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次のとおり海外視察をいたしましたのでその結果を報告します。

1 目的

ヨーロッパ先進国の大都市における、子育て支援政策や働き方改革の

取り組みを調査し、横浜市が今後推進するべき施策の参考とするため、

海外諸都市を視察します。

フランクフルト市においては横浜市フランクフルト事務所による企業

向けセーノレス活動実態等を調査します。また、 ドイツ企業の生産性の高

さを下支えする公教育制度の在り方や企業労働者の働き方・制度につい

ても企業や公立学校の視察を通じて考察します。さらに、 ドイツにおけ

る保育制度をはじめとした子育て支援制度について調査を行います。

パリ市においては、出生率を 2以上に回復させた手厚い子育て支援制

度や婚外子サポー トについて行政関係者や現場の保育士・ベビーシッタ

一等とも意見交換を行いながら横浜市でも出来ることはなし、かどうか調

査を行ドます。また、世界ーの観光都市として有名なパリの観光政策に

ついて調査し、横浜市の観光振興に繋げます。

ロンドン市においては学校評価機関「オフステッド」を活用した同国

公共教育のレベルを著しく上昇させた制度について視察します。また、

本市でも開催されるオリ ンピックのサッカーやラグビーワールドカップ

の直前開催国であることから、オリンピックサッカー競技開催会場、ラ

グビーワールドカップ開催会場の視察、また両大会開催における市民参

画と自治体の運営上の問題点について調査し、横浜市での応用の可能性

について探ります。



2 場 所

ドイツ連邦共和国（フランクフルト市）、フランス共和国（パリ市）、

英国（ロンドン市）

3 期間

4 調査事項（概要）

自平成 30年 4月 25日（水）

至平成 30年 5月 5日（土）

( 1 ) ドイツ連邦共和国（フランクフルト市）：生産性の高い働き方、

横浜市フランクフルト事務所往訪、ドイツにおける公教育制度と

職業学校視察、 ドイツにおける保育園の運営、メッセフランクフ

ルトにおける国際会議の誘致と運営、ドイツの保育制度、シュー

レ・アム・リード校往訪、へバメ助産師支援制度

( 2）フランス共和国（パリ市）：パリの観光政策、法律婚の枠にとらわ

れない婚外子サポート、ノミリ市における保育園の運営、パリ市にお

ける家庭保育（保育ママ）の仕組みと運営、パリ市における乳幼児

と産前産後ケアの取組

( 3）英国（ロンドン市）：シェフィールド・オリンピック・レガシーパ

ーク視察、シェフィールド大学先進製造研究センター（AMRC）視

察、ロンドン市における就学前教育、ラグビーワールドカップ開催

会場（トゥイッケナムスタジアム）周辺視察

5 参加議員リポート（別途添付）



参加議員リポート 
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（１）ドイツ連邦共和国（フランクフルト市） 

 

生産性の高い働き方について 

 
【日時】4 月 25 日(水) 13 時 00 分～ 
【場所】日系企業 クラレヨーロッパ社 
【説明者】クラレヨーロッパ社 上原直哉 取締役副社長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラレヨーロッパエントランスにて     ドイツにおける父親の育児休暇取得率 

 
【視察概要】 
日本は労働基準法の第 32 条によって、1 週間の労働時間の上限は 40 時間、1 日 8 時間と

決まっている。ドイツの労働時間は日本と比較して極めて短い。その理由はどこにあるの

か。また生産性と労働者時間の関係はどのようになっているのか調査を行なった。 
 

(1) まず、ドイツの労働時間が短い最大の理由は、政府が法律によって労働時間を厳しく

規制し、違反がないかどうか監視しているからである。企業で働く社員の労働時間は、

「労働時間法」によって規制されており、平日（月～土）1 日当たりの労働時間は 8 時

間を超えてはならないことになっている。 
  1 日当たりの労働時間は、最長 10 時間まで延長はできても、その場合にも 6 カ月間の

1 日当たりの平均労働時間は 8 時間を超えてはならないように規制されている。 
 
(2) また、ドイツでは労働安全局（日本の労働基準監督署に相当する）が立ち入り検査を

行って、企業が労働時間法に違反していないかどうか定期的に厳しくチェックを行って

いる。労働安全局の係官は時折、事前の予告なしに企業を訪れて、労働時間の記録を点

検することもある。このためドイツの雇用者、特に大企業の経営陣・管理職は、1 日の

労働時間が 10 時間を超えないように、常に社員の勤務時間に注意を払っている。 
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【質疑】 
Ｑ、企業が社員に長時間労働を課さないのは、法律を守るためか。他に経営に影響をもた

らすことはあるのか。 
Ａ、企業イメージを守るためだ。メディアが「組織的に長時間労働を行わせて、労働時間

法に違反していた」という事実を報じると、企業のイメージに深い傷がつき、そのイメ

ージは簡単に拭えないからだ。 
また、人手が不足しているのに、そのような報道が行われると、「あそこは長時間労

働をさせる企業だ」と思われて、優秀な人材に敬遠されることになる。これは企業にと

って大きなマイナスである。 
 
Ｑ、ドイツ人は、残業に対してどのようなイメージを持っているのか。 
Ａ、ドイツでは、企業が残業を社員に要請するということは、業務の量に対して、社員の

数が足りないことを意味する。 
経営陣は、繁忙期などに残業をさせる場合には、原則として労働組合の同意を得る必

要がある。 
 
【所見】 

ドイツ政府が労働時間を法律で厳しく制限している理由は、企業で働くことだけではな

く、ワークライフバランスを重視して、社員が家族と一緒に過ごす時間も持てるようにす

るためと考えられます。 

最近の日本ではようやく、過度の長時間労働が法的に制限される方向が決まり、多くの

企業は「働き方改革」への取組を急いでいます。しかし、働き方改革の目的は長時間労働

の抑制に留まるものではありません。これまでは、会社が求めるままに残業、転勤などの

会社の命令を聞かなければなりませんでした。現在の働き方改革の最大の背景には、日本

の正社員の働き方が、時代の要請と適合しなくなってきていることがあるとも考えられま

す。 

今後、横浜市においても生産年齢人口が減ると労働力が不足してきます。このままでは、

横浜の経済は衰退していく可能性があります。人件費の高騰や人手不足が深刻化する中で、

従業員一人ひとりの生産性向上が求められてもいます。 

横浜市もまず自分達で率先して働き方改革を行い、さまざまな働き方を可能にすること

が必要であると思います。 

そして、市内の労働人口を確保するためにも、企業をサポートしていく必要があります。

また、市内の企業が世界で戦える競争力を強化するためにも、優秀な人材が横浜に住み、

仕事に定着してもらえるための環境整備が必要と考えます。企業を誘致することで、「雇用

機会及び税収の確保」「地域企業の受発注機会の拡大」「交流人口の拡大」、「地域産品・資

源の利活用」などが期待できると考えます。 
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横浜市フランクフルト事務所往訪・ヒアリングについて 

 
【日時】4 月 25 日(水) 15 時 00 分～ 
【場所】横浜市フランクフルト事務所 
【説明者】所長 玉井猛氏 

 
【視察概要】 
横浜市フランクフルト事務所は、1997 年に開設された。約 20 年にわたって、横浜市内

企業の欧州地域での事業活動の支援、欧州地域の企業等の横浜への誘致、欧州各都市と横

浜市との交流促進に取り組んできた。2011 年、フランクフルト市と横浜市は日独交流 150
周年を契機として「パートナー都市提携」を行い、友好的連帯及び相互利益に向けて協力

していくこと、「地球温暖化対策」「経済」「文化芸術創造都市」の 3 分野において相互

交流し、両市の発展に貢献していくこと、そして交流を促進していくために可能なかぎり

市民社会、若い世代の協力を目指すという目標のもとで交流を深めた。 
フランクフルト事務所は欧州市場への進出を目指す横浜企業の皆様に対して欧州企業と

のビジネスマッチング支援、各種見本市に関する情報提供などを随時行うことで、重要な

架け橋となっている。 
 
〈業務内容〉 
・横浜市内企業の欧州地域での事業活動の支援 
・欧州地域企業等の横浜への誘致 
・都市間交流の促進 
・欧州地域でのシティセールス（観光誘客ブース出展、セミナーでの本市施策のプレゼン

等） 
・欧州地域の行政、経済等情報収集  ほか 
 
〈今年度のブース出展実績〉 
５月 デュッセルドルフ日本デー（観光系） 
７月 ミュンヘン日本祭（観光系） 
９月 ロンドン日本祭（観光系） 
９月 フランクフルト日本デー（観光系） 
10 月 JETRO 対日投資セミナーin ロンドン（経済系） 
11 月 リヨン天皇誕生日レセプション（観光系） 
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フランクフルト事務所長とスタッフ        事務所の取組 

 
【質疑】 
Ｑ、海外事務所設立の最大の目的は何か。 
Ａ、地方自治体では、様々な工夫をしつつ、海外事務所を運営しているが、現地ネットワ

ークの確保が大きな目的だ。 
 
Ｑ、海外事務所を運営していく上で重要なことは何か。 
Ａ、海外事務所を運営する地方自治体に、その活動をマネジメントできる人材が必要とな

る。そのためには、現地採用に期待を寄せるのではなく、地方自治体側でも海外政策に

通じた人材の育成を怠ってはならないと考えている。 
 
【所見】 
海外事務所は情報収集が主な業務です。しかし、情報化の進展により海外の基本的な情

報の収集は容易になったため、今後は、現地のより深い情報に基づき、外資系企業の誘致、

貿易促進や観光振興といった具体的なプロモーション活動が主な役割となります。フラン

クフルト事務所も同様で、横浜市とフランクフルト市との友好を図り情報収集を行うだけ

でなく、ドイツ企業に対して、横浜市を PR していく責任を担っています。限られた予算の

なかで海外事務所の効果を高めていく必要があります。 
進出先でニーズの高い分野に事業内容を特化し、現地ネットワークを活用したプロモー

ション活動が重要です。そのため、海外における有力なビジネスパートナーを確保し、将

来に向けて良好な関係を築く取組を行なっていくことが重要であると考えます。 
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ドイツにおける公教育制度と職業学校視察について 

 
【日時】4 月 26 日(木) 9 時 30 分～ 
【場所】職業学校 ヘインリッチ‐クレーバー‐シューレ 
【説明者】クラウス・センドリック副校長 

  
学校外観 

 
【視察概要】 
ドイツでは日本でいう職人的仕事を「マイスター」と呼び、我が国では失われつつある

「手に職」を持つことで未だに国民の平均的所得を得られる。横浜市でも「横浜マイスタ

ー」と呼ぶ称号を、経済局が企画し、市内で個性ある職業人を選定している。このマイス

ターとは、中世ヨーロッパのギルド（同業者組合）で発達した徒弟制度における「親方」

のことである。そうした経緯から、マイスター発祥の地でどのように政策的に制度の維持

と、何より職業につなげる教育を自治体が取り組んでいるか興味を持ちフランクフルト市

にある職業学校を視察した。 
 
ドイツの学校制度を見ると、小学校は 4 年生までで、以降の中等教育がおおよそ 3 種類

に分かれる。大学入学資格取得が前提の「ギムナジウム」（8 年）、中級クラスの技術者とな

ることを前提とする「レアルシューレ（実科学校）」（6 年）、職人などの職業となることを

前提とする「ハウプトシューレ（基幹学校）」（5～9 年）などである。最近はこれらをまと

めた「総合学校」もできている。大学に進学しない場合、18 歳までの若者は職業学校への

就学を義務付けられている。職業にもよるが、基本的に 3 年程度通う。この期間、同時に

週のうち 3～4 日間は会社などで職業訓練を受ける。職業によっては 6 週間ごとに学校と会

社に交互に通うものもある。 



6 
 

  
ドイツの公教育制度          説明の様子 

 
今回視察した「ヘインリッチ‐クレーバー‐シューレ」は基幹学校を中心とした総合学

校であるということ。私たちは主に自動車整備のエンジニアを育成するクラスを視察した。

多くの生徒は 10 代であり、ある生徒に話を聞くと代々家業として自動車整備工場を営んで

おり、その生徒も子供のころから車が大好きで、将来は家業を継いで自動車整備士になる

ことを目指してこの学校へ入学したとのことだった。現在日本では、自動車整備工場は事

業継承が非常に困難な職種であるが、先生にドイツにおけるレバーレート（時間当たり工

賃）を聞いたところ、1 万 6 千円程度と日本の 2～2.5 倍であり、その程度の工賃収入が見

込めれば日本でも職業として成り立つことから、国家的にマイスターが職業として稼ぐこ

とが出来る産業の育成や保護をしている事が垣間見られた。 

 
先生より説明を受ける 

 
【質疑】 
Ｑ、生徒の数に占める、職業訓練制度を利用している生徒の割合はどのくらいか。 
Ａ、2400 人の生徒の内、1900 人が制度の利用者。純粋な学生は 500 人程度である。 
 
Ｑ、職業学校から大学に進学する生徒はいるのか。 
Ａ、10 年間で 80 人ほどいる。データ処理や機械工学を学ぶために進学する生徒が多い。 
 
Ｑ、職業訓練生の学校の運営に係る費用はどの様に負担されているか。 
Ａ、教師の給料は州が負担し、学校の運営経費は市が負担している。 
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【所見】 

この学校の生徒の多くは職業訓練制度を利用し、働きながら授業を受け、卒業して資格

取得を目指す生徒が多いとのことです。もちろん新卒のみならず、企業が採用すれば年齢

性別にかかわらず制度を利用できることから、社会人の転職による入学もあるとのことで

した。日本でいう職業訓練校に通いながら、その業種に必要な資格を取得し、その過程に

おいて賃金も得られるので非常に合理的な仕組みであると感じました。また学費はすべて

無料とのことです。日本の資格取得専門学校は非常に高額な授業料が必要なため、この点

においてもドイツの制度は非常に魅力的だと考えます。 
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ドイツにおける保育園の運営について 

 
【日時】4 月 26 日(木) 13 時 30 分～ 
【場所】ピーター・フィッシャー・アレ保育園 
【説明者】アデリナ 園長 
 

 
         保育園園庭                園長、先生と 

 
【視察概要】 
今回の視察の大きな柱である、欧州各国の就学前教育について最初に訪れたのはドイツ

の保育園である。ドイツは日本と同じく、自動車を中心とする輸出産業で経済成長を図っ

てきた。そこで日本と比較して、現在この国がどういった点に力を入れ教育に取り組んで

いるか、今後の本市の発展にも大いに参考になる事例として、就学前教育を視察してみた

い。 
 
フランクフルト市の郊外住宅地にあるこの保育園は「トリクル園」といって、日本の保

育園・幼稚園・学童を一つにまとめた施設である。この区分けは単に年齢によるもので、

保育は 1、2 歳、幼稚園は 3 歳から始まる。0 歳児の預かりが無いのは、生後 12 か月（最

大男女合計 14 ヶ月）は休職する前の収入の 67％を国が保証するため、育児休暇の取得率が

女性では 100％（男性は 35％）であり、0 歳児の預かり保育の需要がないためである。 
ただし、親がシングルの場合や病気の場合など、事情によって子供を預けることが出来

る。 
まず園長からはドイツにおける保育制度とその課題や特徴について話を伺った。保育園

のスタッフはすべて市の職員であるとのこと。ドイツにおいても保育士不足は大きな問題

であり、政府はその問題を解決するために同じＥＵ加盟国であり、人材が豊富なスペイン

で募集をし、応募人材には語学教育は基より、渡航費、住居、勤務先を保証する。そして

驚いたのは幼児教育者の多くを占める若い女性に「ボーイフレンド」の渡航費や住居、職

業も保証することでスペインでの暮らしを変えることなく、ドイツで仕事をしてもらうこ

とをお願いしているとのこと。我が国や本市においても様々なアプローチで保育士不足を
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補おうとしているが、政治が本気で取り組んでいる様をドイツでみたことは考えさせられ

ることであった。 

  

園長や先生よりレクチャーを受ける 

 

この園はヘーヒスト地域の拠点保育園でもあり、トリクル園をいち早く運営していると

のこと。トリクル園の良いところは 1～10 歳まで、地域に根差した教育や見守りが出来る

ことで、幼稚園の児童の半数近くが 14 時 30 分に下校し、入れ替わりに小学生が園に来る

ので、施設運用の面からも非常に効率的な仕組みだと感じた。 
 

園の大きな特徴は、「クナイプ療法」を教育の柱にして取り組んでいることだ。ドイツの

神父・自然療法士であるセバスチャン・クナイプ氏が提唱した、定期的な運動、健康的な

食事、それに心のバランスをとること、すなわちホリスティック（全体論的）な考え方を

様々なプログラムを通して園児を教育していた。具体的には草のプール（写真）への入浴

や週に一度インド人専門家によるアユールベーダ（オイルマッサージ）の施術、来年には

なんと園にサウナを整備するとのこと。 

 

クナイプ博士            草を引き詰めた遊具 
 
この様にフランクフルト市の保育園では各園が様々な教育テーマを持つことで、各園が

その地域にあった創造性のある教育に取り組んでいるとのこと。また安全性や教育の基準

に合致すれば「クナイプ」のように自由なコンセプトで教育に取り組めることから、幼児

教育者のモチベーションも高く「いつか自分も園長になってこんな教育をしたい」という



10 
 

思いの実現のために、幼児教育者を目指す人材も多いとのお話。これは我が国の規格統一

型の公教育に一石を投じる考え方だ。 
 
【質疑】 
Ｑ、特徴のある「クナイプ療法」を幼児教育の基本に取り入れているのはなぜか。 
Ａ、子供たちは親から離れ、初めて他人と共同生活を送ることに大きなストレスを抱えて

いる。そのため、ストレスを解決するために様々なプログラムを提供している。ストレ

スが無くなれば、子供たちは自由にのびのびと育っていくと考えている。 
 
Ｑ、父親が園のプログラムに関わる機会はあるか。 
Ａ、30 人程度の父親が先生たちと小旅行を企画し、父子でのツアーを行っている。 
 
Ｑ、地域の拠点保育園として、他の園へどのようなサポートを行っているか。 
Ａ、ドイツの保育士育成にはおおよそ 5、6 年必要とするため、例えば他園の先生も夜バー

などに連れて行き、仕事の悩みを聞いたりしてサポートしている。 
 
【所見】 
同じ敗戦国であり、戦後第二次産業の輸出によって経済成長を遂げてきた日本とドイツ

ですが、近年の時代の変化を捉え、こんなにも幼児教育の在り方が違うことに驚きました。

横浜における保育士不足や、敷地が狭いなどの課題や、保育料無償化の導入の考え方と現

状のフランクフルト市公立園の在り方があまりにもかけ離れていたからです。 
幼児を一人の人間と扱い、身体的成長のみならず、自らの精神的ストレスのケアを教育

する仕組みは、人間を本質的に考えた素晴らしいプログラムだと思いました。また公立の

認可園でありながら、各園が自由に教育に取り組んで良いことなど、今後ますます個性と

創造性が必要とされる時代において、本市でも取り入れて行かなければならない要素だと

確信しました。 
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メッセフランクフルトにおける国際会議の誘致と運営について 

 
【日時】4 月 26 日(木) 15 時 30 分～ 
【場所】メッセフランクフルト 

 

メッセフランクフルトエントランス          展示場外観 
 
【説明者】メッセフランクフルト社 ステファン・クルツァウスキー上級副社長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【視察概要】 
「メッセフランクフルトは 1240 年にフレドリッヒ 2 世が開業した、世界最古の国際展示

場である。開業以来 778 年間、地政学的に欧州の中心となる優位性を活かし発展してきた。

現在では約 60万㎡の敷地面積を誇るメッセフランクフルトにおける国際見本市や会議の開

催を中心に、メッセフランクフルトグループとして世界中に 30 の拠点を持ち、日本には東

京にオフィスを構えている。現在ではグループのネットワークを活かして世界 50 都市で

138 本の見本市を開催しており、グループ全体の売上高は 6 億 4,000 万ユーロを上回る。特

に近年中国市場の発展は目覚ましく、上海で開催されるモーターショーは世界一を誇る規

模になった。こうしたイベントもメッセフランクフルト社が企画・運営を行っており、昔

から世界三大自動車ショーをフランクフルトで開催してきたノウハウを生かして、イベン

トを成功させてきた結果だ。」などメッセフランクフルト社の歴史や事業規模について、ク

ルツァウスキー上級副社長より説明があった。 
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副社長との意見交換               建設中のホテルの説明 

 
【質疑】 
Ｑ、メッセフランクフルトが地域にもたらす経済波及効果はどのくらいか。 
Ａ、おおよそ 30 億ユーロと計算している。ホテルや飲食、ショッピングなど諸々の売り上

げを合計した結果。一人当たり 500 ユーロは支出している。 
 
Ｑ、御社の従業員数と地域の雇用波及効果は。 
Ａ、メッセフランクフルト社は全世界で 2400 人の従業員を雇用している。また地域の雇用

波及効果は 3 万人程度を計算している。 
 
Ｑ、メッセフランクフルトで催されるイベントに来場された方は何泊くらいするのか。 
Ａ、平均 1～2 泊程度宿泊をする。 
 
Ｑ、メッセフランクフルトにおける今後の課題は何か？ 
Ａ、周辺にホテルの数が少ないため、イベント開催時と平常の宿泊料金に大きな差が生じ

ている。今後も大型イベントを誘致していくためにはラスベガスのように、何時でも同

じ金額でホテルに宿泊できるようにしなければならない。現在も周辺にホテルを誘致し

ている。（実際に窓から建設中のホテルや会場を見ながら説明を受ける。） 
 
Ｑ、横浜（パシフィコ）が今後、国際展示場競争で成長していくためにはどうしたら良い

かアドバイスを。 
Ａ、イベント会場面積の拡大や、会場周辺に様々な人々が楽しめるサブカルチャー施設の

整備、あとはデジタルサービスの充実が不可欠だろう。また名前にメッセを付けた方が

そこがどんな場所か分かりやすいのではないか。（例、幕張メッセ） 
 
【所見】 
本市も力を入れる国際展示場事業ですが、メッセフランクフルト社は約 800 年に渡りノ

ウハウを蓄積してきました。また現在では売り上げの三分の一を海外事業で上げることは、
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市が 60％州が 40％出資する公営企業としては驚異的な数字です。本市もただの会場運営事

業にとどまることなく、どん欲に事業に取り組まなければ成功は難しいと考えます。 
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ドイツの保育制度について 

 
【日時】4 月 27 日(金) 9 時 30 分～ 
【場所】キタフランクフルト教育機関 
【説明者】マネージャー ドリス・スーポーケット・ライス氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             保育の様子                      キタフランクフルトについて 

 

【視察概要】 
フランクフルト市は 46 のパートと 11 の地域でできており、キタフランクフルトは 2008

年に設立された。フランクフルト市の子供の数は、11 万 2700 人。保育施設の数は 144 あ

り、保育関連の従業員は 3000 人いる。その中で活動しているのは、2700 人おり、残りの

300 人は休職中か病気で休んでいる人もいる。キタフランクフルトでは 1 万 2700 人の子供

の枠があり、144 の施設のうち 1000 人が 3 歳未満、幼稚園が 6500 人、学童保育が 5000
人となっている。 
全日制のシステムを取っており、通常では 17 時までの営業だが、要望によって 18 時～

19 時まで開けることもある。 
 
〇教育ネットワーク 

1998 年に教育ネットワークがモデルとして取り入れられた。美術館・博物館と組みプロ

ジェクトを進めていくものだ。また、開始してまだ 4・5 年の新しいプロジェクト「子供と

親のセンター」というものがある。社会的や経済的に恵まれてない子供のための支援の場

所で保護者達が教育者なしでいろいろな活動をしている。社会福祉局に来てもらいカウン

セリングを受けたり、政治に対しての希望や要望、教えてほしい事などの意見交換をする。 
教育ネットワークは、市内に 40 人くらいの協力してくれるパートナーがいる。美術館、

博物館では子供達の見学のために市の職員が教育を受けたり、哲学・音楽は音楽大学と組

み、子供のためのプログラムを作る美術、シアター、スポーツ、メディアとさまざまある。

一番大切なことは子供達との対話である。対話を持ちながら、テーマを与え興味が出たら
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手を貸す。「人生学習」をモットーとし、一生学ぶことを大切にしている。また、拒否す

ること、嫌だといえることを教え自分を守る力をつけることを理念としている。 
 
【質疑】 
Ｑ、子供達との対話には具体的なプログラムや教育手法はあるのか。 
Ａ、特別なプログラムはあるが日々の生活の中で言語ではなくても体で表現するシグナル

を重要だと考えている。教育も心理状態を感じ取って対応すること、大人達もこういう

意思表示をしたらこうなんだと学習してもらうことを大切にしている。例えば、子供が

恐怖心をいだいている時はそれを大人が察知し、その子供にどのように安心感を持って

もらえるかなども考え、それを教師間で共有することが重要だ。 
 
Ｑ、ドイツ政府はどの程度財源補助をしているのか。 
Ａ、学校局が詳しいが、今は分かりかねる。 
 
Ｑ、キタフランクフルトの職員の位置付けは。 
Ａ、独立した市の職員。 

 
Ｑ、保育の教育に対して型にはまらず行うことは伝統なのか。行政、市長から指示される

ことがあるのか。 
Ａ、州の幼稚園の法律と計画に基づいて保育を行っている。教育方針、144 の施設の全体の

考え方、方向性はあり、枠があるが、それぞれ自由に経営はできる。 
 
Ｑ、子供を預かる時間を 10 時間以上にしないという話があったが、その考え方はどこから

きているか。 
Ａ、教育心理を基にしている。 
 
Ｑ、お金がかからない私学がどのくらいあるか。 
Ａ、増加傾向にある。言語が異なる幼稚園、音楽を重視する幼稚園など一つの施設の在園

者数は平均 100 人。私立の幼稚園には一つの施設に平均 40 人くらいいる。  
 

【所見】 
日本の保育園は、児童福祉法に基づき「保育を必要とする子供の保育を行い、健全な心

身の発達を図ること」を目的とする児童福祉施設です。しかし、ドイツはその役割だけで

なく、保育園と親の役割を明確にしています。例えば、保育園は 1 歳児以上でないと預け

られません。0 歳児は親が生まれたばかりの赤ちゃんを見る必要があると考えているからで

す。また、トイレトレーニングなども親が自宅で行うというのが基本的な考えだという話
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を聞きました。 
保育園に求めるニーズが多様化する中、もう一度親の役割や保育園の役割を見直す必要

があると考えています。 
横浜市は待機児童や保留児童解消のため保育園整備に力を入れています。基本保育時間

は 11時間になっており、さらに親が希望すれば延長保育も休日保育も可能になっています。

しかしながら、この保育園の利便性が親としての自覚を持つ妨げになっている可能性があ

ります。親が親として成長するためには、子供と親の過ごす時間が希薄化してはなりませ

ん。今後、横浜市は、ワークライフバランスや働き方改革にさらに力を入れ、せめて子供

が 0 歳～2 歳児のうちは家庭で育児をしたいという世帯にサポートをして、女性が「子育て

でも輝ける」新しい施策を打ち出す必要があると考えます。 
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シューレ・アム・リード校往訪・ヒアリングについて 
 
【日時】4 月 27 日(金) 13 時 30 分～ 
【場所】シューレ・アム・リード校 
【説明者】同校教諭及び生徒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校の入口にて 

 
【視察概要】 

2017 年に横浜市立桜丘高校とフランフルトにあるシューレ・アム・リード校は姉妹校締

結を結んだ。交換留学をし、部活、ホームスティなどを通じて文化・言語の違いなどに触

れてもらう。何かに興味を持たせるように引き出すことを重視している。 
 

〇学校の特徴 
シューレ・アム・リード校の特徴としてあげられるのが、「ギムナジウム」・「レアル

シューレ（実科学校）」・「ハウプトシューレ（基幹学校）」の 3 つが 1 つになった総合

学校である。総合学校はフランクフルトには 2 つしかない。ギムナジウムは、高等教育の

進学準備を目指す過程であり、日本でいう中高一貫に近い。ドイツにおいては主に大学へ

の進学を希望する子供達が進学する 8 年制である。レアルシューレ・ハウプトシューレは、

ドイツの伝統的なマイスター制度に則り、15 歳で卒業後はＯＪＴで職業訓練を行う。ハウ

プトシューレを卒業の後も 18 歳になるまでの 3 年間は週に 1～2 日職業学校で学ぶ義務が

ある。レアルシューレはハウプトシューレより 1 年間長い就学期間が設けられ、16 歳で卒

業した後は事務職などに就く他、上級専門学校や専門ギムナジウムなどに進学し、アビト

ューレ受験を経て大学進学を目指すことが可能である。言語の幅も広く、音楽・スポーツ・

自然科学・部活動にも力を注いでいる。 
全日制であり高学年は午前 7 時半～午後 5 時半まで学び、低学年は午前 7 時 45 分～午後

3 時半までで午後は部活である。 
学校の先生方も継続教育を受けており、2 年に 1 回認可が再検討される。 
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〇ドイツの大学 
ドイツの公立大学の授業料は無料だ。手数料がかかるが、それはコピー代や定期代であ

る。250 ユーロ（定期代）を払うと 1 か月間は電車が乗り放題になる。300 ユーロでヘッセ

ン州はどこでも乗ることができる。 
私立は、6000～7000 ユーロの授業料がかかる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

学生との意見交換 

 
【質疑】 
Ｑ、何歳から何歳まで学んでいるのか。 
Ａ、10 歳から 16 歳まで。 

 
Ｑ、シューレ・アム・リード校の生徒のうち、どれくらいが大学に行くのか。 
Ａ、半分以上が大学にいく。 
 
Ｑ、ギムナジウムの生徒はどのくらいいるのか。 
Ａ、60％がギムナジウム、大学進学コースに入っている。そのうち 80％が大学に進学する。

成績が良く意欲がある子供は進路変更もできる。 
 
Ｑ、学校に 3 つのコースがあるが先生は違うのか。 
Ａ、違う。小学校 4 年生までが小学校の先生。後は、中学校 3 年生までと高校 1 年生まで。

4 つ目のカテゴリーは障害がある子供達、支援が必要な子供達の教員免許がある。 
 
Ｑ、入学する生徒はどこから来るのか。 
Ａ、基本的にはフランクフルト市に住む子供だ。 
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Ｑ、入学試験があるのか。 
Ａ、入学試験はない。成績を持ってきて申請をする。 
 
Ｑ、大学進学コースに入っている生徒のうち、大学に行かない 20％の子はどうしているか。 
Ａ、職業専門学校に行くか、その後専門大学に行く子もいる。海外に行って社会奉仕をし、

それから大学に行く子もいる。 
 
Ｑ、経済的に厳しい人は旧東ドイツの公立学校にいくのか 
Ａ、一概にはいえない。 
 
【所見】 
ドイツでは、学校で学んだことが就職にも密接に繋がっているので就職もその道で就職

します。また、他に違う目的や夢を持った時には、その学部に入り直すこともあるそうで

す。企業が求めているものの中心には技術や専門的な知識もあり、こういった技術や専門

知識を学ぶための教育は、無償で学ぶことができるのがドイツの特徴です。横浜市におい

ても、企業が求めている技術や専門知識を調査・研究して、その技術や専門知識を身につ

けた人材を育成する教育を行っていく必要もあるのではないかと考えます。 
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ヘバメ（助産師）支援制度について 

 
【日時】4 月 27 日(金) 16 時 30 分～ 
【場所】横浜市フランクフルト事務所 
【説明者】ヘバメ（助産師） ウーラ・ピオトロフスキー氏 

シビル・ロイシュ氏 
 
【視察概要】 
ドイツと日本は助産師の歴史背景が似ている。60 年代以前は家に助産師が訪問し、出産

の手伝いをしていた。60 年代に入り、家での出産は 10％となり、病院で産婦人科の先生が

出産を手伝う流れへと変化した。70 年代、助産師が必ず出産に立ち合う法律が施行された。

同時に妊娠中と出産前後にケアをする事も確立された。 
フランクフルトでは病院で雇われている助産師とフリーランスの助産師を合わせて 1 万

8500 人くらいの助産師がいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助産師の方からレクチャーを受ける 

 
〇助産師の仕事内容 
・1 人で出産する人が増えたドイツでは、窓口を作り妊婦と妊婦の家族の問題を解決する場

所を提供すること。 
・家族と密に連絡を取り、精神面のサポートをすること。 
・出産前後 8～12 週間のケアと看護をすること。 
 
〇現状と課題 
・助産師のサービスを受けやすいシステムとなっている。手間がかかる手続きはなく保険

証を見せれば誰でも受けられる。 
・助産師育成の訓練学校があり、助産師は十分いるが平均勤続は 6 年と短い。 
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・契約の報酬は助産師協会と国民健康保険との同意で決まるが、報酬が少なく、コストに

見合わない。 
・志す人は多いが、自分の倫理観に合わない為、ストレスが多く続かない。 
  
〇助産師が目指す社会 
・授乳のメリットは子供にアレルギーをなくし、母親は乳がんになる率が低い。また、子

供と母親の結び付きを良くする。授乳をすることで、ホルモンバランスが変わり、良い

睡眠が取れる。そのことでうつ病になる人が減る。 
 

【質疑】 

Ｑ、助産師のサポートを受けた際の費用負担はどうなる。 
Ａ、国民健康保険でカバーしてくれる。 
 
Ｑ、プログラムは決まっているのか？ 
Ａ、助産支援法があり、法律で守られている。妊婦の受けられるサービスは国民健康保険

で負担すると書かれている。 
 
Ｑ、助産師は国が必要としているのか。 
Ａ、政治からきたものでなく、協会を通して本当に必要なものだと政府に訴えた。 
 
Ｑ、年間どのくらいの人を担当し、契約するのか。 
Ａ、平均 10 家族をカウンセリング、年間 110 人くらい。１日に 8 人～10 人くらいの家族

をみる。 
 
Ｑ、どういった貢献度があるか。 
Ａ、助産師と産婦人科医の出産費用を比較すると助産師の方がコストが低い。 
 
Ｑ、医者は精神的なケアはしないのか。 
Ａ、診察時間が決まっており、特にしない。 
 
Ｑ、助産師は人気があるか。 
Ａ、全体的に減っている。 
 
Ｑ、議員は協力してくれないのか。 
Ａ、難しい。 
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【所見】 

助産師の仕事は出産に立ち会い、赤ちゃんを取り上げることだけではありません。助産

師には妊娠、出産、産褥期の女性や新生児のケアをはじめ、次世代を育む母子や家族への

支援、女性の生涯を通じた性と生殖をめぐる健康への支援等、地域の母子保健を推進する

役割が求められています。 

助産師は妊婦さんの健康管理や生活指導・分娩・出産、褥婦さんの体調管理、母乳指導、

育児指導と、妊娠から出産、育児に至るまでの「人の誕生」に関わる一連の流れを管理、

指導もします。また、母親・父親になるための相談に乗って話を聞き、不安を取り除いて

あげるなど、安心を提供することもできます。 

ドイツの助産師は、カウンセラー的な役割を持っています。横浜市では、主に区役所の

福祉保健センターに助産師が配置されていますが、その数は少なく、市民の認知度も低い

状態です。今後は、子供達のためにも、助産師の配置数を増やすだけでなく、助産師の役

割なども周知を行う必要があると考えます。 

妊産婦だけでなく、産前教育を通じて「親になること」「妊娠・出産すること」の知識

の普及や、家族計画の指導を行うことで、将来子供達が健やかに育つことができると考え

ます。 
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（２）フランス共和国（パリ市） 

 

パリの観光政策に関する視察（パリの自転車観光事情）について 

 
【日時】4 月 29 日(日) 10 時 00 分～ 
【場所】パリ市内 
 
【視察概要】 
パリでも自転車は、通勤、通学、買物その他日常用務や 営業の業務など幅広く活用され

る重要な移動手段である。私達がパリ市内を自転車で視察中は、基本的に観光地以外の場

所を走っていることのほうが多かった。 
今回、パリ市内で英語のガイドサイクリングを利用してみた。ガイドサイクリングは、

サイクリングガイドが地域を案内しながら少人数のグループで走行するサイクリングであ

る。市内を自転車で走っていると、その中で道端にゴミがあるのを見つけたり道路が整備

されていなくて走りにくかったり、街の汚い部分が見えることもあった。しかし、パリ市

内の普通の民家の様々なガーデニングや、歴史的建築物をバスで走る時よりリアルに大き

さを感じることができた。 
サイクリング観光を通じた新たな展開と新規ビジネスの創出は、観光業界・自転車およ

び関連メーカーの発展につながるだけでなく、地域経済の振興や雇用創出・増加にも貢献

する可能性を持っている事業であることに気付かされた。 
 
 
 
 

 
ガイドによるレクチャー          雨天レンタルグッズ 
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【所見】 
平成 29 年 5 月に施行された自転車活用推進法に「自転車を活用した国際交流、観光来訪

の促進、地域活性化の支援」が明記されました。今後、横浜市もサイクリングと観光を組

み合わせた「サイクルツーリズム」による地域活性化に取り組むこともできる可能性があ

ります。 
かねてより、地方自治体は、地方創生の一つの切り札として、地方の魅力を引き出すサ

イクリング観光に注目し、旅行業界もエコツーリズムや健康志向の高まりといった流れを

受け、観光主体からアクティビティ主体、インバウンド含めたツアー作りをしていく必要

があります。 
レンタル自転車を揃え、サイクルステーションを設置するといったハード面のみに偏っ

た施策だけではサイクルツーリズムによる地域活性化は成功しないと考えます。そのよう

な一過性の取組だけでなく、地元の方々、行政、自転車関連業界、観光業界など全てのス

テークホルダーが自転車文化に対する理解を深めることが重要であると考えます。 
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パリの観光政策に関する視察（パリ市内の観光案内所）について 

 
【日時】4 月 29 日(日) 13 時 30 分～ 
【場所】パリ市内の観光案内所 

•Hôtel de Ville 
29 rue de Rivoli（4 区）- [交] メトロ Hôtel de Ville 駅 
[開] 5 月 2 日～10 月 31 日の毎日午前 9:00～18:45、11 月 1 日～4 月 30 日の毎日

10:00～18:45。5 月 1 日休。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観光案内所の入口                説明ブース 

 
【視察概要】 
パリ市が外国人旅行者の受け入れにあたり、重要なスポットとなるのが観光案内所であ

る。パリ市観光局は観光インフォメーションセンター、インターネットサイト parisinfo.com、

無料パンフレットとソーシャルネットワークなどを駆使して観光客に情報を提供している。

また、観光局はその地域の様々な観光機構と協力し合っている。 
しかし、観光案内所は、同じ機能を有する案内所がどこにでもあればいいということで

はなく、立地によって変わる地域の実情や旅行者のニーズによって必要な機能を兼ね備え

ている必要がある。 
旅行者の視点から見れば、空港や主要な駅などで旅行先の大まかな情報を掴み、現地の

観光案内所でより詳しい情報を得られるのが効率的である。この案内所では、主に目的地

へのアクセスや観光情報だが、宿泊施設、両替、Wi-Fi などの通信の情報も多く聞かれる。

その他に、案内所への来訪目的の一つともなっているが、困りごとなどの相談も行ってい

た。「物を紛失した」「待ち合わせ場所が分からない」などありとあらゆる相談が案内所

に舞い込み、できる限りのサポートを行っている。 
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【所見】 
スマートフォンでどこでも情報を調べられるようになりましたが、たとえネットで情報

が得られるとしても、Face to Face のコミュニケーションは必要です。通信環境の整備が

進む中でも観光案内所の利用者は増えており、旅行者に対応できる観光案内所の存在意義

は大きくなっているのが現状です。交通案内のように「答えがあるもの」についてのみ伝

えるということであれば、検索エンジンが、GPS 機能や画像・動画とともに、観光客が知

りたい答えをネットで提供できるようになっています。 
しかし、現状のネットの技術ではまだ 100%満足するレベルの回答をすることは難しいと

考えます。 
性別・年代別に求めることまで把握できても、旅行者の顔色をみて体調や疲れ具合まで

は分かりません。また、旅行者との会話の中で相手の嗜好やニーズを探るコンサルティン

グ能力が欠かせません。 
旅行者の属性を把握し、最適な回答をするためには、高度な接客スキルを地域の知識と

ともに兼ね備えている人材が必要になります。 
2020 年東京五輪を控え、訪日外国人数はこれからも増加が見込まれます。その受入環境

整備の課題の一つが、多言語対応であり、外国人に情報を提供する観光案内所にも大きく

関わる課題ですが、何でも多言語化すればいいのではなく、その対象となる案内標識が施

設内か外か、また印刷物等が見えにくくならないかなど、専門的にきめ細かく、柔軟な対

応が求められるので、その対応をしっかりと行う必要があると考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９か国語対応タブレット 
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法律婚の枠にとらわれない婚外子サポートについて 

 
【日時】4 月 30 日(月) 14 時 00 分～ 
【場所】パリ市役所 民主・市民・領域局 
【説明者】フランソワ・ギシャール局長 

  
ギシャール局長、職員の皆さんと局長室にて 

 
【視察概要】 
先ずパリ市役所で私たちを迎え入れてくれたのは、横浜市でいうところの市民局である。

局長室には局長をはじめ各セクションの課長やスタッフがレクチャーに集まってくれた。 
我が国は深刻な未婚化、少子化に悩まされている。そこで先進国の中で唯一合計特殊出

生率 2.0 を達成し（最新の統計では 1.88）、様々な政策の実施により少子化を解決したフラ

ンス国最大の都市パリ市において、特に家族制度や婚姻について取り扱う市民局で話を伺

った。 
 
フランスでは日本よりも結婚と離婚手続きが煩雑で、その責任も大変重いため婚姻率が

低下してきてきた。そうした時期に同性婚が社会課題になり、カトリック宗教国であるフ

ランスでは同性婚を認めることが出来なかったため（その後 2013 年に同性婚を認める法制

化）、PACS（民事連帯契約）という、結婚よりも制約の緩いパートナーシップ契約制度を

設けた。ところが皮肉なことにこの制度は従来の面倒な婚姻制度を敬遠していた婚姻世代

に歓迎され、現在ではすべてのカップルの半数以上がこの制度を利用しており、異性間に

よる利用は 95％を占めるに至った。 
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フランスにおける婚外子上昇のグラフ 

 
結婚制度と PACS の主な違いは、PACS は離婚する際にどちらか一方の申し立てでパー

トナーシップ契約を解除できるのに対し、結婚の場合は必ず弁護士を通して長期間の交渉

を要することである。また PACS の場合は苗字が変わらない。ただし結婚の場合は遺産や

遺族年金をパートナーが受け取る権利が有るが、PACS の場合は契約書や遺書にその内容を

盛り込まない限り受け取ることが出来ない。フランスで PACS が支持されて普及した大き

な要因に「いかなる生まれでも子は同等の権利を有すること」が法制化され、子が生まれ

て育つことに、親の結婚は関係ないとされていることがある。そのため、親同士が結婚し

た夫婦であれ、PACS のカップルであれ子供が受け取る手当や権利に差はない。そのため、

子育てで受けるメリットが変わらないため、いわゆる事実婚カップルが増え、社会的地位

の向上とあいまって出生率の向上に結び付いたと考えられる。婚外子は 1980 年代から急増

し、1997 年には全出生児に占める割合は約 40％、2017 年には約 60％となっていることか

らも、PACS が出生率の向上に寄与したことが分かる。 
 
【質疑】 
Ｑ、子が生まれても結婚しなくていいとなると、「親である責任」から逃げようとする人が

出てこないのか。 
Ａ、いや、親は逃げることはできない。フランスではまず全ての親に養育義務があり、そ

して全ての子には「親を知る権利」がある。父親に「この子の親である」という疑いが

かけられた時、唯一そこから逃れる方法は、遺伝子検査で親でないことを証明すること

しかない。そしてこの検査を拒むことは、事実上不可能だ。 
また、フランスにおいて、子の「親を知る権利」と「親に守り育てられる権利」は、

親の意思より尊重される。子は親を選べないため、親の選択がどんなものであれ、それ

が子の人生に悪影響を及ぼすことは、最大限防ぐべきだ。 
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Ｑ、柔軟で先進的な市政だと、若い人が集まって税収が増えたりするのか。 
Ａ、特に税収の増加には結び付かない。同性愛者の方は、農村部よりパリの方が心理的に

楽、というのはあるかもしれないが、家族のあり方が多様なのは、フランスのどこでも

同じだ。 税収はさほど変わらないが、大都市への権限移譲により制度が多様化すればす

るほど書類仕事は増える一方だ。 
 
Ｑ、具体的にはどの様な作業が伴うのか。 
Ａ、例えば世帯の多様化に合わせて、パリ市役所の家族担当局は、局名の中にある「家族」

の語を、単数形から複数形に変えた。家族のかたちは一つではない、様々であると認め

ている証だ。でも、それが当然である。市政は市民の生活に適応するためにあるからだ。 
 
【所見】 
視察の中で、とても印象だったのが局長に「もし私がパリで暮らすことがあれば、どん

な行政サービスを提供してくれますか。」と尋ねたところ「貴方が日本人らしく、パリで生

活できるようにサポートします」との回答でした。フランスでは決して「フランス人らし

く」暮らすように型にはめられることが無く、個性が尊重され、多様性が重んじられるこ

とに行政の在り方を見た気がしました。やはり人々が暮らす街で、息苦しかったり、時代

の変遷にフィットしないやり方を押し付けられているうちは、シンプルに子孫を残しにく

いと思います。これからの日本に必要とされるのは、柔軟で多様な制度の構築ではないか

と考えました。 
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メーデーについて 

 
【日時】5 月 1 日(火) 
【場所】フランス パリ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メーデー参加者の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         警察による鎮圧 

 
【視察概要】 
「メーデー」の由来は、古代ローマで行われていた祭典からきていると言われている。

古代ローマでは、農作物や家畜の豊作を祈るために行われていた。しかし、毎年メーデー

が行われていくうちにだんだんと豊作を祈るという意味が失われてお酒を飲んで踊り狂い、

不道徳な振る舞いをする人も増えた。一度禁止されたが、産業革命の時期に祭りとして復

活して現在に至るという背景もある。また、五月祭を意味し、この日に夏の訪れを祝う祭

がヨーロッパ各地で催されてきた。労使双方が休戦し、共に祝うのが習慣であったが、近

代に入り現在のメーデーへ転化した。 
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○現在のメーデー 
現在のメーデーは、アメリカの労働組合が 1886 年 5 月 1 日にシカゴを中心に 8 時間労働

制への統一の要求のためにストライキを起こしたのが起源となっている。当時は 1 日 12 時

間労働が当たり前だったが 8 時間労働制を主張し、見事勝ち取ったことを示す日になって

いる。 
以来、労働者の権利を主張する日になっている。 
 
○パリのメーデー 

日本の感覚だと、メーデーや日曜日にお店が閉まるのは考えられないが、お店はほぼ休

みである。そして、今年のパリのメーデー行進は、出発地点のバスチーユ広場から、デモ

隊が組織ごとに大通りを歩き、セーヌ川橋を渡る予定であった。 デモコースに通じる道は、

通行止めにされ、多くの警官・機動隊もいた。 
しかし、今年は暴徒の為に台無しにされてしまった。参加者が暴徒化したのではなく、

暴徒が加わったという事が数日後に分かった。調べてわかった事だが「Black Bloc（黒い塊）」

の名前の通り、全員目出し帽やバンダナの覆面で顔を隠し、つま先まで真っ黒な服装をし

ている者達が集まる事で集団が形成されるようだ。 
目的はあくまでも破壊をすることになっていて、武器は火炎瓶などで銃や爆弾は持たない

という。テロ集団よりは、過激派ではないと感じる。 
 
【所見】 
 5 月 1 日は、組織傘下の労働組合、労働者が集まり、公園で集会をし、また通りで広告な

どのためにパレードを行うところもあるそうです。 
日本の感覚では、月に 100 時間の残業も可能で、70～80 時間残業があっても中小企業で

は何も不思議ではない状況です。それどころか、残業時間の天井を決めて、それを超える

時間は自動的にサービス残業になるような企業さえあるようです。また、人手不足を認識

しながら、労働環境の改善はせず、少ない人数でより多くの仕事をさせるという、より過

酷な労働環境になっている業界もあるようです。メーデーにより、残業代ゼロになる働き

方改革に反対し、1 日 8 時間・週 40 時間労働で暮らせる社会の実現、最低賃金の引き上げ、

非正規労働者の待遇改善などを訴えていくことは極めて重要であると考えます。 
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パリ市における保育園の運営について 

 
【日時】5 月 2 日(水) 8 時 45 分～ 
【場所】パリ市役所内保育所 
【説明者】マリー＝クリスティーヌ・コーエン＝デッソー パリ 1～4 区乳幼児部長 

ヴァレリー・モッタリー園責任者、サンドリーヌ・シャルノーズパリ市議会議員 

   
園の入口と園内にて 

 
【視察概要】 
フランスにおける多様な就学前の保育制度について、先ずは日本と同じスタイルの公立

認可保育園を視察した。この保育園は主にパリ市役所で働く職員の保育を受け持ち（地域

枠もあり）前市長が市長の公邸部分をその需要に応える為に改築し、保育園として整備し

たため、建物は 1882 年に作られたまことに歴史を感じるものである。1 階は半日利用の一

時保育園（定員 20 名）、2 階部分は午前 7 時半〜午後 6 時半預かりの終日保育園（定員 40
名）。一つの敷地を二つの保育スタイルに分けている理由は、「保護者のニーズの多様性に

応えるため」だという。 
 
現在パリ市内の保育対象年齢（0〜3 歳）の児童は約 7 万 3500 人。そのうち 53％にあた

る保育枠が、740 カ所の公立・公営保育関連施設で提供されている。まだ保育園の定数は不

足しておりアンヌ・イダルゴ市長は「６年の任期で市内の保育枠を 5000 枠増やす」ことを

公約にしている。ただ、数が増えればいいというものではなく、市民の役に立つ質を確保

しなければ意味がないと話され、実に耳の痛い話であった。 
 
園内に入りまず驚いたのは園内が土足可能ということだ。数年前までは土足厳禁だった

が、靴の有無によるバクテリア数の比較検査をしたところ、衛生環境に問題が出るほどの

差がなかったとのこと。逆に靴下の方が衛生面で劣るという結果もあり、0 歳児クラス以外
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は土足保育に切り替えたそうだ。これはパリ市内全ての保育園に適用されるとのことであ

った。またパリ市でも良質な保育士の確保は大きな課題であり、大きな特徴として「離職

しない」ための対策に取り組んでいるとのことであった。例えば、保育士が座ったままで

テーブル間を移動できるよう、キャスター付きの丸椅子がいくつも保育室にあった。これ

は子供との身長差で腰を酷使する保育士の労働環境を検証し、採用が決められたそうだ。

他にもオムツの匂いが大きなストレスを生むため、高価ではあるが匂いが漏れないディス

ポーザーの導入、歩ける幼児に登ってもらう階段付きオムツ交換台など、あらゆる角度か

ら人間工学を分析して「働く人に優しい」設備が配置されているのが印象的であった。 
 

 
キャスター付き椅子       ディスポーザーとオムツ交換台 

 
【質疑】 
Ｑ、横浜でも保育園が足りない地域がある。パリ市では保育枠の拡大にどう取り組んでい

るのか。 
Ａ、それは政治的意思の問題である。パリ市でも予算と場所は常に足りない、あらゆる点

で節約ばかり。でも「住居と教育・保育行政は節約しない」と市政が定めている。 
例えば公営住宅を整備する際、1 階部分にはまず保育所を作れないかと検討する。商

業施設に入ってもらったほうが市の税収は上がるが、私たちの公約は「保育枠を増やす

こと」だから保育園を優先して整備する。大都市には様々なタイプがあり、ロンドンの

ように、中心部は商業地と定めているところもある。パリ市は「中心地にも、家族と子

供に住み続けてもらうこと」を選んでいる。 
 
Ｑ、保育園に配置した設備の中で何か特徴的なものはあるか。 
Ａ、公立園には必ず水遊び場を設置している。これは、0 歳児はどんな遊びも集中が続かな

いものだが、水遊びだけは別。小さなコップを数個、目の前に置いておくと、水の移し

替えだけで 20 分以上、じっくり遊べる。遊びに集中できることは、子供の発達には非常

にプラスになるから設置した。 
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水遊び場                     園庭 

 
Ｑ、様々な科学的に分析されたシステムがあるが、これらは専門業者に委託して開発して

いるのか。 
Ａ、専門業者ではなく、パリ市の保育担当局には、保育環境を科学的に検討・検証する部

署がある。設備について考えるのは各保育園ではなく、自治体の役割なので担当局のセ

クションで様々なデータを研究し開発、配置をしている。 
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パリ市における家庭保育（保育ママ）の仕組みと運営について 

 
【日時】5 月 2 日(水) 10 時 00 分～ 
【場所】家庭保育所、一時預かり所「アルト・ガルトリー」 
【説明者】家庭保育所責任者 ティエヴァン氏、一時預かり保育所 タイイー氏 

  
園スタッフと             保育ママ 

 
【視察概要】 
家族的保育園の開園時間は午前 8 時半〜11 時までの 2 時間半のみで、子供たちが通園す

るのは週に 2 回だけ。ここの園児は、家族的保育園に通園する時間以外（午後と平日の残

り 3 日）は、保育ママの家で過ごしているとのこと。園長のもと、保育士や母親アシスタ

ント（保育ママ）が、一人当たり子供 3 人の配置で保育をしている。保育ママはフランス

最大の保育手段で、託児児童数は団体保育園より多い。小規模で家庭的な保育を受けられ

るが、保育園とは施設や社会性の獲得の面で差異があるとされてきた。 
 
小規模保育の良さを生かしたまま、「子供たちには全員、同じものを与えるべき」の原則

に即するため、考えられたのが家庭的保育園とのこと。保育ママ歴 25 年の大ベテラン、フ

ァティアさんは「保育ママは自宅が職場。公私の切り替えが難しく、自分の保育方針にこ

だわってしまう危険もある。この場所で園長や同業者と一緒に保育することで、私自身、

職能をレベルアップできる」と話をしてくれた。この園には彼女を含め 10 人の保育ママが

所属し、全員がパリ市の正規職員とのこと。保育ママが担当する子供たちは、日本の認可

園と同じくパリ市が割り振る。保育ママが、認可園と同等の扱いをされているということ

だ。保育ママを利用する保護者の利用料や支払い方法も、公立の団体保育園に準じている。 
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園内と園庭 

 
【質疑】 
Ｑ、保育ママを利用する方はどのようなニーズがあるのか。 
Ａ、フランスでは団体施設で子供を預かってもらうよりも、少人数できめ細やかな保育を

望まれる保護者が多い。また未熟児で生まれ体の小さい児童の家庭に、パリ市から勧め

ることもある。保育の規模が小さいほど、感染症のリスクが下がるためだ。 
 
Ｑ、保育ママによる個人宅での小規模保育では、事故や犯罪が起こった際のリスクがある。

何かあったときに、行政はどう責任を取るのか。 
Ａ、パリ市の場合、雇用している保育ママの事故の責任は市が取る。パリ市が保証人とな

り、保育ママ全員に保険をかけている。 
 
Ｑ、保育ママの資格審査や研修にはどのように取り組んでいるのか。 
Ａ、保育ママには全員、救急対応の研修を受けてもらっている。事故の際の対応マニュア

ルも細かく設定している。保育ママは公的機関の認可制なので前科は必ずチェックされ、

認可している行政庁による抜き打ち訪問も定期的に行われている。 
 
【保育園と保育ママに関する所見】 
まず保育が行政の取り組むべき政策課題の最上位に掲げられ、施設型保育園も保育ママ

もすべてがパリ市の認可施設であることに驚きました。そこに「子供たちに与える環境は

公平に」の理念が強く反映され、ほとんどの保育園で使うものは家庭から持ち込めないな

ど、考え方が非常に徹底されていることは子供たちはもちろん、保護者にとっても有難い

ことではないでしょうか。特に保育ママ制度は日本ではあまり馴染みがありませんが、ベ

テランの保育士も多く、少人数で保育が行われるため、流行している感染症にかかりにく

いなど大きなメリットがあります。家庭的で温もりのある保育が感じられました。 
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特に学ぶべき点は「サイエンス」と「データ」の利活用です。最新の教育法や児童心理

学、人間工学に基づき、常にアウトカムのデータを検証し様々な角度から、担当局が園を

バックアップする仕組みは、本市においても取り組んでいく必要があると考えました。そ

こで得た仕組みや設備を一律展開していく方法は、日本のシステムに似ているため、パリ

市の取組は決して取り入れられないものばかりではないと感じました。他にも 15園に一人、

市の保育コーディネーターが配属されるなど、行政が保育園を手厚くサポートする姿勢も

見習うべき点です。また保育士不足は本市において深刻な問題であり、パリ市のように身

体的な疲労軽減のみならず、精神的なストレス軽減に、保育行政先進都市として、ぜひ取

り組みたいと思います。 
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パリ市における乳幼児と産前産後ケアの取組について 

 
【日時】5 月 2 日(水) 13 時 00 分～ 
【場所】母子保護センター 
【説明者】施設責任者 アンヌ＝フランス・ヴィダル氏 

  
   保護センターのスタッフと      センター内のキッズスペース 

 
【視察概要】 
パリ市には人口 225 万人の都市に 84 か所もの母子保健センターが整備され、産前産後の

ケアから、予防接種、育児相談など、幅広く乳幼児を持つ親子の支援に取り組んでいる。

その他にも担当地域の保育園の巡回や「母親アシスタント」と呼ばれる、保育士資格を持

たない方に 60 時間の研修を行い、保護センターにて認定資格を授与する仕組みがある。母

親アシスタントは自宅で 4 人までの保育サービスを行う仕組みの核となっている。 
また妊娠に関する「母子保護センター」も市内 13 か所にあり、こちらは「望まない妊娠」

の根絶を支えるセンターである。このセンターでは、ピルの無償配布や未成年の堕胎手術

のサポートに取り組んでいるとのこと。それも「生まれてくる子供は出来る限り幸せな環

境であるべき」との考えに基づいて施設を整備している。日本でも絶えることの無い幼児

虐待の要因として最も多いのは、こういった背景で生まれてくる子供たちである。パリ市

ではデータを分析の上、虐待や貧困に追い込まれる子供を無くすための政策として取り組

んでいる様子は、非常に本質的で、考えさせるものがあった。 
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診察室  

 
施設内ではキッズスペース等を見学の後、医師からも話を聞いた。この施設が主に取り

組んでいるのは、所得が低く、医療費の支出が困難なため子供にワクチンを接種できない

母子に対して無償でワクチンを打つことや、産後の母親から不安や悩みなどの相談を受け、

専門病院への紹介などを行っている。小児科で行う通常の医療行為や処方は行っていない。

また地域の乳幼児健診も大きな仕事とのこと。本市でいう「母子包括支援センター」に医

師が配置され、小規模保育も担当する専門施設といったところであろうか。 
 
【質疑】 
Ｑ、母子保護センターが出来る前は、こういったサービスをどこで行っていたのか。 
Ａ、区役所で行っていたが、それでは地域のニーズに対応しきれないので、20 の区役所に

対し 84 の母子保護センターを整備した。特に住民の所得が低い地域に多くの拠点を整備

した。 
 
Ｑ、フランスにおける産後ケアはどういった取組があるのか。 
Ａ、産後 90 日以降から 10 回、無料（医療保険で 100％負担）で骨盤底筋及び腹筋のリハ

ビリ治療が受けられる。これは骨盤底筋・腹筋を緩んだまま放置すると、尿漏れの原因

になるほか、高齢に差し掛かった時に内臓脱落が起きやすいため、予防策として行われ

ている。 
 
Ｑ、母子保護センターにおける産前サポートにはどの様な取組があるのか。 
Ａ、出産に関する様々な情報提供や、地域の助産師へのホットラインがあるので直接相談

することが出来る。 
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Ｑ、このセンターを利用する際の料金はどの程度負担する必要があるのか。 
Ａ、すべて無料だ。予防接種はもちろん、各種健診も無料で受けられる。住民票がパリ市

にない方でも母子手帳を持っていれば旅行者でも無料だ。 
 
【所見】 
本市で取組が始まったばかりの母子包括支援センターよりも、医師が配置されていて医

療行為も行うことが出来るセンターが、区役所の 4 倍以上も整備されていることは、さす

が子育て支援が手厚いフランスだと実感しました。比べると、本市が取り組まなければな

らない課題は山積し、パリ市に学ぶべき点が沢山ありますが、一歩一歩実直にこの様な施

設が十分に整備できるように取り組んでいきたいと考えます。 
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（３）英国（ロンドン市） 

 

シェフィールド・オリンピック・レガシーパークについて 

 
【日時】5 月 3 日(木) 13 時 00 分～ 
【場所】シェフィールド・オリンピック・レガシーパーク 
【説明者】デイヴィッド・ホブソン氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エントランスにて                室内陸上競技施設 

 
【視察概要】 

シェフィールド・オリンピック・レガシーパークは、健康と福祉の研究と学習のために

国際的に認められたイノベーション地区の一部となっている。 
オリンピック・レガシーパークが建設された地区は、スチール産業が主体であり、有害

な化学物質等が原因で土壌汚染が深刻となり、売却や再利用ができず長年放置された土地

だった。また、貧困地域でもあったがロンドンオリンピックを活かして複数のスポーツ施

設や選手村などの居住施設を併設する施設を建設し、2012 年大会後は地域コミュニティの

利用に供することで、同地区を変革することに成功している。 
 
 
 
 
 

レガシーパーク全景 
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○オリンピック終了後の施設活用について 
レガシーパークは、地域コミュニティにおける一般利用や、子供のスポーツ教育や、エ

リート選手のトレーニングで利用されている。 
サウスヨークシャー州シェフィールドのアタークリフ地区にある世界最大級のスポーツ、

教育、健康、レジャー施設を持つ 35 エーカーの敷地内で、約 3,000 人が働き、学んでいる。

また、居住施設が集まる地域もでき、また幼稚園から高校などの学校が新しく建設され、

非常に利便性の高いコミュニティとなっている。また、ホテルも建設中で今後さらに多く

の観光客が訪れ、新たな観光地としても期待されている。 
 
【質疑】 
Ｑ、この施設の役割は何か。 
Ａ、オリンピックやパラリンピックのアスリート、プロスポーツの選手、アマチュア競技

者、地域スポーツプログラム、学童など、さまざまなグループから事例を集める機会が

企業に提供されることで、将来人々が健康でいられることに貢献すると考えている。 
 
Ｑ、ロンドンオリンピックの最大の成功の秘訣は何か。 
Ａ、最初からオリンピック後を見据えてレガシーを計画し、過大な施設や必要のない施設

の運営をしていないことだ。 
 
Ｑ、レガシー計画で重要なポイントは何か。 
Ａ、永続的なレガシー形成の要諦をなすのは、財政面を含む中・長期的な計画だが、これ

が、大会計画策定段階から議論され、実行に移されることが重要だ。 
 
Ｑ、東京オリンピックの成功要件は何か。 
Ｑ、ロンドン大会の成功の秘訣の 1 つが、テレワーク。家でもコンピュータを通じて、ネ

ットでつながることによって、仕事をどこでもできるような働き方改革を行なった。東

京でもこれを行い、首都圏の混雑を避けることも重要な成功要因だ。 
 
【所見】 

2012 年のロンドンオリンピック・パラリンピックは、世界から高い評価を受けました。

ロンドン東部の再生をコンセプトにしたレガシー計画や、イギリス出身のアーティスト等

をフルに生かした開会式、人口 6,300 万人の国でありながらメダル獲得数では 3 位に入っ

た競技面での成功など、ロンドンは様々な面で特筆すべき成功を収めました。 
イギリスはオリンピック開催から 6 年が経ってもその跡地利用が進んでいます。東京オ

リンピックの大会後に施設をどのように使用するか、しっかりと考えなければなりません。

長期的な視点をもって、行政だけなく官民一体となって取り組む必要があると考えます。 
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シェフィールド大学 先進製造研究センター（ＡＭＲＣ）について 

 
【日時】5 月 3 日(木) 15 時 00 分～ 
【場所】シェフィールド大学 先進製造研究センター（AMRC） 
【説明者】デイヴィッド・ホブソン氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入口看板               参加企業の表示 

 
【視察概要】 

AMRC の母体であるシェフィールド大学はイギリス中部のシェフィールドに位置し、同

市は人口約 50 万人を擁するイギリス第 5 の都市である。 大学関係者から 4 人のノーベル

賞受賞者を始め、国際社会をリードする優れた人材を輩出しているイギリスでも屈指の総

合大学である。また、ヨーロッパにおける日本研究のパイオニアとしても知られている。 
シェフィールド大学の近郊にある AMRC は 2001 年にヨークシャー開発公社と欧州地域

開発基金の支援の下、シェフィールド大学とボーイング社の連携により創設された。 
AMRC の製造現場は次世代製造技術のため、各分野の最先端技術が試される産業用試験

センターと言える。例えば AMRC で使用される切削工具は、工具メーカーや航空機産業の

プライムメーカーからオリジナリティーの高いツールが提供されている。切削油剤、切削

工具、ホルダ類、CAM ソフトウェア、機械加工プログラムならびに新素材加工など、新た

な技術全てにおいて研究がされている。 
AMRC は今や 7 つの研究施設を保有し、最も新しいものは「AMRC ファクトリー2050」

であり、2015 年に開所したこの建物は、英国初の完全に再構成可能なデジタルファクトリ

ーとして計画された。これを加えると AMRC の総床面積は 38,925 ㎡まで拡大される。

AMRC 自身が一つの商業組織体として、製造業における最も高い技術を有するブランド企

業との連携によって総合力も高まり、各分野の技術発展を促すことに繋がることになる。 
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【質疑】 
Ｑ、共同研究のメリットは何か。 
Ａ、既存の共同研究等から、新たなアプローチやプラットフォーム等の仕組みが重要とさ

れている。以前は大学発ベンチャー、IP ライセンス等がボトムアップで起こり、国とし

ては統合されていなかった。今後は国、企業、教育が連携し、経費削減、大規模かつ複

雑な問題・課題等を取扱う必要性がある。 
 
Ｑ、今後の大学側の課題は何か。 
Ａ、教員と企業が安心して、大型の産学連携に取り組める体制を充実発展させていく必要

がある。 
 
【所見】 

AMRC における研究への参画企業は、航空宇宙産業における世界的企業であるボーイン

グ社やロールスロイスです。シェフィールド大学と共同で AMRC を設立し、現在も参画企

業として AMRC の発展のために主要な役割を果たしています。この他に、80 社以上が 
AMRC の資源や知見にアクセスするため年会費を支払う会員企業としてセンターの研究

活動に参画しています。AMRC においては拠点と国を超えた複数の共同研究プロジェクト

が同時に進行しています。イノベーションは多様な技術知識を融合させ進行する活動で、

イノベーション実現のための手段の 1 つが共同研究であることの重要性を学びました。さ

らに、AMRC が技術知識の伝播と人材育成の機能も持ち合わせており、今後、日本におい

ても大学院や企業が共同で研究開発を行い、技術革新を起こしていく必要があることに気

づかされました。今後、横浜の企業誘致にも力を入れ、その企業が連携できる仕組みを構

築して、横浜市にある企業が元気になる施策にも力を入れていきたいと考えます。 
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ロンドン市における就学前教育について 

 
【日時】5 月 4 日（金）10 時 00 分～ 
【場所】ロンドン市役所 大ロンドン庁（GLA（Greater London Authority）） 

幼児教育政策課 
【説明者】マグダレナ バリツカ マネージャー 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幼児教育政策課の皆さんと           説明の様子 

 
【視察概要】 
就学前教育視察、最後の訪問先はイギリスのロンドン市を訪れた。驚いたのはロンドン

市役所が総ガラスの円形庁舎と、全ての執務スペースがガラス窓に面しており、非常にク

リエイティビティある市庁舎であり、職員の皆さんが創造性を発揮して仕事に取り組める

雰囲気が魅力的だった。まずバリツカマネージャーより、ロンドン市における幼児教育の

概要について説明があった。イギリスでは就学前の仕組みとして大きく分けて 3 つの制度

がある。日本の保育園にあたる「ナーサリー」、幼稚園「プレスクール」、そして「チャイ

ルドマインダー」と呼ばれるベビーシッターのいずれかを選択する。ただ、いずれも行政

からの金銭的サポートが少ないため、非常に高額な利用料や学費が必要になる。例えばロ

ンドンの一般的なナーサリーをフルタイムで利用すると、1000～1500 ポンド（日本円で

16～24 万円）ほど支払わなければならないため、共働きをしていても一人分の給料をすべ

て費やしても足りないくらいかかるとのこと。そうした状況を改善するためにトニー・ブ

レア元首相が幼児教育改革に取り組み、現在では 2歳児を持つ低所得者家庭には週 15 時間、

3～4 歳児にも週 15 時間の保育に対する補助金を政府がサポートするようになった。しかし、

ロンドン市に暮らす世帯は所得の高い人が多いため、就学前支援に対する補助金の利用率

が全国の 71％に対し、ロンドンでは 58％と非常に低い数字となっている。義務教育の開始

は 5 歳からとなっている。この様な経緯からフルタイムでナーサリーを利用できる家庭は
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限られ、チャイルドマインダーをうまく使いながらやりくりしている世帯も多いとのこと。 
  
今回の視察の目的である「オフステッド（教育水準局）」について話を伺った。ロンドン

にあるすべての教育機関（就学前からすべて）に対し、第三者評価機関であるオフステッ

ドが定期的に各施設を検査している。学習、安全、精神性、保護者満足度などの様々な項

目を 4 段階で格付けしている。特に就学前児童に対しては、その連続性の中でどのような

幼児教育の在り方がその後の進学や就職に結びつくかを研究している。この検査結果は公

表されるため、その結果を見てわが子をどこの園や学校に通わせるか親が検討する判断材

料にもなっている。評価が高い施設には当然児童が集まり、高額な学費を集められるため、

この評価を高いものにするために教育機関は多大なエネルギーを費やしている。 
一方、デメリットもある、それは通訳の方から伺った話では、オフステッドの格付けが

その学校地域の不動産価格にも影響するため、保護者は資産価値を守るためにも教育に投

資をして、結果として、不動産価値が高い地域には学力の優秀な子供が集まり、逆にオフ

ステッドの評価が低い学校の地域には貧困層の子供が集まるため、歴史的に貴族階級社会

であったイギリスをそのまま残すような社会を形成する一助になっているとのことであっ

た。 
 
また、イギリスは中央集権的な政治体制であるため、地方自治体に与えられる裁量や予

算が少なく、ほとんどは中央政府の決めた予算配分や仕組みとなるので、大都市ロンドン

市としてはより自主性の高い自治体経営が出来るように政府に要求をしているそうだ。 
 
【質疑】 
Ｑ、ロンドン市における保育園の運営形態は。 
Ａ、80％が民間セクターによる経営で、残りが公立だ。私立園は直接園に申し込みを行い、

公立園は区役所に申し込みをする。 
 
Ｑ、近い将来ブレキジットによるＥＵ離脱が予定されているがその影響はあるか。 
Ａ、保育に携わる人材が減ることが懸念される。保育士やベビーシッターの賃金は安いの

で東ヨーロッパから来た人々が多い。そういった方が他国へ流出する可能性が高い。 
 
Ｑ、企業に対して共働きがしやすいような働きかけや政策には取り組んでいるか。 
Ａ、グッドワークスタンダード事業に取り組んでいる。フレックス制やワークシェアなど

を導入する企業に、一人当たり 15 万円程度の支援金をサポートしている。 
 
【所見】 
ロンドン市の就学前教育は新自由主義国を真に感じるものでした。行政からの金銭的支
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援は薄く、所得が高い世帯は支払額に見合うサービスや教育を選択し、低い世帯は最低限

の行政支援を受けながら、選ぶことが出来ない環境で子育てと仕事を両立します。 
ブレア元首相の幼児教育改革で「幼児教育とケアを与えることですべての子供が人生の

最高のスタートに立つことができるように」の考えで貧困層の子供たちにも、最低限の教

育を受けられるようにする様々な取組が始まりましたが、その後、保守党政権に代わって、

緊縮財政にかじを取り、結果チルドレンズ・センター等地域の子育てをソーシャルサポー

トする施設は閉鎖されました。ブレキジットを国民が判断した今、今回視察をしたドイツ

やフランスとは、同じヨーロッパでも全くあり方の違う、この国の今後の就学前教育の取

組に今後も注目していきたいと思います。 
 レクチャーや資料からは教育に対してのアウトカムデータを構築し、それを重視した教

育に注力しているとのことでした。これはオフステッドの仕組みから見ても外部評価や定

点観測を重視していることが理解できます。本市においても、習慣や固定観念ではなくこ

のような客観的な外部審査や、その教育がどのように後の人間形成に影響するか等をもっ

とデータを分析して、時代に求められる幼児教育に取り組んでいく必要があると感じまし

た。 
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ラグビーワールドカップ開催会場（トゥイッケナムスタジアム）周辺視察につ

いて 

 
【日時】5 月 4 日（金）13 時 00 分～ 
【場所】トゥイッケナムスタジアム イングランドラグビー協会（RFU） 
【説明者】広報担当 ケイト・ワーロック氏 
 

   
エントランスにて      ウイナーズ旗とケイト氏（右） 

 
【視察概要】 
いよいよ来年に迫ったラグビーワールドカップ日本大会開催を前に、特に本市において

は日産スタジアムで決勝戦を開催するなど大変深い関係があるため、ぜひとも前大会開催

地イギリスの決勝戦開催会場でもあり、イングランドラグビーの聖地でもある「トゥイッ

ケナムスタジアム」を訪れ、開催成功へのプロセスや地域住民とのパートナーシップ構築、

そしてリスク管理等を伺いたく、スタジアムに本部を構えるイングランドラグビー協会

（RFU）の方にレクチャーをしていただいた。 

    
スタジアム全景            VIPボックス 

 
トゥイッケナムスタジアムは 1909 年にオープンし、現在まで 100 年以上の歴史を持つ。
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収容人数は 82,000 人、ラグビー専用スタジアムのためグランドは美しい芝に囲まれ、日産

スタジアムのようなトラックもないため非常に観戦しやすいスタジアムだ。スタンドの大

部分は屋根が覆い雨天の時も安心だ。ラグビーワールドカップでは 1991 年と 2015 年大会

の会場となっている。普段はプロリーグや大学リーグなどのラグビー試合はもちろん、大

物ミュージシャンのライブ会場としても利用されている。VIP ボックスも見学させていた

だいたが、翌日の試合を控えテーブルセッティングなどもされており、本場の観戦スタイ

ルも垣間見ることが出来た。スタジアムはトゥイッケナム駅から徒歩 15 分程度と、ちょう

ど新横浜駅から日産スタジアムくらいの距離に立地する。駅からはロンドンらしい 2 階建

てバスに乗ると早いが、残念ながらこのバスはあらかじめデポジットカードを登録して乗

車時にチェックしなければならないため、現金での利用が出来ない。このバス以外にスタ

ジアムへの交通手段はなく、多くの観客は徒歩でスタジアムへ向かうとのことだ。周りは

閑静な住宅街のため、試合終了後に観客が騒がないよう、速やかに帰路に就くよう誘導を

しているとのこと。 

  
街並み             駅からのバス 

 
【質疑】 
Ｑ、地域住民を大会の機運を盛り上げるためにどの様に巻き込んでいるか。 
Ａ、普段から地域とコンソーシアムを作り、常に対話をしている。またワールドカップの

際は、地域住民のボランティアへの参加や地域での関連イベントの開催などによって、

非常に盛り上がった。イギリス人にとってラグビーは国民的スポーツなので、その理解

度は高い。 
 
Ｑ、RFU として、どのような目的を持って「ラグビーワールドカップ」開催に取り組んだ

か。 
Ａ、ラグビー人口を増やすこと、以前プレーヤーやサポーターとしてラグビーに関わって

いた人々にまた競技に戻ってきてもらうこと、現在ラグビーに関わっている人々がワー

ルドカップを最大限に楽しむことができるようにすることに尽力した。 
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Ｑ、大会ボランティアの募集や活用の方法はどの様に取り組んだか。 
Ａ、約 6,000 人のボランティアが大会の開催を支援した。これらボランティアは、会場案

内や観客のチケットの確認、メディアセンターでの報道関係者の補助、障害のある観客

の補助などを含む様々な役割を果たした。ボランティアの募集は 2014 年 2 月に始まり、

2 万人を超える応募が寄せられ、このうちおよそ 1 万人の応募者が、トライ・アウツと

名付けられた選考に残り、選ばれた 6,000 人が活動した。 
 
【所見】 

ラグビーというスポーツがイギリスにとって、いかに偉大でメジャーな存在であるかを

理解しました。プレーヤー人口やファンの拡大にもアグレッシブに取り組んでおり、来年

に大会を開催する我々にとってやらなければならない課題が山積しています。担当のスタ

ッフからは「横浜の準備は大丈夫か」と尋ねられ、もちろんとは即答できませんでした。

なぜなら日本、横浜市においてラグビーは決して馴染みがあるスポーツではないからです。

先ずはラグビーを多くの市民に知ってもらい、体験してもらうことが限られた期間に重要

な事だと思います。また、担当の職員が「日本代表のユニフォームのデザインが好き」と

言っていたように、日本に居る外国人の方々にも日本チームを応援してもらい、国際都市

横浜らしい、あらゆる人々が参加し盛り上げていけるような大会になるよう取り組みたい

と考えます。また、これから開催する国際試合などの経験を有効に活用し、何よりレガシ

ーとして残していけるように地域を巻き込んだ大会を目指したいと考えます。 
 

  
 
 


	様式３（印あり）
	1226修正版＿海外視察報告書v2
	（１）ドイツ連邦共和国（フランクフルト市）
	生産性の高い働き方について
	横浜市フランクフルト事務所往訪・ヒアリングについて
	ドイツにおける公教育制度と職業学校視察について
	ドイツにおける保育園の運営について
	メッセフランクフルトにおける国際会議の誘致と運営について
	ドイツの保育制度について
	シューレ・アム・リード校往訪・ヒアリングについて
	ヘバメ（助産師）支援制度について

	（２）フランス共和国（パリ市）
	パリの観光政策に関する視察（パリの自転車観光事情）について
	パリの観光政策に関する視察（パリ市内の観光案内所）について
	法律婚の枠にとらわれない婚外子サポートについて
	メーデーについて
	パリ市における保育園の運営について
	パリ市における家庭保育（保育ママ）の仕組みと運営について
	パリ市における乳幼児と産前産後ケアの取組について

	（３）英国（ロンドン市）
	シェフィールド・オリンピック・レガシーパークについて
	シェフィールド大学　先進製造研究センター（ＡＭＲＣ）について
	ロンドン市における就学前教育について
	ラグビーワールドカップ開催会場（トゥイッケナムスタジアム）周辺視察について



