
第 1 号議案 2016 年度事業報告 
 
 
 
＜この一年＞ 
 2016 年５月、児童福祉法が改正され、初めて第１条に「全て児童は、児童の権利に関する条約
の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保証されること、愛され、保護されること、
その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉をその他の等しく
保障される権利を有する。」と定められました。今まで保護の対象であった子どもを権利の主体者
として位置付けた画期的な改正です。そして、この年、従来にも増して「子どもの貧困」と「発達
障がい」が社会的にクローズアップされました。 
 子どもの貧困に関し、「子ども食堂」「学習サポート」事業など民間主導で始まっている多様な支
援のあり方について新聞・テレビなどメディアが紹介をしました。子ども・若者たちが、家庭の経
済的貧困により、住まいや日々の食事、身に着けるものだけでなく、学習習慣、余暇などレクリエ
ーションに、他の子どもたちと同じような機会を得られないことは、明らかな権利侵害です。しか
し、絶対的貧困ではなく相対的貧困への社会の理解はまだ低く、ややもすると保護者が怠けている
など、家庭に問題があると決めつけられる傾向が残っているのが現状です。 
 また発達障がいゆえに、家族、学校や就労先でうまくコミュニケーションが取れず、結果、いじ
められたり引きこもる原因となる事例が少なくなくありません。被害当事者となるだけでなく、逆
に発達のアンバランスさ故に殺人に及ぶ事件を起こすケースもあります。この障がいの判定の難し
さは、知的な遅れを伴わない場合、周囲が気づきにくいという特性があり、ある程度の年齢に至っ
て初めて社会に適応しにくいことに気づきます。 
 ただ、貧困状況下、障がいのある子ども・若者の支援を行っている人たちが皆、「権利保障」を
意識し活動していることと裏腹に、少子化に伴う労働者減少を見込み、国家の経済維持のために、
将来彼らを納税者として育てる戦略が透けて見えることに、私たちは気付く必要があるかもしれま
せん。 
 世界に目を向ければ、一触即発状態の国家間の危機を背景に、人々の不安を煽る保護主義の首長
が生まれています。日本においても共謀罪（組織的犯罪処罰法改正案）など法律家が肯定できない
法律改正に向かおうとしている今、次世代が生き生きと生きられる社会のあり方が深く問われてい
ます。 
 

＜主たる事業（事業詳細は次章で）＞ 
 自主事業および、子どもゆめ基金の助成として行われた「ワンストップひろば」事業は、今年も
年90回を数え、親子のべ1000を超える人たちの利用がありました。 
 「なごや子ども貧困白書」は、12月刊行され、上記の社会的な風潮もあり、多くのメディアに紹
介記事が掲載されました。 

１．概 要 
 



 医療・研究・福祉・企業分野からメンバーを集めた STEP（2015 年度にグループ名をつけ、定
期的に会議を重ねてきました）は、2016 年度、福祉医療機構の助成を受けて、わかりやすい教材
（模型、アニメ）と学習プログラムを作成しました。 

 
＜名古屋市青少年交流プラザ（ユースクエア）指定管理（事業詳細は次章で）＞ 
 指定管理3年目となる2016年度、職員、非常勤職員を各1人出し、主に事業を担いました。 
 
＜そのほかの事業。他団体との協働など（事業詳細は次章で）＞ 
 名古屋市主催の「なごや☆子ども City2016」を受託し、12 月の 2 日間、日本ガイシ・レセプシ
ョンホールで 1000 人の子どもたちを集め「子どものまち」を展開しました。また市民経済局が、毎
年オアシス 21 で開催する消費者教育イベント「HAPPY タウン」も従来通り、企画・ボランティア
コーディネートで参画しました。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが主催する東北子どもまちづく
りサミットは９月に仙台で開催され、熊本を含む全国からの子どもたちと交流、子まちからは会員の
高校生が参加しました。このイベントは５年を迎え一応の区切りとなりました。 
 伊勢志摩で行われた G7 に呼応した形の「市民の伊勢志摩サミット」内で開かれた子ども分科会で
はワークショップに招聘され、主に子どもの貧困や権利について問題提起をしました。 
 
＜子ども＆まちネットとして参加している委員等＞ 
名古屋市なごや子ども・子育て支援協議会委員、名古屋市防災危機管理局指定管理者選定委員、 
大府市青少年問題協議会委員【以上伊藤】 

 
＜会員の状況＞ 
   正 会 員 個人：44人、団体：4団体 （昨年度個人：45人、団体：4団体） 
   情報会員 個人：  6人、団体：1団体 （昨年度個人： 5人、団体：1団体） 
   賛助会員 個人：  4人、団体：1団体 （昨年度個人：4人、団体：1団体）     

合計      54人と6団体   （昨年度54人と6団体） 
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名古屋市青少年交流プラザ指定管理
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ǦʤǬǪǫǰ±ɚǬǪǫǯ±ɉµȮŮȮȠǬjɋĺƋɉɆɇɖɁȾȡ

ʤ�e�NɌȸəƹǑɅ�®6ɤŽɄɠ+ƧŹɉɌUǁ#ɟɋzɆɈɁɄȨɠȡ�ȯɋBıŹ
ȭʞʌʥɿʥɆɈɟȠ�ɇɚȾɀɚzɉɈȸɥɅȨɠą�ȭȩȬȭȪɠȡ
ʤɎɢɍůÔɋȾəɋũƮɃȯɟɋǓȷȵȭ�ȮɈơǛɆɈɁɄȨɠȡ
ʤ�e9oɅɋƿɏɋjßȭĞɟȠ�ƿɏɤ*ƾȹɠʏʠɩʢʥɮʥɋ�ƳȭǘȨɄȨɠȡ

�®6óɋ�ŽɄɋ��ɋƕěȠ�ǆɃȯɟɈɇɤÏ�ȨȠ�ŽɄÆyɤ�Ȫɠ
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ȥɼʣɺɭʎʢʣʀʥȦɌ�ɇɚɜəwǄȠ

ǬǪǫǰǯðǫâ�ǬǪǫǱǮðǭǪâʨĂɊðʤĒìâɋǫǪéQ�ǫǮéɉǅ1ʩ

Íƨ��ȠŎ�ŃĢȠęǃŶ�Ƞ!Ɗê�ʨ��ǐȭȨɋȧɠ�ɇɚɋĩĎɋʉʂʅʢʥɱÉ
ņʨ�fk"ʩʩȠĒǃPǤȠ�£ŤȠ!ƊÅ�ʨ��ǻǹǴǨ�fk"ǩʩȠŐsńŠȠƎ÷0Ƞ_
ĲÅʪȝĒǃńĳŶȠȝĲ�¶ŶȠȝ�Ɗ�ŶʨĮ�ʩ

ǦʤȥƀĳƿɏȦȥȫɌɈȷ�Ȧȥ�ƿɏɋ�Ȧȥ�ŜƋ�Ȧȥ¦#ȠÏƅȦɈɇ�ąɈʏʡɲʝʗɅȠ
quɋ�®6Ɇ+ƧŹɋ�zÎɤ#ɁȾȡ�DĴȷƸɗCɋȥʞʅʖʂɱ"ǠȦɈɇɋʏʡɲʝʗ
ɛǭðɋ�ÿɌƀ	ėIɆȷȾȡ
ʤGÌʤƀ	�ÿȧɣȻɄȠǆɅ8ǳǪjǅ1ȡ�ɇɚɋɓǯǮǪaȠ+ƧŹǮǲǬaȭTFȡ
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ʤʫʯNȴɆɉÜÚʉʂʅʢʥɱȭĄŝȵɡȠȼɡȽɡȭ/ÄļɈ1ȷɤƋɁɄȨɠȡPŏNɌ
ȺɁɆ+ŽÎ	�ɅƿɏɋzɤN<ɋȵɖȶɖɈáƙɅ�ǅȷɄȫɟȠāȷɗɉȷɄȨɠƔ�
ɚ�ɈȯɈȨȡ
ʤȾȿȠĐǆɋǼǾǽɛ�ŽɄɶʥɱʟȭʎʥɺ=�ȹɠȳɆɈɇɌƒǃɉɈȨȾəȠ�âǋɟ
ɋȫāȷɗɉɈɁɄȨɠȡʉʂʅʢʥɱɋ�fɆȷɄȠ+ƧŹɋ}ɤǒəɈȭɞȠɝɟƄȨ1ȷɉ
ɈɠɝȩɂɈȭɟɤ#ɁɄȨȮȾȨȡ

ȝĲ�¶ŶȠȝĒǃńĳŶǨ��Į�ǩȠȝ ¤ÅŶ�ȠĩĎʉʂʅʨ�fʩȡȳɋɔȬȠO
ĹŹʤ��ÞfʤōŌ�ÿŻfɞɅȠè±ŪÌȷȾʁʥʗȥȀȁǶǾʨȀȆȒȉȂȌȐȓ
ȁǨȁȏȓǧȁȎȇȆȐȈȆȏǧȁȏȂȉȍȉȍȇǩǦǦǶȅȑȄȂȐȉȎȍȂȌǦǾȏȎȊȆȄȐȦȭ�¿ɆɈɁɄȠ�ÿɤ�ķǀhȷȾȡ

ȗ�ɇɚʤƆŹbȱ¿Ɇ"ɋƤ²ɋǅ1
ȟȟȟƀ	ŨŴɲʟʥʏɅɋƤ²ȟǲðǬǭâǨģǩʤǬǮâǨĒǩʨTFȟǳaʩ
ǦǦȟȟōŌ�ÿÎɅɋƤ²ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǫðǫǭâǨǄǩȠǬǱâǨǄǩȠǬðǫǲâǨpǩʨTFȟǫǫaʩ
ȟȟȟʍʞʥɺɱʥʟɅɋƤ²ȟǦȟȟǫǫðǬǫâǨðǩȠǬǲâǨðǩʨTFȟǭǭaʩ
Ș�ɇɚʤƆŹɋ+ƧŹɛÜÚŹbȱɋň-ɋǅ1
ȟȟȟŗǫjŀȟǫǫðǬǮâǨôǩǦǦǫǪéʲǫǬéʨTFȟǮǱaʩ
ȟȟȟŗǬjŀȟǫðǬǳâǨâǩǦǦǫǪéʲǫǬéʨTFȟǯǭaʩ
șÞö#Ì
ȟȟȟʤĵÄǨ�Äiʫ"Ƞ<Äiʫ"ǩȠ�Äʨ�Äiʫ"Ƞ<Äiʫ"ʩƗʭ"ɤ#Ìȡ
ȟȟȟʤɧʈʘʥɸʜʣ#ÌȟǨšʰ>ǩ
Țʏʡɹɪɱʅ�f�ɋǅ1
ȟȟȟȟ8ǫǬjȟ�ɉſéǅ1ȟǫj

ʤʏʡɹɪɱʅ�f�ɉȫȨɄɌǐ�6ŹǇ)ɋñƥŹʤÞŽŹʤO«ʤ�ÿʤƔɋ�ʘʣʊʥ
ɉɝɟȠďjñÈŷɈØýɆŉƟȭɅȮȾȡ
ʤ]Ƥ²Ǩ¸�Źbȱʤ+ƧŹÜÚŹbȱřǩɆɚTFŹȬɞɋƛ(ɌǡȯȠ]ƀđɃȮɆɈɁ
ȾȳɆɛ�¼ɋŭŮļɈǅ1ɋƏòȭǡȬɁȾȡ
ʤÞöɉɂȨɄɋWǘɌ�ȮȯȠ>ȬɟäȨʤƔȷɗɛȹȨɆȨȩÊÇȭ�Ȣ�ȨɄȫɟȠ=
·Ƥ²ɛƭȷ=ȷʤƬ~ɒɋ�ǅɚƐȪɄȮɄȨɠȡ

ǦʤFľʤƽÛȷȾk"Ƞʉʂʅʢʥɱ5ʱ�ŽɄʉʂʅʢʥɱɀȯȵȠ�ŽɄɎɢɍ8nƽūRƦ
�ȠǼǾǽĖ��ɇɚ0´ʍɬʥʝʗ

^����£¿Ä±�"�G�+��|

ȥǐȭȨɋȧɠ�ɇɚʤƆŹȭȠquɅ�¿ȷɄëɞȹȾəɉŋ�Ȭɞɋ�ŔɤǉČȷȠƀ§ż
�ÊɤȧȲɠȦȳɆɤŀļɉȠ�ŹɆɋɵʖʚʈɳʥɸʜʣEɤƵɉɂȱƀƵɤ�?ɉȹɠđÔ
ɀɤŽɄȨȱɠɝȩÜÚɤȹɠȡȼɋȾəȠÃçó�Ǌɋ¿ɛ"ɋ�Lɤ�ɑƤ²ɤȠǐȭȨ
ɋȧɠ¸�ŹbȱȠ+ƧŹʤÜÚŹbȱȠȵɞɉǐȭȨ6ŹɋÜÚ�ÿÎ<ɅBıŹbȱɉ
ǅ1ȷȾȡɖȾȠȼɡɞɋ�ɏɤĜəĮƕɤ*ƾȹɠÞöɤƍß#ÌȷȾȡ�¼ɌÞöɋ$Ȩ
àɛ�ɏɋʏʡɲʝʗ<�ɉɂȨɄɋɧʆʊɩɺɤcəȠɝɟ�ȯɋ�ɏɋzȭƙȱɞɡɠɝȩ
]Ǉ)ƣk"ɛƋÝȠÞŽĉǇřɆɋƽÛɤƾəɠȡ

ǬǪǫǰǮðʲǬǪǫǱǭð

ʨīĖʩōŌOĹĉĄ

�ƎȠȝ�ƊǨ��Į�ʩ

ʤ	ɉquɋ+ŽÎɤ�¿ɉȠÏƿɏȠ�rŬõȠʋʉʟɸɧɿʥɈɇɅȠ+ŽÎȭÔɁɄȨ
ɠƯġɤÔɀƸɗȠƔ�Ʌƿɑzɤ#ɠɔȬȠ�ŽɄŁƢȠƵ"ğ�ɛȠʞʍʠʂɸʚ+ŽC
±ɋƠãɈɇɤƋɁɄȨɠȡ
ʤ�ɖɀɌèɉµȮŮȮȠPŏNɋĆƼţɶɩɻɋqmɤÔɀƸɗʨREʱ�ƎĮ�ʩȠɐȿ
ɥƿɥɅȨɠ9oɛȫđɉ7ɟɋ°ɈɇɤíȮƸɥɅɚɞȨȠqmɤɖɥɈȬɉƝȷ^ɁȾȡȳ
ɋqmɌȠ+ŽoŻfȭoɋƹǑɋʞɾʥɺɤņɠȮɁȬȱɆɚɈɁɄȨɠȡ
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