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2017年2月7日に開催された今回の座談会には、毎回出席してくださる方も
いれば、今回初めて出席してくださった方もいて、この運動がつながっている
ことが確認できた。今回は、わずかながら託児施設を巡る状況に進展が見られ
たことを、子育て当事者の学生、教員、そして支援してくださる皆様に報告す
ることができた。キャンパス内のある建物が今年度末で空くこととなったた
め、その利用法を検討する委員会で託児施設としての活用が検討され、委員会
の答申として「小規模託児施設としての利用」を大学側に打診することとなっ
たのだ。建物の規模が小さいことと、設備上の制限があるため、ごく小規模の
保育にのみ対応可能で、決して恒久的な対策ではない。また私たちが求めてい
るオンキャンパスでの託児施設の理想型には程遠い。それでも、前進であるこ
とは確かであろう。小規模、不定期からの出発であっても、利用者の発掘には
つながるだろうし、利用者の切実なニーズを大学側が知ることにもつながるだ
ろう。また、託児所を運営するという本学にとって初めての経験は、今後、本
格的な託児施設を計画する際にも有益なものとなるだろう。

これまでにも書いてきたように、大学での託児所の必要性には切実なものが
ある。特に大学院生や非常勤教職員にとっては、公的な保育園の利用が状況的
に厳しいため、通学先または通勤先の大学が保育を提供しているか否かは、生
活の質を左右する大問題となる。子育て中であることが理由となって、勉学や
研究・教育活動が妨げられ、その人の自己実現が叶わないとしたら、大学側は
その不正義を正す義務を負うだろう。

残念ながら、今回の託児施設によって保育を必要とする本学関係者全てが救
済されるという見込みはない。また春からの実現は叶わず、今年度中は試験的
な運用に留まるという。カレンダー上の休日であっても、大学では授業日であ
ることがあるが、そのような日の託児を試験的に行うことになったのだ。つま
り、「通常は公的な保育所を利用しているが、休日は保育所が閉まってしまう
ので、この託児施設を利用したい」という場合が想定されている。もちろん、
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そのような設備は必要不可欠であろう。しかし、「通常」も公的な保育所を利
用できないでいる人にとっては、大きな効果を持ち得ないのも事実である。
よって、より本格的な、恒常的利用が可能な、託児施設の設置が望まれる。

その実現には、さらに難しい問題があり、大学側も進められないでいるよう
だ。だが、より本格的な設備をどれだけ多くの人が待ちわびているかを、大学
側は認識する必要があるだろう。実際、今回の小規模保育の話が表に出て以
来、何件も問い合わせをいただいた。それらは、より本格的な保育を求める人
たち、つまり公的な保育を受けられずに困っている人たちからの問い合わせで
あった。それらの方々にとってみれば、今回のニュースは失望感を持って受け
止められたかもしれない。なぜなら、大学側には「試験的運用」をした後、数
年間かけて設備を整えるという長期的視点を持つ余裕があるが、保育を必要と
する当事者にとってみれば、５年先 10 年先に託児施設ができてもあまり意味
はなく、今、今日、保育が必要なのである。大学側には、目先の費用対効果よ
りも、長期的な視点と人権感覚を優先させ、できるだけ迅速に本格的な託児施
設の導入を検討してもらいたいと思う。そのために、CGSでは活動を続けてい
きたい。



187トークセッション：みんなで語ろう！ 大学での妊娠・出産・子育て
Talk session: Let’s Talk about Pregnancy, Childbirth, and

Parenting on Campus!

Report: Let’s Talk about Pregnancy, Childbirth, 

 and Parenting on Campus! #6

Coordinator: Natsumi IKOMA

International Christian University

We met regular participants as well as new ones in this talk session held on 

February 7th, 2017, and were able to feel the steady expansion of our activism. I 

was able to report a small progress regarding the childcare situation on campus 

to those participants including faculty members, students and staff members 

who are parents themselves and those who are working with us in this activism. 

A small facility on campus has become available at the end of Ay 2016, and as a 

result of careful consideration of how we could use the facility; the committee 

recommended the university to use it as a small-scale childcare facility. Due to 

the size and equipment, this place can only offer small-scale services, and it is 

not a permanent solution, nor it is an ideal on-campus childcare facility. It is a 

progress nonetheless. Even though it offers a small-scale, irregular service, it can 

contribute to the discovery of potential users, and for the university to learn of 

the desperate needs of the users. It also helps the university to gain experience 

in running a childcare facility, which in turn will be beneficial to the planning of 

a larger-scale child-care facility in the future.

As I have reported previously, on-campus childcare is urgently needed. 

Especially for postgraduate students and part-time lecturers, whether the 

university provides childcare service or not, is an important factor that affects 

their quality of life, as they often cannot use public childcare services. If their life-

goal cannot be achieved because they are hindered from studying or researching 

and teaching while rearing children, the university has a responsibility to amend 

this injustice.

Sadly, this childcare facility, once realized, would not save everyone in this 

university who is in need of childcare service. The start of the service was 

delayed, and during this academic year, the service would only be provisional, as 
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it is offered only on national holidays when the university is running. This means, 

the users are supposed to be the regular users of public childcare services, which 

offer no services on holidays. of course, that situation needs to be catered for. 

But the university needs to be aware of those who cannot use those services 

regularly, and for them, the provided service falls short. A larger-scale, regular 

childcare facility is therefore needed.

Many difficulties are preventing the university to proceed with the planning 

of a better facility. But the university has to realize that this is what so many 

people want and need. We have received many enquiries since the news of this 

provisional childcare service appeared. They came from those who are in serious 

need of better childcare, that is, who are currently without any public childcare 

support. To them, the facility we are offering now might be a disappointment. 

While the university has the luxury to start with a provisional childcare facility, 

and wait several years to fix a permanent one, there are parents who are in 

desperate need of a good facility now, today. A good facility in 5 or 10 years time 

would not be good enough for them. The university, therefore, must prioritize 

a long-term perspective and a sensibility to human rights over an immediate 

cost-benefit approach, and introduce the regular childcare facility as soon as 

possible. To this end, CGS will continue its activism.


