
はじめに

　子育て支援行政の歴史的展開の検討として、拙
著「子育て支援行政に関する研究（４）―1986年
～1991年の厚生白書を中心に―１」では、バブル期
前半における子育て支援行政を検討した。このこと
によって少子化を起点とした子育て支援行政への批
判的知見を得ることができた。本研究では、バブル
期前半の家庭における子育てに焦点を当て、その主
要なテーマについて明らかにすることを目的とした。
そこで当時の保育の動向や子育ての傾向を探る手が
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かりとして1986（昭和61）年～1988（昭和63）年、
昭和の末期の『保育の友２』を中心に考察した。こ
れにより、行政の子育てに対する方向性と保育所保
育の視点や家庭の子育てに対する方向性の相違など
について知見を得ることを目的とした。

１．バブル期における子育て

　まず高度経済成長期を終え、先進国としての確固
たる地位を固めた1980年代において、経済情勢の
みならず働き方、生活、出産・育児など様々に変化
をもたらした。例えば、教育全般で捉えると学歴社
会により偏差値が絶対的な価値基準となり、他者と
の比較による相対的な評価が子どもの評価と発展し
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た。これに伴い教育ママ、お受験といった言葉が流
行した。また過度な偏差値教育により、落ちこぼれ、
不登校、いじめ、家庭内暴力などの諸問題を生む要
因ともなった。家庭生活では、核家族化が進行し、
都市部への人口集中などが進む一方で、女性の社会
進出が奨励され活発に行われた。また、1985年の男
女雇用機会均等法によって女性のキャリア志向が高
まり、就職に関しても多くの求人もあり幅広く仕事を
選択することが可能となった。
　こうした状況のなかで、子育ての在り方や価値観
などに対する変化が見られた。１つは幼児教育にお
ける早期教育ブームである。学歴社会をふまえ、子
どもに早期から教育を行うことで、激化する受験戦
争に勝ち抜くことを目的とした。例えば、読み、書き、
算数を早期から学習する知的早期教育に特化したも
の、体操、ダンスなど運動教育に特化したもの、ピ
アノ、バイオリンなど音楽教育に特化したもの、ま
た英語など語学教育に特化したものが塾、スポーツ
クラブ、音楽教室などで行われた。
　井戸（2003）は、バブル期における母親の価値観
として、流行に敏感、ブランド志向、高い生活水準
への憧れ、自分の趣味や時間を優先するといった傾
向にあると指摘した３。そして偏差値教育の影響に
よって高学歴志向となり、ファッションに限らず他
者に遅れをとらないように、あるいは周囲と同じで
あれば安心であるというマニュアル依存体質が子育
てにも表れていると示した４。また井戸（2003）は、
バブル期に見られる母親の育児の在り方として、そ
のパターンを以下のように示した。

①母親自身の価値観を重視
　子どもに自分の気に入ったブランドの洋服を着せ、
偏差値の高い高校への進学のため塾に通わせるな
ど、子どもに自分の価値観を押し付ける。「子どもの
ため」と思っていたことが、子どものためになって
いない場合
②マニュアル重視の子育て
　初めての子育てで、育児雑誌を何冊も購入した。

さまざまな情報を得て、その情報の通りにしていれ
ば大丈夫という安心感を得ていた。子どもの発達、
しつけ、習い事についても育児情報を参考にする、
自分でどうすべきか判断できない、マニュアル化し
た子育てである。マニュアル化した子育ては、子ど
もの創造性や自発性の欠如を招き、母親自身マニュ
アルはあくまで参考程度という感覚がない。
③子どもを通して夢を実現
　ピアニストになりたいという、自身の果たせなかっ
た夢を我が子に託し、ピアノの習い事を強要した。
結果、子どもの意志に反したピアノの習い事が心の
病を引き起こしてしまう。
④葛藤経験が少ない子ども
　子どものやりたいこと、好きなモノは何でも与え、
日常生活における問題、障害に対して、子どもが向
き合うことがなく、失敗しない、困らないように対
応してきた。子どもは、何かあると母親を頼りにし、
できないことに対してすぐに諦める傾向となった。
結果、葛藤、失敗した経験がないため、ヒトを頼り
にし、難しい問題から逃避するなど自分で対応でき
ない状況を生み出している５。

　これらをふまえると、バブル世代の子育ての傾向
として、母親は、流行に敏感であり、子どもの趣味
や文化を共有しやすく、母子との心理的距離が近い
ということがメリットとして挙げられる。しかし、そ
の一方で、早期教育の問題点としてもあるように母
親自身の価値観の押し付け、過度な期待が子どもに
とってストレスとなり、ゆったりと過ごす時間が失わ
れたことによる問題行動などデメリットも挙げられ
る。

２．雑誌『保育の友』にみる保育課題

　次に育児雑誌『保育の友』から、バブル期におけ
る保育所保育の議論や家庭での子育ての悩みや傾
向を、各年の特集記事などから検討する。まず図１
では、1986（昭和61）年から1988（昭和63）年にお
ける『保育の友』の特集について一覧で示した。
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　特集の傾向を読み解くと、まず保育所保育の特性
を反映した内容が充実している。例えば、指導計画
の在り方、保育記録について、絵本、遊びなど保育
実践に関わる内容が散見される。一方で幼稚園教育
に関わる特集も見られる。また当時は臨時教育審議

会（以後、臨教審）の第２次、第３次、第４次と立
て続けに答申が出された時代でもあり、臨教審の中
での保育の取り扱いに対する特集も組まれた。
　こうした時代背景をふまえつつも、1986（昭和61）
年の第７号では「幼児期の“いじめ”を理解しよう」

年号 月 保育の友
1986（昭和61） １ 保育所保育指針・保育所保育要領・幼稚園教育要領―その役割・課題―

２ 幼児期に育てておきたい力
３ 昭和60年度「私たちの指導計画」まとめと課題
４ 「ならし保育」はこうありたい
５ 記録は保育を生かすちから
６ 保育の中で育てる「食生活」
７ 幼児期の“いじめ”を理解しよう
８ なかまと育ち合う「たてわり保育」
９ 生活の中で散歩をとらえよう
10 あすの保育をつくる
11 子どものあそびに生きる絵本・お話
12 ごっこあそびは子どもの育ちを映す鏡

1987（昭和62） １ 子どもの生活の基本を育てる
２ 保育園の生活文化を伝える
３ 昭和61年度「私たちの指導計画」まとめと課題
４ 今年はこんな保育がしたい
５ 子どもの“ストレス発信”をしっかりキャッチしよう
６ 生かされてますか「保育日誌」
７ 「臨教審答申」と「幼稚園教育の在り方について」をじっくり読む
８ 続・生命あるものとの出会いと別れ
９ みんな主役の運動会
10 園長先生に期待します
11 チームワークはやっぱり大切です
12 寒さと子どもの育ち

1988（昭和63） １ 児童福祉法40年をふり返り、保育所の未来を創造する
２ あそびを豊かにするおもちゃとは
３ 昭和62年度「私たちの指導計画」まとめと課題
４ 進級児の心をしっかりうけとめよう
５ あと片づけをどうしてますか
６ 保育所保育指針から23年
７ 集団てなんだろう
８ 手作り遊具・玩具は子どもを深く知る手がかり
９ 外あそびを豊かなものに
10 紙おむつをどう考えますか
11 なぜ、今、保育内容の見直しか
12 生きる意欲・力を育てる「食」をつくろう

図１　1986年～1989年『保育の友』における主な特集
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という特集が組まれていることから、80年代から偏
差値偏重教育や受験戦争に伴う、落ちこぼれ、家庭
内暴力、いじめといった問題を受け、保育でも「い
じめ」というテーマで論じられた。
　以上をふまえ、年毎の子育てに関わる特集などに
ついて概説し検討した。

３．1986年～1988年における主要な特集

①1986（昭和61）年『保育の友　第34巻　第３号』
野沢正子「転換期に立つ今日の保育状況と今後の課
題」
　まず野沢は、オイルショック以後、福祉の見直し
という風潮が高まる中で、保育制度が矢面に立たさ
れたことへの危惧を述べた。具体的には、①国庫補
助金を打ち切り、低所得者への補助金（保育キップ）
に限定、②公立保育から私設保育へ、公共部門は
「保育は私的なもの」との考えにもとづいて、サービ
スから手を引きチェック機能のみ行う、③利用者負
担など、保育に対する冷遇を指摘した６。これらの
動向は、現在進行形であり、現に我が国では市場原
理に基づく保育制度となり、公立幼稚園の閉鎖、企
業系保育の台頭など、私的な効率性を重視する状況
となっている。これまでの保育の歴史から学ぶ点と
して、野沢は次の点を挙げる。

　 　第一に児童福祉の原則として、児童福祉法第
二条にある「国及び地方公共団体は、児童の保護
者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する
責任を負う」という養育に対する公的責任を遵守
すること。
　 　第二に施設最低基準は、保育所運営や保育サー
ビスに関するミニマムであるが、同時に子どもの
要求の社会的承認としての権利基準の一つであ
る。親の委託により行われる社会的養育は、次世
代の保護育成という公共性を持つが、公共性の視
点から施設最低基準は必要であり、それを形骸化
したり水準を下げたりすることは許されるべきで
はない。

　 　第三に日本の保育が、共同保育所づくりにはじ
まる市民の保育運動によって開拓されてきたこと
である。地域に保育所をつくる運動や保育者によ
る保育内容研究運動、実際の保育所運営にも参
加協力している保護者組織の運動など、市民参加
の保育が今日の保育を作り出してきた。この経験
が引き継がれ発展されるべきだろう。
　 　第四に国庫補助金削減に関しては社会福祉業
界が過去に幾度か同様の経験がある。その都度、
社会福祉関係者を中心とした国民反対運動で削減
をくいとめてきた。保育者を労働者の生活問題と
して労働組合がどこまで関わるかが問題解決の一
つの鍵だと思われる７。

　そして保育への展望として、次の４つの提言を
行った。①子どもは高齢化社会を担うべき次の世代
であり、その養育は緊縮財政の中でもっとも重視す
べき領域である。②児童出生数の低下に関する問題
である。国の保育予算、養育費援助の削減は、個人
の養育費支出を急上昇させ、出生率の低下に拍車を
かけることになりかねない。③高齢化社会における
婦人労働の位置は、いよいよ重要なものとなる。こ
れらの点からも、婦人の労働と社会進出を支える保
育所制度のもつ意味の重要性を再評価しなければな
らない。④育児の社会化は地域を基盤に行われねば
ならない。したがって、地方自治体と市民参加の協
同体制を基盤に公立保育所を中心にした地域の子育
ての共同化・社会化が進められる必要がある８。
　野沢の保育に対する行政への提言をふまえると、
補助金の在り方にみる国の保育への関心が読み取る
ことができる。公費の削減については、単に80年代
後半に留まるものではなく、今まさに現実として起
きている問題でもある。「保育に欠ける」状態に対す
る公的責任を放棄した結果、少子化の更なる進行は
起きるべくして起きている問題として捉えることが
できる。
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②1987年『保育の友　第35巻　第１号』
庄司洋子「働く婦人と保育」
　庄司は、女性の社会進出に伴う母親の就労とその
育児の困難さについて言及した。まず、女子雇用者
の量的増大と平均年齢上昇の背景として次のように
指摘する。①女子雇用者の構成として有配偶者、中
高年齢者、高学歴者の比率が増大していることと、
職域が拡大し、パートタイム雇用を中心として、就
業形態が多様化しつつある。②女性のライフサイク
ルに沿って、若年での就職、育児期の就労中断、中
高年での再就職という新しい就労の様式が定着し、
年齢階層別の労働力率において二つの山、Ｍ字型の
就労パターンが形成される９。このことをふまえると、
従来のような結婚、育児、出産に伴う退職者の減少
と、中高年既婚女性の再就職の一般化、育児期にあ
りつつも労働をできる環境にあることが示唆される。
　また庄司は男女雇用機会均等法による、結婚・妊
娠・出産と就労の両立のニーズが急上昇している一
方で長時間・不規則な労働、転勤の強要なども指摘
する。このような状況のもとで、保育所において受
けられる保育は極めて限定的である。公務員や教員
のような男女対等の雇用条件のもとで、一定の規則
的な勤務を除くと保育時間の範囲内で労働時間の調
整ができるパートタイマーとならざるを得ない。つま
り、男女共に育児を含め満足のいく生活を送る為に
は、さらなる保育課題が指摘される。またこれらの
受け皿として無認可のベビーホテルが活気づかない
ようにしなければならないと危惧している10。
　また上述したように1985（昭和60）年以降、男女
雇用機会均等法の成立により、女性も男性と同じよ
うな働き方を求められるようになった。従来から女
性が家事・育児を担う風潮の下では、厳しい状況が
読み取れる。ここで注意しなければならない事項が、
ベビーホテルの普及である。女性の社会参画に伴い、
1970年代からベビーホテル（いわゆる夜間保育、24
時間保育）が増え始め問題となった。ベビーホテル
は無認可保育が大半で、乳幼児の死亡事故、不適
切な育児環境、保育者による虐待などが指摘され問

題となった。女性の社会進出における負の側面も重
要な論点として論じられた。また、野沢（1986）の
指摘にもあったように、緊縮財政で保育に関わる費
用が削減される状況下において、安価な民間の保育
サービスに頼らざるを得ない状況も、現在進行形の
状況と言えるだろう。

③1988年『保育の友　第36巻　第１号』
新春座談会「児童福祉法40年をふり返り、保育所
の未来を創造する」
　児童福祉法40年を迎え、これまでの児童福祉の
あり方、また今後の展望について座談会が行われた。
主なテーマとして、「社会状況の変化と保育所」、「こ
らからの保育所の役割と課題」などが論じられた。
まず保育所のイメージとして、もはや保育は従来の
救貧的なイメージではなく、働く母親を支え、子ど
もの心身ともに豊かにさせていくこと、子どもの成
長の場としての保育として認識されることとなった。
したがって、子どもを保育する時間だけでなく、同
時に親と子の関係性、家庭の育児に対して考えざる
を得ない状況となった11。
　そして、今後の保育所の問題として、就労婦人の
子育て支援対策を検討しなければならないこと、ま
た子どもの健全な発達を保障するための体制を整え
ていくこと、さらに地域に開かれた保育所を念頭に、
保育所入所以外の子どもの問題に対応することなど
が挙げられた。栃尾（1988）は、この座談会のなかで、
多様化する保育ニーズに対応した保育者養成、保育
の質について言及した。その際に、保育相談、保育
相談支援が出来る保育者の養成、乳幼児の発達を
より詳細に読み取り理解することができ、特に乳児、
障害児についての豊富な知識を備えた保育者の養成
について提言した12。
　ここでも上述したベビーホテルの台頭における批
判的な検討が成された。夜間保育のニーズが高まる
なかでも、安易に保育所が実践することへの危惧と
同時に児童福祉法の精神から「保育に欠ける」の新
しい解釈の必要性を強調した13。
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　座談会で行われた議論においても現代まで継続し
た問題が散見されるが、ベビーホテルのなどの保育
問題については解消が成されている。また「保育に
欠ける」という議論も、2018（平成26）年の児童福
祉法の改正により「保育を必要とする」という文言
に改訂された。これらをふまえると、問題は山積す
る中でも、バブル期と比較しても子育てしやすい環
境となっている。
　しかし、ここでも問われていることは、子育てに
対する「子ども」の視点であった。つまり、保育者
に保育されるよりも、母親と長くいることの重要性
を説いているのであった。

おわりに

　本研究では、バブル期前期、昭和後半から末期に
おける保育の課題について、保育所保育の専門雑誌
である『保育の友』から読み解いた。ここで得られ
た知見を再度整理すると、まず国としてはバブル期
という好景気の中でも、児童福祉や保育に対する国
庫負担金の削減にはじまり、「子育ては私的な営み」
として公立から私立へという方向性を打ち出した。
この状況は現在も継続して見られ、保育所設置の規
制緩和における企業立の保育所の乱立などに発展し
ている。
　そして、女性の社会進出への対応というのも、こ
の時代から始まったといっても過言ではない。男女
雇用機会均等法による女性の働き方の再考は、一定
の成果をあげる一方で、結婚・出産・育児と仕事の
両立という問題を浮き彫りにした。現代ではワーク
ライフバランスの考えに基づき、若干の好転がみら
れるものの、この時代の行政では女性の社会進出に
対する課題をなおざりにしてきたと言える。このの
ちに1.57ショックをむかえ、少子化というテーマで
保育政策が論じられるが、少子化問題が無かったと
しても、就労と育児に関する課題、つまり子どもの
最善の利益を追求した保育政策を考えなければなら
ないであろう。
　最後に『保育の友』に取り上げられるテーマを検

討すると、女性の働き方、子育ての両立といった現
代に通じる問題の根底を見ることができる。そのこ
とをふまえて、次の研究課題としてバブル期後半、
1989（平成元）年～1991（平成３）年の『保育の友』
を読み解き、現代の子育て支援の在り方への示唆を
えることとしたい。
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