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保育をめぐる情勢
－愛保協総会・2010年度議案書より－

１ 国の動き

はじめに

2009年度は何と言っても、政権交代が行われたという、のちの歴史に刻まれる年になりました。政権

交代が起こった背景には、歴代政権による新自由主義的改革とこれによる国民生活の破壊があります。

新政権は、こうして生み出された保育所待機児童や「子どもの貧困」をどう解決するのか、旧政権と何

が同じで何が違うのか、しっかり押さえておく必要があります。

１．旧政権下の保育政策

１）年度末３つの報告書

第一に、内閣府に設置されていた「今後の認定こども園制度の在り方に関する検討会」の報告書です。

この報告書では、これまで幼保連携型を推奨してきた立場を切り替え、「まずは認定こども園の普及を目

指していくことが必要であり、当面は、地域や施設の実情に応じて他の類型に対する配慮や柔軟な対応

が必要と考えられる」として、どの類型であろうと普及促進のために、国として姿勢の転換をはかるこ

とを求めています。また、早期に2,000か所の認定を実現するとしていた国としての目標について、本報

告では2011（平成23）年度までに実現と、はじめて具体的な期限を設定したことも見逃せません。

第二に、規制改革会議が再改定した「規制改革推進のための３か年計画」です。規制改革会議はこれ

までその前身の会議から一貫して直接契約方式・直接補助方式の導入や企業参入を主張してきました。

本計画の内容はのちに触れる社会保障審議会少子化対策特別部会の「第１次報告」とほぼ重なるもので

す。また、家庭的保育者の要件緩和や保育士養成施設等における科目等の見直し、保育士試験受験要件

検討の見直し、多様な人材が保育現場に入りやすくなるような方策の検討などの提案も注目するところ

です。

第三に、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の私的諮問機関として設置された「家庭的保育の在り方

に関する検討会」の報告書です。今年４月から児童福祉法に基づいた家庭的保育事業が施行されます。

その準備としてこの検討会がつくられました。家庭的保育の実施基準では、「３か年計画」と同様に、「保

育士」や「看護師」に限定せず、「保育士と同等の知識及び経験を有するものとして市町村が認める者」

として無資格者も加えています。

２）旧政権、最後の骨太方針

2009年６月23日に臨時閣議が開催され、「経済財政改革の基本方針（骨太の方針）2009」が決定されま

した。ここで保育政策等については次のように述べられています。①2009年度～2011年度頃には、幼児

教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供、財源確保方策とあわせた幼児教育の無償化につ

いて総合的に検討する。②2011年度頃から2010年代半ばには、幼児教育、保育サービスの充実・効率化

・総合的な提供を推進する、③2010年度半ば～2020年代初めには、子育て世代に対し、少子化傾向の反

転につながる充実した子育てと就労の両立支援策。なお、幼児教育の無償化については、５月18日に文

部科学省も「幼児教育の無償化について」（中間報告）を公表しています。また、少子化対策担当相の私

的諮問機関であった「ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム」も待機児童の解消をうたってい

ますが、保育所新増設については消極的であり、これまでの規制緩和路線を強調するに留まっています。
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２．主要政党マニフェストにおける保育政策

新政権の保育政策をみる前に、昨年夏の衆議院総選挙で明らかになった主要政党の保育に関するマニ

フェストを案の段階からふりかえっておきたいと思います。なぜなら、今年夏の参議院選挙を控え、引

き続き保育・子育て支援が争点になることが確実だからです。

１）自由民主党

「政策BANK」によれば、①児童福祉の原則を踏まえて保育の質の確保と充実に努め、新待機児童ゼロ

作戦等による保育サービスの集中整備や地方における定員割れ対策を行う、②すべての子どもに質の高

い幼児教育の機会を保障するため、３～５歳児に対する幼稚園・保育所等を通じた幼児教育費の負担を

段階的に軽減し、３年目から無償化する、③放課後児童クラブのより一層の量的・質的向上だけでなく、

待機児童が多い地域における自治体の取り組みについても支援する、とあります。公示後のマニフェス

トでは、「就学前の多様化する教育・保育ニーズに柔軟に対応するため、幼稚園・保育園・認定こども園

の教育機能の充実強化を図るとともに、『認定こども園』制度の普及・促進に努めます」が加筆されてい

ます。

２）公明党

「2009衆議院選挙 選挙公約」によれば、①「小学校就学前３年間の幼稚園・保育所・認定こども園

等の幼児教育の無償化を進める、②保育所等の機能を、質量ともに強化する抜本改革を行う、③認定こ

ども園や事業所内保育施設の設置促進を通じ、受け入れ児童数を拡大、④保育所待機児童ゼロを目指し、

延長保育、休日保育、保育ママなど多様なサービスを拡充、⑤就学児童の放課後対策のため「放課後子

どもプラン」のさらなる充実、⑥地域の実情にあった総合的な少子化対策を進めるため、幼児教育や保

育を提供するとともに地域の子育て支援を行う「認定こども園」を全国2,000か所に設置する、とありま

す。公示後は、⑤に関わって、「放課後や週末の子どもたちの生活の場を確保、地域の協力を得ながら学

習やスポーツ・文化活動などに取り組む『放課後子どもプラン』をすべての小学校区で実施します」が

加筆されています。

３）民主党

「マニフェスト 政策各論」によれば、①小・中学校の余裕教室・廃校を利用した認可保育所分園を

増設する、②「保育ママ」の増員、認可保育所の増設を進める、とあります。公示後もこの内容に変化

はありません。なお、マニフェストに先立ち「保育サービスの考え方」という文書が７月１日に出され

ています。これによれば「子どもの立場に立ち、子どもたちが安心して育つことのできる社会の実現の

ため、『チルドレン・ファースト（子ども第一）』で政策立案に取り組んできた」「保育制度の改革にあた

っては、保育の質の確保が大前提であり、国や地方公共団体は質の高い保育を十分提供するため、優先

的に財源を確保すべきである。安易な規制緩和等によって質よりも量を追い求め、結果的に子どもに不

利益を与えるようなことがあってはならない」「現在国が設けている保育室の面積や保育士の人数などの

低基準についても、子どもたちに良質な保育を提供する視点で改善することが必要である」「就学前教

育・保育の実質無償化を検討する」「二元行政を改め、子どもに関する施策を一元的に責任を持って担え

る仕組みを作り、幼稚園と保育所の一本化を目指す」と述べています。

４）日本共産党

「総選挙政策」によれば、①子育てしやすい働き方、賃金・労働時間の保障、②保育の公的責任を後

退させ、負担増や格差を持ち込む保育制度の改悪を中止、③待機児童を“ゼロ”にするため国が計画を

つくり国の責任を明確にして認可保育所を整備する、④希望者全員が入所できるよう学童保育を抜本的

に拡充する、⑤保育料、幼稚園授業料の負担軽減をはかる、とあります。公示後は、例えば①について、

「子どもの看護休暇」や「家族休暇」制度、短時間勤務制度、残業免除制度、③については「中期、長
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期の『保育所整備計画』を作成し、計画的に認可保育所を建設」、④についても、子どもたちに負担を強

いる大規模化を解消し、新・増設をすすめること、「遊びと生活の場」にふさわしい適正な規模、施設の

広さや設備など、安心して生活できる設置・運営基準を定めることなど、すべての項目について具体的

に加筆され、内容をふくらませています。

５）社会民主党

「選挙公約2009」によれば、①保育サービスと放課後児童クラブ（学童保育）を量と質の両面から抜

本的に拡充する、②保育所の増設に加え、幼稚園や保育ママ制度などをフル活用する、③幼保一元化と

就学前教育の実施をすすめる、とあります。公示後は、「保育所の増設」ではなく「認可保育所の増設」

と修正が加えられています。また③については「子どもの教育の出発点として、社会性、平等意識、自

発性を身につける就学前教育・保育を充実します。実践を行いながら幼保一元化をすすめます」と修正

されました。

３．民主党連立政権の保育政策

それぞれのマニフェストを掲げて戦った総選挙は、政権与党であった自公の大幅後退、民主党の大躍

進という結果に終わりました。

与党となった民主党は、後期高齢者医療制度の廃止や障害者自立支援法の廃止を当初から掲げ、医療

・福祉における反構造改革路線を方針にしていると読み取れます。10月には政府として初めて相対的貧

困率を調査・公表し（15.7％・2007年／子どもの相対的貧困率は14.2％）、貧困率を減少させる政策を実

行することを表明しています。また、「子ども手当」の創設や保育所の増設を図って質の高い保育を確保

した待機児童の解消、学童保育の拡充についても、９月９日、他の政権党である社会民主党と国民新党

と政策合意しています。

１）保育所最低基準の廃止・地方条例化

保育所 低基準の廃止・地方条例化など、各種権限の地方移譲を求めた地方分権改革推進委員会の第

３次勧告が10月７日に公表されました。勧告を受けた厚生労働省は11月４日、次のような対応方針をと

りました。すなわち、 低基準に関する条項をすべて地方条例に委任したうえで、①人員配置基準、②

保育室などの居室面積基準、③人権に直結する運営基準（保育所保育指針、給食調理室《自園調理》な

ど）、に限っては条例の内容を直接的に拘束する「従うべき基準」にするというものです。ただし、東京

都等の大都市部に限り、待機児童解消までの一時的措置として、保育所の居室面積基準は合理的な理由

がある範囲内で国の基準と異なる自治体独自の基準を条例で制定することができる「標準」にするとし

ています。上記以外の 低基準の項目は、国として「参酌すべき基準」が示されるものの、自治体は自

由にその基準を設定できるようになります。具体的には、屋外遊技場、医務室や便所、耐火基準（準耐

火建築物であること）、２階以上に設置する場合の避難用外階段などを、厚労省は「参酌すべき基準」に

する方向で検討しています。

この内容が盛り込まれている「地方分権改革推進計画」を政府は12月15日に閣議決定しました。この

計画の法律改正が必要な事項について、2010年１月からの通常国会に、地域主権推進一括法案（第一次）

を提出するとしています。

２）保育所給食の外部搬入容認

公立保育所給食の外部搬入容認事業は、2004年２月に構造改革特区に認定されてから、現在まで86自

治体で実施されています。この事業を全国展開するかについて2005年以降、毎年評価・検討がされてき

ましたが、厚生労働省サイドからも弊害が多いということで懸念が示され、全国展開には至りませんで

した。
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ところが、長妻厚生労働大臣が、公立保育所給食の外部搬入容認事業を全国展開する方向での検討を

指示していることが明らかになりました。さらに現在、構造改革特区推進本部評価・調査委員会では、

私立保育所給食についても、一気に外部搬入を容認するとして、公立私立あわせて全国展開していくこ

とが検討されています。

４．「新たな保育の仕組み」を新政権が容認

旧政権下で行われていた社会保障審議会少子化対策特別部会は、２月24日「第一次報告」を提出後も

審議を続けてきました。論点の中心である保育制度については、保育第一専門委員会と保育第二専門委

員会を設置し、それぞれ委員を強化し、 終的には12月９日の第30回特別部会でこれまでの議論のまと

めを報告するに至っています。

新政権は、「新たな保育の仕組み」など保育改革について明確な見解を示してきませんでしたが、12月

８日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」のなかでこれを評価する見解が示さ

れたのです。すなわち、「幼保一体化を含め、新たな次世代育成支援のための包括的、一元的な制度の構

築を進めるため、主担当となる閣僚を定め、関係閣僚の参加も得て、新たな制度について2010（平成22）

年前半を目途に基本的な方向を固め、2011（平成23）年通常国会までに所要の法案を提出する」「利用者

と事業者の間の公的契約制度の導入、保育に欠ける要件の見直し、利用者補助方式への転換の方向など、

利用者本位の制度を実現する。また、保育料設定の在り方について。水準の在り方も含め、制度設計の

中で検討する」「株式会社、NPO・社会的企業も含めた更なる参入促進を図るべく、客観的基準による指

定制度の導入を検討する」。

また、待機児童の解消についても、民主党も社民党もマニフェストでは「認可保育所の増設」をうた

っていましたが、ここでは、「地域の余裕スペースの活用等による認可保育所の分園等設置の促進、家庭

的保育の拡充により、待機児童の大半を占める低年齢児の良質な保育を拡充する」として、これを無視

しています。特別部会は、これを評価しながらも結論が出る前に政府が先取りした改革方針を出したこ

とについては疑問の意見も出されています。

５．私たちの運動が世論を動かす

新政権では、子ども手当の財源確保のために、民間保育所運営費国庫負担を廃止し、一般財源化する

という議論が浮上しました。これを強行しようとする総務省・財務省と、阻止しようとする厚労省・内

閣府との攻防が続きました。私たちの運動の成果も手伝って、結果、来年度は回避されています。

このように、国民のさまざまな要求を汲み取って誕生した新政権は、一見、反貧困・反構造改革路線

を進めるかのように思えます。しかし、新政権の主流は構造改革＝新自由主義派であることは 低基準

の廃止・地方条例化や「明日の安心と成長のための緊急経済対策」をみても明らかです。この新政権の

矛盾を暴露するとともに、反貧困・反構造改革を推進する医療・福祉・教育分野との共闘が求められて

います。

また、「地域主権」を積極的に進める新政権の方針から考えて、地方公共団体とどのような関係をつく

るかも大きな課題です。その点では、今年４月からスタートする「次世代育成支援後期行動計画」の内

容の把握は必要不可欠です。

繰り返しになりますが、今年の夏には参議院選挙もあります。私たちの願う保育・子育てを実現する

政治を明確にするとともに、保育の実態や保育制度について世論に訴える格好の時期とも言えます。
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２ 愛知県の動き

2010年度は、「21世紀あいち福祉ビジョン」の計画最終年度

2010年度は、「21世紀あいち福祉ビジョン」（2001年から2010年の10年間の計画）の計画 終年度とな

っています。2009年度は審議会が行われ、その進捗状況も出されています。保育・子育て関係は、第２

分野の「子どもが健やかに育ち、子育てに夢を持てる環境づくり」とし、一時保育の推進、放課後児童

の健全育成事業の推進、児童ディサービスの推進は100％の達成率、児童館・児童センターの整備、地域

子育て支援センターは90％以上の達成率となっています。今、就職希望者の要望である低年齢児保育の

実施は85％、休日保育は45％の達成率となっています。

『あいちの保育問題資料集』と自治体キャラバンでみえてきたこと

『あいちの保育問題資料集』のアンケート（2009.４.１時点）や自治体キャラバン（2009.10月＆11月）

では、自治体は「待機児童ゼロ」としていますが、実際には認可外保育所への入所があり、年度途中入

所への不適切な対応とかかわって、子どもの不幸な状況が露出しています。

郵政見直しの国政の変化で、民営化の方向がすこし緩和されるかと期待しましたが、県内の市に関す

る民営化の状況は、議案に添付してあるキャラバンのまとめをじっくりご覧ください。

認定こども園を含む幼保一元化の新たな動きとしては、常滑市が「幼・保の一元化を円滑に推進組織

の一元化」を進め方の視点とし、2012年・2013年から公・民での認定こども園の導入の整備計画を出し

ていることです。

1960年頃からの産業構造の変化とあいまって、働く婦人の増加に伴う保育要求により全国各地で建設

された保育所が30年・40年と経過し、一斉に「老朽化」が進行している現実に国は対応せず、「（公立）

保育所運営費」の国庫負担を外す「官から民」路線のもとで、地方の「民営化」が進みます。

愛知県の全国的に突出していること

愛知県は、全国的に突出していることが多くありますが、生活悪化のデーターその１は自殺者です。2

008年1557人。派遣労働者29万9658人です。そして、2009年４月現在、61自治体で働く非正規職員は２万

9000人で職員全体の31.4％。非正規職員が正規職員を超える自治体は29市です。毎年契約を更新し５年

働く臨時保育士さん、時給は上がらず一時金もありません。

また、愛知県の外国人登録者数は、2009年５月現在222,244人（日本全体221万7000人）で、県人口の7

18万人の3.1％。

突出の 後は、喫緊の課題となりました給食室です。愛知県は、21自治体229に及ぶ保育所が給食セン

ターからの外部搬入による給食です。ある市の保育士さんは、給食センターの冷凍目玉焼きの食感は、

まるでガムを噛んでるようといいます。「残こさず食べる指導」に胸が痛むといいます。

2010年度愛知県当初予算案が発表されました。厳しい経済状況を反映して、向こう４年間は毎年2000

億円もの歳入不足になると試算されています。2010年度予算は、基金からの繰り入れと県職員の賃金カ

ットで乗り切りましたが、自殺者全国１に象徴される事態の改善に向けて、抜本的な予算の組み替えを

要求したいと思います。

３ 名古屋市の動き

河村市政におけるポピュリズムと実際

４月の名古屋市長選挙で、市民の圧倒的支持を得て河村市長が誕生しました。河村氏は「市民税10％

減税」を公約し、「庶民革命」を掲げて選挙活動を展開し当選し、いまだ圧倒的な支持のもと「河村サポ
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ーターズ」を率いて、独占的に市政を運営しようと計画しています。

しかし、「金持ち減税にはしない」はずだった市民税10％減税は、実際には「庶民革命」となりえず、

金持ち減税のまま市議会を通り次年度から実施されます。市民のうち40万人は非課税世帯であり減税の

恩恵にはあずかれないほか、均等割りのみを納めている市民・扶養家族を含めると、市民の半数以上は

市民税減税によって得るものは何もないのが現実です。それに反して、市民税を多く納めている裕福な

世帯、また法人は10％減税によって大きな恩恵を受けることになります。企業上位７社だけで約10億円

の減税額となり、まさに「金持ち・企業優遇減税」に他なりません。

深刻な景気の低迷により税収が落ち込み、約260億円が不足すると見込まれている上に、市民税10％減

税のために約240億円が必要とされ、あわせておよそ500億円もの財源不足となります。この財源を生み

出すために、各局の予算の一律カットを行いました。市民が充実を求める福祉や医療の分野も関係なく、

予算を増やすどころか減らそうとしているのです。「福祉など市民サービスが低下しないか」という市民

の心配に対し、河村市長は「福祉は切らない」と言っていますが、公立の福祉施設の民営化は松原市政

の流れを引き継ぎ、さらに強行に推し進められようとしています。

「税金で食っとるほうは極楽で、払っとるほうは地獄だわな」の意味

「税金で食っとるほうは極楽で、払っとるほうは地獄だわな」という謳い文句で、市民の暮らしが苦

しいことの不満の矛先を公務員に向け、市民と公務員を分断しようとしています。公務員の人件費削減

（10％カット）により、職員の給与・手当・一時金すべてカットしただけでなく、この10年間で1000人

減らしてきた定員管理計画の 終年度である今年、さらに300人の上乗せ削減を突然断行しました。

「議会改革」の名による議会の役割の低下と４大プロジェクトの推進

議会改革の名の下に、議員定数を半数に減らし議員報酬の半減を断行することで、議会の役割を低下

させようとしています。庶民の側にいることを強調しながらも、松原市政から引き継いだ４大プロジェ

クト（本丸御殿復元、東山動植物園再生、クオリティライフ21城北、モノづくり文化交流拠点）は若干

の見直しをしつつも、巨額の税金を投入しようとしています。さらに、名古屋城天守閣の木造化に500億

円も費やすことまで提案されているのです。

その一方で、城西病院の廃止・民営化、区役所の税務課を３か所の市税事務所に統合すること、ごみ

収集の民営化など、市民の暮らしに直結するものを削ることで財政を賄おうとしています。水道料金の

値下げなどわかりやすい施策の背後には、このような市民サービスの低下が随所に現れています。

「名古屋市公立保育所整備計画」（2009年９月）と民営化

2009年９月に「名古屋市公立保育所整備計画」が出されました。１～２中学校区に一つ（73か園）の

公立保育所を「センター保育所」とし、その他の公立保育所を順次、廃園・民営化していくという内容

の計画です。2009年度には従来の千種台・山田・苗代の３か園の廃止・民営化に加え、汐見が丘保育園

の廃園・民営化が提案されました。

2010年度予算案からみえる公的保育の後退

2010年度予算には、2011年より開設の「認定こども園」２か園分が計上されています。認定こども園

は保育の分野に直接契約を持ち込むもので、保育の市場化に向けた動きと捉えることができ、見逃すこ

とのできない動きの一つです。

先に挙げた市の職員の削減のため、来年度から公立保育園の障害児対応正規職員はゼロになります。

公立の障害児正規職員がゼロになったことで、民間保育所の障害児格付け保育者配置を２年間で廃止し、

障害児保育勧奨金の補助金となりました。公立での制度改悪が、民間保育園の制度改悪に直結している

ことを端的に示しています。公立保育園の給食調理業務士も、新たに全市で11名の削減を余儀なくされ

ました。
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また、保育園を利用する保護者にも負担が強いられる内容の予算案になりました。来年度より16時を

区切りにして、保育料を２段階に分け徴収する仕組みの導入が提案されています。サービスに応じて利

用料を変える受益者負担を保育分野に持ち込もうとしています。このことは、「保育を必要とする子は、

等しく保育を受ける権利を持つ」という公的保育の発想に逆行するものです。

住民投票条例制定に向けた直接請求署名運動の示したもの

2009年１月から取り組んだ「名古屋の公立保育園を廃止・民営化することの是非を問う」住民投票条

例制定に向けた直接請求署名での署名数は、法定数の３倍以上の13万筆に達しました。残念ながら４月

の臨時市議会では否決されましたが、公立保育園の廃止・民営化問題で臨時市議会を開催させたことは

大きな意義があり、多くの市民が公立保育園の廃園・民営化は再考の必要があると考えている事を示し

ています。また、同年４月に『中日新聞』が行った世論調査では、公立保育園の廃園・民営化の方針に

ついては「見直し」の声が59％であることが明らかになっています。

それにもかかわらず、河村市長はタウンミーティングの中で、「減税分を寄付してもらって、そのお金

で地域のアパートを借りて、お年寄りが子どもをみればいい」と信じられない発言をし、保育・福祉を

地域委員会まかせにし、市の責任を曖昧にしようとしています。

「子どもに関する総合計画（素案）」（2009年末日に公表）をみてみると

2010年度から実施の「次世代育成支援後期行動計画」の柱となる「子どもに関する総合計画（素案）」

が、2009年末日に公表されました。そこには「公立保育所整備計画の推進」「子育てバウチャー制度の導

入」などが盛り込まれています。公的保育制度を切り崩す動きは多面的で、差し迫っています。

私たちの要求と運動で、市民の子育てへの願いに応えていく取り組みを子どもの権利保障の視点にた

ってすすめていくことが、引き続き重要となっています。公的保育への理解を広げながら、市民の子育

て環境を守り改善していく運動が、ますます強く私たちに求められています。

【資料・名古屋と港区の学童保育】
1，名古屋の学童保育

名古屋市は2009年4月より、学童保育と全童対策事業（トワイラ

イトスクール）を一体化したと行政が言っている、「名古屋市放課

後子もプランモデル事業」を始めましたが、市民理解が進まないこ

ともあり、16区16箇所の始予定が、2010年2月現在10区10箇所にと

まっています。また、どのモデル校も学童保育に該当する登録児童

の定員40人にはほ遠く、 高23人、 低2人という状態です。

全国的に、学童保育所を必要とする人数は拡大の一途をたどって

おり、他都市では、大規模化や待機児童が問題になっています。

しかし、名古屋市においては、学童保育に入所する子どもが減少

し、学童保育所の閉所が毎年起こるなど、全国的な状況とは全く逆

な状況が続いています。

その原因は、学童保育を必要とする子どもが減っているからでは

なく、トワイライトスクールに、就労支援、留守家庭児童の預かり

機能を組み込もうとする、施策の混乱にあます。この混乱した方針は、市長の交替後も基本的に引き継

がれたままの状態です。

こうした中、2010年度は名古屋市の学童保育施策が大きく変わりました。これまでの名古屋市独自の

助成から、その助成内容(方法)は国基準となり、これに伴い障がい児加算が倍増となりました。また、

対象児童が6年生までに拡大されたとは、これまでの私たちの粘り強い運動の成果です。しかし反面、助

成要綱が変わったことで助成金が減額になる学童もあり(今年度は緩和措置として減額分が補助されま
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すが2011年度以降は不明です)、また、切実である施設問題も解消されるどころか、2010年はプレハブ保

育室の建替え予算がつかないなど、依然として名古屋市の助成は実態に見っていません。

こうしてみると今回の助成要項の改善は一定評価できるものの、まだまだ保護者、そして指導員に負

担を強いるものです。引き続き連絡協議会等に結集し、市が公的に学童を実施すよう働きかけて行きま

しょう。

2，港区の学童保育と合同委員会
港区は名古屋市の中でも学区間の児童数格差が大きく、その中で学童在籍児童数の減少が著しい区で

あるといえます。また、地域の特質からトワイライトと学童の利用料の差の影響は大きく、ここ数年、

学童を維持していくだけの新入所児童を迎えることができない状況が続き、2007年度末には小碓・正保

学童が閉所せざるを得ませんでした。また、２006年度を境に中川・成章学童は、2008年度を境に高木神

宮寺は大規模から小規模と登録規模を縮小せざるを得ませんでした（2009年度までの助成の区分け）。

2009年度末においても2学童が深刻な存続問題の中にありました。しかし、本年度対象児童が拡大され

たことで、一先ず閉所の危機は脱しましたが、抜本的な問題が解決されていないため、前述学童は依然

危険域にあります。

ではこうした中、子どもたちがトワイライトで豊かに放課後の生活を送っているのかいうと、トワイ

ライトの利用率も港区は46.8％(16校)と名古屋16区の中では も低く(名古屋平均、55.1％。実施191校。

2007年度データ。)、このことからも名古屋市の放課後児童施策が利用者の要求と実態に合っていないこ

とは一目瞭然です。

さて、学童は前述したよう逆境の中にあるものの2010年度、港楽－15名・中川－15名、など港区全体

で43名の入所児童を迎え入れることがきたことは(区連協加盟学童合計)、これは地域に根ざした活動を

行うと共に、入所募集活動を継続的かつ積極的に展開したことによる成果です。同時にこのことは「学

童に個別の役割がある」ということ「今ある学童を必要としている家庭がある」ということの証明であ

り、例えば、モデル事業の実施など、名古屋市の放課後施策には大きな矛盾を感じます。

今、名古屋市が緊急に行わなければならないことは、必要なのに保育料や運営のため活動等が壁とな

り、学童への入所を断念せざるを得ない家庭がなくなるよう、今回制度改善されたことをきっかけに、

より実態に見合った助成を行うことです。。

2009年度、名古屋市の学童保育はモデル事業実施という大きな逆風の中にありましたが、こうした中

でも全体でも閉所学童は1カ所と、私たち働く保護者が本当に望んでいるものが明らかになました。この

ことからも、今後、逆風が吹いたとしても、翻弄される必要はありません私たちの共通の願いである子

どもたちの

・安全で安心な放課後

・豊かな時間と空間と、その中での心豊かな成長

…この視点と共感があれば今の学童を守り発展させて行くことができるでしょう。

また、そのための核となる学童・区連協並びに保育連絡会を、共に充実させて行きましょう。

《資料》2010年度
港区連協加盟学童
在籍児童数(8学童)

＊4月23日現在

1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 障がい児 世帯数

南陽 1 4 1 3 1 1 11 9

福田 8 7 1 3 1 2 22 1 18

港楽 15 2 6 5 4 1 33 2 29

中川 14 8 2 1 4 3 32 1 30

小計 38 21 10 12 10 7 98 4 86

当知 11 9 5 5 8 2 40 2 33

東海 5 2 7 4 4 4 26 1 20

成章 1 2 3 4 1 3 14 14

高木神宮寺 9 4 3 8 2 3 29 1 26

64 38 28 33 25 19 207 8 179

2009年度 49 203 6 174

2008年度 49 206 8 168

参
考

学童名

そ
の
他

港区合計

合
同
加
盟



- 11 -

200９年度活動総括（案）

1, 港区子どもまつりを通して、参加・加盟団体との交流を積極的にはかります。

1)共に保育情勢を学び、情勢に呼応した取り組みを積極的に行います。

・ 憲法＆教育基本法など、現在の情勢の中で求められることを

学ぶと共に具体的行動を構築します。

・ 学習会の機会を積極的に模索します。

意図的に学習会を設定することはできませんでしたが、子どもまつり実行委員会開

催時に情勢の確認を行うと共に確かめ合ってきました。また、署名の協力を取り合う

ことができました。

2）各団体間で情報交換を行うと共に、必要に応じて懇談の機会を設けます。

・ 保育園年長児世帯と学童との懇談を調整します。

具体的に懇談会を行うことはできませんでしたが、港区子どもまつりの取り組みを

通して培った関係を活かし、学童の統一入所案内チラシを子ども青少年局港分会に窓

口になっていただき、今年度も公立保育園・年長児世帯へ配付していただくことがで

きました。

同時に学童区連協が区交渉で折衝したことにより、港区園長会で学童アピールの時

間を設けていただくことができ、区連協役員が対応しました。こうした中、子どもま

つりを通して交流している港分会・保育士の皆さんだけでなく園長にも理解を得るこ

とができたことは今後の入所募集活動につながります。

《補足》

上記学童統一入所案内チラシについては、区内公立保育園以外の私立保育園・

私立幼稚園へも、子どもまつりのチラシ配布依頼を行う時に同時に行い、多くの

園で協力していただいております。

3) 交流を行い各団体の要求を取りまとめる中で、行政との懇談等を必要に

応じて行います。

港保育連として行政活動を行うことはできませんでしたが、加盟団体は各加盟団体

で行った行動に積極的に参加しました。

この中で、中川学童は当初は2009年度内のプレハブ保育室建て替えは不可とのこと

でしたが、年度内での建て替えを実現させることができました。

【特別報告】

①保育連の活動を港区子どもまつりに特化することを確認しました。

②上記活動内容から、2009年度、会費改正を行いました。
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2, 第29回 港区子どもまつりを開催します。

※ 保育連が主催し、実行委員会を組織し、企画・実行します。

※ 未加入団体へも参加を呼びかけます。

第２９回港区子どもまつり
と き：10月18日（日）

ところ：戸田川緑地

《主催》港区保育団体連絡会・第29回港区子どもまつり実行委員会

・実行委員会－7回

・バザー担当者会議－1回

・役員会－3回

《後援》名古屋市教育委員会・港区役所・愛知保育団体連絡協議会

《宣伝》チラシ

①区内保育園・幼稚園配付－4,200枚

区内小学校配付 －6,300枚

②地域配布用 －16,000枚

＊中日新聞に折り込んで配付しました－

《取得予算》総額 623,775円 ＊内・協賛金取得額 450,000円

＊前年度繰越金 172,775円

年度別協賛金取得額－426,000円(2008年度)

396,000円(2007年度) 487,000円(2006年度)

516,150円(2005年度）582,350円(2004年度）

547,500円(2003年度）573,513円(2002年度）

610,600円(2001年度）

《部外からの参加・協力・出演団体》

○港環境事業所(あそびコーナー）

＊2010年度以降の参加については辞退の連絡が入りました。

○しし丸カンパニー

開催日を天候が安定する傾向がある10月第3週にしたことが功を奏し、今回も前回・第28回同
様、天候に恵まれ大きく成功させることができました。
さて、この子どもまつりは、創設にあたっては、また以降数年にわたっての運営は港地区労(港

区の労働組合の集まり)並びに公立保育園父母の会や共同保育所が中心になっていました。しか
し、区内から共同保育所がなくなり公立保育園父母の会が機能しなくなってきた現在、子ども青
少年局港分会(保育士さんの組合。以下「港分会」)の積極的な関わりはあるものの、ここ数年は
学童が中心といった印象がつよくなっていました。こうした中、昨年は港分会から実行委員長が
選出されると共に担当保育士以外も役員会に参加していただくなど、このことは大きな成果であ
ると言えます。また、このような組織体制で臨んだ今回の実行委員会では活発な論議を行うこと
ができました。そんな中、一つのテーマとコピーを実行委員の総意で決めることができたことは
大変意義のあったことであり、エンディングもこれまでとは違ったアイディアが出され具体的に
実現できたことは大きな成果です。
さらには、保護者実行委員だけでなく、子どもたちも積極的に関わってくれたこと、このこと

は成果であると共に、同時に、今後、主役である子どもたちもどう関わってゆくのか？どう関わ
らせて行くのかについては発展的課題として捉えて行きたいと思います。

好
天
に
恵
ま
れ
、
大
き
く
成
功
！
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本年・2010年度は節目となる第30回開催です。
これまでの経緯と成果を大切にしながらも、これから先の子どもまつりをどう創って行くのか？
今後も実行委員会に結集し建設的に論議して行きましょう。

ところで例年、行事が目白押しの秋に開催されるということで、また、子どもまつり実行委員

会のみならず各学童の父母会体制が年々脆弱化してくる中、このまつりに対しての負担感が強調

される傾向がありますが、この間確かめてきた

★港区子どもまつりは

『地域の子育て環境を良くするための・一つの大切な啓蒙活動』

である、ということを再確認し、同時に、このまつりを通し日常保育の中で培われている学童保

育と公立保育園の良さと役割を大きくアピールすることで、

★港区子どもまつりの開催と参加は

『港区全体の学童の入所募集活動を担う』『公的保育を守る』

ものであるというとらえをもち、これまで以上に積極的に関わって行きましょう。

【資料・第29回最終実行委員会で確認した成果と課題】

1，成果
○実行委員長を子ども青少年局・港分会で」担っていただいたこと。

＊今後も保育園と共に創り上げて行くまつりという印象をより持つことができるのでは？

○主体的に役員を担っていただけたこと。
○実行委員会が論議の場になっていたこと。
○協賛者の皆さんの関心と理解

・当日、愛知葬祭の担当の方が視察
・開催後、お礼状を届けると…「18日(日)、行って見て来ました」
・某大企業「早めに上に上げれば、協力できるかも…」

○音響－良かった。問題なく行うことができた。
音響担当者・仙田さんより
「撤収などを手伝ってもらえるとよかった」

○ゲスト－実力があり、子どもまつりのゲストとしては適任
○プログラムが押したことについて

・コマのパフォーマンス(申し出があり飛び入り参加)
・作文のタイミング

○昨年より楽しく過ごせた。
・去年よりゆったりあそんでいる…
・コマコーナー、真ん中に設置されていて良い雰囲気だった。

○ステージについて
・集中して集まることができる時はできた
・要員分担がスムーズだった－岡山指導員に一任

○ステージが良かった
・太鼓の種類を事前に把握しておくともっとスムーズに行くのでは。

→次回は事前に打ち合わせを！
○抽選箱に入れることができる時間を決める。

＊抽選会用景品は地元企業の協力を得られました。
○あそびコーナー

・たくさんの子たちがあそんでいて良かった
・伝承あそびのコーナー、
もっとスペースを広くとるといいのでは？

○チラシが良かった。
○準備段階で子どもたちが積極的に関わってくれたこと。
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2，今後の方向性及び重点課題について
○『モシカメ』大会の時間設定について
○抽選会－抽選箱に半券を入れることができる時間を事前に！
○スタンプラリーのカード－受付のみの対応になってしまったこと。

・12：15に完了 520枚
・景品－在庫136個(500準備)

＊当知・中川学童を除く学童で分けました。
○事前準備のあり方(例年より時間がかかったことについて

・全部作り直した(このことは反面、評価点でもあります)
○バザー－もっと出店団体が増えるといなぁ…。
○ドッジボールコーナーについて

・指導員労組としての参加の仕方について－
○ステージについて

ここ数年出されていたステージ前の集客について、第29回はメリハリのあるステ
ージ運営を行うことで、一定の成果を得ました。しかし、本件に関してはステージ
がより有効スペースと時間となるよう、引き続き工夫していきます。

○実行委員会の開催のあり方について

3，近年・実行委員会で確認されたこと
(1)開催日－10月第3日曜日 ＊基本
(2)協賛金の取り組みついて

この取り組みに支障を抱える団体からの問いかけに、第29回実行委員会で一
定時間をとり交流すると共に検討しました。そしてこの中で、この取り組みに
ついて積極的な位置づけを確認しました。

Break Time
～ご存知ですか～

「子どもの権利条約」－4つの柱

○生きる権利
子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、
健やかに成長する権利を持っています。

○守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、
搾取から守られなければなりません。
紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは

特別に守られる権利を持っています。

○育つ権利
子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、
自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。

○参加する権利
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動
することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。

《以下、開催後集計したアンケートを転載しているので,ご参照下さい。》
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第２９回港区子どもまつり

開催後アンケート－集計報告－
＊択一の設問の○の数字は回答数です。

◇雨天対策について◇

１，雨天中止の方針について

ア 今後もこの方針で進めた方が良い ⑭

イ この方針は変更した方が良いと思う ③

ウ わからない ⑤

２，上記１で「ア」「イ」に○をつけた皆さんへ

その理由を具体的にお知らせ下さい。

★せっかく練習した子どもたちの出し物や準備した遊びを、

(雨天時でも)規模を小さくしてどこかでできるといい

★たくさんの時間をかけて準備したものを中止にしてしまうのは残念だと思うので、

雨天でもどこかでやれたらいい。

★楽しみにしている子達にはかわいそうだが、小さい子の参加もあったので雨天では参加が

厳しいのではないか。

★雨天でのステージや店（コーナー）まわりは大変。

また、晴天時と雨天時の２つのパターンを考えるのは大変。

★微妙な天気のときの判断が難しいため。

★雨天では遊べないコーナーが多いため。

★屋外で催すものばかりなので室内では難しい。雨天順延の時の準備が大変だと思う。

★雨で中止になっても前日用意してあるものがあり、片付けにも人は必要だから。

★わかりやすいから。

★テントの借用や設営の都合。

協賛先にはチラシが新聞広告として入ることでお役に立てていると言えると思うので。

★台風などの対応は早めに出した方がいいと思いますし、雨においても段階をおって

決定していく順番があれば参加する人達にも事前に伝えておけるので。

◇開催日（時期）について◇

１，10月第3日曜日開催について

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑱ 0 ③

★職場の運動会の翌日で前日準備に参加しなくて出来なくてすみません。

２,上記設問－1－の具体的な理由と、

次年度の開催時期についての提案があればご記入ください。

★暑くも寒くもなくいいと思う。

★天気も良く気温も暑いくらいで参加しやすいが、保育園の行事（運動会）の日と近く、大変。

★気候が良い。

★運動会シーズンなので話し合いに出るのに大変な部分がある。

★他のイベントなどと重なることもあり決めるのは難しい。

★暑さが落ち着く。

★市営の掃除の日に当たり、子供会役員もやっているので第３日曜は少しきついです。

★気候に恵まれる頃なので、そして日曜日なのも 適と考えられる。

★２学期になってからの準備、学童の他行事とのからみではこのあたりになると思う。
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★ここ数年みても第一日曜、第二日曜は天候の心配が多く、第三日曜は晴れる日が多い。

◇協賛金の取り組みについて◇

＊前年度の反省に基づき、総会と第一回実行委員会でこの取り組みについて
論議し、以後、関係資料をおろしました。

＊集約については、前年度を上回る成果を得ました。
＊反面、協賛金をうまく取り組むことができないとの切実な声も寄せられました。

１，協賛金の趣旨と方針について

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑮ 0 ⑦

２，１の設問に対して具体的にお答え下さい。

★いつもいただいているお店以上に手を広げていない。

★地域と一緒に作っていけるのでいい。

★地域に協力、理解を求めることは大切だと思う。

★地域とのつながりを大切にしたいと思う。

★ 低限必要ですよね。

★やはりうまく取り組むことが難しいです。

★不景気ということもあり集めるのは難しい場合もある。

★趣旨が伝わっていたと思います。

★他にお金を集める方法が思いつかない。

★協賛金をお願いすることで地域に根を下ろして活動する学童ということを意識できた。

★こどもまつりについて広く理解し賛同してもらうためにも。

★いつもいただいているお店以上に手を広げていません。

３，協賛金取得の目標設定と成果について

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑨ 0 ⑪

★ただ、トラブル・不手際があり、お金の絡むことは本当にきちっとしないといけないと感じた。

★自分では関わっていないので具体的には言えない。

４，二年前から、一行紹介から一マス広告にしたことについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑱ 0 ④

５，一昨年からは、企業ロゴも掲載できるようにしました。

このことについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑳ 0 ②

４，協賛金の取り組みに対してのご意見や、

取り組む中で出された意見（部内や地域から）があればお書き下さい。

＊地域に理解＆支えられているなぁ(#^.^#)…
加藤新聞店さんには、協賛して下さった方のお宅にチラシが入る
ご配慮をいただきました。

★ どの学童がどの会社を担当しているのかわかれば、重なってしまうことはないのでは・・・。

★ 協賛金を集める日数が少なすぎる。
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★ 父母全員に対して、もっと積極的に呼びかけて、協賛金をもっと集めることによって、

子どもまつりへの理解を深めるべきだったと実行委員として反省しました。

★協賛をとりに行くときは例えば学童学区をこえるときは、他学童とかさならないようにしなけ

ればならない。昨年度とったところはとった所がとる、それがわかるようにしておくといいと

思う。

◇チラシについて◇

１，表面のデザイン

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

○21 ①

★さすがプロのデザイン。子供のカットも上手に採用されている。

２，チラシ印刷を業者にお願いしたことについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

○21 ①

★やっぱりプロの仕事はきれい。

３，中日新聞に折り込んだことについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

○22

４，チラシの配布対応についてご意見があればお書き下さい。

★ 出来上がりもきれい。係りの人の負担も軽くしていける。

★ 西築小学校学区でこどもまつりのチラシが入らないエリアがありました。（新聞店は山盛新聞

ですが・・・）

◇テーマ 等について◇

★今回はテーマ・キャッチコピーを論議する中、
ステキなロゴが誕生すると共に、イラストなども寄せられました。

１，テーマ・キャッチコピーについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

21

２，“わ”のロゴについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

21

３，笑顔の“わ”キャンペーンについて

＊子どもたちの絵やぬり絵を会場に掲示しました。

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

19 2

★ 絵の掲示はいいと思いますが、募集する（他団体）（保育園や学童内で）などして

絵を決定したほうがいいと思いました。

★ 掲示場所がわかりにくかった。

★ 自分の作品がかざられることは子どもにとってかなりうれしいようです。

★ もう少し早い取り組みにしたほうがいいのではないか。
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◇準備について◇

１，前日準備（17日）についてご意見があればお書き下さい。

＊一日参加して下さった皆さん、本当にありがとうございます。仕事後、短時間でも駆け
つけて下さった皆さん、お疲れ様。
一日つきあってくれた三人のKidsたちもありがとう。

＊前日、天気が不安定であったため、掲示板用部材は組み立てることができませんでした。

★準備が午前中だと思って参加した。終了予定など事前に知りたい。

★自分の描いた絵が案内図として使用されて「お役に立ててうれしい」

「自分の力を発揮する場所が与えられてうれしい」と娘は感じていたようでした。

★去年は一部だけで今年は全部やりとてもきれいになったが、終了時間が大きく変わった。

今年はどこまでという確認は上でかな？

参加した人のやる気に任せるのならそれでもよいのですが。

＊準備内容については役員が明確にするべき。

★どうにかならないのかしら・・・。プログラムはかわるから作り直すのはわかるけど・・・。

２，当日の朝の準備について

＊前述の状況により今回はテントの設営も当日の朝に行いました。
＊準備がスムーズに行くよう、集合時間を時間差にしました。

①集合時間を時間差にしたことについて
ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑱ ②

★ ７：１５だと始発のバスでも間に合わないので７：４５でよかったです。

★ 朝早くから出てくださった方、ありがとうございました。

②準備内容は、わかりやすかったですか？

ア わかりやすかった イ わかりにくかった ウ どちらともいえない

⑪ ① ⑦

★自分のことしかやっていなかったので・・・。

③次回からの準備について

ア 今回と同じ方向性で(集合時間の時間差)！ ⑳

イ 改善した方がいいと思う

↓改善ポイント等を具体的にご記入下さい。

★ 入り口がバザーの車とステージの車で詰まることがあった。道が狭いのでやむをえませんね。

★ 毎年参加している人の人数が多くて、別れて段取りよくやれて今までで一番良かったそうです。

◇会場について◇

１，当日の会場設定（各コーナーの場所など）は良かったと思いますか。

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑱ 0 ④

２，１の設問について（改善した方が良いところなど）具体的にお書き下さい。

★回っていないので、具体的には不明。

★地理的に今回の配置しか無理かもしれないけど、お店をしていても子どものステージが見え、

遊びのコーナーにいても見えるような形がいい。

★受付がわかりにくかったのか、場所をよく聞かれた。
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スタンプラリーをしていることを知らない人も多かった。

★各学童の紹介パネルはもっと目立つ所の方がよかった。

★学童の紹介コーナーがわかりにくい。

★ドッジボールのプレイ時間がお客さんにはわからないせいか、どこでやってますか？と

たずねられた。

◇当日の企画、進行について◇

１，プログラム全般について

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑳ ①

★ステージに休みがあるのがよかった。コーナーに集中できました。

２，ステージ企画

⑴ゲストについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑱ ④

⑵ ⑴－ －の設問について具体的にお答え下さい。

★ゲストがとても楽しくてよかった。

★学童の子の出番が終わるとすごく人が少なくなって、けん玉大会ができなくなり

ばたばたしたので、そこは考えた方がいいと思う。

★コーナーの当番やステージの出演などで忙しく、ゲストさんをほとんど見ていない。

★抽選会が終わると観客がだいぶ減った。

★お昼にステージで何もやっていない時間があったのがよかった。との声が多くあった。

★ししまるカンパニーのステージを自分はコーナーに集中していて見れなかったのですが

子供はたいそう楽しかったようです。

★ししまるカンパニーはちょうどいい規模だったような。ほっとするステージでした。

★よくわかりません。

⑶子どもたちのステージについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

22

★出来はともかくみんなががんばっていました。

３，その他、ステージ企画について良かったところや改善した方が

良いと思うところを具体的にお書き下さい。

★子どもの作文が太鼓の移動の時間にあったのはよかったと思った。

★学童の子の作文などがあることを当日その時に知ったので、事前に教えてほしかった。

★地域の子どもたちの活動の良い発表の場になり、何をしているかわかった。

★抽選が終わったら人が少なくなったので、抽選は 後にした方がいい。

★ステージをやる時間とコーナーの時間を分けたほうがいいと思います。

★こま博物館の人たちをステージに上げて、けん玉やディアボロを披露してもらえたのは、

今後も続けていけたらいいと思います。

４，ステージ企画で行ったら良いと思うことや、呼びたい団体（劇団など）があればお書き下さい。

★ししまるさん、またみたいです。
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◇コーナー企画について（あそび）◇

１，各コーナーの内容について

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

22

★自分たちのしおりコーナーに集中していたので他はあまり見れなかったですが、

少なくとも港楽のしおりコーナーはよかった。

２，１の設問について具体的にお書き下さい。

★たくさん遊んでいたのに良かったと思う。コマが楽しかった。

★お面がたくさんあって良かったが、似たものが多かった。

（人気だったのはポケモン、プリキュア）

★小さい子、大きい子ともやれることはあり、ＧＯＯＤ。

★コマコーナー、とても盛り上がった。自分たちだけでは出来ない経験が出来た。

★お客さんがかなり大勢くるので「大うけ」だと考えて。

★どのコーナーも人が集まっていた。

３，貴団帯が担ったあそびコーナーの状況はいかがでしたか？

①良かったこと

★思ったよりすごく賑わっていてよかった。

★天候に恵まれ暑いくらいだったので、休憩を兼ねてゆっくり遊んでもらえた。

★小さい子がゆっくり遊べた。

★暑くて疲れている親子がシートの座ってほっとする場所にもなっていた。

★自分で好きなものを選べた。

★無理なく子供たちが参加できたこと。

★昨年よりお面を１１０個増やしたことで 後まで十分楽しんでもらえた。

★子供たちに大人気でした。

★子供がかなり楽しそうだった。

★ドッジボールなどおもいきり動ける遊びは必要。

②今後の課題だと思うこと

★おもちゃコーナーの持ってくるおもちゃを考える。（乳児っぽすぎた）

★０．１歳児向けのおもちゃはあったが、２．３歳児向けのものが少なかった。

こま、けん玉はまだ難しいので、２．３歳児が楽しめるコーナーも作る。

★お面の種類

★子育て相談のコーナーがあってもいいかなと・・・。

★スタート、終了時間が各ブースにばらつきがあった。

★スムーズなお客さばき。

★指導員が保育で参加できない人がいて人手不足。

★人が多くて交代でやれた。

４，スタンプラリーの企画について

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑳ ①

５，４の設問について具体的にお書き下さい。

★数を増やしたけれど早々になくなってしまったので、まだ足りていないのではないか。

★遊ぶだけでなく、その後の楽しみもあったのでよかった。

★スタンプラリーの台紙がない子がいた。もっと数がほしい。
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★スタンプラリーを楽しんでいた。当りを前年より増やしたのか、楽しみが増えた。

★お面からスタンプラリーを知って、参加してもらうことが多かった。

★企画は良かったが、もっとスタンプカードを作っておいた方がよい。

★無料で出来ること、このことをもっとアピールしてもいいかも？

声をかけても通り過ぎてしまう人もいました。

★ 積極的に楽しめる。

★ スタンプラリーまで確認できませんでした。

★ カードの下の部分のラッキーナンバーの使用目的と方法がわからない人もいたようです。抽

選しているときに初めて知ったとの声が聞こえた。

★ 抽選でわくわくしました。スタンプ３つってのも、ちょうどいい。

★抽選を待っている人が多かった。

★ないよりあったほうがいいと思う。

★数を増やしたけど、早々に無くなってしまったのでまだ足りない？

６，あそびコーナーの終了時間を周知したことについて

＊ゲストのステージがあったため、確認した時間よりアナウンスは遅くなりました。

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑫ ⑤

★ ひとつの目標になる。

★ 抽選を一時半に待っている人が多かったです。

◇バザーについて◇

１，バザー担当者会議の持ち方も含め、子どもまつりの

バザー全般について何かご意見があればお書き下さい。

★ 当日まで売られるものは知らせないのか？

★ ちょうど昼食メニューがだされていて、ありがたい。

やきそば・炊き込みご飯、おいしかったです。

２，ゴミの対応を出店団体で担いましたが、この対応はいかがでしたか？

＊ゴミStationの設置と管理はバザー出店団体で担うと共に、

ゴミの持ち帰りは参加団体の皆さんにお願いしました。

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑯ ①

３，2について具体的にご記入下さい。

★ ゴミが一番出るのがバザーのものなので、バザー出店団体がゴミステーションを担当すると

良いと思う。

★ ごみの持ち帰りはそれぞれ持ち帰りでよいと思う。

★ 分別方法についてのマニュアルがほしい。

★ きちんと分別、ステーションの管理をしてくれていました。

出店者の責任を果たしてくれていたからですね。

★ 持ち帰らなければという意識のある人と、捨ててしまえばわからないというところもある。

４，バザー担当者会議で確認した、出店におけるルールは遵守されていましたか？

ア 守られていた イ 守られていなかった ウ どちらともいえない

③ ②
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５，4について具体的にご記入下さい。

◇当日の要員・フリー要員の任務分担について◇

１，任務の具体的内容はわかりましたか？

ア よくわかった ⑥ イ わかった ⑨ ウ わからなかった

エ どちらともいえない ①

★たいこをどう配置するかはさすがにわかりません。

２，担った分担を遂行することができましたか？

ア できた イ できなかった ウ どちらともいえない

⑮ ①

３，戸田川監視と会場巡回について

ア できた イ できなかった ウ どちらともいえない

⑤ ①

４，当日の任務と各学童分担の巡回任務等に関して、ご意見があればご記入下さい。

★ お疲れ様でした。

★ 今回一人で回りましたが、やはり二人ぐらいいるといいと思いました。

◇片付けについて◇

片付けについてお気づきの点があればご記入下さい。

＊これまでは不明瞭だった解散時間を明確にしました(時間差)。
＊最終的な備品の返却ならびにベースとなるイルカ作業所の片付けは一部で担うこと

になりますが、ここ数年、毎回ニューフェイスの参加があり、またその輪も広がってい
るので心強いです。
皆さん一人一人の力で、子どもまつりが成り立っていることを実感します。

★去年より早かったと思う。

やはり人数が多く、出した人が片付けるとわかりやすくてよかったと思う。

★準備をした所を片付けることで、元がどの状態だったか分かったのでよかった。

★有能なキャリアの皆さんに導かれて、新人の私はその指示に沿って動くことができました。

★みんなで協力し、早く終わったようにおもいますが・・・。

◇会議（実行委員会）の持ち方について◇

１，実行委員会の開催数を増やしたことについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑨ ⑫

２，1について、具体的にご記入下さい。

★みんなで考えてみんなで作っていけたように思う。

★たくさん話し合えてよかった。

★保育園は各園順番に実行委員会に出たので、あまり増えた実感がない。

★第1回目も代表の方のみの集まりでいいと思った。

★残業や会議など遅れての参加になったりしたこともありごめんなさい。

★必要であれば増やすべきでは・・・。

★初めてのことなので・・・。

★実行委員の人数が多いところは良いと思いますが少ないところは厳しいと思います。
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★私個人としてはまつりが出来上がるプロセスにはこの回数が必要なのだと感じました。

現在、子ども青少年局は独自に会議をもち、全体会への参加は役員と
一部の実行委員で行っています。

３，上記のような会議の持ち方について

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑱ ④

４，１の設問について具体的にお書き下さい。

★どの園も運動会が近い時期で、会議も多いと思う。負担が少ないことは積極的な参加につなが

ることだと思う。

★事前にあらかじめ話し合っておくことでまとまった意見が出せたのでよかった。

★負担が軽減されとても良かった。

独自の会議で意見を伝え合ったり、全大会の内容を聞いたりできた。

★保育園同士連携がとりやすい。そこで意見をまとめて全体会へ出すことができる。

★今回の出席者数が適当だと感じたから。

★それぞれの団体の状況もあるのでいろいろあっていいと思う。

◇その他◇

１，実行委員として子どもまつりに関わっていかがでしたか。

※ 第2９回港区子どもまつり全般について参加されての感想や
ご意見をお聞かせ下さい。

※ 課題だけではなく評価点も積極的に検証してください。
※ フレッシュな司会者へのメッセージも、ぜひ！

★港区でも端の方に会場が位置し、車で行く人には良いが、公共交通機関を使う人には、自園から

は行きにくい場所にあり、参加者が少なかった。（2人）場所を数箇所決め、順番で行う方法もあ

るかと思うが、今までのような各コーナーとステージという規模では、他の公園は難しいと思う。

★本当に色々な方の協力があっての子どもまつりで、準備段階から当日まで、役員の方々をはじ

め、実行委員やお手伝いしてくださった方々みんなの力はすごいと思います。

★ゆかちゃん、けんせいくん(司会者)お疲れ様でした。

子どもたちに話しかけるような話し方で、とっても良かったです。

★学童、保育園の子たちだけでなく、一般のこどもも多く来ていたように思います。

ステージにも一般の方たちが来られるといいと思います。

ステージの脇とかで、一部のコーナーができると良いと思います。

★絵や塗り絵をステージ横に置いたのは良かったと思います。

見に来ている子どもや親が結構いたように思います。

★司会として参加させていただいたことで、より関心を持って取り組むことができたのでありが

たかったです。学童の子どもたちが一生懸命やっている姿に感動しました。すごくいい経験を

させていただいたので、今後に活かしていきだいです。今年初めて子どもまつりを見たけれど、

子どもの普段の生活を披露する場があることや、無料でいろいろな遊びができる場を地域でや

れることがすごくいいなと思いました。毎年この時期は子どもまつりに行こう！と地域の人た

ちに思ってもらえるような、素敵なまつりをこれからも作っていってほしいと思います。

★地域のたくさんの子ども、保護者の方に会え、とても良い経験になった。保育園だけでなく、

学童、地域の人で、一つの行事に取り組むと、すごいたくさんの人の集まるものになると思い

ました。とてもいいい経験になりました。

★舞台、ステージの呼び込みですが、南陽第三が中心のステージでしたが、他園にも協力してい

ただけると嬉しいです。
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★当日たくさんの親子のいい顔が見れました。地域の人とのつながり、協力を感じた子どもまつ

りでした。（協賛金のお願いに行くと、「先生も保育園何年目？長くいるよね」など実行委員と

して顔も覚えてもらって、話が弾んで嬉しかったです。）

★初めての参加でしたが、天気にも恵まれアットホームな雰囲気でよかったと思います。

子どもまつり自体を知らなかった人でも当日、気軽に参加していた人たちも見かけました（受

付するなかで）。

今までのこどもまつりと比較できないのですが全体的にみて良い雰囲気だったと思います。

欲を言えばもっとステージなど人が集まるとよかったですね。

若い司会者に対しては初々しくよかったと思います。お疲れ様でした。

★ あそびコーナーがゆったりとした雰囲気で楽しめていたと思う。

司会者の方、楽しそうな声がよく聞こえていました。とっても盛り上げてくださったと思い

ます、ありがとう。

フレッシュな司会者が声を張り上げてがんばっていました。ステージの企画もあそびコーナ

ーもたくさんの子供たちの楽しむ姿が見られ実行委員としても楽しむことが出来ました。

あそびコーナー、ボウリング担当、投げたボールに対し、適度な数（？）のピンが倒れ、

楽しめたと思います。

★ 今回初めてこどもまつりの役員になり、子供はもう６年生ですが、知らないことが多いんだ

なぁと思いました。

天気もよく、観てくれた人も多かったと思います。トワイライトと少子化で各学童の方も大

変ですが、今後もぜひ、頑張ってやって欲しいです。

司会者のお二人、本当にありがとうございました。楽しいこどもまつりになりました。

★ 子供たちの「わ」が昨年に比べてよくなりましたね。昨年よりステージの前で見ている方も

多くてとても良かったと思います。

一番 後の歌の時に帰ってしまう方が多いのでくじ引きを一番 後にするほうがいいような

気がしました。

★ やりがいのある活動を楽しんで担当させていただきました。前回のこどもまつりはただ見て

いるだけだったのですが、このまつりがどうやって作り上げられるのだろうという疑問を持

っていたので、今回実行委員を務めることで、その謎解きができたという感じです。一番の

反省は協賛金集めや要員にもっと大勢の港楽学童の父母を動員すべく、積極的な呼びかけが

出来なかったことです。私は楽しいと感じるけれど、他の父母は負担に感じるかもしれない

と考えて、あまり呼びかけをしなかった結果、協賛金は昨年度並み（しかもトラブル発生）

要員は女手一人分。まつりを開催するには絶対人手が必要なのだから、これではいかんと思

いました。来年度は全員でこどもまつりに取り組むよう、きちんと引継ぎをしていこうと考

えています。他の学童の父母と交流が出来たし、すばらしい活躍見せてくれた花井さんや他

にも名前を存じないけど、すごい人達と一緒になってまつりをになう喜びを味わえて本当に

うれしかったです。貴重な体験をありがとうございました。

★ 私自身２年目ということで去年よりは理解した上で参加できた。

繰り返し参加することが大切ですね。

指導員労組は指導員が仕事としてか労組としてかあいまいになってコーナー運営で混乱して

います。今後論議が必要だと思います。

子供の絵はとても良い企画だと思いますが、もっと時間が必要かな？

あの絵はどうなるのでしょうか？

ステージは学童だけでなく、保育園の子もいっぱいでれるといいかな？

民間園園の参加は厳しいのかな？

みなさん、おつかれさまでした。特に前日、当日連日中心になって動かれた皆さん、

大変だったでしょう。ありがとうございます。
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20１０年度活動方針（案）

はじめに

2010年４月27日、政府の子ども・子育て新システム検討会議は、

今後の保育制度のあり方を示す「子ども・子育て新システムの基本的方向」を確認し

ました。今後６月までに方向性をまとめ、2011年の通常国会に法案を提出し、2013年

度の施行をめざすとしています。

その内容は、①旧政権が少子化対策特別部会でとりまとめた「新たな保育の仕組み」をそのま

ま引き継ぎ、利用者と事業者の直接契約制度を基本とする、②幼保一体化をすすめる、③財源を

一元化し地域主権を前提に市町村の裁量で給付（サービスの提供など）を行う、などです。これ

は、児童福祉法に定められた国と自治体の責任による現行保育制度を根底から崩すものであり、

質が高く経済的負担の少ない保育の保障を困難にするものです。

こうした政府の動きに対して全国保育団体連絡会は、よりよい保育の実現を求める国民の願い

とは逆行する「子ども・子育て新システム」の問題点と、私たちが求める保育・保育制度につい

て明らかにする緊急アピール「待機児童解消、すべての子どものすこやかな発達を保障するため

に私たちが求めるもの－「子ども・子育て新システム」に対する見解」を公表しました。

保育水準の切り下げや地域格差を生み出すような制度「改革」ではなく、必要とするすべての

子どもたちにゆきとどいた保育が保障されるよう、国・自治体が責任をもって保育施策の拡充を

図ることが求められています。財政保障や幼保一体化の問題なども、拙速な結論に至らないよう

署名活動などを通し、国や自治体への要請を強めましょう。

さらには与党政府によってつくり出される格差社会の拡大の中、今、私たち生活者は大きな不

安の中にあります。こうした状況下、現在の社会では様々な歪みが生じています。そんな中、子

どもたちや若者が巻き込まれると共に引き起こす事件は、短絡的且つ凶悪なものとなっており、

多くの皆さんが心を痛めているのではないかと思います。このことは今の社会のあり方を問うも

のであり、今こそ私たち大人は子どもたちに“どう未来を託して行くのか”ということとそのた

めに為さなければならないことを真剣に考えなければならないのではないかと思います？

そういった意味においても、親や指導者・保育者といったそれぞれの立場を超え、保育連に結

集し港区子どもまつりを創り上げて行くことには大きな意味があります。また、これからその意

味はますます膨らませて行かなければなりません。

さて、こうした社会全般の問題と共に、身近な問題をとらえると、本年度、名古屋市の学童施

策は一定前進したものの、依然としてその施策は不十分で必要とする人が安心して利用できる実

態ではありません。また、公立保育園においても一昨年打ち出されたセンター化構想など民間委

託問題が加速すると共に、16：00以降の措置に対して負担増が画策されています。

このようにそれぞれの加盟団体には個別の課題はあるものの、こうした状況が生まれる背景は

どこにあるのか・・？従って、早急にクリアしなければならない課題と共に、これまで以上に社

会全体を見通した学びを大切に、港区子どもまつりで私たちの想いを広く地域へ発信して行きま

しょう。

現在の、自然や暮らしに眼を向けない経済政策が転換されるよう、人間らしい心と体を育てる

「保育･学童」に結集する力で、この社会を「保育･学童期」の子ども達が、健康で人間らしく生

きて行くために、かしこさといのちを大切にするやさしい心が育ち合えるよう、この輪を大きく

広げて行きましょう。
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具体的活動方針(案)
1，港区子どもまつりを通して、参加・加盟団体との交流を積極的にはかります。

1)共に保育情勢を学び、情勢に呼応した取り組みを積極的に行います。

・ 憲法＆教育基本法など、現在の情勢の中で求められることを

学ぶと共に具体的行動を構築します。

・ 学習会の機会を積極的に模索します。

2）各団体間で情報交換を行うと共に、必要に応じて懇談の機会を設けます。

・ 保育園年長児世帯と学童との懇談を調整します。

3) 交流を行い各団体の要求を取りまとめる中で、行政との懇談等を必要に

応じて行います。

2，第30回港区子どもまつりを開催します。

※保育連が主催し、実行委員会を組織し、企画・実行します。

※未加入団体（個人）へも参加を呼びかけます。

と き：10月17日(日)

ところ：戸田川緑地

港区保育連絡会―基本活動理念―

子どもたちの権利を守り、平和で明るい未来社会をつくっていくために、そして私

たちの保育要求実現のために、父母・保育士・学童保育指導員と、港区民がともに手

をつなぐことができるよう、港区保育団体連絡会に結集して活動をすすめましょう。

1，保育行政の充実をめざして

保育所・学童保育所の充実をめざし、愛知保育団体連絡協議会に結集する中で、行

政に向けての要求活動を行う。

2，地域へ理解を広めるために

保育所・学童保育所の活動を知ってもらう場を積極的に設け、港区の子育てネット

ワークづくりをすすめる。

3，学びあい、支えあう子育てをめざして

①保育、子育て情報の提供、交流の場として、他団体とも協力して教育懇談会や講演

会・学習会などを行う。

②「全国保育団体研究集会」や「全国学童保育研究集会」への参加を呼びかける。

③保育連の活動を各団体に知らせ、各団体の様子を交流できるよう、ニュースの発行

を行う。

4，平和・民主主義を守り、私たちの要求が実現できるまちづくりを

①民主団体・労働組合など、様々な団体と協力共同の関係を広げていく中で、児童

福祉法や教育基本法、憲法の改 悪につながる様々な動きに反対の声をあげていく。

②私たちの要求を各政党政治団体、また港区選出の市会議 員などにも伝える機

会を設け、要求の実現を求めていく。
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港区保育連絡会の意義

子どもたちが心豊かに育ちにくい時代だと言われるこの頃。

大人である私たちができることはなんだろう？それを皆で考えあう場所こそが保育連

です。保育連は保育士・学童指導員・親・その他いろいろな立場の人が集える唯一の

場所です。

その中で、いろいろな立場から見て、乳幼児・児童・学生と広い範囲の子どものこ

とを考え、語り合うことができるということも大変貴重であり、保育連だからこそ、

そのような情報交換、交流ができると思います。

また、保育園や学童に通う子どもたちを見守り、子どもの成長に関わりあう中で、そ

の姿を子育てに関わる父母、保育者等、多くの人たちで確認しあうことができます。

大人でさえコミュニケーションがとりづらく、子育て等の悩みを抱えている人がた

くさんいる時代。そんな時代の親たちに育てられている、子どもははたしてコミュニ

ケーションを上手にとれるように育っていけるでしょうか？子どもたちは、多くの仲

間と共に過ごし、共に考えあう中でこそ、生きていく力を養っていきます。

人間同士が関わり合い、協力し合って生きていくことの大切さを子どもたちに伝え

ていくためにも保育連の果たす役割は大きいものがあります。

そんな中で大人も保育連という場で、子どもたちのことを考えつつも、各個人が子ど

もとどう関われるのか？切磋琢磨して共に学んで行く事ができるところだと思いま

す。

保育連としてそのあたりでは、まだ十分に役割が果たせてないかもしれませんが、

これらの意義を押さえ、皆さんで意見を出し合い、保育連を有意義なものにつくりあ

げていきましょう。

港区保育連絡会加盟団体

学童保育指導員労組
港・南・熱田区分会

健康福祉局民生局支部港分会
○南陽第一保育園
○南陽第二保育園
○南陽第三保育園
○茶屋保育園
○港西保育園
○宝神保育園
○当知保育園
○土古保育園
○丸池保育園
○九番保育園
○港保育園

《加盟学童保育所》

成章学童保育所
中川学童保育所
福田学童保育所
南陽学童保育所
東海学童保育所
当知学童保育所
港楽学童保育所
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加盟団体紹介

建設交運一般労働組合 愛知学童保育支部 港熱田分会
(通称：指導員労組)

1，団体紹介

(1)構成・構成者数

現在、港区、熱田区の学童保育指導員 ９名で構成

(2)活動目的

①愛知学童保育支部の方針に沿って分会での活動を展開

②学童保育指導員の身分保障の確立と労働条件改善にむけての働きかけ

③行政への制度改善交渉

(3)日常の具体的活動内容

①週１回の分会会議、

②愛知学童保育支部としての対行政交渉

③研修などへの参加、学習会の開催

④分会機関紙「エスペランサ」の発行

⑤その他

交流、レクリエーションなど

2，2009年度の主な活動

(1)分会会議の開催

(2)愛知学童保育支部諸活動（宣伝行動、対行政交渉、学習会等）への参加

(3)労働条件改善（春闘統一要求書の提出）の取り組み

(4)連絡協議会会議への代表派遣と行事への参加

(5)交流会等（レクリエーション）の実施

3，課題

組織の縮小傾向があり、組織拡大が大きな課題となっている

4，2010年度の活動について

(1)方針・目標

①職場での保育実践や指導員間の悩みや要求などを率直に出し合えるよう機会、

環境づくりをすすめる。

②学習会、交流等を通して、指導員としての専門的力量を高める。

③雇用を守り、労働条件改善をすすめる取り組みを強化する。

④組織強化、拡大の取り組みを積極的に行う。

⑤市連協、区連協、保育連との共闘を強化し、父母、関係者とともに学童保育を守り、

発展させる取り組みに積極的に参加する。

⑥港地区労に結集し、幅広い労働組合運動へ参加する。

(2)主な予定(活動計画)

①分会会議の開催

②愛知学童保育支部諸活動（宣伝行動、対行政交渉、学習会等）への参加
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③労働条件改善（春闘統一要求書の提出）の取り組み

④連絡協議会会議への代表派遣と行事への参加

⑤交流会等（レクリエーション）の実施

港区学童保育連絡協議会
(通称：学童区連協)

1，団体紹介

(1)構成・構成者数

港区内８学童保育所、指導員労組分会で構成

(2)活動目的

①学童保育の啓蒙･普及及び学童保育の設置･発展に努める。

②学童保育の父母・指導員・学生・研究者などと連絡を密にし、

③全国学童保育連絡協議会・愛知学童保育連絡協議会・名古屋市学童保育連絡協議会

と共に学童保育内容の研究・施設の充実、制度化の運動を推進する母体となる。

(3)日常の具体的活動内容

月１回の役員会、月１回（第2水曜日 ＊2010年度～）の幹事会（各学童の代表者）を

行い、よりよい学童保育所づくりへむけての学習・交流、

また、名古屋市へ助成制度の改善などの働きかけについて協議しています。

2，2009年度の主な活動

(1)定例会－月１回の幹事会

(2)代表者（父母会会長)会議－適時

(3)行政に対して

・港区区交渉

・市長要請署名

(4)港区学童保育合同運動会の開催

(5)各研修活動への参加啓蒙

・あいち学童保育研究集会 ・全国学童保育研究集会

3，課題

(1)名古屋市の動き

①2010年4月、市の学童助成制度が大きく変わる！

対象児童は拡大されたが…

②モデル事業

国の「放課後子どもプラン」を受け、名古屋版「放課後子どもプラン」を創設してい

く動きが名古屋市にあり、その中で、学童保育所とトワイライトスクールを一体化させ

たモデル事業が２００９年4月から実施されたこと。

＊2010年2月現在10区で実施。 →現行学童保育所の存続問題

(2)現行学童の存続のために

(1)の情勢の中、

・長い歴史と実績のある現在の学童保育所の運営維持

→現行助成制度の改善
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4，2010年度の活動について

(1)方針・目標

１．要求実現運動

２．港区の学童保育を守り、充実させる運動

３．区連協組織の強化・拡大

４．港区学童保育合同運動会の開催

５．港区に学童保育をアピールする共同運動

６．私たちの望む市政づくりにむけての運動

(2)主な予定(活動計画)

１．定例役員会、幹事会、代表者会議等の開催 ★幹事会定例日の変更

２．港区役所との交渉

３．全国学童保育研究集会《１０月３０日（土）～３１日（日）千葉》

愛知学童保育研究集会《２０１１年３月６日（日）》への参加

４．区連協作成統一入所募集チラシの配布（区内保育園・幼稚園等）

５．港区学童保育合同運動会の開催《１１月１４日（日） 東海小学校校庭》

６．港区子どもまつりへの協力・参加《１０月１７日（日）》戸田川緑地

７. 港区ふれあい広場への参加《１０月２４日（日）》

名古屋市職員労働組合子ども青少年局保育園支部港分会
1，団体紹介

(1)構成団体や構成者数

港区の公立保育園の職員 (名古屋市職労の組合員）

(2)活動目的

組合員の交流、連携をはかる・情勢学習・地域へ向けての働きかけ

子育て支援などを行う

(3)日常の具体的活動内容

①定例会

a)役員会－月に１～２回

b)分会－年に５回ほど（情勢学習・保育交流・コンサート・新歓・総会など）

②アピール・啓蒙活動

名古屋港での署名活動、東海通りでのビラまき、

子育てサークルや保育園の保護者に向けたアンケートへの取り組み、

③子育て支援

子育てイベントへの参加などを通して子育て支援も行っています。

2，2009年度の主な活動

(1)定例会の開催－役員会、分会

(2)分会ニュース「どろんこ」の発行

(3)宣伝活動

街頭署名活動

(4)学習会
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3，課題

(1)保育園の民営化の動きがあること

(2)地域の要求に根ざした保育園づくり

→市民の保育要求実現へ向けて

4，2010年度の活動について

(1)方針・目標

①保育の企業化、公立保育園の廃園・民営化を許さず、

公的保育制度の充実を求める国に向けての運動に積

極的に取り組む。

②名古屋の保育を守り、市民の願いに応える保育制度の充実をめざす。

③いきいきと働き続けられる職場を目指し、労働条件改善の運動に積極的に取り組む

④暮らしと平和を守り、国民的課題実現に向けて運動の輪を広げ団結してたたかう。

⑤組合員の団結を強め、組織の拡大強化をめざす。

(2)主な予定(活動計画)

①定例会の開催－役員会、分会

②分会ニュース「どろんこ」の発行

③宣伝活動

街頭署名活動、保育をよくするネットワーク名古屋宣伝活動

地域アンケートの取り組み

港区子どもまつりへの参加

④学習会

a)民営化問題など、学習会への参加

b)合研への参加

第41回全国保育団体合同研究集会in大阪

と き： 2010年8月7日（土）、8日（日）、9日（月）

ところ： 岩手県盛岡市

1・3日目 盛岡市アイスアリーナ

2日目 岩手大学

いわて県民情報交流センター＜アイーナ＞

盛岡市民文化ホール＜マリオス＞

テーマ：「輝け！子どものいのちと笑顔 語り合おう 保育・子育ての未来を」
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港区保育連絡会会則
第１条（会の名称)

この会は名古屋市港区保育連絡会と称します。

第２条（会の事務所)

この会の事務所は事務局所在地におきます。

第３条（会の目的）

この会は子どもたちのすこやかな成長と発達を保障し、父母の働く権利と
保育要求を守り、保育労働者の労働条件を改善することを目的とします。
また、会は港区内の保育団体の相互援助をはかり保育運動を発展させます。

第４条（構成)

この会の目的に賛同する団体及び個人によって構成します。

第５条（会の事業）

⑴ 保育行政の改善をめざし、国・県・市・区に向けて運動を進めます。

⑵ 区内の保育団体の交流を深めます。

⑶ 保育内容を良くするため、父母と保育労働者のための

学習・教育・宣伝活動を広く行ないます。

⑷ 会のニュースを発行します。

⑸ 会員同士の親睦をはかります。

⑹ その他、会の目的達成のため必要な事業を行ないます。

第６条（会の機関）

この会に次の機関をおきます。
⑴総会 ⑵役員会 ⑶幹事会 ⑷その他

第７条（機関の性格及びその開催）

⑴ 総会は年一回開催し､会長がこれを招集します｡
総会は年間の方針・予算・役員等を決定し ､前年度の総括・経過報告及

び決算の承認を行ないます。
また､会長は必要に応じて臨時総会を招集します。

⑵ 役員会は総会から総会までの会の執行機関として､
会の目的達成と方針の実現をめざして活動します。

⑶ 幹事会は､役員及び各団体の幹事､個人で構成し、総会に
次ぐ決定機関とします｡
幹事会は原則として月一回開催し、会長が招集します。
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第８条（役員、役員の定数及びその任期）

会の役員と役員定数は次ぎの通りとし､任期は一年とします（役員の再任は
妨げないものとする)。

会長－１名 副会長－若干名 事務局長－１名
事務局次長－若干名 会計－1名

第９条（財政）

この会の会計年度は当該年度４月から翌年３月までとし､
財政は会費及び寄付金でこれをまかない会計が管理します。

会費は月額
●団体５０名以上２００円 ●４９人以下１００円
●個人１００円 とします｡

＊2009年度改正

また、必要があれば幹事会の承認で臨時会費を徴収できるものとします。

第1０条（規約改正)

会則の改正は総会で行ないます｡

この会則は１９９３年６月２３日から改正します。

この会則は２００３年６月２５日から改正します。

この会則は２００９年６月１９日から改正します。



       2009 年 10 月吉日 
                    港区子どもまつり実行委員会 

                          実行委員長 中川 あや子 
                                《事務局》中川学童保育所・長坂 
                                     TEL&FAX651-5196 
 

 

第 29回港区子どもまつり開催の報告とご協力のお礼 
 
秋冷の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 
 さて、去る 10 月 18 日（日）に執り行われた『第 29 回港区子どもまつり』開催の折は、大変お世話にな

りありがとうございました。当日は、まもなく 30 回を迎える港区子どもまつり史上か最高ともいえる好天

に恵まれ、すべてのプログラムを滞りなく実行することができました。こうした中、会場には子どもたちの

笑顔が輝くと共に、そんな子どもたちに目を細める大人の温かな眼差しが溢れていました。 
 つきましては、これからも子どもたちのために奮闘してまいりたいと考えておりますので、 
今後もこれまで同様ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 尚、末筆ではありますが、本まつりについてお気づきの点などがございましたら忌憚なく、お知らせいた

だければ幸いでございます。 
  

敬具 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      乳幼児コーナー 

                                         
   ゲスト『しし丸カンパニー』ステージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

当日の様子はこちらからもご覧になっていただけます。 

また、ご協賛下さった皆様もご紹介させていただいております。 

http://lovekids-dream.com 

会場には子どもたちの笑顔が溢れましたー 

各位 



第29回港区子どもまつり
-Photo Album-

第29回開催のテーマは“わ”。最後はみんなで元気に
「わ～っ！」とつながりました。子どもたちの未来のために、
今後もこの港区子どもまつりを、子どもたちをとりまく大人

の共同・協力の場として行きたいと思います。
★ 港区子どもまつりでは、手作り、そして伝承あそび

を大切にしています。
《下の写真》コマ・けん玉コーナー。

＊協力：日本独楽博物館

より多くの方にアピールするために…
第29回チラシ配布枚数

①広告入りチラシ＝該当学区の中日新聞へ折り込み
港区全体で16,000枚 ＊広告面のパターンは8

②区内、保育園・幼稚園・小学校への配布
・公立保育園 11ヶ園－ 681枚
・私立保育園 12ヶ園－2,178枚
・私立幼稚園 8ヶ園－1,320枚 計 約4,200枚
・小学校 15小学校（19小学校中） －約6,300枚

＊学童所在小学校＋αのみ。
昨年から区内ほとんどの保育園と幼稚園で、

チラシを配布していただいています。


