
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月２2 日（日）１３：3０～Zoom にて第 53 回

定期総会を行いました。計 41 名の参加でした。来賓

１２名にご出席いただき、ご挨拶をいただきました。 

●ご出席いただきました方のお名前をご紹介いたし

ます。（選挙区順に掲載） 

衆議院議員  

自民 熊田 裕通 様 国民 古川 元久 様 

立民 近藤 昭一 様 立民 牧 義夫 様 

維新 岬 まき 様 自民 伊藤 忠彦 様 

自民 青山 周平 様 立民 大西 健介 様 

自民 石井  拓  様 自民 今枝 宗一郎 様 

共産 もとむら伸子様   

 

愛知県議会議員  

新政あいち 福田 喜夫 様 

●メッセージをいただきました方のお名前をご紹介

いたします。（選挙区順に掲載） 

衆議院議員                   

立民 吉田 統彦 様 自民 中川 貴元 様 

立民 近藤 昭一 様   自民 池田 佳隆 様 

自民 工藤 彰三 様 自民 神田 憲次 様 

立民 ばんの 豊 様 自民 長坂 康正 様  

維新 杉本 和巳 様 自民 江崎 鐵磨 様 

自民 八木 哲也 様 立民 重徳 和彦 様 

自民 根本 幸典 様   

参議院議員    

国民 大塚 耕平 様 自民 藤川 政人 様 

立民 田島 麻衣子様   国民 伊藤 孝恵 様 

 

愛知県議会                   

⾃⺠党愛知県議員団 様  公明党愛知県議員団 様             

県政自民クラブ 筒井 タカヤ 様  

無所属 柴⽥ ⾼伸 様 

 

学童保育・⼦ども・⼦育て関係          

建交労愛知学童保育⽀部 様           

愛知保育団体連絡協議会 様           

あいち保育研究所 様              

愛知県障害児の地域⽣活を保障する連絡会（よかネ

ットあいち） 様  

●2021 年度総括案及び決算案・会計監査報告、 

202２年度方針案および決算案、2022 年度役員

提案はすべて承認されました。新たな体制で

2022 年度のスタートを切りました。 

 

 

 

会長 役員推薦 江坂 佳代子 

役員 名古屋市 進   恵美 

 名古屋市 杉林  弓子 

 豊橋市 鷲野 健一郎 

 岡崎市 平岩  葉介 

 豊川市 廣川 和美 

 津島市 伊藤   智 

 津島市 渡邉  久直 

 大府市 金田  知久 

 役員推薦 奥野  和幸 

 役員推薦 金   澄枝 

 役員推薦 鈴木  誉晴 

 役員推薦 仁城 奈美子 

 役員推薦 藤田  裕久 

 役員推薦 三輪 早矢加 

 役員推薦 保永  雅行 

専従 名古屋市 賀屋  哲男 

                  以上 17 名 

【会長あいさつ】 
 

20２2 年度会長の江坂です。 

どうぞよろしくお願いします。                  

新入所の保護者の皆さん、新

人指導員の皆さん、はじめまし

て。学童保育へようこそ。わた

したちは、愛知県全体の学童保 

第５3 回愛知学童保育連絡協議会 

定期総会オンライン開催されました 

オンラインで開催されました 
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育をよくするために、「愛知学童保育連絡協議会」（愛

知県連協）として集まり、活動しています。わたした

ちの願いは、子どもが毎日の放課後や長期休暇の一日、

長い時間を過ごす学童保育が、安心できる場所であっ

てほしい、毎日共に生活する学童保育指導員にとって

も、子どもや保護者と信頼関係を結び、安定して働き

続けられる職場であってほしい、ということです。 

このシンプルで当然の願いを実現するために、児童

福祉法に基づく事業の当事者として、市町村と県と国

に向けて要望を届けていく、それが県の連絡協議会の

大きな役割です。今やどの市町村にも学童保育はあり

ますが、施策や予算は自治体によって違います。国の

方針・施策と予算が大きな方向としてあり、市町村は

基本的にそのメニューの中から選択します。県は市町

村の選択を、補助金の 1/3 を出すことで支える仕組

みとなっています。 

国の予算はメニュー、金額共に増えてきていますが、

十分に活用して予算化している市町と、そうでない市

町に格差が出てきています。また愛知県も、国方針を

100％予算化できていないのが現状です。そうなる

と必要なのは、市町村・県・国の情勢を分析して、足

りないものを知り、どうしたら増やしていけるかを考

えることです。国に対しては、愛知県連協として全国

学童保育連絡協議会に加盟し、厚生労働省との懇談や

情報収集に取り組んでいます。今大切なのは、それぞ

れの地域でがんばる市連協や学童保育所が、孤立せず、

共有と連携を深めることです。2022 年度は、県内

の情報共有を中心に、施策や予算の学習を呼びかけて

いきます。 

また、学童保育は、あそびを中心とする子どもの生

活づくり、保護者同士の交流、地域に根ざした子育て

など、独自の文化を形づくってきました。行政の施策

や予算がほとんど無かった時代から連綿と続く、「子

どもを真ん中に、保護者と指導員が地域で子育て」を

根っこに据えた、ホッとするような交流の取り組みも

連絡協議会活動の柱です。コロナ禍で三年間止まって

いましたが、少しずつそうした機会も再開できればい

いなと思っています。どの街に住んでいても、あって

良かった！と思える学童保育にするために、県連協の

仲間のみなさん、一緒にがんばりましょう。 

 

 

 

 

 

10 月  2 日（日） ほいく誌交流会 

10 月２９日（土） 
全国学童保育研究集会 

10 月３０日（日） 

11 月  6 日（日） 運営委員会 

2023 年  

１月 1５日（日） 運営委員会 

1 月２8 日（土） ほいく誌交流会 

2 月１９日（日） ほいく誌普及拡大会議 

３月  ５日（日） あいち学童保育研究集会 

3 月 13 日（日） 運営委員会 

４月  ２日（日） 運営委員会 

 
※年度内に、「みんなで話そう学童保育ひろば in 尾張

旭」を開催予定です。 
※予定変更の場合はお知らせいたします。 
 

 
 
 

2022 年 10 月 29 日（日）

と 10 月 30 日（日）の二日

間で、第 57 回全国学童保育

研究集会が開催されます。今

年の全体会では全国の学童保

育所をライブ映像でつなぎま

す。昨年にはなかった、全国

各地でつながるお楽しみ企画

が予定されています。 

また記念講演は、フォトジャーナリストの安田菜

津紀さん「紛争地、被災地に生きる子どもたち～取材

から見えてきたこと～」をテーマにご講演いただき

ます。 

参加のお申込みは、7 月頃よりはじまる予定です。

詳しくは、全国研ニュースを毎月発行しておりますの

で、そちらをご覧ください。2022 年は全国研サイ

コ―から315人を目標に多くの皆さんに盛り上げて

いきます。10 月 29 日と 30 日の 2 日間、ぜひご予

定ください。 
 
 
 

 

4 月号 57～59 ページ 

      新しい生活をスタートさせる皆さんへ 

―指導員からのアドバイス 

 

ほいく誌４月号は新入所の皆さんを対象にした特

集が組まれています。ご紹介するこの記事では、 

子どもから指導員に伝言してもらうのではなく、連絡

帳などを活用して子どもの負担にならないようにす

ることや、 

6 月  ５日（日） 全国学童保育指導員学校 
西日本岐阜会場 

6 月 19 日（日） ほいく誌普及拡大会議 

７月１７日（日） 運営委員会 

９月１１日（日） 運営委員会 

ほいく誌コーナー 

２０２２年度予定一覧 

第 57 回全国学童保育研究集会開催について 

http://gakudou.me/zenkokukenkyu.html


お留守番での約束の仕方など、１年生の保護者にとっ

て参考になることが具体的に書かれています。また、

「子どもが学校のことを話してくれない」、などにつ

いても、不安を取り除くようなアドバイスがされてい

ます。 

どの項目も、指導員目線からのアドバイスであり、内

容は真剣ですが、子どもや保護者に無理をさせない 

「やさしさ」が感じられてほっこりします。 

１年生の保護者は、小学生の保護者の１年生です。先

輩保護者の皆さんは、ほいく誌も活用しながら、ぜひ

やさしくサポートしてあげてください。 

（名古屋市保護者 OB） 

 

 
 

県連協では、ほいく誌 
の発送に合わせ「いっぺん
読んでみゃ～」を一緒に送
っています。県内の方の投
稿が紹介されています。「ま
ずはここから！」と、ほい
く誌を開いてみるのもよい
ですね。 
ほいく誌同梱資料もしく
は、HP にも掲載しており 
ますので、ご覧ください。 

 
また、全国連協から発行されている、普及拡大

ニュースも合わせて掲載しています。他道府県で
のほいく誌普及拡大の様子なども掲載されていま
すので、一度読んでみてください♪ 
※PDF 版の県連協ニュースの方は、いっぺん読ん
でみゃ～の画像をクリックしますと、日本の学童
ほいく（愛知県連協 HP）にアクセスできます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「一人ひとりの声を国と自治体に届けよう」は、2

年かけた取り組みです。今、折り返し地点に来たとこ

ろです。これまで「指導員の待遇改善」や「運営費補

助の引き上げ」などの切実な声が、各地域から上がっ

ています。昨年９月の県子育て支援課との懇談でもこ

れらの声を届けました。今年度は、１つひとつの課題

を深掘りし、実態を明らかにして、国県市町村へ伝え

ていく取組み、寄せられた地域の情報を共有し、学び

を深める取り組みにしていきます。４・5 月は「学童

保育指導員の待遇・職場・仕事内容について」６・7

月は「学童保育の施設について」をテーマにあげて声

掛けを行っています。 

新しく保護者会に入られた方への説明は難しいで

すよね。昨年より掲載している YouTube での説明

動画をご紹介ください。保護者会で一緒に見るのもい

いですね。 

説明動画 part１     説明動画 part２ 

                                                   

一人ひとりの声を国と自治体に届けよう 

お一人何回でも 

投稿可能です。 

どんな取組み？ 

Google フォームを用いて集約しています。 

QR コードをクリックするか、スマートフォン

で QR コードを読み込んでください。 

実際に届いている声を紹介

しています。 

LINE アプリによる県連協情報発信のご案内 

QR コードをスマートフォ

ンで読み込み、LINE アプリ

で開いてください。なお、登

録のパスワードは 

 gakuiku  です。 

投稿フォームはこちら 

 愛知県連協では、HP を随時更新し、それに合わ

せて、Facebook、Instagram、Twitter に情報発

信を行っています。今回、多くのみなさんが使わ

れている SNS アプリの LINE（オープンチャット

機能）を用いて、県連協 HP 更新情報を発信しま

す。個別での登録は必要ですが、個々での連絡先

が漏れることはなく、個別での LINE のやりとり

ができるものでもありません。また、ニックネー

ムでの参加が可能です。ぜひ、ご登録ください♪ 

http://gakudou.me/hoikushi.html
http://gakudou.me/hoikushi.html
https://youtu.be/8OBN9NGxqXY
http://gakudou.me/hoikushi.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz2t85wmy-CChLzMSPV2MvAoJKoSZinGwS38QtTsgNSqW45g/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/yAqy_wEV1dU
https://line.me/ti/g2/BIX4gCB74tFCiAmoz9nEIUusPzAEVYbkrXj9CA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://gakudou.sub.jp/kenrenpdf/2022/hitorihitori_20220311.pdf

