
◆事業名 実施 実施 受益対象者の 支出額

　　　事業内容 日時 場所 範囲及び人数 (千円)

子育てひろば「もこルーム」 78日 78人 子育て世帯の保護者と子ども220人

ベビーマッサージ 2日 2人 子育て世帯の保護者と子ども0人

からだほぐし 10日 10人 子育て世帯の保護者16人

音のひろば 7日 12人 子育て世帯の保護者と子ども21人

トミカ・プラレールの日 5日 5人 子育て世帯の保護者と子ども12人

シルバニアファミリーの日 2日 2人 子育て世帯の保護者と子ども6人

親子体操 1日 2人 子育て世帯の保護者と子ども7人

リトミック 2日 2人 子育て世帯の保護者と子ども0人

バースデー・フォト 10日 16人 子育て世帯の保護者と子ども9人

ストレッチヨガ 7日 7人 子育て世帯の保護者と子ども8人

支援付きハウス「もこちゃんのおうち」 69日 もこちゃんハウス 約69人 ハイリスク母子・若年女性　延べ254人

しんぐるまざぁずカフェ時の託児 10日 もこルーム 36人 シングルマザー母子　112人

保育サポート「もこたん」・一時預かり 44日 もこルーム 72人 子育て世帯　延べ81人

イベント託児 2回 他会場 0人 企業・団体イベント利用者0人

イコール相談時託児 ３回 イコールふくやま 3人 イコール相談　母3人、子3人

しんぐるまざぁずカフェ 9日 ハートラボ 27人 シングルマザー　延べ母52人　子ども78人

バーベキュー会 9月18日 神石高原ティアガルテン コロナ感染拡大で中止

しんぐるまざぁずフェスタ 2月12日 もこルーム 20人 シングルマザー　延べ母29人　子ども34人

子ども食堂・もこちゃん 11日 もこルーム 46人 ひとり親家庭　延べ596食

フードドライブ 19日 38人 ひとり親家庭　延べ396世帯

もこちゃんパック 通年 30人 ひとり親家庭　延べ132世帯

　　第2次だいじょうぶだよ基金(後半) 4月 ハートラボ 2人 ひとり親家庭　80世帯

　　通販生活食糧支援事業 8月 ハートラボ 10人 ひとり親家庭　127世帯

　　2021カプコン年末食品支援 1月 ハートラボ 2人 ひとり親家庭　延べ163世帯

　　令和3年厚労省食料支援第1弾 3月 ハートラボ ひとり親家庭　158世帯

　　令和3年厚労省食料支援第2弾 3月 駐車場 ひとり親家庭　158世帯

　　入学お祝い金(安浦会西本病院基金） 3月 ハートラボ 2人 ひとり親家庭　20世帯

FMふくやま「もこちゃんねる」 11日 FMふくやま 30人 子育て世帯

しんママ向けメールマガジンの発行 39回 SNS 39人 シングルマザー　延べ3810世帯

就労準備のためのパソコン講座 7日 ハートラボ 14人 ひとり親家庭・若年　延べ24人

不登校の親の会inかんなべ 10日 ハートラボ 19人 不登校・ひきこもりの親　延べ37人

若年女性のための料理教室 5日 ハートラボ 5人 延べ6人

福山市児童見守り支援

夏休みこども企画

キッズカフェ(子どもワクワクお仕事体験）

面会交流サポート 通年 もこルーム 250人 離別親子　延べ464人

内、母子のエンパワメントアプローチ 面会交流支援利用母子・父子延べ85世帯

面会交流支援者（ケーススタディ）研修 10日 ハートラボ DV・ひとり親家庭支援員　延べ75人

DV被害母子の集い 8月21日 ハートラボ/もこルーム 6人 面会交流支援利用母子2世帯　4人

離婚前後の親支援プログラム提供 2月26日 ハートラボ/もこルーム 12人 離婚・別居を考えている親　11人

TF-CBT、カウンセリング 41日 相談室 82人 子育て世帯　母・子　82人

相談 通年 ハートラボ・相談室 206人 子育て世帯　母　206人

同行支援 通年 依頼場所 66人 子育て世帯　母　66人

アウトリーチ支援 通年 依頼場所 58人 子育て世帯　母　58人

面会交流・養育費に関する相談 通年 ハートラボ・相談室 66人 子育て世帯　母　66人

2021年度事業報告書
2021年(令和３年)４月１日から2022年(令和４年)3月31日まで

特定非営利活動法人こどもステーション
１　事業実施の成果と課題
★「ＤＶや虐待被害からの回復と予防のための子ども・子育てサポート事業」
子どもを生み育てることに喜びを感じ、子どもたちが生き生きと暮らせる社会を目指して、DVや、親自身の虐待体験、発達に課題のある子どもの育ちなど、子育てに
困難を抱えている親の子育てをサポートすることに重点を置いて取り組んだ。
◎新型コロナウィルス感染症の影響により、ひとり親家庭の生活困窮が深刻さを増した。食材や食材送料の寄付を募り、対象者に届けるため、定期的に食材発送の日を
設ける等の仕組みを作り、企業や各種団体に呼びかけるなど、ひとり親家庭への支援の高まりを創り出した。食材送付の際には当事者から困り感を聴きとり、必要な支
援につなげた。全国のシングルマザー支援団体とネットワークし、団体自身のエンパワメントに努めた。
◎DV被害者支援と児童虐待支援を統括的に支援するべく、福山市の「不安を抱える女性の相談等支援事業」の補助金を受け11月～3月、母子の回復支援に取り組んだ。
◎予防分野においては、9月～2月、アウェアやデートDV防止ひろしまの協力を得て、デートDV防止プログラムファシリテーター養成講座に取り組み、広島を中心とす
る全国に、16人の認定者を輩出した。その内、4人が新メンバーとして、デートDV防止教育にともに取り組むこととなった。
◎回復支援においては、カウンセリングの補助的活動として、遊びながら母自身をケアする「プレケア」プログラムを開発し、実施した。一般の子育て講座としても取
り組めるプログラムとなった。
◎広島県より、一時保護事業を受託した。そのため、独立行政法人福祉医療機構より助成を受けていたシェルター運営は、助成事業から外すこととなった。
◎若年女性や、若年母の支援を新たに開始した。
◎相談件数が増加した。
◎面会交流支援の依頼が増え、もこルーム利用状況がほぼ満杯の状況になった。

２　事業の実施に関する事項
（1） 特定非営利活動に係る事業

従事者の
人数

◆ひとり親家庭支援事業

8740

◆親と子の居場所づくり事業

もこルーム
1191

◆保育サポート事業

1515

食品倉庫

特定寄付金による支援

28人

◆子ども・若年層支援事業

628

◆面会交流支援事業

835

◆相談・アドボケート事業

1,765



プレケア 9日 もこルーム 26人 子育て世帯の保護者と子ども6組

保育サポーターのための研修会 12日 ハートラボ 保育サポーター　98人

デートDV防止教育実施者養成 6日 オンライン 18人 受講者　174人

保育サポーター新人実地研修 3月 もこルーム 1人 受講者のうち　延べ1人

女性の心のケア講座 5日 ハートラボ 5人 子育て世帯　母　3人

性の健康教育「せーの！」 2日 もこルーム 2人 子育て世帯　延べ6人

HP更新 15回 SNS 15人 子育て世帯・一般

通信紙「ぷらっとほぉむ」発行 0回

子育て世帯向けメールマガジンの発行 6回 SNS 6人 子育て世帯　327世帯

リーフレット・報告書作成・発行

子ども子育てサポート会議

面会交流支援団体全国協会（ACCS.J） 10回 オンライン 10人 財団法人メンバー及び支援グループ5団体

シングルマザーサポート団体全国協議会 13日 オンライン 15人 シングルマザーサポート団体全国協議会メンバー

DV・ひとり親家庭支援施策研究会

アウェアFネット 24回 オンライン 24日 アウェアFネットメンバー
ハートラボ管理運営 通年 事務局

NPO法人設立10周年記念行事

(2) NPO活動以外に係る事業
なし

353

◆その他、目的を達成するために必要な諸事業、子育て環境整備などに関する事業

961

1,765

◆広報・啓発事業


