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保育をめぐる情勢
－愛保協総会・2011年度議案書より－

１ 国の動き

雇用不安が家計を直撃－すすむ少子化にかかわらず増え続ける保育所待機児童
2011年１月28日に発表された2010年の消費者物価指数（食品を除く、2005年＝100）は、99.3（前年比1.0％

の低下）で過去２番目の下落幅となり、物価下落で経済規模が縮小するデフレの継続を裏付けました。2010

年の平均の完全失業率も前年と同じ5.1％と高止まりしたままです。雇用や賃金の回復の遅れで消費は増え

ず、需要不足で物価が下落。一方、足元では原油や小麦価格の高騰などから食品価格が上昇しており、家計

を取り巻く環境は厳しさを増しています。

同時に発表された2010年12月の完全失業率は、前月から0.2％低下の4.9％に改善しましたが、有効求人倍

率は前月から横ばいの0.57となり、企業の採用意欲は依然低いままとなっています。

長引く不況の波は、これから働く世代にも容赦なく押し寄せています。厚生労働・文部科学両省が2011年

１月18日まとめた今春卒業予定の大学生の就職内定率（2010年12月１日時点）は68.8％で、調査を始めた199

6年以降で最低となりました。これまで最低だった前年同時期を4.3ポイントも下回っており、悪化は３年連

続です。

雇用をめぐる将来不安は、消費者の財布のひもを固くしています。2010年12月の家計調査では、２人以上

世帯の消費支出は32万7006円と、物価変動を除いた実質で前年同月比3.3％減少。減少は３カ月連続で、2009

年２月以来の減少幅となりました。

厚生労働省の調査によると、労働者の所定内給与は１年半にわたって減少し続けています。大手製造業を

中心に業績の改善が広がっていることとは対照的に、国民の暮らしの悪化が続いています。

年収200万円以下の給与所得者が４分の１を占めるほど貧困が広がっています。国民は、不況を打開し生活

を豊かにする政治を求めています。

こうした影響をもっとも受けているのが、20代・30代の若い世代です。不安定雇用の広がりで生活が厳し

く、先の見通しもたたないことから晩婚化が進み、少子化の一番の要因になっています。子どもを持つ家庭

では、７人にひとりの子どもが貧困状態におかれているといわれています。そのため、少子化にもかかわら

ず、働く（働きたい）女性の増加から保育所待機児童は増え続けています。

待機児童問題が新聞の一面に取り上げられるようになり、政治の重要課題として認識されるようになりま

した。少子高齢化のため減少する労働力人口にどう対応するのか。女性労働力の活用＝家庭にいる女性をど

うやって働かせるのか。国や地方自治体からは、さかんに保育や子育て支援が論じられ、政策提案が出され

るようになりました。しかし、残念なことに、保育所は女性の就労を支援する施設とされ、本来、保育所の

持っている子どもの成長発達を保障するための施設だという視点を欠いた内容になっています。

民主党政権の動向とその保育・子育て政策
2009年９月、大きな国民の期待を受けて民主党政権＝鳩山由紀夫内閣が誕生しました。

しかし、すぐに2010年６月には、菅直人内閣に変わりました。鳩山首相が、米軍普天間基地問題をめぐる

公約違反と「政治とカネ」の問題で辞任したのです。７月の参議院選挙では、民主党は大きく議席を減らし

ました。消費税増税を持ち出した菅直人首相に国民が「ノー」を突きつけたのです。国民新党と合わせた与

党の議席も、非改選を含め過半数を割り込み、ねじれ国会の状

況が生まれました。

就任してすぐの2010年６月18日、菅内閣は「新成長戦略～『元

気な日本』復活のシナリオ」を閣議決定しました。「強い経済」

「強い財政」「強い社会保障」を一体的に実現し、「元気な日本」

を復活させるとしています。保育分野では、幼保一体化＝こど

も園への統合、指定制度の導入、直接契約・直接補助方式への

転換を2013年度までに行うとしています。

そして、2010年６月25日には「子ども・子育て新システムの

基本制度案要綱」（新システム検討会議）が出され、６月29日に

少子化社会対策会議で了承・決定されました。
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「成長戦略」と消費税増税
菅首相が、７月の参議院選挙投票前の大事な時期に、あえて消費税の増税を持ち出したのは、財界からの

強い要求があったからです。

日本経団連は、2010年４月に「豊かで活力のある国民生活を目指して」と題する財界版の「成長戦略」を

発表しました。「企業の活性化なくしては雇用の創出も豊かな国民生活の実現もできない」（御手洗冨士夫会

長・当時）として、企業の「国際競争力」の強化を前面に押し出した戦略です。国と地方を合わせた法人所

得課税の税率を10％引き下げ、労働時間規制などのいっそうの緩和を求め、最低賃金の引き上げは拒否して

います。財源論としては、消費税率の大幅引き上げを迫る一方で、企業の社会保険料負担や所得税の最高税

率引き上げには反対しています。国民に消費税増税の負担増を迫る一方で、大企業には最大限のサービスを

要求する内容です。

参議院選挙の惨敗もありましたが、結局、菅内閣は、2011年６月までに「税と社会保障の一体改革」の政

府案をまとめることを確認しました。

菅首相は「税と社会保障の一体改革」について、消費税の国税分が７兆円で高齢者医療・介護・年金の予

算は17兆円だから、差額の「10兆円」は借金（赤字国債の発行）で穴埋めしていると述べています。その「1

0兆円」をどうするのか、と国民に迫って消費税増税を認めさせようというのです。

小泉内閣以降、社会保障は改悪に次ぐ改悪で、国民の生存権を脅かしてきました。消費税で入ってきた税

収と法人課税の減収が累計でほぼ一致しており、消費税の税収が大企業向けの減税に回ったに等しい収支に

なっています。差額の「10兆円」を埋めるために消費税率を引き上げるというなら、ほとんど社会保障の充

実に回るお金は残りません。しかも、1.5兆円の法人減税となれば、消費税率引き上げで増える税収は社会保

障に使われるだけでなく、その補填にも充てられることになります。

保育の産業化をねらう「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」
民主党マニフェストの目玉政策である「子ども手当」については、地方自治体からも異論が出され、政策

の混迷ぶりが明らかになっています。昨年の参議院選挙のなかでも、「子ども手当をもらうより保育所をつく

ってほしい」と政治に保育の充実を求める声がかつてなく寄せられていました。

菅首相は保育所について、「制度が悪くて施設を増設できない」と述べ、制度を変えて幼稚園と保育所を一

体化すると表明しています。保育を経済成長につなげることも強調してきました。

法人税減税と消費税増税により「強い経済」「強い財政」をつくると提唱した菅首相ですが、保育は「強い

社会保障」のひとつに位置づけられています。その中身は、保育を企業が大いにもうけられる市場に変える

もので、日本経団連の｢成長戦略2010｣をはじめ、財界が長年求めてきた方向です。

少子化社会対策会議が2010年６月29日に決定した「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」（以下、

新システム）には、めざす制度の重大な内容が示されています。

｢新システム｣は｢幼保一体化｣を目玉に､｢すべての子どもに質の高い幼児教育･保育を保障する｣などをかか

げていますが､その中心には保育のあり方を根本からくつがえそうとするねらいがあります｡公的保育制度の

根幹である自治体の保育実施責任をなくして保育を親の｢自己責任｣とする､前政権から引き継いだ方向です｡

子どもの権利保障という視点を欠いた「新システム」
幼稚園と保育所を一体化した「こども園」への統合は、現在の市町村に申し込む保育所の仕組みを変え、

保護者が自分で探して契約する「直接契約」にします。政府の検討会では、入所時の選抜を、基準の公表な

どの条件をつけて認めることまで検討しています。

利用料も収入に応じたものから利用時間に応じた応益負担にし、認定時間を超えた分は全額自己負担もあ

りうるといいます。独自の教育内容や体操・音楽等の課外活動の追加料金を認め、入学金や受験料の徴収も

検討されています。事実上の自由価格化です。親の収入にかかわらずどの子も平等に良い保育が受けられ、

父母が安心して働き続けられるという保育の根本を揺るがすものです。

障がいのある親子や低所得家庭が排除され、負担増から利用をあきらめ、子どもが放置される事態も懸念

されます。すでに介護や障害者福祉で問題化している利用抑制や逆選別が、「こども園」で起きない保障はな

いのです。親の収入による選別と格差を乳幼児期の子どもたちにひろげることは絶対に許すわけにはいきま

せん。

さらに、これまで国が決めていた施設等の基準を自治体まかせにする方向も検討されています。全国知事

会も、施設面積や保育士配置を市町村の自由にすること、３歳未満児の給食の外部搬入容認など、「規制緩和」

を先取りする「特区」を提案しました。国の基準がなくなれば、自治体ごとの格差がひろがり、現在でも低

すぎる保育所基準がさらに引き下げられ、保育の質の低下が危惧されます。
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「新システム」では、サービスの量を企業頼みで増やそうとしており、そのために事業者の参入基準をで

きるだけ低くする方向です。保育に対する国と自治体の責任を後退させ、格差拡大と保育水準の引き下げ、

子どもと親に負担をおしつける「新システム」の導入はストップすべきです。

「新システム」導入を阻止するために
いま、全国各地で「新システム」を導入させない運動が、かってない規模で取り組まれています。日本弁

護士連合会は「新システム」に関する意見書を上げ（千葉県弁護士会や大阪府弁護士会からも上がっていま

す。）、障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会は署名（内閣総理大臣、厚生労働大臣宛ての要望書）

に取り組むなど、保育所・幼稚園関係者以外にも広がっています。また、地方議会からも国に対してたくさ

んの「意見書」が上がり、首長からも異論が表明されています。

このため、新システム検討会議は、2011年１月中の取りまとめができませんでした。国会への法案提出は、

３月中旬ではなく６月になるのではと言われています。これは、私たちの運動が作り出した成果です。しか

し、政府は、法案の提出を断念したわけではありません。引き続き、「新システム」導入を阻止するための運

動を広げていきましょう。

２ 愛知県の動き

《県財政の状況》
2010年度の予算は、県債残高が一般会計予算の倍になり、借金漬け予算でした。リーマンショックで

県税は減りましたが、万博・空港などの大型開発で「国際競争力」を強化して県民の生活も県財政も豊

かになるはずでしたが、貧困と格差、県財政の借金が膨らみました。

国の事業で、健康・福祉分野の９つの新規事業が決まり、総額172億円のうち、県単独事業は３事業の

みみで２億６千万円の県負担です。

新政権により公立高校授業料の無償化が実現し、私立高校授業料を軽減する就学支援金制度ができま

した。県は私立授業料の支援金に県補助を上乗せしていますが、前年度の68億円から32億円に減りまし

た。減った額を公私格差縮小のために上乗せ補助に回すことはしませんでした。

依然として、設楽ダム、中部空港２本目滑走路など大型公共事業を計画しています。設楽ダムの県予

算は約38億円で、国の約28億円を上回っています。

愛知県は製造品出荷額連続31年全国第１位であり、東京都に次ぐ全国第２位の財政力がありますが、

県民の生活の向上には至っていません。

総務省の集計による全国の比較によると、福祉予算にあたる民生費は県民の人口１人当たりで43位と

いう低さで、教育費も43位です。

65歳10万人当たりの老人ホーム数は45位です。厚生労働省の調査によると、愛知県は2006年度から200

8年度の間に特別養護老人ホームを2,070床増やす計画でしたが、増えたのは1,295床です。全国平均の73

％以下の計画達成率63％です。

また、医師・看護師数は人口10万人当たりの医師数は36位、看護師数は41位と全国下位です。

以上のように、生活に直結する福祉・医療・教育の予算を後回しにしています。

《愛知県政の動き》
２月６日投票の結果、愛知県知事に大村秀章元自民党衆議院議員が当選しました。同氏と連携する河

村たかし前名古屋市長も、同時選挙で名古屋市長に当選しました。両氏は、共通公約として「中京都（仮
称）」構想を発表しました。「愛知県と名古屋市を合体」させ、「強力で唯一の司令塔」をつくり、「都市
間競争に勝つためには権限と財源を一人の指揮官に集中させなければならない」と権限集中を主張して
います。

減税に関しては、河村たかし名古屋市長が昨年度実施した市民税減税は大企業・金持ち減税でした。
市民に減税実感はほとんどなく、国民健康保険料の値上がりや市民病院民間売却・地域医療縮小で、県
・市一体でやったら犠牲はさらに拡大します。

また、「法人税減税で経済活性化」と言いますが、県の法人事業税はすでに減税されています。企業減
税政策で税率は12％から9.6％に引き下げられました。大企業のもうけは増えましたが、県の財政の歳入
が減り、福祉抑制につながっています。

福祉目的の寄付を全額控除し、寄付を福祉財源にするという「福祉減税」の主張は、県の福祉責任を
弱め、福祉予算の削減につながります。
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《保育の状況》
◆待機児童

『あいちの保育問題資料集2010年度版』に回答のあった自治体55ヶ所で、待機児童は、2010年4月時

点で名古屋市を除いて149名。年齢別では、ゼロ歳児35名、１歳児60名、２歳児51名の146名になります。

自治体の主な内訳は、尾張旭市（28名）、豊田市（18名）、瀬戸市（17名）、春日井市・知多市（15名）他

です。知多市は前年度の１名から15名で急増しました。認可外保育所に入所している子どもは、3,351名

で、この人数は本来、待機児童としてカウントされるべき人数です。

待機児童対策として、春日井市は2011年度に２ヶ所新設し、定員拡大をしました。豊田市、刈谷市な

どでも、2010年度に新設しましたが、まだ解消には繋がっていないようです。

また、定員拡大を実施している認可保育園（名古屋市除く）は公立園で73ヶ所、私立園は76ヶ所の計1

39ヶ所です。（県下の認可保育園数は734ヶ所－2009年度）定員拡大して対応している状況です。

一時保育の利用は、リフレッシュ等が多かったのですが、保育園に入れないために、今は、就労のた

めに利用する方が増えています。

◆ 保育所の新設、廃止・民営化、民間委託、統廃合

2004年度より公立保育園所運営費が一般財源化されて以降、全国的に急速に公立保育所の民間委託・

民営化が進んでいます。

愛知県では、2010年度の公立保育所の民間委託は、指定管理者制度での大府市の日本保育サービスに

委託したケースのみです。指定管理者制度の導入によって企業が参入できる民間移管方式では、株式会

社委託が大半を占めており、規制緩和に先駆けて、企業参入が促進を懸念されます。

2010年度の公立保育園の廃止・民営化は、名古屋市を除くと碧南市新川保育園、蒲郡市新川保育園・

鹿島保育園で、社会福祉協議会、学校法人が受託しました。公立保育園の廃止または統廃合は、豊田市

藤沢こども園、常滑市蒼梅保育園、大野保育園、小鈴谷保育園です。

学校法人の受託が多いのが特徴です。廃止・民営化の理由としては、人件費の削減、職員定数管理計

画、３歳未満児の受け入れ拡大等で、施設老朽化に伴い実施しています。更に、公立保育園施設整備の

国庫補助の廃止です。

◆ 公立保育所の職員－半数を占める非正規職員

回答のあった49自治体のうち31自治体(63.3％)で、保育所の非正規職員が正規職員を上回っています。

さらに、保育士のみで比較すると32自治体(65.3％)で非正規保育士が正規保育士を上回っています。非

正規保育士がクラス担任を受け持つ自治体は半数以上を占めており、非正規保育士に担任せざるを得な

い状況です。

◆ 認定こども園

国は、2006年10月から実施された認定こども園は、2011年度までに2,000ヶ所の設置をめざしましたが、

2009年４月１日現在の認定状況は358ヶ所です。県下では2009年度までは５ヶ所だったのが、2010年度に

は４ヶ所増え計９ヶ所になりました。更に、2011年度に春日井市で１ヶ所増えますが、待機児童の解消

と園児の確保で経営の安定化のため「安心子ども基金」を利用しています。
（参考『あいちの保育問題資料集2010年度版』／あいち保育研究所）

３ 名古屋市の動き

市民税10％減税は市民のため？
「市民税10％恒久減税」と「議員報酬半減と議員定数

半減」という自身の主張に議会が賛同しないという理由

で、８月末、市長自らが呼びかけて「名古屋市議会解散

請求直接署名」を実施した河村市長は、議会制民主主義

が念頭にない姿が明らかになってきました。

住民投票と愛知県知事選挙投票日に合わせてトリプル

選挙を目的として、12月末に辞任したことは、「目的のた

めには手段を選ばず」の身勝手さと無責任さすら感じら

れます。しかし、「減税するか？しないか？」の二者択一
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を問うわかりやすさや、現在の社会状況に不満を感じていて「なにか変えてほしい」という市民の願い

に対して派手なパフォーマンスで応え、県知事候補との連携というアピール性もあり、66万人の名古屋

市民の支持で再び市長となりました。今度は、「今の議員は全部やめてもらって新しい議会をつくる」と

声高に叫び、自ら旗をふる「減税日本」の候補者を議員にし、「自分のいいなりになる議会」を作ること

をめざしており、強権的な思想すら連想させられる行動をしています。

市民税10％減税は、本当に市民の暮らしを豊かにするでしょうか。市民税10％減税は、40万人は非課

税世帯には全く無縁で、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ありません。それに反して、市民税を多く納めている裕福な世帯、また

大規模な法人は、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

の減税額となるといわれています。

市民税10％減税するためには159億円が必要で、議員報酬の削減や公務員の賃金削減だけでは到底足ら

ず、足りない分は公共サービスの削減か、市債の発行しかありません。公共サービスの削減が行われた

ら、そこで働く人たちの給与も減り、サービスを受ける利用者の負担が増えることにつながります。例

えば、公務員の保育士の賃金が下がれば、民調費にも影響が出て民間保育園の保育士の賃金も下がり、

保育者全体の賃金が下がる。一方、保育料が値上がれば、保育所を利用する家庭の負担も増える。その

ような影響があらゆる公共サービスの分野ででてきて、賃金は下がるのに利用料は上がる部門が、生活

に密着した部分で出てきます。すると誰もが、支出の引き締めを考えざるをえないでしょう。消費が停

滞し、経済が拡大しません。

一方、減税分の支出を公共サービスの拡充に当てたなら、雇用が拡大し、デフレと雇用不安が軽減さ

れ、消費が刺激されることになり、経済の活性化につながります。例えば、認可保育所が増設され保育

者が増員されれば雇用が増え、預けたい人がすぐに預けることができ就労できるので、さらに雇用は拡

大し、預ける人がたくさん働けば収入は増え、値上げしなくとも保育料は増え、豊かに循環していくも

のです。経済が拡大すれば新たな税収もでき、経済が縮小すれば税収はどんどん減り、減った税収から1

0％削減することにより、さらに経済は停滞していく悪循環となります。そんな地域に人々が集ってくる

でしょうか。税制優遇のため企業や工場はきても、公共サービスが悪いから人は住みたくない、そんな

街にもなりかねません。自分の市で働く職員や議員を「無駄だ、非効率だ」と攻撃していて「住みやす

い魅力ある名古屋」が実現するのでしょうか。

さらに、愛知県知事との連立で「大規模な規制緩和をすすめ、企業誘致で元気な愛知と名古屋を」と

中京都市構想を掲げ、財界主導の政治を実現しようとしています。このまま突き進めば、公的な福祉サ

ービス・市民サービスは規制緩和で切り捨てられ、企業の競争市場に巻き込まれ、「すべて金次第」にな

り、わずかに残っている福祉日本一の本山革新市政時代から守り続けてきた宝も崩壊させられてしまい

かねません。

名古屋市予算と市民生活
１月17日、2011年度予算編成の財政局案が公表されました。一般会計の総額は歳入で１兆468億円です

が、新年度からの市民税10％減税分の159億円と、新市長の裁量に委ねるとして留保された15億円をのぞ

く、１兆294億円の歳出が財政局案としてしめされました。

２月19日、「保育所定員1300人増で待機児童７割解消」のため20億円計上が、いかにも新市長の決断の

ように報道されました。しかし、これはもともと、子ども青少年局が臨

時政策経費として「民間保育所新設・増築の補助11億５千万円」を予算

要求したにもかかわらず保留になっていたものが認められたものと、当

初より計上されていた「公立保育所の民間移管による定員増・公立保育

所における入所枠の拡大・家庭保育事業の拡大など」と合算したもので

す。そもそも10％減税分159億円のわずか１/８で待機児童の半分以上が

解消されるなら、その財源分を市民生活向上の制度改善にあてれば、さ

まざまな事業実施が可能であることが明らかになったともいえます。

例年の予算編成では、財政局案に対する市長査定が１月中に行われ、

市長の重点施策などが盛り込まれた予算案が２月議会に提出されます。

しかし、河村市長の辞任によって市長査定が２月にずれこみ、さらに議

会解散のため２月議会での予算審議が行えず予算編成が大幅に遅れ、新

年度に大きな影響が起こることは必至です。

相変わらず「税金で食っとるほうは極楽で、払っとるほうは地獄だわ
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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1300人減らしてきた定員管理計画に加え、今後４年間で1400人の定

員削減を打ち出し、新年度市長部局で221人の削減が強行されようとしており、市民の暮らしを公的にサ

ポートする市職員が減らされ続け、過重労働が押しつけられています。

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。名古屋城天守閣の木造化に500億円も費や

す予定は変わりません。

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、若葉寮とひば

り荘の統合計画など、市民の暮らしに直結するものを削り続けています。名古屋市の行政サービスは、

今や、政令市17中「財政力指数は第２位」なのに、「子育て環境では15位」、「高齢者福祉は16位」。一方、

「国民健康保険料は高い方から５位」という状況です。

名古屋保育施策検討会議の今後の名古屋の保育
2010年４月１日、598人だった名古屋市の待機児童は、10月１日には1766人にまで増加しました。緑区

では360人、名東区では225人で、その数は日ごとに増加しています。民間保育所の新設・増築への補助

が10ヵ所出されたものの、公立保育所の定員入所枠拡大や再枠拡大と家庭的保育室の拡大が進められ、

子どもたちの「詰め込み保育」による環境の悪化が進行しています。

増え続ける深刻な待機児童対策を早急にすすめるために、待機児童解消先プロジェクトとして１月24

日、「名古屋市保育施策検討会議」が発足しました。「平成25年中に３歳未満児の保育サービス供給量を2

7％まで増加するために、あと2400人の増加を図る」ことが構想されています。これは「中期戦略ビジョ

ン」で平成30年度の目標値として出されていた数で、現在の待機児童の急速な増加の中で目標設定を繰

り上げたものです。

そのために従来の発想を転換して、「先取り発想」「新たな発想」が唱えられています。「施策・方向性

の提言」として、『①〔本市ルール〕を設定して運用基準による制限を見直し、園庭基準の緩和や給食の

業務委託や外部搬入の拡大、②〔補助対象を認可外保育所へ拡大〕して一定の基準を満たす認可外保育

への運営費及び整備費補助の創設、対象基準の設定、③〔多様な事業主体の参入〕を認め、営利法人も

認可の対象とする、安定的な運営と質の確保のためのルールの設定、④〔幼稚園との連携にむけた具体

的手法の検討〕として施設の活用、推進のための支援』と論じられています。これは国の「子ども・子

育て新システム」を先取りするもので、平成23年８月までにまとめて方針化し、来年度予算にのせ、平

成24年４月からの実施を目標としています。

とりわけ、「多様な事業主体の参入」については、『〔保育事業の安定的継続の仕組み〕として、経営悪

化等の場合の事業継続の保障、〔保育指針に基づく保育の質の確保〕として、法人の効率性の追求と子ど

もの視点にたった保育とのバランスを検討することが準備されています。待機児童解消は喫緊の課題で

すが、これまで認可保育所への営利企業参入は認めなかった名古屋市が方向転換することにより、保育

が産業化されることが危惧されます。「保育の質の確保」をめぐって慎重な論議を期待するものです。

2010年３月、大きな反対運動で廃止に追い込んだ「二段階保育料の導入」については今年度は検討し

ていないといったものの、入所児童が増えた分、市

の持ち出し負担が増えたから全体で担ってもらう

という理由で、保育料一律値上げ（平均改定率２％）

がだされ、保護者負担増が懸念されます。

タウンミーティングでも著書でも、「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

い発言する河村市長は、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おり、今

後ますます大きく連帯し、公立保育所の存続、保育

所運営費補給金の堅持を始め、名古屋市公的保育制

度を守る声をあげていくことが求められています。
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【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、2011年

5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、最高

23人、最低2人という状態です。

したがって、この事業が発表されたとき私たちは危機感を募

らせましたが、昨年度検証が行われた中では、この事業継続に

ついて多くの議員から疑問が出ていることから、事業継続は困

難であると考えられます。

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すが2012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、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
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。そして2010年度、8月に南陽学童が

閉所したことは記憶に新しいところです。また、港区学童保育連絡協議会加盟学童ではないもの

の2011年3月末で稲永よい子の会閉所し、これでここ10年内に港区からは6ヶ所の学童が閉所

する事態となっております。

さて、学童は前述したよう逆境の中にあるものの、学童数は減ったのにも関わらず港区全体の

在籍児童数は昨年度よりも増えていることから、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があると言わざるを得ません。

そういった意味においても、今ある学童を守り充実させて行くことは、私たちの責務です。そ

のためには先ずは児童の獲得、とりわけ学童保育アピールと入卒募集活動は、第一義的な課題で

あると思います。
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2010年度5月には、これまでの保育制度を解体する『子ども子育て新システム』が政府によ

り画策され、学童保育の将来も懸念されます。しかし、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

…この視点と子どもを真ん中にした共感を育んで行くことができ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。

そのために、保育園→学童保育という流れからも保育園との連携を深めて行きましょう。

2011年度港区連協加盟学童-在籍児童数
2011年5月1日現在

《その他学童保育所－在籍児童数－》

大手学童保育所－14名 東築地学童保育所－22名

Break Time 主婦の友社・刊

1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 障がい児 世帯数

福田 9 9 5 1 1 25 1 22

港楽 11 14 3 5 5 3 41 1 34

中川 8 13 8 3 1 3 36 1 33

当知 6 11 8 3 4 7 39 1 32

東海 5 5 1 5 4 3 23 22

成章 4 1 2 2 4 1 14 12

高木神宮寺 7 10 6 2 9 3 37 1 33

50 63 33 21 27 21 215 5 188

2010年度 64 207 6 179

2009年度 49 203 6 174

2008年度 49 206 8 168

参
考

学童名

合計

Satoshi Nagasaka
四角形

Satoshi Nagasaka
四角形

Satoshi Nagasaka
四角形

Satoshi Nagasaka
四角形
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2010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。

なお本件については区連協としての取り組みではありませんが港楽・福田・中川学

童(港区合同委員会)で、パート人材紹介依頼を公立保育園・園長へ行いました。

《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。
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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。

※ 未加入団体へも参加を呼びかけます。

第30回港区子どもまつり
と き：10月17日（日）

ところ：戸田川緑地

《主催》港区保育団体連絡会・第30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－2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・小学校配付－11,500枚

②地域配布用 －16,030枚

＊中日新聞に折り込んで配付しました－

《取得予算》総額 604,200円 ＊内・協賛金取得額 476,000円

＊前年度繰越金 128,173円

年度別協賛金取得額－450,000円(2009年度)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》

1,ステージ

○どんどこClub

○人形劇団『もぐら』

○極真空手 本部直轄名古屋道場

2,協賛・コーナー企画

○アピタ東海通店 ○平安会館みなと斎場 ○邦和スポーツランド

○日本こままわし普及協会

○中部盲導犬協会 ＊当日会場で同協会が受けたカンパ－10,152円

30回という大きな節目を迎えた港区子どもまつり。

今回はそんな記念開催回にふさわしいまつりになり、好天にも恵まれ大きく成功し

ました。

その成功の一番の要因は、前回開催回から運営の工夫もあり、実行委員会が真に論

議＆決定の場になっていることであると思います。このことによって実行委員一人一

人が積極的に関わることができ、こうした中新たなアイディアも生まれ実現させるこ

とができました。

その一つが30回記念テーマソングです。歌詞づくりにおいて、実行委員全員の思い

が反映されたこと、このことは最大の成果なのではないかと思います。そんな中でで

きた曲には覚えやすい振り付けもつき、当日、ステージでは元気な子どもたちのうた

声が響きました。

好
天
に
恵
ま
れ
、
大
き
く
成
功
！
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同時に、第29回開催時に取り組んだぬり絵を、小学校・保育園配付チラシ裏面に掲

載したことで(来場する一般の子どもたちに塗って持って来てもらう)、今後『港区子

どもまつり』が目指す方向性の一つである、“参加型”のまつりへ向けての一つの布石

となったのではないかと思います。また、各団体が協賛広告金取得の取り組みを積極

的に行う事で、地元企業から物品提供の協力を得ることができ、それを各種景品に使

うことができたことも今回の特筆事項です。

地域の理解と協力を得ながら運営する…、今後もこの基本方針にそって、来場者も

積極的に楽しむことができるそんな『港区子どもまつり』になるよう、実行委員会参

加団体の総意で創って行きましょう。

ところで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

は地区協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」)も積極的に関わってくれて

いたものの、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、一昨年から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り継続させたいことです。

《付帯事項》

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30回最終実行委員会で確認した成果と課題】

1，成果
○実行委員長を継続して子ども青少年局から選出したこと。

＊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＆決定の場になっていたこと。
☆こうした中で30周年記念ソングができたこと！
○地域の理解を得られていること(協賛金の取り組みを通して)

今回は地元企業から物品の提供を受けました。
・邦和スポーツランド－スケート招待券 20枚
・ジャスコ南陽町店－500mlペットボトル茶 10ケース
・アピタ東海通店－クレヨンセット 50セット
・平安会館みなと斎場－お菓子詰め合わせ 100人分

○一般の参加型を目指して…
チラシの裏面にぬり絵を掲載－当日、81人の子が絵を持って来てくれました。

○学童児と園児の交流
ふれあいコーナーを設けたこと、ここに多くの子が参加したこと。

○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

○スタンプラリーのカード－最低600枚は用意すること。
○受付の位置をわかりやすくすること。
○会場配付用プログラムの作成
○前年度に確認した、各コーナー終了時におけるアナウンスと確認を失念していたこと。
○子どもまつり開催の意義・目的の確かめと周知徹底。

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30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 ⑫

イ この方針は変更した方が良いと思う ②

ウ わからない ②

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。

★雨天時の会場確保が困難で、準備不足のため近隣の方に迷惑をかける。

★天気が曖昧なときの取り扱いが難しいため。

★雨天時でも会場を変えることができると良いが、現実的には難しいか…。

★あの大きさのまつりを延期にするのは難しいと感じる。

★順延は難しい。体育館だと外部の人など集まらない。

★外のため、雨での開催は難しい。

★他の方針がお想いつかない。

★秋は行事が多く、延期になると日程が厳しい。―2名

◇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

⑩ ① ⑤

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。

★ここ数年、この時期にしてから、天候にめぐまれている。

★過ごしやすい時期で、うちの園の場合は運動会も終わっているから

★前日が園の運動会と重なってしまい、準備が手伝えず申し訳ない。－複数名

★家族でも集まりやすい日曜日で良いと思う。

★気温等は良いが、園の行事と重なり、職員の協力を得るのが難しく担当者の負担になって

しまった。

★この日にしてから、良い天気が続いているので。

★秋の季節で気候が良いため。

★毎年同じころといことで覚えてくれる人もいていい。

しかし、運動会の翌日というところが多く人員の確保が難しい。

★熱くもなく寒くもなく良好。

★中川学区のおまつりや熱田区子どもまつりとかぶらないようにしてもらえると、

みんな朝から参加できて良い。

★多数の協賛金が集まっているため、中止というのはどうかと思います。

次週に変更とか、他に方法があると幸いです。

★第三日曜日としては良いが熱田区子どもまつりと毎年当日となり、両方の区に関わっている

家庭は大変みたい。実行委員会で調整しあえるといいのでは？
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◇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

⑨ 0 ⑥

２，１の設問に対して具体的にお答え下さい。

★学童内で積極的な協力が得られ、新規の開拓もすすんだ。

★地域の方と触れ合えて、協力して下さるありがたさがあり、 とてもあたたかい活動となりま

した。

★協賛をお願いできる店が少ない。

★地域への子どもまつりの普及、子どもまつりの運営に向け必要である。

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

⑥ 0 ⑦

４，三年前から、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

⑬ 0 ②

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

⑬ 0 ②

6，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(#^.^#)…

★2,000円でマス広告が折り込みチラシにはいるのは、経営が厳しい地域のお店からも

受け入れられやすい。

★「子育て支援」の浸透からか、子どもの行事に対して、「協力したい」というお店側の気持ち

が伝わってきた

★日常的に地域と上手くおつきあいができれば、まだ広がると思います。

一人一人が常にお店や企業に対し挨拶等ができていれば良いと思います。

★「うちは2,000円しか出せないけど、他でいっぱいとっておいで(笑）！」

など、励ましの言葉をいただきました。

★(広告編集作業について)人にもよりますが、PCがあることが基本になっているよう に思えま

した。データ参照ができないことも。

★上記よくわかりません。大変なので、来年はまつり自体の参加も難しいかも。

★「今年もやるんだ」と、覚えて下さった方もいて、良いつながりになる。

★どこを取るかをきちんと確認するべき。
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★協賛店の方から「がんばって！」と励ましの言葉をもらいうれしかった。

★協賛して下さったお店にチラシを置いてもらうことを頼むと、

「本当にしっかりやっているのですね」と良い反応でした。

★南陽学童取得分の分担が明確にならず、福田学童と重複訪問するところが多く、

効率が悪かった。

◇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

⑭ 0 ②

２，チラシ印刷を業者にお願いしたことについて

＊事務局の負担は確実に減りました。

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑮ 0 ①

★忙しい時期です。お金があるならこれで(業者へ発注)。

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

⑮ 0 ①

４，小学校・保育園配付用のチラシ裏面にぬり絵をつけたことについて。

＊当日、約80枚のぬり絵が一般のお子さんから寄せられました。

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑯

5，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。

★学童内の弟妹にも配布できるといいので、少し多めにあるとよかった

★戸田川へのアクセスが、市バス「春田野」となっている「南陽支所」のまちがいではと指摘さ

れた。

★(幼稚園など)やってもらえないところへは、長のつく人か、だれかきちんと訪問しては？

★熱田区の子どもたち(幼児)などに配られていないため、学童児の弟・妹はぬり絵ができなかった。

兄弟分も配付できたらよかった。

★まわりの区にも配付できるといいですね。

★ぬり絵チラシを園で配ることでこのおまつりを知らせやすかった。

ぬり絵がついているから、家で見てね！と子どもたちに声をかけることができた。

★(掲示枚数が)100に達しなかった。締め切り時

間(10：30)を決めなくても良かったかな？

★(受付をしていて)今回、ぬり絵の景品をどの子

も喜んでいた。

もっとアピールしてもよかったという意見と、

来年も期待してしまうのでは？

という意見があった。
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◇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

⑮ ①

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

⑮ ①

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。

＊また、今回はこの企画を行うことを早めに各学童に周知しました。

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑮ ①

★ステージ横に並んだぬり絵がさわやかさを演出していた。

★学童っ子にもお菓子なしで積極的によびかけてもよかったのでは？

★保育園でも配付したが、保育園と学童と同じ取り組み方でいいのか少しわからなかった。

◇準備について◇

１，前日準備（16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。

＊今回もKidsたちが大活躍！

★準備で行うことを箇条書きにしてまとめ、参加者でチェックしながらすすめられるといいと思う。

そうすれば事務局の指示がなくても、それぞれやりやすい内容から、自主的に取り組めるのでは。

★ご協力下さった方々に、感謝！

★準備要員用のお弁当(唐揚げ)、つらかったです。メニューを選べると良い。

★日程的に保育園は参加が難しいので残念です。

★みんなで力を合わせて作ることができたので良かったと思います。

子どもたちも楽しんで手伝ってくれていたように思ったので、良かったと思います。

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

⑬ ③

★ウ－少し早めに行ってもすでに動いていたので、同じ時間でもいいかも？

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

⑨ ⑦

★ウ－繰り返しやればわかるが初めての人は指示系統がわからずとまどっていた。
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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)！ ⑫

イ 改善した方がいいと思う ④

↓改善ポイント等を具体的にご記入下さい。

★集合時間のことはいいと思うが、早朝準備についてもやるべきことをまとめておき、

チェックできるといいと思う。

★朝一番で(作業）班をつくった方が、テント建てなどスムーズにいくのでは？

★時間差集合時間については、今回と同じ方向性で。

★テント立ち上げ以外にも、はじめからやれることがあれば、わからない人にも

分担してもらえるかもしれない。

★受付の早い時間帯が忙しく、園で回したにも関わらず人出が足りず、他の学童の人にも手伝っ

てもらいました。もう少ししっかり人数確保(9：00の時点)できるといいと思いました。

◇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

⑬ 0 ①

★支所の駐車場が一杯になってしまって困った。

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。

★ダンボール迷路を担当したが、ステージの様子が全くわからないので、

マイクの声がせめて届くようにしてほしい。

★ゴミステーションはテントがない方が見やすいような(わかりやすい)気がしました。

★受付がわかりにくいように思うので、もっと目立つようにできると良いのでは。－3人

★『受付』のアピールボードを芝生広場に置くと良い。

受付で「プログラムがないのか？」の質問が。受付にもプログラムを置けるといい。

受付け→詳しい人がいるべき。

◇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

⑫ ①

★イの意見－あそびコーナーの開始がやたら早いところがあった。

各コーナーごとに開始時間を変え、その開始時間がわかるボードなどをつくったら

どうでしょうか？

２，ステージ企画

⑴ゲストについて

①どんどこClub-和太鼓演奏

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑫ ②

★太鼓をやっている子どもたちの良い刺激に！

②人形劇団『もぐら』

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑩ ④

★やっぱりプロですね。どんどん人が集まってきてすごいなぁと思いました。
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③空手演武

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑬ ①

★うまい！空手演武はくぎづけになってしまいました。

★空手、近くで見ていて「シュッ！」っていう音が聞こえてきてビックリ！

カッコ良かったです。たくさんの人が見に来ていて人気でした。

⑵ ⑴－ －の設問について具体的にお答え下さい。

★何もみることができず、わかりません

★子どもまつりでのつながりをずっとつづけていだけると幸いです

★人形劇や空手演武は子どもから大人まで楽しめて良かったと思います。

空手演武の板割りや瓦割りを間近で見た子ども達は「すごい！」と興奮してました。

★『もぐら』をみることができず、残念！

★テーマソングをみんなでうたっていたのは、本当に心があたたかくなるようで、

「なかま」という感じでした。

★歌のステージなどは全学童児を対象に出して欲しい。

★時間的にいろいろ役割があり、ステージを見ることができませんでした。

このアンケートを父母会より前にいただいていたら 答えられたのでは…

★空手がすごくおもしろかった！普段見られないものをやると人が集まるのでは？

★良かった理由－参加して下さった方全員がとてもすごくて、人も集まりみんなしっかり

見ていたため。

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

⑭ ②

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。

★子どもたちはがんばっていたが、完全に練習不足。

発表の場であるということを意識した方がいいと思います。

保育園の子のかわいいステージがもっとあってもいいのでは？

★今年も良かったと思います。

★会議でもう少し打合わせた方が良かったと思います。何をするのかがわかりませんでした。

★子どもの作文で、ケガした子のものがすごく良かった。

★もしかめが盛り上がった→優勝旗などがあるといい。

★抽選→数をカウントするなどあいまい。やり方をしっかり決める！

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。

◇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

⑬ ②

★ぬり絵持参で景品と交換は良かった。しかし、時間で区切らなくてもいいのでは？
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★コーナーのぬり絵が紛らわしい。コーナーの絵を変える？

→また、あまり賑あわなかった

２，１の設問について具体的にお書き下さい。

★コーナーをまわることができなかったので不明

★通りすがりに「順番にできるからまっててね」という声が聞こえ、人気だなぁと思いました。

★スタンプラリー型にしたことでコーナーによる偏りがなく良かった。

★スタンプラリーカードが足りなかった。あそびコーナーに置かず受付に集中した方が

良いのでは？→芝の端のテントに置くと良い。

★スタンプラリーカード、番号をさっと切ることができるようにするといい。

★お面等が人気だった。

★全体的にどのテントも楽しんでいる様子がうかがえました。

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

★今回はしっかりとした同じ大きさのダンボールがそろい、製作がスムーズで、

しかも複雑なものができた。

子どもが大好きなメイロは子どもたちも楽しそうでした。

★みんなで協力できてよかったです。

★お面コーナー－人気キャラクターだったため、人気があり良かった。

★小さい子がホッとできた。

★お面･ぬり絵・おもちゃ・サイコロ、いずれも好評でした。

②今後の課題だと思うこと

★開始後のスタッフは、確認のポイントがわかっていないと子どものケガ等につながるため、

なかなか交代ができなかったこと。

★教え方。

★景品を多く買いすぎてしまった。

★人員を集めて署名にも回れると良い。

★受付のところに署名があってやってもらいやすくて良かった。ピカチュープレゼント良かった。

★子育て相談→もっとアピールすると良い。

★お面コーナー－子どもたちが楽しんでやっていた。

★お面コーナー－思っていたより人が集まったため対応が難しかった。対応を考えたい。

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

⑬ ②

５，４の設問について具体的にお書き下さい。

★子どもたちが楽しく、達成感を味わうことができた。

★集めている子どもが、友だちとみせあってうれしそうに話していたのを見て良かった。

★盲導犬コーナーもあり、スタンプ3つは集めやすかった。

★カード500枚ではとてもたりないと感じました。最低600枚は必要。
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６，芝生広場で園児と学童児の交流『ふれあいコーナー』を

設けたことについて。

＊ある一定の子ども達が集まり、ジャンケン列車、追っかけた玉入れを

行うことができました。

★自学童の集合昼食時間と重なり参加できなかった。

★もっとアピールできるといい。

初めはどうなるかと思ったけれど、色々な子が一緒に関わって楽しめて良かった。

ジャンケン列車は特に触れ合える。

★楽しそうで良かった。

★なかなか今まで交流の場が持てなかったので良かったと思う。次回からも続けていけるといい。

★良かったが、呼びかけ方法、進行係がマイクなどで声を届かせるともっと盛り上がるのでは？

★参加したかったけれど…、この情報を知らなかった人もたくさんいた。

◇テーマソングについて◇

１，30回を記念してテーマソングを作ったことについて

ア 良かった イ 良くなかった ウ どちらともいえない

⑭ ②

２，１について具体的にご記入下さい。

★歌の内容もよかったが、子どもたちが大勢ステージにあがって一緒に歌えたことが

ステキだった。

★子どもまつりの思いが込められていて良いと思います。

★すごく覚えやすいし歌いやすい。

振り付けが小学生にはむずかしいかなと思ったけれど、慣れればやれるものですね。

★覚えやすい曲でおまつりが終わってからも子どもは歌っています。

★いい歌でわかりやすく踊りも子どもらしく(覚えやすい)、何よりも楽しそうで良かった。

★来年からも使ってほしい。

★昨年からのテーマをわかりやすく出せたし、最後にみんなで一つになれるので良かった。

★子どもまつりの楽しみが一つ拡がりました。

◇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。

★全体的にはよかった思う

★食べ物中心で良かったです。お弁当の心配をしなくてすみました。

★駄菓子コーナーが欲しい。

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

⑨ ②
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３，2について具体的にご記入下さい。

★出店団体が自覚して、ゴミ減量につながったのでは

★ゴミの管理や持ち帰りは当然やるべき事ですが、ゴミステーションの設置は必要？

出店団体でゴミ箱を設置すれば家庭ゴミはなくなるかも・・・

★スムーズに行えたと思います。

★ゴミを捨てる場所が決まっており、集約できるから良かったと思います。

★(会場内に)ゴミが落ちているということも少なかったように思います。

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

⑤ ③

５，4について具体的にご記入下さい。

★どうしても熱がはいり、終盤はよびこみの掛け声がでていた。

★エンディング前に片付け始めてしまっている状況があり、声をかけストップしてもらいました。

◇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 ⑤ イ わかった ⑤ ウ わからなかった ①

エ どちらともいえない ③

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

⑩ ④

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 ⑤

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。

★フリー要員といっても、ステージでほぼ拘束される。間近でステージをみられるのはいいが、

ネーミングの工夫とあわせ、あらかじめ説明があるとよい。

★上手く当番制でできていたと思います。

★手引きを(やり方)ボードに掲げておけば良かった。

(自分は会議で聞いていたのでわかったが…)

★要員でステージ横に来て下さった方で、女性だと太鼓の出し入れが大変な方もいたので、

手伝いの内容もふまえて要員を出してもらえると良かったように思いました。

◇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。

＊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。
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★参加した一般父母が「イルカにいって手伝いを」と言われむかったが、何をしたらいいのかわ

からず、長時間待たされたとのこと

★若い実行委員を中心に、気がついたことを自ら動く雰囲気があり、気持ちよく片付けを行えた。

★代表の方が指示して下さったのでスムーズに片付けができたように思う。

指示を待っている時間がほとんどなく動けた。

★協力してやって下さった方に感謝です。

★片付け要員がいつまで残るのかが不明確。今回、初参加で家族を連れていたので

「何時に終わるのか？」

というのを感じた。また、テント返却係もその場での指示だったので、どうかと感じた。

◇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

② ① ⑫

２，1について、具体的にご記入下さい。

★個人的な事情で議事にはほとんど参加できず申し訳なかった。

★うちの学童からは母３名が実行委員だったが、終わりごろに行くと資料がないことがあった。

必要数の資料を準備してほしい。

★回数は適当。9時までに終わるのは嬉しい。

★できれば週末に行っていただけると出席しやすいです。

★初めの方の実行委員会の内容は必要？と思いました。

★今回は良かったと思うが、本来なら決まった回数でまとめたい。

★1年の初めに会議の内容の予定を立て、みんなで確認すると良い。

効率よくやってなるべく少ない回数でできた方が保育園も参加しやすい。

★忙しい時期で大変だけれど、みんなで話し合って色々意見を出し合えたのは良かった。

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

⑧ ⑤

４，１の設問について具体的にお書き下さい。

★せっかく保育園と学童が一緒にできる機会なので、１回くらいは、保育及び学童関係者その他

みなさんによびかけて、サブ企画のようなイメージでつながれるとよかった（子どもまつり関

係の歌もいくつかあるので、うたごえ交流とか・・）

★各団体のやり方で良いと思います。

★全体の内容がわからない人が多く、困ったという意見もあった。

→会議の回数を少なくすると、もう少し全体の会議に参加しやすい。

★運動会シーズンということで、全部の園の方にたくさん出てもらうのは大変。

したがって交替での参加になってしまうけれど、会議の様子を見てもらったり、参加してもら

う中で一緒に考えて意見を出してもらえたので良かったのではないかと思います。
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◇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30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！

★ 実行委員として参加しても、何をやったのかな？というのが本音です。動いたという実感は

当日だけだったような…。役にたてなくて申し訳なく思います。

ステージラストの実行委員長からの話しはステージに子どもがいる間にした方がいいので

は…。せっかく話しているのにみんな後ろ姿になっていましたよ。話しをしてから、

ロックソーランや歌をうたってはどうなのでしょう。

★ さらに事務局の負担を減らすことは大きな課題。具体的に検証されたい。

このアンケートの項目が多いので、もう少し内容をしぼってもいいのでは。

子どもの年齢が離れているので、ほぼ１０年ぶりで子どもまつりと関わったが、協賛者の大

きな支えのもと、こうしたまつりが継続されていることは港区保育団体のすばらしい財産だと

思えた。

★司会者のお二人はとても上手に進行されていたと思います。お疲れ様でした。

★テーマソングもとても歌いやすく、振り付けも可愛らしく良かったです。

★司会者さんへ

お二人の明るくあたたかなコメントで、子どもたちは励まされ自信がつき、精一杯、

太鼓・もしかめ・ロックソーランなどが思いっきりできたと思います。

ありがとうございました。

★ 中川学童は子どもたしに毛糸で印をつけました。集合時間等、声をかけやすく去年のように

さがさなくてすみました。

子どもまつりのぬり絵を老人デイサービス等に持って行ったところ大変喜ばれました。子ど

もではありませんが高齢者にもぬっていただき、外出時には立ち寄っていただけるよう声をか

ければ、お年寄りも元気になるかも。(老人デイサービスなど)協賛していただいたところへは

声をかけたいですね。スペースがあればお年寄りのぬり絵もはってあげたいですね。

★協賛金取得をもう少し早くからやりたかった。時間があまりなくて、充分でなかった。

★子どもたちの太鼓、ゲスト、バザー、テーマソングなど、こんなに楽しいものだとは

思いませんでした。

★司会のお二人も初々しくて良かったです。

★司会者のMCぶりはとてもよかった。

★テーマソングのできばえがとても良かった。

★今回初の実行委員会参加でしたが30回という節目の回に参加できとても良い経験になった。

会議の参加率が悪い人にはちゃんと連絡は入っているのか？

★ 今回は2年目ということで少し自分で見通しを持てて、全体をみて動けたと思います。

それとちょっと余裕もあって、楽しみながら仕事もできてとてもいい一日でした。

テーマソングをつくらせてもらって、子どもや大人も一緒にみんなで演奏＆歌うことができ

てすごく感動的でした。良い経験ができました。ありがとうございました>^_^<。

司会者の2人はすっごく上手で良かったです。お疲れ様でした。

★ 初めて参加しましたが、すごく活気があると感じました。そして、実行委員の方達がいいも

のをつくろうとモチベーションが高く良かったと思います。

司会をやらせていただきありがとうございました。他のスタッフの方たちに迷惑をかけたと

思いますが、楽しくやらせていただきました。
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★ 会議が大変でしたが当日は楽しめました。30回のテーマソング、ぬり絵、とても良かったと

思います。スタンプラリーをしたい子がとても多く、カードの枚数が足りないと感じたのが残

念なところです。プログラムを知りたがる人が多く、参加者にとって情報が少ない部分もあっ

たかもしれません。芝生広場側にも案内があるとより良かったのか？

司会、ありがとうございました。爽やかな進行、感謝しています。

★子どもたちの嬉しそうな笑顔を見ることができたのが何よりです。

★ 個人的には初めて参加させていただきましたがイメージしていたよりも、とても活気があり

楽しい場でした。保育園児となる学童児の妹を連れての参加でしたが他のコーナーの方もあた

たかく対応して頂き終始安心出来まして嬉しく思いました。

元気いっぱいの司会者様はアドリブも含め大変素晴らしくとても盛り上げていただけたよ

うに思います。

子どもの勇ましい太鼓姿も見られ一日楽しく過ごさせていただくことができました。

来年度もぜひ参加させていただきたいを思いました。

★ みなさん、おつかれさまでした！当日はたくさんの人に来てもらえ、大成功だったと思いま

す。ステージ前も人がたくさんあつまっていてよかったです。個人的には本部からあまり動け

ず寂しかったですが、本部に座っている人がいることの大切さがわかりました。色々と尋ねて

きた人に対応したり、外部団体さんに対応するのに必要なので、一人がそのポジションにつく

ことは必要ですね。

司会のお二人、おつかれさまでした。とっても上手に落ち着いてやっていて良かったです。

ぬり絵をもってきてくれた人で「戸田川の近くに住んでいるんです。このために早起きして来

たんです！」って言ってくれた親子がいました。
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20１1年度活動方針（案）

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31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16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・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
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

2，2010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

4，2011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

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
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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7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。

2，2010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

(6)子ども子育て新システムに関する学習会開催

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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4，2011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

★幹事会の活性化

★役員選出における、次年度以降の方向性の確認

２．港区役所との交渉

３．全国学童保育研究集会《１０月２２日（土）～２３日（日）石川》

愛知学童保育研究集会《２０１２年２～3月開催》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６日（日） 中川小学校校庭》

６．港区子どもまつりへの協力・参加《１０月１６日（日）》戸田川緑地

７. 港区ふれあい広場への参加《１０月２３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。

2，2010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

4，2011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43回全国保育団体合同研究集会in群馬

と き： 2010年8月6日（土）、7日（日）、8日（月）

ところ： ぐんまアリーナ

記念講演：湯浅 誠さん(反貧困ネットワーク)
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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。


