が利かないが、

この点をどうにか解決 していくことができれば、ますます週末のイベン ト託児が しやすい

環境が整 うことになるだろう。

託児サ ー ビス利用 者か らの感想

さて、今回の託児サービス設置のフォローアップとして、本 WGで利用者からの感想を

集めたので、以下に紹介 したい。

6歳児、母 :委託した託児業者の方は非常に水準が高 <、 お互いに異年齢の集団保育にもかか

わらずすぐに刷‖染むことができました。外遊び、お絵かき、工作、おやつ、どれも楽しみまし

た。

この子の誕生を機に研究会、シンポジウム学会と名の付<ものはほとんど出られな<な り、

今回託児の機会を設けていただいて、 1日 フルに参加した

のは実に7年ぶり。ス展に勉強した、充電した、刺激を受

けた !とすがすがしい気分です。各方面から改善点を出し

ていただいて、持続可能な託児を目指していただきたいと

思います。それは持続可能な育児、持続可能な研究につな

がります。

いずみナーサリーは広くて清潔、異年齢も過ごしやすく、

公園も近い、とても安心できる空FB3で した。
託児の様子

4歳児、母 :初めての場所、初めての保育者だつたのに、

しつかりお昼寝までして。託児環境がよかつたからでしょう。臨機応変にお昼寝布団を準備し

ていただきました。

36



F―GENS関連イベントにおける託児の試みと今後へ向けた提言

0歳児、母 :離乳食は腹を満たすほどではなく、ほ乳瓶になれておらず、人見矢8り あり、初め

ての場所では昼寝ができないという微妙な月齢でしたが、根気よ<抱 つこしていただき、スト

レスなく過ごしたようです。こちらのタイムテープルにあわせて授享Lをさせていただきました。

2歳児、母 :ア ットホームな空間で、子どもも楽しんだよう

です。監督者 1名、外部スタッフ 2名 くらいだつたと悪いま

すが、様々な年齢の子どもがいながらも、目を行き届かせて

<ださつたので、安心して預けることができました。また機

会があったらお願いしたいと思います。

2歳児、父 (教員):お陰さまで、妻にもシンポジウムの報

告をゆつくり聞いてもらうことができました。間際の申し込

みにもかかわらず、親切に対応して<ださった事務局と関係者の方長に、心から感謝していま

す。ジェンダーCOEの研究会では、今後も、託児サービスが原則となることが望ましいと悪い

ます。

4歳児、母 :朝は、比較的早い時間にばたばたっと預けたので、少しの間、顔をしかめて様子

をうかがっていたようですが、昼食のときに顔を出してみたら、保育士の先生がたやほかのお

友だちとにこにこしており、安心しました。お迎えの8寺 も、夕方暗<な ってからでしたので、

長時間の保育に飽き疲れているだろうと心配しましたが、まだまだ元気に走り回っており、目

がさらきらしていました。親子ともに、よい経験をさせていただきました。

0歳児、母 :普段から保育園に通つていることもあり、比較的早<慣れて、一日楽しく過ごし

たように見受けられました。自分のペースでおままごとを遊んだり、同じ0歳児の赤ちゃんと

視線を交わしていた様子を保育士さんからご報告いただきました。保育士の先生がたをはじめ、

その場にいてくださった関係者のみなさまに、かわいがられていたことがよ<伝わってきまし

た。きめ細かな保育をしてくださつたこと、きれいなナーサリーの環境でゆったりと過ごさせ

て<ださったことを心から感謝します。

C3サププロジェクトにおけるベピーシッター依頼

C3サブプロジェク トでは、2008年 1月 13日 (日 )の午後から 14日 (月 )の昼まで、

埼玉県の国立女性教育会館 (NWEC)で 1泊 2日 の合宿をした際、埼玉県のベ ビーシッタ

ー会社 (コ マーム)に よる一時保育を利用 した。このとき、ベ ビーシッターの手配を担当

した C3サ ブ プ ロジ ェ ク ト研 究 協 力者 の小 門穂 さん は 、ベ ビー シ ッター 協 会

(http:/か印w.netcircus.com/babySitter/)の 加盟会社 リス トに掲載されていた埼玉県

のベビーシッター会社に連絡をとり、その中でイベン ト保育を提供 しており、かつ NWEC
での一時保育の実施経験があったコマームを選び依頼 したと話してくださった。

幼児 2名 、平L児 1名 の計 3名 の一時保育を依頼 し、総額 3万 円程度で引き受けてくれた。

なお、NWECに は幼児室があるので、特に施設使用料は発生しない。2日 に渡 り、保育士

が乳児と幼児に 1名ずつ、計 2名 ついてくださり、安心のベビーシッティングとなった。

2日 日午前中には、空気は寒かったものの天気が良かったため、外で霜柱を踏んだりどん

ぐりを拾 うなど、ヌエックの場所の利を活かした保育が実施された。利用 した研究者およ

び子ども達の託児サービスヘの満足度は高かつた。

乳児も過ごしやすい、広いフロー リング
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C3サブプロジェク トでは、ベ ビーシッターの外部委託は今回が初めてであったが、過
去には、家族連れでの合宿や、子 ども相手のボランティア経験がある

学生にベ ビーシッターのアルバイ トを頼むなどといった子連れ研究

者への配慮が、手近で予算のかからない形でなされてきた。イベン ト

や主催者の規模 。目的に合った託児の方法の模索 。蓄積 。共有に向け

て、大いに参考となる試みであろう。

より実施しやすい託児サービスヘむけた提言として

以上、F―GENSに おける託児サービス実施の試みを紹介 してきた。これ らの貴重な情報

から示唆 され るのは、今後の研究プログラムにおいて、より託児サー ビスが実施 されやす
い環境を構築するためには、例えば次のようなことへの配慮が促進 されるべきであろう。

予算の確保。例えば、プログラム全体として年数回分、国際シンポジウムなどの比

較的大規模なイベン トヘの託児費をあらか じめ予算化 しておき、競争的にアプライ

できるようなシステムを用意する。

情報 。経験の共有。本稿で紹介 した A3サブプロジェク トの事1/11は 、大変残念なこと

に、F―GENSシ ンポジウムでの託児サー ビス導入にあたって、参考 とされていなか

つたことが後 日判明 した。そもそも、サブプロジェク トの レベルでそのような努力
がなされていたことが、あまり知 られていなかった。 こうした情報が蓄積 され共有

されるならば、託児実施の効率が上がるだけでなく、例えば C3サ ブプロジェク トの

事例 として紹介 したような、より小規模の託児の導入 も視野にいれることができる。

気軽に預けられる雰囲気。②と関連するが、託児の事例が増え、託児に関する情報
が増えたり、託児利用の敷居が低くなれば、希望者も増加するだろう。現時点では、

利用者数が少ないため、一人分の経費が割高になる、実施不可能になる傾向がある

といつた問題があるが、より気軽に子どもを預けられる雰囲気ができれば克服 しや

すくなるだろう。同時に、イベン ト託児を親子共に楽 しめる工夫をしていけば、よ

り効果的であろう。

特に①予算の確保の重要性については、戒能先生や A3の平野さんをはじめとした、さま

ざまなかたにご指摘いただいた点である。上記の 3つの改善点を意識 した託児サービスの

導入を、今後のさまざまな研究プログラムで見つめていきたい。

本稿の内容をまとめるために、数多くのかたがたにお話をうかがい、情報や意見を得た。
・

とりわけ、F―GENS全 体の話および F―GENSシ ンポジウムにおける託児サービスの導入の詳

細については、F―GENS拠点リーダーの戒能民江先生、F―GENS事 務局の蝶谷綾子さん、A3

サブプロジェク トにおける託児実施への試みの話については、A3の リサーチアシスタン ト

の平野恵子さん、中村雪子さん、A3の事業推進者の熊谷圭知先生、C3サ ブプロジェク トに

おけるベビーシッター依頼に関しては、C3の研究協力者の小門穂さんにお世話になった。

どうもありがとうございました。

①

②

③
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