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岩手県学童保育連絡協議
会と北上市学童保育連絡協
議会（及川正一会長、 ク
ラブ）は連名で 月 日
に「学童保育の職員配置基
準等の堅持を求める請願」
を北上市議会に提出してい
ました。同市議会は 月
日にこの請願を全会一
致で採択し、
同日付けで
「放
課後児童クラブの職員配置
基準等の堅持を求める意見
書」を国に送付しました。
請願の紹介議員を引き受け
てくれた会派は新清会、北
新ネット、北上まほろばク
ラブ、共産党、社民党の５
会派。
滝沢市学童保育連絡協議
会（佐々木敦亨会長、 ク
ラブは）は放課後児童クラ
ブの職員配置基準等の堅持
を求める請願」を 月
日に滝沢市議会に提出。同
市議会は 月 日にこの
請願を全会一致で採択し、
同日付けで「放課後児童ク
ラブの職員配置基準等の堅
持を求める意見書」を国に
21
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送付しました。紹介議員を
引き受けてくれてくれた会
派は一新会、滝政会、公明
党、共産党の４会派。
従うべき基準の意見書を

12

21

については、県連協から市
町村に陳情書を提出する予
定です。
仮に児童福祉法が改定さ
れることになっても、市町
村が条例を改定しなければ
基準を引き下げることはで
きません。市町村議会での
請願採択は市町村に条例を
改定させないための大きな
後ろ盾となります。

14

日弁連が意見書提出

１８年度 組織部方針

ク ラ ブ の 新 規 加 入が あ り ま し

中心となって働きかけます。
地域連協がない地域については、担当
役員を配置し、地域の実状を伺うなど、
コミュニュケーションをとりながら、関
係構築に努めます。また、ほいく誌プロ
ジェクトと連携しほいく誌の拡大、普及
にも力を入れていきます。

ついては、当該の地域連協選出の役員が

きます。各地域連協内の未加盟クラブに

続しながら組織の強化、拡大を進めてい

た。今年度も基本的に昨年度の方針を継

会員

を進めた結果、一般会員１クラブ、団体

員を配置し、
組織拡大に向けた取り組み

12

17

従うべき基準の意見書を採択した議会
県連協では引き続き、各
地域連協に市町村議会への
働きかけを呼びかけます。
まだ、請願をしていない地
域連協におかれましては、
３月議会へ向けた取り組み
をお願いします。一部の地
域連協には県連未加盟のク
ラブもありますが、請願の
趣旨をご理解いただき、ご
協力をお願いします。
地域連協が未組織の地域

21

日本弁護士連合会は
でない。放課後児童支援員
月 日に「放課後児童支援 の処遇の改善なども含め，
員の資格及び配置員数に関 様々な対応を幅広く検討す
する『従うべき基準』の堅 べきである。
（中略）子ども
持を求める意見書」をとり の健全な育成の保障に関す
まとめ 日付けで内閣総 る分野における規制緩和に
理大臣、厚生労働大臣、文 ついては，子どもの最善の
部科学大臣、総務大臣宛て 利益の観点から慎重な検討
に提出しました。
が求められる」と述べ、国
採択した議会は 月 日
意見書では「人材不足の に従うべき基準を堅持する
現在で 議会にのぼって 対策を安易に『従うべき基 よう求めています。
おり、基準の参酌化に反対 準』の参酌化に求めるべき
する動きが全国に広まって
います。
昨年度、組織部では地域ごとに担当役
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民間企業運営が増
学童保育実施状況調査

18

目が十分に行き届かなくな
れば、学童保育は子どもた
ちにとって安全な場所では
なくなります。
数年後の学童保育がそう
いう場所にならないために
今、学童保育に関わる私た
ちが声を上げていくことが
きわめて重要です。何も言
わないことは、この流れを
容認してしまうことになり
ます。
今後も様々な取り組みを
通じて反対の声を発信して
いきましょう。数年先の子
どもたちと学童保育を守る
のは、今の私たちです。

ています。
民間企業運営について全
国連協は「企業の利益にな
らなければ、保育の質や指
導員の待遇が悪化するか運
営から撤退することもあり
得る」とし、
「運営主体がい
ずれであろうとも、各市町
村が定めた条例を遵守し、
『放課後児童クラブ運営指
針』にもとづいて運営され
ることが必要」とコメント
しています。
岩手県の支援の単位数は
３８３（前年比 増）入所
児童数は１万４３２３人
（同２９２人増）でした。
16

112

県連協は 月
日、「日本の学童ほい
く」拡大学習会を県
青少年会館で開きま
した。今年度県連協
では、ほいく誌プロ
ジェクトを設置して
おり山形県連協の取
り組みから、ほいく
誌の普及、拡大の手
法について学びまし
た。
各地域連協から
人が参加。山形県
連協専従職員の工藤
美佳さんが担当者会
議の内容、モニター
登録活動について説
明しました。
31
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23

ほいく誌学習会

従うべき基準参酌化

26

全国連協が全国すべての
市町村を対象に行った学童
保育実施状況調査（ 年５
月１日現在）の結果がまと
まりました。全国の支援の
単位数は３万１２６５（前
年比１９７８増）
、
児童数は
１２１万１５２２人（同６
万３２０４人増）でした。
運営主体については、割合
として公立公営が減少、社
会福祉協議会、
ＮＰＯ法人、
民間企業による運営が増え

ひとりでも多く
の人にほいく誌を
手にとってもらう
取り組みとして
「モニター登録に
より読み、投稿す
る機会を得ること
で掲載頻度が増え
る。自分の話が掲
載されると、ほい
く誌がより身近に
感じられる」と述
べ、モニター活動
の効果を語りまし
た。
参加者から、よ
り多くの保護者に
読んでもらう工夫
を問われ、
「今、読ん
でいる私たちが、良
いと実感しないと
『良さ』は伝えられ
ない。部数の追求だ
けでなく、内容を伝
えていくことが大
切」と述べ、
「毎月、
ここだけは楽しみに
読む、ここが好きと
いうところを見つけ
て伝えて合ってほし
い」
と助言しました。

山形県連協の取り組みを語る工藤美佳さん

12

由民主党、公明党にファク に示しました。
スを送信し、基準の参酌化
◇
◇
従うべき基準の参酌化に
を許さない姿勢を表明しま
ついては 月 日に閣議
した。
北上、久慈、気仙連協で 決定され、来年の通常国会
は全クラブが参加したほか、で児童福祉法が改定される
地域連協のない地域のクラ 見通しとなっています。
現実問題として、ひとり
ブや県連未加盟クラブも多
数参加。県内の学童クラブ の指導員がおやつ、宿題、
が地域や組織の枠を超えて 外遊び、学童内での活動の
危機感を共有し、学童保育 すべてに同時に目を配るこ
を守るという姿勢を具体的 とはできません。指導員の

くことを目指しています。
プロジェクトの具体的な
内容は①地域ごとに計画を
立てて 購 読部数を増 やす
（県全体で純増１００部）
②研修会や担当者会議の実
施③モニターの普及や標語
の募集―などです。今後、
担当者会議を開き各地域の
現状や課題共有しながら、
活動を進めていきます。
プロジェクトの期間は
月 日から、次年度の
総会までです。
23
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県連協では 月７日か
ら 日にかけて「学童保育
の根幹にかかわる
『参酌化』
に反対する声を広げる取り
組み」として、参酌化反対
の意思を関係機関にファク
スで届ける運動を行いまし
た。
県内の学童クラブ、個人
に広く呼びかけた結果、１
１２クラブと 人の個人
が厚生労働省、内閣府、自
21
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県連協では今年度役員会
内にほいく誌の普及、拡大
を目的に「ほいく誌プロジ
ェクト」を設置しました。
ひとりでも多くの人にほい
く誌を購読してもらい、学
童保育への理解を広めてい
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