独立行政法人福祉医療機構
平成 30 年度社会福祉振興助成事業

子ども・子育てトータルサポート事業
報
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はじめに
当ＮＰＯ法人は、 ２００５年発足以来、子どもの育ちや子育てを支援するとともに、地域で支えあい
育てあうための活動を行い、子どもの人権が尊重され子どもをとりまく環境が豊かで、子育てしやす
い 子どもが生き生きと暮らせる地域をつくることをめざして、活動してきました。
活動当初には、乳幼児期における親子の愛着関係の大切さとその時期の親にかかりやすい〈負
荷〉に着目して「子育てサロン・子育てひろば」に取り組んでまいりましたが、子どもたちの成長に伴
い小・中学生の居場所作りにも取り組んでまいりました。
２０１４年４月より、「面会交流サポートセンター」としての活動を「子育てひろば『もこルーム』」の
休館日に自主事業としてスタートし、以来、ひとり親家庭支援・ＤＶ被害者支援の視点をもった子育て
支援活動を行っています。その視点をすべての子育て支援活動に生かすことを大切にしてきました。
その中で見えてきたのは、希望をもって生きていたいという「きらめき」でした。ときには「あきらめ」
そうになっても、“どうしたら希望を持てるのか”を模索している姿の中にこそ、「幸せに生きる力」が
あるのだということを実感してきました。
そして、2018 年度、独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成により、その人が本来持っ
ている力を引き出すエンパワメントアプローチを、相談援助・保育サポートによって構築してまいりまし
た。援助者自身も「賃金」という対価を得ることでエンパワメントしたということも申し添えずにはいら
れません。
また、ＤＶ被害者支援活動を行っている「ＮＰＯ法人ホットるーむふくやま」との連携を強化し、その
援助者養成のための「アドボケーター（支援員）養成講座」を開催することができました。その連携
の中で、ＤＶ環境から離れた親子の支援に協力することもできました。
危険と隣り合わせにいると言っても大袈裟ではない「面会交流サポート」においては、防犯カメラ
を設置することで、子どもと援助者の安全を高めることができました。
また、相談室を開室することもでき、相談者と相談員の安心を高めることもできました。
残念なことに、2019 年 1 月、千葉県野田市に住む 10 歳になる栗原心愛（みあ）さんが、虐待に
よって自宅で亡くなるという事件が起きてしまいました。殺害した父親はＤＶ加害者でもありました。
ＤＶ被害を母子が訴えたときに社会は母子を助けることはできなかった・・・。『その時に助けることが
できていれば・・・』という後悔から、いま、社会のしくみを変えていこうという試みが勢いに乗ってきて
います。 今こそ、地域一丸となって、子どもと子育てをあたたかなまなざしで見守るしくみを創ってい
くときではないでしょうか。
実を言いますと、2019 年度も独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成より、同事業の援
助を受けることが決定しています。当法人の役割がますます社会から期待されていることを実感して
います。それは当事者の声からも溢れています。
本事業が、行政をはじめ、他の団体・ＮＰＯとの協力を築くきっかけとなり、新たな子育て支援シス
テムの小さな一歩をとなったことに心より感謝申し上げます。このつながりを拡げ深めていくことで、
ますます、子育てしやすい 子どもが生き生きと暮らせる地域社会づくりを地域の皆様と作っていきた
いと願っています。今後とも、皆さまの多大なるご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
～「希望をもって生きていたい」という「きらめき」をひとつも取りこぼすことの無いように～
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子ども・子育てトータルサポートを取り巻く事業

★子育てひろば「もこルーム」
★しんぐるまざぁずカフェ
★しんぐるまざぁずフェスタ in 福山
★不登校の親の会 in 神辺

子どもの
居場所
★子ども食堂・もこちゃん
★もこもこフリースクール
◎県委託・学習支援「もこスタ」
●夏休みこども企画

学ぶ
★アドボケーター（支援員）養成講座
★援助者のためのブックレット作成
★女性の心のレジリエンス講座
●性の健康教育“せーの！”

支える
★保育サポート・もこたん
★トータル保育サポート
★ゆうごはんの会
★相談・同行支援
★相談室開室
★フードドライブ活動

発信する

●面会交流サポート
★防犯カメラ設置
●イベント託児

●子ども・子育て情報紙「はらっぱ」
●ホームページ「もこナビ」
提言発信
広報紙「ぷらっとほぉむ」

★印は、「子ども・子育てトータルサポート事業」の対象事業です。
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１．ハイリスク家庭の親支援と子どもの居場所づくり
リスクの高い家庭の一時的な子どもの居場所を作り、親に寄り添い継続的な支援につなげ、
親と子どもをエンパワメントする。
【親支援】
★対象者の家庭の子どもを保育サポーターが預かることによる親のリフレッシュと受渡時にお
けるカウンセリング。
★預かる子どもに対し、子どもや保護者の希望に応じて、学習支援や食事支援を行う。
※預かり料は、助成金を活用して、通常の預かりの半額～無料とする。

●トータル保育サポート
次のような場合の（無料/2 時間）託児を行いました。
※第２子・第３子出産の際、上の子を看てほしい・・・
※出産後の子育てが心配で心細い・・・
※相談や就活をしている間・・・
※子どもが学校に行っていないので毎日がちょっとしんどい
※豪雨災害に伴う、家の片づけ作業の間
※ひとり親家庭のママ・パパ（理由を問わず）
※エンパワメント講座などに参加して、心の回復を目指したい
※自身が通院治療している間
※アドボケーター養成講座一般公開講座参加する際
総利用者数 ４７人

子ども５３人

従事者数５１人

●ゆうごはんの会
ひとり親家庭を対象に、親子で一緒に食事を作って食べ、お風呂に入る機会を提供しました。
食材助成：アサヒ飲料株式会社 × 広島県共同募金会

実施回数 ５回 世帯数 2 従事者６人

●保育サポート・もこたん
子育てひろば「もこルーム」を保育サポート専用ルームとして準備し、保育サポーターを配置
しました。託児の理由を問いません。（託児料 1000 円/2 時間）
実施回数 12 回

利用数 7 世帯 子ども 7 人 従事者数 8 人
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【子どもの居場所支援】
★平日の昼間に学習支援講師を招き、「学校には行きにくいが居場所が欲しい・勉強がした
い・友達を作りたい」と考える子どもが集える日時を設定し、子どもの居場所作りに取り組む。
★ひとり親家庭を対象とした「子ども食堂・もこちゃん」を継続する。

●もこもこフリースクール「くう･まなぶ･あそぶ」
開設日数 ９日 利用者数１６人 従事者数延べ 1９人
【毎月第 3 火曜日 10:30～１５：３０】
後援：福山市教育委員会
協力：かんがる～塾
「不登校の子どもたちの居場所」
夏休みには学校に行っている子も交じって勉強をする機会
もありました。毎回、科学実験をやボードゲームで楽しく過ごしました。
科学実験などの内容
７月 ジュール熱で“電気パン”を焼こう／夏休みの宿題
８月 ボードゲーム
１１月 立体万華鏡を作ろう／ボードゲーム
１２月
１月
２月
３月

ガスの火でサンマを焼こう／ボードゲーム
マヨネーズ作りで乳化の働きを確かめよう／ボードゲーム
重曹でエアインチョコレートを作ろう／ボードゲーム
水と塩でアイスクリームを作ろう（冷蔵庫がなくても凍らせる不思議）／ボードゲーム

＜学習支援講師：松本先生から＞
会場のハートラボは、設備が整っていて、ゲームや実験はとてもやりやすかったです。
不登校の生徒・児童を家から連れ出すことは難しいですが、参加してくれた子どもた
ちには、十分楽しんでもらえたのではないかと思います。
もっと人数が集まれば、子ども同士の交流もできていくのではないかと思います。

●子ども食堂・もこちゃん
開催日数 １１日 利用者数 308 人（120 世帯） 従事者１３６人
【毎月第２土曜日１５：３０～１８：００】
ひとり親家庭のための子ども食堂。子どもたちが料理やデザート調
理を体験する時間をつくり、大人にも食べてもらいました。絵本の読
み語りの時間や誕生月をお祝いする時間を設けています。
●しんママ＆子ども食堂 ２月９日（土）
参加者 56 人（24 世帯）、従事者６人（数値は上記に含む）
会場：福山市かんなべ市民交流センター 創作室
【しんぐるまざぁずフェスタ in 福山の子ども食堂】
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●女性の心のレジリエンス講座
ＤＶやいじめ、セクハラ、モラハラ、子どもの頃の虐待など、人間関係で受けた心の傷をケアする
ための講座を開催しました。講座資料には、ＮＰＯ法人レジリエンス「こころの care 講座」を使用
しました。全１２テーマのうち、１０テーマを取り入れました。小さな子どもさんのいるママにも参加
していただきたく、託児付き講座としました。
開催日数：１０日 参加者総数 ３４人 託児子ども数 ４人
アンケート評価総合ポイント 9.1 ポイント（10 ポイント中）
【開催月と講座テーマ】
5 月 ＤＶ・トラウマを理解する
6月
7月
8月
9月
1０月
１１月
１２月
2月
3月

精神的暴力・モラルハラスメント
身体的暴力・性暴力
Ｂさん（加害者とは）
人との関係～コミュニケーション～
人との関係～境界線～
人との関係～パートナーシップ～
自分を大切にする～自尊心～
育った環境・子どもへの暴力の影響
喪失とグリーフ（深い悲しみ）

＜あなたにどの程度役立ちましたか？ アンケートより＞

◎自分の気持ちを振り返ることができました
◎自分への理解が深まります
◎日常の中であまり話す機会がないことに触れられ、こういう場があることが嬉しいです。
◎悲しみの気持ちをどうしていけばいいのか、自分の理解が深まりました。
◎今の状況をどうとらえたらよいか、今後のことを考える材料になりました。
◎離婚した自分の回復のために必要な講座です。
◎常に周りの人が自分をどう思っているか気にしながら生活していてしんどかったです。で
も、自分の境界線を消さないようにしていいんだとわかり、自分を守れそうな気がしました。
◎自分は自分で大丈夫なんだと思えるようになりました。心のケアにすごくなっています。向
き合うことは怖いですが、しっかり前へ進みたいです。
◎これまで、境界線があいまいだった自分に気づきました。断ることは相手を傷つけると考え
ていました。でも、嫌なことにははっきりとＮＯを言えるようになれたらいいなと思いました。
※個人が特定されないよう、表現を少し変えています。
※記入者の許可を得て記載しています。
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２．保育サポーター／相談援助スタッフ育成のための研修会の実施
研修会を開催し、あらたな援助者を養成する。また、これまで活動してきた保育サポート（子
育てひろば内の見守り、もこルーム内での子どもの一時預かり、イベント託児、面会交流援助）
のボランティア活動のスタッフが、相談援助に対応できるようにスキルアップを図る。
研修会は、ＤＶ被害者支援として 16 年の実績のある「ＮＰＯ法人ホッとるーむふくやま」と協
働で開催し、ここで養成された保育サポーター（相談援助スタッフ）が、子どもと親を包括的に
援助できるサポートスタッフになることを目指す。

●アドボケーター(支援員)養成講座＜入門編＞
解決に向ける力を一時的に失っている子どもと女性に対して援助にあたる支援員を養成するための
養成講座を開催しました。 また、全講座を一般公開講座とし、関心のある単元にどなたも参加
していただけるようにしました。
共催：ＮＰＯ法人ホットるーむふくやま 後援：福山市
日時：2018 年 9 月 6 日～11 月 22 日（全 9 コマ）
※第 10 コマは、受講生とスタッフのみ
会場：福山市かんなべ市民交流センター ３階
内容と講師 受講生２２名 公開講座参加者数 ３７人 スタッフ６６人
★子どもと女性のための傾聴とエンパワメント
原田 薫さん（ウィメンズセンター大阪 代表）
★ＤＶとは／ＤＶ被害者の現状と支援
谷元絢子さん（ホットるーむふくやま 代表）
★性暴力とは／性暴力被害者支援
平岡敦子さん（性暴力被害者支援支援ネット・はるねっと代表）
★ひとり親家庭の現状と支援
中村直子さん（しんぐるまざぁずカフェ アドバイザー）
★ひとり親に関する法や制度とその活用方法
～離婚・調停・親権・養育費など～
橋本陽子さん（ぱーぷるりんく 代表）
★家庭の中の暴力が子どもに与える影響
アドボケータ養成講座
チラシ.pdf
～暴力被害後の子どもに寄り添う～
奥野しのぶ（こどもステーション 理事表）
★子どもたちの性とジェンダー
市場恵子さん（心理カウンセラー）
★困り感のある子が安心できる保育の視点
時岡真子さん（ハーティ―ラボラトリー 代表
★制度の枠から飛び出した子どもたち
～きっと、だいじょうぶ～
西野博之さん（フリースペースたまりば 理事長）
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＜受講生修了アンケートから＞
１～１０のポイント制で自己評価を行いました。
★運営に関する評価 平均９．７ポイント（１０ポイント中）
・安心して受講できるような様々な配慮に感謝です。
・運営の端々までが、アドボケートの基本姿勢を反映しているように思えました。
数々の心配りに満ちていたと思えました。司会者の言葉、スタッフさんの動き。
参加者が安心していられる場づくりをとの想いが伝わってきました。
そして何より、素晴らしい講師の方々の面々を選んでくださいました。
・今の私にはすべて必要な内容でした。この講座を通してエンパワメントを実感しています。
・講座に参加することで自分自身がエンパワメントできました。
・仕事の関係で、様々な困難を抱えている方と接することがあります。どう寄り添い、どう接すれば良いの
か、今まで漠然としていたことが分かり不安な気持ちが楽になりました。
★講座内容に関する評価 総合評価 平均９.２ポイント（１０ポイント中）
・福山や近隣で活動されている方から県外でご活躍されている方々まで、様々な素
敵な方のお話が聞けて良かったです。
・とてもとても「力」をいただける講座ばかりで、講座がある日の木曜日が楽しみでし
た。９月以降、新たな知識やパワーを身につけて仕事にも取り組むことができまし
た。
＜各講座のアンケートから＞
（第１回）◎「支援者が気持ち良くなるために被害者がいるわけではない」という言葉がとても
印象的でした。そういう危険性もはらんでいるのだということを心に留めなければと思いました。ま
た、力を信じるということの大切さも強く感じました。我が子の力も信じたいと思います。
（第４回）◎ひとり親家庭の実態や現状が知れてよかったです。様々な利用できる制度やグルー
プ・活動があることもわかりました。まだまだ知らない制度があり、相談者の方の実態事情に合わ
せて情報提供できればと思いました。
（第５回）◎法や制度に関しては、難しいとか苦手と感じたりする意識があるのですが、ある程度
の知識を持っていないと支援者としては不安になってしまうと思いました。法的機関や制度と連携
していくことが大切だと感じました。
（第６回）◎リフレクションのワークで、子どもの発言に同じテンションで返すという行為をしてみ
て、言う方・言われる方、双方に安心感が生まれる感覚を持ちました。同時に、先入観で子どもの
発言をジャッジしがちな自分を発見しました。
（第７回）◎真剣にかつ楽しく、性とジェンダーについて学ぶことができました。自分、そして、全て
の人が各々の性とジェンダーを大切にできるようにしていくことが、自分と全ての人のいのちを大
事にすることなんだと思いました。それが平和につながっているんだと思いました。
（第９回）◎ＤＶ被害を受けて育ったわが子 2 人のことを気に病んで来ました。子どもに対して、
申し訳なかったと悔やんでばかりいる自分に気づきました。いつか話ができる日が来れば「生まれ
てくれてありがとう」と言いたいです。
＜受講者の変化についてのアンケートから＞
★ありのままの自分を大切にしてこそ、他者を支援することの意味がわかるのだと強
く感じました。自身のＤＶ体験を「辛い体験」として残すのではなく「気づき」と捉え直
しています。
★これまでの人生の振り返りができたように感じました。そして、これから前に向かっ
て進んでいく勇気みたいなものを持つことができたように思えます。
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●しんぐるまざぁずフェスタ in 福山
２０１９年２月９日（土）１０：３０～１５：３０
参加者 ６１人（２９世帯）、講師８人 従事者２２人
会場：福山市かんなべ市民交流センター３階
後援：福山市、エフエムふくやま、国際ソロプチミスト福山、シングルマザーサポート団体全国協議会
協力：ノエビア東山陽販社、しんぐるまざぁず・ふぉーらむ

リラクゼーション
リフレクソロジー

８人

からだほぐし
８人
ハンドケア
８人
メイクアップ講座
８人
ベビー＆キッズフォト １６人
相談
お金の相談
５人
筆跡診断
７人
算命学・占星術・タロット ８人
離婚や別居などに関する相談 ２人
フードドライブ

２５人

子どものための遊びのスペース
託児コーナー
３１人
キッズコーナー
しんママ＆子ども食堂
科学実験
煮込みハンバーグ
ボードゲーム
マカロニサラダ
大根と豚バラの煮物
豆腐としいたけのお汁 ご飯
【アンケートから】
＜「シングルママだって、楽しく暮らしていいんだ！」と思えるママの度数について＞
実施前 ７ポイント → 実施後 ８．７５ポイント （１．７５ポイントＵＰ！）
＜フェスタの満足度＞
９．３ポイント （１０ポイント中）
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＜アンケートより＞
★子どもとゆっくり食事できたり、子どもを看てもらって自分だけの時間がもててリラックスできまし
た。
★託児してもらえ、普段なかなかできなくなっていた体験ができ、楽しかったです。
★みんなと食事できたらいいなと思って参加しましたが、フードドライブやお洋服までいただけてビック
リしました！！
★普段できないことや我慢していることを体験できてうれしかったです。
★初めて参加しましたが、とても楽しかったです。こんなにも素敵な待遇を受けて良いのか・・・と思い
ました。また参加したいです。
★たくさんの準備をありがとうございました。ご飯もおいしくて、私もリフレッシュできました。
★子どもは年上のお兄ちゃんと遊んでもらって楽しかったようです。
★子どもはちょっと退屈だったと言っていました。手芸など、何か製作がしたかったようです。
★託児に預けたときは子どもは大泣きでした。でも、ニコニコで遊んでいました。
★子どもはボードゲームで夢中に遊んだようです。製作できるものもあるといいですね。
＜アンケートから見る、しんママの困り感について しんママフェスタバージョン＞
（ポイントが高い方が困り感が大きい）
※１０ポイント中

経済的なこと

6.3

健康のこと

5.9

心の健康のこと

6.4

就労のこと

5.3

子どもの発達

4.2

面会交流

3.2

子どもの将来・学校

7.1

自治体の支援

6.０

◎今は、世帯が別になっているのですが、まだ同居しています。そのため、児童扶養手当を受給す
ることができません。
◎訪問での託児や家事・育児のサポートが必要と思う時があるけれど、実際には高額で、利用す
るのが難しいです。
◎有料でもいいので、学童保育が増えてほしい。祖父・祖母と同居の場合、学童保育利用不可の
条件をなくしてほしいです。
◎放課後児童教室がありますが、仕事のため、６時までに迎えに行くことができません。次年度小
学生になるので、困っています。
◎放課後児童クラブに助成制度がほしい
◎困っていても、それを誰にどんな風に言ったらいいのかわかるといいと思います。
◎子どもを育てるのに手が足りないです。保育園に迎えに行ってもらえたり、一人が入院した時、
一人を看てもらえる支援があるといいです。シルバー人材センターも高いので利用しづらいです。
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３．総括的な相談援助体制の構築
日々様々な相談が寄せられる子育てひろばでは、傾聴とエンパワメント・情報提供に留めざ
るを得なかった。今回、相談援助スタッフを養成することも含め、相談をつなぐ連携先を構築す
ること、連携先までの同行支援、当法人として援助できることなどを行うことで、相談者の困り
ごとの解決につながるよう支援する。
相談内容など個人情報は厳重に管理する一方、相談者の援助と福祉施策・子育て支援施
策などが充実されるように、情報の整理と発信を行う。

●子育てひろば「もこルーム」
開設日数 235 日 利用者数 2,446 人（1,114 世帯） ※新規利用世帯数 117 世帯
うち、イベント日数
68 日 イベント利用者 756 人（350 世帯）
開設日の午前中（10:00～１２：００）にスタッフを配置しました。
開催したイベント内容（人数は親子の合計参加数）
トミカ＆プラレールの日
7 日 132 人
１～3 歳の体操教室
12 日 118 人
ベビーオイルマッサージ 12 日 88 人
ハッピーバースデー
12 日 150 人
音のひろば
9 日 151 人
せーの！健康教育
0 歳のための３Ｂ体操
ベビーフォト
もこズクッキング
ちゃぷちゃぷプール

3 日 23 人
4 日 20 人
1 日 27 人
4日 4人
3 日 33 人

＜もこルームアンケートから＞
１～１０のポイント制で自己評価を行いました。
★友人にどの程度薦めてみたいですか？
平均 8.8 ポイント
★子どもたちにどの程度役立っていると思いますか？ 平均 8.0 ポイント
★あなたにどの程度役立っていると思いますか？
平均 9.3 ポイント
＜アンケートから＞

◎スタッフの皆さんも利用者の皆さんも、皆さん笑顔で接してくださり、人見知りの子
どもも楽しく過ごすことができます。気軽に来やすく、おもちゃや本など、子どもが喜
ぶ物がたくさんあるのでとても嬉しいです。外で遊べない雨の火にも来れます。
◎子育ての悩みや情報交換などできてうれしいです。
◎おもちゃがたくさんあって、スタッフの方も優しいし、子どもが楽しく過ごせています。
◎家事から離れて、子どもと向き合える時間になっています。スタッフの方にどんな話も
できるし、子どもも伸び伸び遊んでいます。
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●相談・同行支援
オールスタッフ態勢で相談を受けつけ、必要・要望に応じて、専門機関での相談につなぎました。
また、（ＮＰＯ）ホットるーむふくやま様と連携し、同行や子ども支援にあたりました。
相談ケース 総数 369 件
うち、他機関連携・・４８件、同行支援・・63 件

相談内容区分種別
2

25

子育て・出産 その後に関する相談
子どもの発育・学習に関する相談
家族との関係に関する相談
経済的な相談／食料調達に関する相談
就労や職場に関する相談
心身の不調、過去に受けた心の傷に関する相談
性暴力、子どもの性に関する相談
離婚・別居などに関する相談
ひとり親としての困り感
子どもの不登校・引きこもりに関する相談
子どもからの相談
その他の相談

36

21
18

51

70

39

4

53

34
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相談方法
もこルーム
ハートラボ
相談室
電話
リサイクルコーナー
面会交流
その他

M
T
H

C
P

R

D

対

ヘ

応
傾聴・助言

ホ

情報提供

ニ

他機関との連携
緊急対応・同行

イ

ハ

生活援助
ロ

その他
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＜発達相談につないだ方からのお手紙＞

もこルームのスタッフの方に声をかけていただき、先日子どもの発達の先生とお会いする
ことができました。
はじめての子育てなので、毎日が手探りで、自分でも不安やストレスを気づかないうちに
ため込んでいたのだと思います。先生に聞いていただき安心しました。
今の、子どもの状態を客観的に見ることができ、改めて“子どもの成長ってすごいことだ
なぁ”と感動しました。先生と接する子どもの姿を見て、“うちの子こんなことできるんだ”
“そんなふうに思っているのかぁ”など、自分では見ているようで見ていなかったことが一
杯でした。
また、発音が少しおかしなところがあるのが、手先の不器用さや体をうまく使う難しさに
つながっていると聞いて、納得しました。かなり不器用な子だなぁと思っていたので、不安
を感じていました。 無理に立たそうとせず、今はゆっくり見守りはげましていけばいいと言
われ、安心しました。
また、子どもたち同士の衝突も 4 歳なのだからあたりまえで、その中で、自分の気持ち
を調整することが大事と言われました。幼稚園でケンカをしたら、“あぁーどうしよう”と思う
気持ちがかなりやわらぎました。対処の仕方のヒントもいただき助かりました。
こんな機会をくださった先生やもこルームの方々に感謝します！ ありがとうございました。

●不登校の親の会 in 神辺
開設日数 １２日 利用者数５２人（５１世帯）
【毎月金曜 １９：３０～２１：３０】
毎月、おいしいおやつとお茶を囲んで、笑って泣いて、楽しくお
しゃべりしています。
今年は、ＮＰＯ法人フリースペースたまりば之理事長、西野博
之さんをお招きして、特別親の会を開きました。
●西野博之さんを囲んで親の会
１１月２２日（木） 参加者１０人、従事者５人
＜アンケートから＞

◎皆さんから元気とパワーをもらって次の日から頑張ろうという気持ちになる
◎いろいろな情報があり、進路のこと、その他のこと、本人はどう思っているのか第３者の
立場から考え方のヒントをもらえる。
◎本音で話せて楽しい時間。話をして、聞いてもらうことで、いろんなことが整理される。
◎自分一人ではないと思うと楽になれる。分かりあえて元気になれます。
◎福山市の動き、教育現場の動きなどもわかるし、子どもが大きくなった時の見通しが
予測できる。
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●しんぐるまざぁずカフェ
開催日数 １１日 利用者数２７９人（１１２世帯）
（託児従事者 52 人）
【毎月第２土曜日１４：００～１６：００】
ママたちがおしゃべりしている間、子どもたちは別室で過ごし
ています。今年は、英数学館高校２年生の５人がボランティア
で来てくれました。
●バーベキューの会 １１月１０日（土）
参加者２７人（７世帯）、従事者７人
会場：神石高原きのこの森キャンプ場
助成：アサヒ飲料（株）・広島県共同募金会

＜ある日のしんぐるまざぁずカフェ アンケートから＞
１～１０のポイント制で自己評価を行いました。
★友人にどの程度薦めてみたいですか？
平均 8.９ポイント
★今日のカフェのお役立ち度数は？
平均 8.３ポイント
★これまでのカフェのお役立ち度数は？
平均 8.8 ポイント
＜アンケートから＞

◎離婚のとき親身になっていただき、助けられました。
◎離婚できるまでずーっとお世話になりました。
◎他の機関も紹介してもらえたのがよかったです。
◎シングルになって不安を抱えている人は多いです。こういう場は、同じ境遇の人と安心
して話ができるのでいいですね。
◎一人で悩まないでいいって思える場所です。
◎知らなかった情報をたくさん知ることができました。
◎周りの人にはなかなか相談できないことも、ここでは話を聴いてもらおうと思えます。と
ても心強いです。
◎子どもと参加できるのでありがたいです。本当にもこルームを知れて良かったです。
◎情報共有ができるし、フードドライブがあるのが嬉しいです。

●相談室「もこちゃんの部屋」開設
広島ガス東中国（株）様にご協力いただき、
ハートラボ内に相談室を開設しました。
相談室での相談件数 25 件
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●フードドライブ活動
●食材提供のお願い
福山市内の寺院 ２４１社に食材・物資提供の
お願いを文書で発送しました。
おてらおやつクラブの寄付
２０件
その他の寄付(お寺さん含む) １７１件
●もこちゃん基金への寄付 119,500 円

●フードドライブ…145 件
もこルームの「リサイクルコーナー」に、提供物資を常置して、ひとり親家庭の方に提供しました。
食材提供を通じて、相談にも繋がっています。
しんぐるまざぁずカフェ・子ども食堂時の提供
・・・94 件
もこルーム利用・他での提供・・・2３件
ご自宅へお届け・・・・・・・・・・・・・ 4 件
●もこちゃんパック・・・・・・・・・・・24 件

＜もこちゃんパック アンケートから＞ １～１０のポイント制で自己評価を行いました。
★あなたや子どもさんにどの程度役立っていますか？
平均 9.7 ポイント
＜アンケートからみるしんママの困り感 もこちゃんパックバージョン＞
（ポイントが高い方が困り感が大きい）※１０ポイント中
＜もこちゃんパック アンケートから ＞
◎おかき、クッキー、米、果物などの食料品、醤油、だしの素
子どものこと
7．０
などの調味料がたくさん届きました。保育園から帰ってき
健康のこと
6.3
た子どもたちが段ボールを開け、喜びいさんでいただきま
別れたパートナーのこと
5.0
した。普段買えないので本当にうれしかったです。
就労のこと
7.1
◎私の仕事は 3 年間で 3 回変わっています。小さい子ども
支援のこと
7.0
がいるため、園の行事等で休むためで、実質上クビです。
経済的には不安定で心配です。離婚が成立し、母子手当てがいただけることになりましたが、この
4 月から小学校入学のため出費がかさみます。
◎現在体調が悪く生活保護で生活しており、食物・日用品・お菓子を届けていただいて、とても助
かっています。子育てなどのお話を聴いてくださり心を許せる大切な場所になっています。
◎物資もありがたい上にあたたかなお手紙ももらっています。親戚と付き合いがない我が家に、も
こちゃんパックが届くと見守ってくれる安心感をいただいて精神的に支えられます。
経済的なこと

7.6
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４．安全な面会交流援助体制の確立
当法人が行っている「面会交流援助」に関する問い合わせは日々増加しており、当法人だけ
ではニーズに応えきれなくなることが予想される。そのため、当法人が実施している面会交流援
助のノウハウを他の子育て支援団体やＤＶ被害者支団体などに伝え、実施に向けて取り組む団
体を増やすために、まずは援助活動のスキルを整理し、発信していく必要がある。
2017 年には、ＤＶ加害者との面会交流によって、子どもがその最中に殺害される事件も国
内で発生しており、当法人での面会交流も危険と隣り合わせの緊張状態の中で実施している。
また、目に見えにくい抑圧による子どもの心理状態の分析を検証するために、面会交流を行っ
ている「もこルーム」内に、精巧な防犯カメラを設置して記録し、子どもの表情や行動から気持
ち・心理状態をそこに関わっていた援助者以外のメンバーを含めたチームで推測・分析する必
要がある。更に、万が一、事故が起こってしまった際には、その記録を証拠として提出することも
念頭に入れている。
また、ＤＶ加害者は、援助スタッフに対しても乱暴な言動を繰り返す場合も少なくなく、双方の
発言について、言い分を翻したり、当方の認識とは違う取り決めにすり替えていたりということが
多く起こっているため、やり取りを正しく記録する必要性が発生している。そのため、入り口受付
にも防犯カメラを設置して記録する。

●面会交流に関する設備の充実
会場入り口の受付前と面会交流支援室に、
防犯カメラを設置しました。
カメラは、土日祝日のみ作動しています。

●「相談援助に関わる人のためのブックレット」作成
講座をまとめ、資料や講師からのメッセージ、アンケートの一部
を添えて、「相談援助に関わる人のためのブックレット」を作成し
ました。
協力：ＮＰＯ法人ホットるーむふくやま
発行部数：１００部

●面会交流援助活動のスキルの整理と発信
●援助についての意満足度などについて、利用者からのアンケートを実施しました。
●日本子ども虐待防止学会 学術集会岡山大会において、パネル展示発表を行いました。
テーマ「ＤＶ家庭で育った子どもたちの成長支援に配慮した『面会交流援助』の模索と実践報告」
●第 2 回面会交流支援団体フォーラムにおいてアンケートに協力しました。
●厚生労働省委託調査「面会交流に関するアンケート調査」に協力しました。
●９月・１月に外部（大阪・尾道）団体の勉強に招かれ、当法人の「面会交流の取り組み」につい
て発表しました。
●３月、面会交流支援に関する調査研究（大阪工業大学 高田恭子教授）に調査協力。

16

おわりに
ＮＰＯ法人は、さまざまな社会課題の解決をめざし、事業化や政策提言などを繰り返し、社会
をより良く変革させていくことを最大の目的としています。その中で、２０１０年１２月に「ＮＰＯ法
人こどもステーション」は産声をあげました。
「設立趣旨書」を読み返すとき、当時の思いと現在の思いが、全くぶれることなく続いているこ
とに感動を覚えます。しかし残念なことに、当時の悲惨な状況を表す数値データも変わることなく
続いていることに、落胆の気持ちも覚えます。
ＮＰＯ法人こどもステーションは、設立以来、子どもの人権が尊重され、子どもを取り巻く豊か
な環境をめざす活動として、子育ち・子育て支援活動を行ってまいりました。活動の中で新たな
課題に出会うたびに、当法人自身が活動の幅を広げるのか、他団体と連携すれば解決できるこ
となのか、新たな別団体を作るのか等、いろいろと模索をしながら課題解決をめざしてきました。
そんなとき、私たちの目の前にいつもいてくれたのは、子どもたちと、子どもの幸せを願う大人た
ちでした。そして、その家庭の幸せを願う仲間たちがあり、仲間たちの背後にはまたその家庭が
あり、応援してくれる地域がありました。
そして私たちは、また、明日も、子どもたちと、子どもの幸せを願う大人たちと出会うのです。
今年、９月から１１月に開催した「アドボケーター養成講座」で、こんな言葉に出会いました。
川崎市の子ども権利条例制定の時に、子どもたちが大人たちに手向けた言葉です。
引用します。
子どもからおとなへのメッセージ
まず、おとなが幸せにいてください。
おとなが幸せじゃないのに、子どもだけ幸せにはなれません。
おとなが幸せでないと、子どもに虐待とか体罰がおきます。
条例に、“子どもは愛情を持って育まれる”とありますが、
まず、家庭や学校、地域の中で、おとなが幸せでいて欲しいのです。
子どもはそういう中で、安心して生きることができます。
（川崎市子ども権利条例策定子ども委員会）
２０１８年度、当法人の活動量は、毎年度より多かった一年でした。
しかし、一度も、「疲れた」とか「辞めたい」と思ったことはありませんでした。
むしろ、それまで以上に飛躍した、楽しい一年だったと思います。
それはきっと、日々出会う子どもたち、ママたち、そして、多くの支援者の皆さんが、
私たちの活動を応援してくれていたからに違いありません。
これからも多くの人たちと手を携えて、弛まぬ努力を続けていきたいと願っています。
どうぞ、皆様のご協力・ご支援をよろしくお願いいたします。
２０１９年４月
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特定非営利活動法人 こどもステーション
〒７２０－２１０４

広島県福山市神辺町道上 2862-1
TEL＆FAX／０８４－９６５－６６２５

広島ガス東中国(株)ショールーム「ハートラボ」内

E-MAIL／info@kodomostation.or.jp
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HP http://kodomostation.or.jp

