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全国のパパ・ママ必見！子どもが多いほど保育料が上がる！？ 

少子化ストップ！保育料軽減を求める保護者の緊急アピール！ 

 

１ 賛同の手続きについて 

 ● 賛同は個人名でできます。国に対して、より多くの当事者（保護者）が訴えているこ

とをアピールするために、多くの方の賛同をお願いします。 

（募集期限 第 1次〆切 2015年 12月 14 日・第 2次〆切 2016年 1月 31日） 

● 別紙賛同用紙に必要事項を記入のうえ、下記連絡先まで FAXにてご送信ください。 

   また、「少子化ストップ！保育料軽減を求める保護者の会」ホームページから賛同も行

えます。 

２ 賛同署名の活用について 

 ● 関係省庁・国会議員・マスコミ各社に届けます。 

 ● お名前、市町村名、保育園名などは、賛同人名簿に掲載します。 

■■ 呼びかけ人【大阪府】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

尾上 直子 （大阪市・つくしんぼ保育園） 
年岡 里枝 （大阪市・つくしんぼ保育園） 
武田 倫子 （大阪市・どろんこ保育園） 
森澤 智恵子 （大阪市・みどり保育園） 
伊倉 賢 （大阪市・よどっこ保育園） 
伊藤 元彰 （大阪市・よどっこ保育園） 
平良 悠妃 （大阪市・よどっこ保育園） 
酒井 清香 （吹田市・こばと保育園） 
飯田 菜穂 （吹田市・吹田どんぐり保育園） 
岡部 しのぶ （吹田市・吹田どんぐり保育園） 
福永 薫 （吹田市・吹田どんぐり保育園） 
曲村 恵美 （吹田市・吹田どんぐり保育園） 
足立 尚子 （吹田市・市立千里山保育園） 
笠松 洋平 （茨木市・なかよしわんぱく保育園） 
棚橋 美弥子 （茨木市・なかよしわんぱく保育園） 
畦本 恵里 （茨木市・水尾保育園） 
伊藤 卓志 （茨木市・水尾保育園） 
伊藤 早由理 （茨木市・水尾保育園） 
猪ノ口 由利子 （茨木市・水尾保育園） 
猪ノ口 龍吉 （茨木市・水尾保育園） 
上山田 朋子 （茨木市・水尾保育園） 
瓜坂 美代子 （茨木市・水尾保育園） 
織田 もえ （茨木市・水尾保育園） 
甲斐 聡子 （茨木市・水尾保育園） 
片岡 有紀 （茨木市・水尾保育園） 
小山 尚志 （茨木市・水尾保育園） 
小山 由梨 （茨木市・水尾保育園） 
佐藤 裕子 （茨木市・水尾保育園） 
佐野 憲一郎 （茨木市・水尾保育園） 
佐野 実与 （茨木市・水尾保育園） 
髙田 幸穂 （茨木市・水尾保育園） 
髙田 佐和香 （茨木市・水尾保育園） 
中平 須美恵 （茨木市・水尾保育園） 
濱﨑 慎一 （茨木市・水尾保育園） 

濱﨑 友美 （茨木市・水尾保育園） 
藤澤 猛 （茨木市・水尾保育園） 
藤澤 玲佳 （茨木市・水尾保育園） 
藤巻 綾 （茨木市・水尾保育園） 
萬野 梓 （茨木市・水尾保育園） 
萬野 俊広 （茨木市・水尾保育園） 
萬野 知子 （茨木市・水尾保育園） 
横山 英里 （茨木市・水尾保育園） 
吉松 綾子 （茨木市・水尾保育園） 
吉松 和樹 （茨木市・水尾保育園） 
尾谷 安耶美 （高槻市・ひむろこだま保育園） 
亀井 優里香 （高槻市・ひむろこだま保育園） 
坂田 彩 （高槻市・ひむろこだま保育園） 
眞砂 恵 （高槻市・ひむろこだま保育園） 
井上 千絵 （豊中市・おひさま保育園） 
大室 千加 （豊中市・おひさま保育園） 
大山 藍香 （豊中市・おひさま保育園） 
大山 清史 （豊中市・おひさま保育園） 
岡本 佐奈 （豊中市・おひさま保育園） 
金田 佳代 （豊中市・おひさま保育園） 
金田 光明 （豊中市・おひさま保育園） 
川口 尚子 （豊中市・おひさま保育園） 
川口 豊 （豊中市・おひさま保育園） 
中井 佳奈 （豊中市・おひさま保育園） 
中井 健司 （豊中市・おひさま保育園） 
中川 和幸 （豊中市・おひさま保育園） 
中川 由香里 （豊中市・おひさま保育園） 
西 奈緒子 （豊中市・おひさま保育園） 
長谷川 ななみ （豊中市・おひさま保育園） 
平井 明美 （豊中市・おひさま保育園） 
平井 隆幸 （豊中市・おひさま保育園） 
堀 欣天 （豊中市・おひさま保育園） 
堀 祥美 （豊中市・おひさま保育園） 
前田 寿江 （豊中市・おひさま保育園） 

前田 龍二 （豊中市・おひさま保育園） 
松宗 憲彦 （豊中市・おひさま保育園） 
松宗 円香 （豊中市・おひさま保育園） 
松村 真子 （豊中市・おひさま保育園） 
松村 悠 （豊中市・おひさま保育園） 
三木 邦裕 （豊中市・おひさま保育園） 
三木 真知子 （豊中市・おひさま保育園） 
山根 志津子 （豊中市・おひさま保育園） 
和田 勝美 （豊中市・おひさま保育園） 
和田 美幸 （豊中市・おひさま保育園） 
千田 篤 （箕面市・めばえ保育園） 
松園 茜 （東大阪市・ポッポ第 2 保育園） 
菅沼 英介 （東大阪市・ポッポ第 2保育園） 
菅沼 絵梨香 （東大阪市・ポッポ第 2保育園） 
増川 泰行 （東大阪市・ポッポ第 2保育園） 
増川 由梨 （東大阪市・ポッポ第 2保育園） 
森 沙織 （東大阪市・ポッポ第 2 保育園） 
森 雅之 （東大阪市・ポッポ第 2 保育園） 
森岡 カオリ （東大阪市・ポッポ第 2保育園） 
森岡 伸介 （東大阪市・ポッポ第 2保育園） 
山下 美苗 （八尾市・市立末広保育所） 
山口 綾 （藤井寺市・市立第 3保育所） 
北谷 綾乃 （富田林市・市立金剛東保育園） 
垣井 麻莉 （堺市・いづみ保育園） 
古郡 育恵 （堺市・いづみ保育園） 
小佐々 照恵 （堺市・いづみ保育園） 
竹下 愛 （堺市・いづみ保育園） 
西野 寛子 （泉大津市・市立宇多保育所） 
尾上 瞳 （泉大津市・市立要保育所） 
紀岡 裕子 （泉大津市・市立要保育所） 
岩木 美代子 （泉大津市・市立くすのき認 

定こども園） 
古庄 幸男 （泉大津市・市立くすのき認定 

こども園）
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ホームページをご覧ください 
 

http://hoikuryo.com/  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

2015年１２月 

少子化ストップ！保育料軽減を求める保護者の会 

 連絡先◇大阪保育運動連絡会 TEL：06-6763-4381  FAX：06-6763-3593 
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多子世帯保育料ＵＰの実例（報道等より） 

 
① 北海道札幌市 子ども６人 

２人分保育料：１万 6,850 円 → ４万 6,040 円 
２万 9,190 円ＵＰ！ 約 2.7 倍！ 
 

② 宮城県仙台市 子ども 5 人 
2 人分保育料 8,290 円 → 3 万 7,350 円  
2 万 9,060 円ＵＰ！ 約 4.5 倍！ 
 

③ 大阪府豊中市 子ども 5 人 
1 人分保育料 6,600 円 → 3 万 300 円 
2 万 3,700 円ＵＰ！ 約 4.6 倍！ 
 

④ 北海道札幌市 子ども 3 人 
2 人分保育料：1 万 6,850 円 → 3 万 2,670 円 
1 万 5,820 円ＵＰ！ 約 1.9 倍！ 
 

⑤ 大阪府八尾市 子ども 3 人  
1 人分保育料 3 万 5,600 円 → 4 万 8,800 円 
1 万 3,200 円ＵＰ！ 約 1.4 倍！ 
 

⑥ 兵庫県神戸市 子ども 3 人  
2 人分保育料 4 万 700 円 → 5 万 600 円 
9,900 円ＵＰ！ 約 1.2 倍！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度までの旧制度では、子どもの数に応じて税

額が減る「年少扶養控除」（16 歳未満の扶養親族が

いる場合に適用される所得控除。子ども手当の導入

に伴い、2010 年度の税制改正により廃止。）の考

えを適用し、年収が同じでも子どもが多ければ保育

料が安くなる傾向にありました。 

ところが、今年４月からの新制度では年少扶養控

除の考えを取っていないため、保育料にも子どもの

数は反映されておらず、代わりに「夫婦と子ども２

人」をモデルケースに保育料を決めているため、子

ども３人以上の場合は減免がなく、今までより保育

料が高くなりやすい状態になっています。（逆に子

ども１人の場合、保育料が安くなりやすい状態とな

っています。） 図：2015年 10月 4 日付け北海道新聞より 

子どもが多いほど保育料

が値上がりするって、 

少子化対策に逆行では？ 
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少子化ストップ！保育料軽減を求める保護者の緊急アピール 

賛同用紙    ＦＡＸ送信用 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

＊お名前 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

＊自治体名 

都道府県名（        ） 市区町村（              ） 

--------------------------------------------------------------------------------- 

＊保育所など施設名称（できればお書きください） 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

＊メッセージ（ご自身の保育料の実態、保育料への意見・要望などお書きください） 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

* 「賛同人」のお名前などは公表しません。内閣府や厚労省への要望書とともに賛同人

名簿を提出します。ご承知ください。 

* 「賛同」は個人名でお願いします。国に対して、より多くの当事者（保護者）が訴え

ていることをアピールするために、多くの方の賛同をお願いします。 

* ＦＡＸ送信先 06-6763-3593 

* 寄せられた個人情報は、この会の目的以外には使用することはありません。 


