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１．施設と児相の経験から 

～ずっと携わっていたかった施設福祉から、どうして地域福祉に移ったのか？～ 

 

     

 

 （１）私の原点となった児童自立支援施設で子どもと向き合ってみて 

   ①学校や地域から心配され、時に迷惑がられ、また保護者（親）も養育に困って、家出や盗み、暴

力行為などの不良行為（非行）を理由に、子どもは施設に入所してきます。 

   ②私が出会った子どものほとんどが、非行に至る前に虐待を受けていました。[資料 A] 

    例えば、親から暴力を受けて育った子、夜に親がいなくて独りぼっちで寂しい思いをした子 

   ③初めのうちは、非行の原因は「家庭環境」にあると考えていました。またその当時は「虐待」と

いう言葉で捉えることができませんでした。後になって、あの時子どもが私に言ってくれた言葉

は「虐待」ではないか、本当は「被害者」だったんだと気付きました。 

   ④虐待の段階で、地域が養育に困っている保護者に手を差し伸べていれば、子どもは迷惑を掛け

ることや悪いことをしないで済んだのではないか？と考えるようになり、「地域の責任」という

ものを感じました。 

   ⑤面会や帰省などの機会に保護者と子どもの進路や養育環境について話してみて、保護者もスト

レスや不安感・孤立感などを抱え、自力では生活環境を改善できない状況にあることが分かりま

した。「地域の手助けが必要」なんだとつくづく思いました。子どもが私に言ってきたことはあ

りませんでしたが、子どもは私に「俺も頑張るから、うちの親、何とかしてくれよ」と言いたか

ったのではないかと思います。 

   ⑥施設で成長した子どもの自立には、地域社会の厳しい現実が待っていました。家庭や地域の環

境が入所前と変わらず、しかも自分の「居場所」も見つけられず自立困難な状況に陥っていまし

た。悪いのは悪いことをした子どもではなく、その原因は家庭や地域にあるはず！なぜ、地域は

子どもの入所中に養育環境改善のための保護者支援をしてくれないのか？疑問を感じました。 

⑦施設職員としてアフターケアの限界を感じると共に、「地域の支えが必要」であると考え、「施設

福祉の必要性」から「地域福祉の重要性」に関心が移っていきました。 

⑧アフターケアをしていてこんなことがありました。地域の方から「施設に入っても良くなってな

いじゃないか！」と言われ、当時は返す言葉もありませんでした。同じような話題が石川県の施

設長さんから出て、大変共感しました（5/25文章参照）。施設は確かに社会から子どもを良くす

ることを期待されていますが、本来の役割は、それまで不足していた生活経験を積むことで、子

どもの元々持っている能力を引き出すところにあります。それを社会の中で生かせるかどうか

は家庭や地域にかかっています。子どもを良くする責任を地域も担っているということです。 
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 （２）虐待経験有の割合をどう見るか？ 

                         

   ④虐待も非行も「根っこは同じ」であり、また、突然のように非行が出現するのではなく、虐待の

段階で親への手当てができなかったか、またはうまくいかなかった結果である、ということを特

に児相に勤めるようになってから認識するようになりました。 

 

 （３）地域の関係機関と児相の関係はどうだったのか？  

～要保護児童対策地域協議会（要対協）・個別ケース検討会議事例から～ 

地域の要望 地域の役割と課題（リスクアセスメント） 

 

虐待ケース➡親子分離 

 

非行ケース➡施設入所 

 

ア：一歩踏み込んだ支援（果たすべき役割）ができているか？ 

イ：相談援助技術のスキルアップはできているか？ 

ウ：一時保護・施設入所後の保護者支援をどう考えているか？ 

エ：「地域の子は地域で守り育てる」というコンセプトは、関係

機関の中で共有されているか？ 

   

   ①虐待ケースでは、まだ支援が始まっていない内から事前に得た情報を基に「この親には養育は

無理」と決めつけたり、根気強く関わろうとせずに「言うことを聞かない親」と諦めたり、また、

「心配だ、何かあったらどうするんだ！」という声をよく聞きました。 

   ②非行ケースでは、「この子は良くならない、枠にはまらない」と見放したり、「校則が守れなけれ

ば学校には入れない」とシャットアウトしたり、「出席停止」にした後の登校に向けての指導を

怠ったり、という学校の悪い情報ばかり（事実かどうかは別にして）が親子から入ってきて、強

い不信感を抱いていることが分かりました。「悪いのは子ども、責任は親にある」では片付かな

いのが非行ケースです。これでは、児相が子どもに施設入所を説得してもなかなか応じてくれる

はずもなく、また、親からも施設入所の承諾が得にくくなります。 

   ③どちらのケースも、会議の流れが「それまで支援してきた結果報告と課題、今後の対策と各機関

の役割分担」ではなく、「児相で保護して欲しい」に傾いていきました。 

   ④アについて、子どもを思う気持ちは強くても職場を代表して出席しているので、枠に縛られ融

通を利かせられなかったり、また、特別な対応ができなかったりなどの理由から、支援の隙間や

溝を埋められない事態が起きることもありました。親から連絡をもらわないと訪問できない、

①入所理由に違いのある児童養護施設と「虐

待経験有の割合」に大差がありません。 

②私が出会った子どもたちの話からすると、

この割合（58.5％）は少ないと思いました。 

③（１）の②で例を挙げましたが、子どもたち

の中には、自分が悪かったからと考えそれ

らを虐待と思っていない子、親を悪く思い

たくない気持ちから親をかばう子もいま

す。58.5％にはそういう背景があります。 
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面接回数は増やせない、子どもの様子が気になっているが親に事情を聞けないと言うのです。 

   ⑤イについて、①②にあるような保護者に対して粘り強く対応していかなければ、実際の相談援

助技術は向上していかないのではないでしょうか？ 

   ⑥ウについて、「一時保護・施設入所」＝「解決」と考えていて、子どもが地域からいなくなると

「支援の根拠がなくなった」との理由から、手を差し伸べるどころか手を引いてしまう機関があ

りました。果たして「解決」なのでしょうか？ケースの原因を考えれば、当然親支援が必要なこ

とは分かるはずです。子どものことは施設にお願いして、親のことは児相と地域の関係機関が家

族再統合に向けたプログラム（家庭環境や家族関係の改善など）を構築して、支援を継続してい

くことが地域福祉に課せられた使命であり、また児相と地域には、地域から切り離された子ども

をまた地域に戻すという責任があります。 

⑦エについて、「地域の子は地域で守り育てる」は「子は社会の宝」をより具体化したものだと考

えています。このコンセプトの下、各機関が主体性をもって支援することが求められています。 

   ⑧各機関のア、イ、ウの取り組みが次の虐待、次の非行を未然に防ぐことにつながるのです。 

   ⑨悪くないのに保護するのは子どもの方です。きょうだいや保育所または学校の友達から離され、

突然生活環境が変わります。私は、児相の担当として 1年間に 30数人の子ども（乳幼児から高

校生まで）を家庭や保育所、学校などから保護したことがあります。保護の理由や事情をその子

の年齢に合わせて説明し同意を得ます。中には強い抵抗を示し保護ができない場合もあります。

小さい子の場合は「うん」と言うのを待ちます。必要だから保護するのですが、傷つく子どもの

心のケアが大変重要になってきます。 

   ⑩支援がうまくいった場合とは？それは、立場の違う複数の機関が一緒に動いてケースワークし

た時です。誰もが経験上納得できることだと思いますが、会議の時だけ顔を合わせるのではな

く、一緒に家庭訪問する、面接に同席する、または一緒に学校に行って担任から話を聞く、何人

かでローテーションを組んで実態を調査するなど、一緒に行動することがケースへの共通認識

の確立に役立ち、また、相互理解と協同の意識を育むことになります。 

   ⑪もう一例は要対協事務局のコーディネートがうまくいった時です。事務局は会議の日程調整だ

けでも大変ですが、議題に沿って進行役を務めます。日頃は情報の収集と発信を通して共有化に

努め、また、ケースを見立て各機関の役割を調整するといった大事な進行管理を担っています。 

   ⑫上記⑩⑪にあるような多機関連携などを目指し、関係機関が手をつなぎ市民と一つになること

を具体的な行動（ランナー＆スタッフ）で表したのがオレンジリボンのたすきリレーなのです。 

 

《参考》2016年度中に全国 210か所の児相が児童虐待相談として対応した件数は、122,578件（速報値 

前年度 103,286件）です。また、2015年度、84人の子どもが虐待（心中 32人を含む）で亡く

なっています。私が児相に勤めている頃に目を通した厚生労働省の児童虐待死亡事例検証結果

では、「支援の隙間や溝を埋められないなどの連携不足」が繰り返し指摘されていました。 

 

 （４）要保護児童対策地域協議会（要対協）の組織について 

   ①事務局は市区町村の児童担当課にあります。児相が事務局をバックアップしています。 

   ②メンバーは、医療、保健、幼稚園、学校、教育委員会、警察、児童福祉施設（入所）、保育所、
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児童館、民生委員児童委員、児童家庭支援センター、福祉事務所、児相、NPO、民間団体など 

   ③3つの会議で構成 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議 守秘義務 

 

２．オレンジリボンたすきリレーとの出会い 

 

 （１）2004年～2007年 

   ①2004年  法改正 市区町村が虐待通告先に追加され、要対協の設置が明記される。  

   ②2005年  栃木県小山市でオレンジリボンキャンペーンが始まる。 

   ③2007年  箱根から大手町へ 2日間掛けてオレンジリボンたすきリレーが行われる。 

関係機関の連携の難しさを痛感し苦悩している時、たすきリレーに出会う。 

 

 （２）オレンジリボンたすきリレーとは 

                              

③虐待防止の取り組みは一機関だけでは無理で、多機関が連携して役割を果たすことが重要であ

り、それが虐待の予防や支援の土台になります。このたすきリレーは、立場の違う者同士が一緒

に汗を流しながら呼び掛けることで、一人ひとりのリズムが全体のハーモニーの中で一つにま

とまり、協同の意識が育まれてくる取り組みです。 

④2010年から他県のたすきリレーに参加（「資料：全国のたすきリレー井上参加実績」参照）、全

国各地にたすきリレーの魅力を発信し、実施を呼び掛けるために日本一周を計画しました。 

 

３．日本一周から見えてきたものとは？ 

 

 （１）要対協は「設置されていても機能していない」「あまり知られていない」という話があちこちで！ 

   ①市町村合併で行政の中心が離れていき、「福祉が遠のいた」という声をよく聞きました。 

   ②子どもの人口や出生数が減少し、特に出生数においては、「1年間に 10人も生まれない」という

自治体がありました。行政全体の中で「児童福祉施策の充実が難しく、また、児童福祉法などの

法改正に追いついていけない」のが現状で、「市町村の要対協を育てていくより、何かあれば児

相が対応している」という話を聞きました。 

   ③市町村の児童担当課内にある要対協事務局職員の専門性や人事などの課題が見えてきました。

「事務職員が担当し数年で異動」とのことでした。しかも「通告などの件数が少なく要対協とし

ての動きもあまりない。何かあれば児相任せ」という実情を聞き、②の件と合わせて要対協の組

織を改革していくには、解決の難しいたくさんの課題があることを改めて思い知らされました。 

   

①オレンジリボンキャンペーンの一環として、これま

でに実施した自治体数は全国で 25 ほどになります

（資料：「全国のたすきリレー実施状況」参照）。 

②「子どもを虐待から守る子育て支援」の象徴、オレ

ンジリボンのたすきを掛け、要対協のメンバーなど

が走って（歩いて）市民に呼び掛ける啓発活動です。 
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 （２）児童虐待電話相談ダイヤル１８９（イチ・ハヤ・ク）になって見えてきたことは何か？ 

   ①児童虐待防止法などの通告義務は承知していても、隣近所の付き合いの方を優先してしまうと

いう過疎化が進む地域社会の人間関係が見えてきました。「秘密を守ってもらえることも分かっ

ている」と言いながらも「通告内容を聞けば誰が言ったのかばれてしまう」という話でした。日

本を一周してみて、人口の集中する都市部の面積は小さく、過疎化が進む地域の面積は広大でし

た。しかし、その地域でも虐待は起きていますし、これまでに死亡事例もありました。 

   ②国（厚生労働省）は、ダイヤルを 10 桁から覚えやすい 3 桁に改善しましたが（7/1 文章と写真

参照）、実際に虐待相談に対応するのは都道府県・市町村です。警察からの通告（面前 DVによ

る心理的虐待など）も急激に増え、私が訪問したどの児相も元々人手不足であったので、対応に

大変苦慮していました。人材育成どころか人手不足が急務の課題であり、またその人手不足は言

い換えれば次代を担う人材不足でもありました。地方では予算がない人材が集まらないという

ことで、国が法整備（改正）しても具体化していくことが難しい状況でした。例えば、「施設職

員と子どもの比率が 1 対 4 になったことは良かったが、肝心の保育士が集まらない。いても保

育所に流れてしまう」という話を複数の施設長さんから伺いました。今に始まったことではあり

ませんが、地方の予算と人材の問題は国を含めた児童福祉全体の課題になっています。 

 

 （３）走っている私の近くで虐待死亡事件が 2件起きました 事件を通して私の考え方に変化が！ 

   ①「虐待死ゼロ」を願って走っていましたので、しかも、私の身近で起きて大変ショックでした。 

  

                                  

    

 

 

    

  

（４）大学関係者や学生さんからこんな話を聞きました！ 

   ①将来小学校の先生を目指している学生さんが、「虐待のことは知っていますが、でも将来先生に

なった時に自分が受け持つクラスにはそういう問題はないだろうと思っていて、学生同士でも

そうだよねと話していて、深く考えたりしたことはありません」と率直に話してくれました。 

②[資料 B] 2014/12/25 高知県香南市野市町  

3歳女児 虐待者は母（27歳）と内縁の夫の妹（23歳）  

 私はこの日の午後、吉野川に沿って国道 32号線を高知に

向かって大歩危辺りを走っていました。 

 

③[資料 C] 2015/5/6午前 鳥取県倉吉市米田町  

4か月女児 虐待者は父（21歳） 

 私はこの日 10：30頃、JR 山陰本線浦安駅で大学時代の

友人と 41年ぶりに会っていました。 

 

④考察 2件とも地方都市の市街地で起きた事件です。事件を知った時は「まさか、ここで！」

と思いました。1つの傾向ですが、全体的には過疎化が進んでいる市町村においても、開発に

よって商業施設やアパートなどが建設され住宅地に変貌していく地域があります。そういう

地域ではコミュニティが形成されにくいため、または、既存のコミュニティがあっても入ら

ないため、転入してきた保護者や子どもの情報がキャッチしづらくなります。 

[資料B] 

[資料C] 



10 

 

   ②教育学部の先生も「児童福祉のことはよく分かっていません」とのことでした。 

      

 （５）オレンジリボンキャンペーンの方向性は？ ～これまでの 10年➡これからの 10年～ 

   ①ⅰ2005年に始まったオレンジリボンキャンペーンも既に 10年が経過しました。これまでの 10

年は主に市民への啓発活動が中心でした。児童虐待相談対応件数が、統計を取り始めた 1990年

度から 26年連続で過去最多を更新してきた背景には、社会の意識・関心の高まりと関係機関の

積極的な対応が挙げられます。これは全国各地で官民一体となって地道に繰り広げられてきた

オレンジリボンキャンペーンの成果だと思います。 

ⅱしかし、私が各地で市民の皆さんの声（通告のためらい、隣近所の付き合いなど）を聞いてみ

て、市民への啓発活動を 10年以上やってきても、また、児童虐待電話相談（児童相談所全国共

通ダイヤル１８９）が 3桁と便利になっても、変わらないんだという印象を持ちました。 

ⅲ少数の声ですが、少数だからと言って片付ける訳にはいきません。なぜなら「虐待はいつでも

どこでもそして誰にでも起き得る」からです。「だったら、これからも啓発活動を継続していき

ましょう」ということになるのでしょうが、私は、継続については賛成ですが、果たしてそれだ

けで良いのでしょうか？私がこれまでに接してきた市民の皆さん（啓発される側）の中には、行

政に対する不満や不信感などがあって、「市民へ呼び掛けるだけでなく、子育て支援関係の施策

をもっと充実させて」「そっちこそしっかりやれ」という気持ちを抱いている方がいます。 

ⅳ市民へ協力を求める前に関係者の中で見直すべきことは？ （8/10文章参照） 

   ②提案１「要対協の機能強化と周知徹底」 

    ⅰ私が日本一周している頃と違って、その後の法改正で要対協事務局に専門職の配置が義務化 

ⅱ要対協事務局は、縦割り行政の中にあって横断的に関われる存在です。役所（役場）内の子ど

もと保護者に関わる部署の情報を、事務局が収集できるシステムを構築することが急務です。 

ⅲ市民に呼び掛けるのは容易にできても、内部の改革ができないのでは虐待防止活動の効果は

半減以下です。市民への啓発はあくまでも予防のためです。起きた虐待に対応するのは関係機関

です。多機関連携こそが虐待対応にも予防にもとても重要になってくるのです。 

ⅳまた、事務局は「各機関をつなぐ横糸の役割を担う」のみならず、「各機関の機能（持ち味）

を引き出す役割も担っている」と思います。市町村内に子どもと保護者に役立つ社会資源がどの

くらいあるのか、そこと顔をつなぐことがコーディネートの第一歩です。 

   ③提案 2「行政機関の子どもに関わる窓口業務の質的充実」 

    例えば、住民票、保育所申請、学籍、母子健康手帳交付、生活保護などを担当する職員は、 

ⅰ異動時に内部の児童虐待防止研修を受講すること。 

ⅱ母子健康手帳交付などは基本的には保健師が対応すること。 

ⅲ窓口対応時に「スクリーニングシート」があればチェックすること。 

ⅳ何か気になることがあれば情報を共有し、リスクがあれば要対協事務局に連絡を入れること。 
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ⅴ場合によると、他の機関からも同じ家庭の情報が事務局に寄せられていることもあります。早

期発見早期対応に努めることが肝心で、注意点として、当然のことですが偏見や先入観を持って

対応してはいけないということです。 

ⅵこれらの提案は、もちろん全国共通ですが、ただ「通告のためらい」などの事情で市民の協力

がなかなか得にくい地域にとっては特に有効です。また、「所在不明児童対策」にもなります。 

ⅶ児童虐待防止研修の受講やスクリーニングシートなどについては負担に感じられると思いま

すが、市民に協力を求め通告義務を課していることを考えれば、公務員が少しでもアンテナを高

くして、「地域の子は地域で守り育てる」ことを率先して当然ではないでしょうか。 

   ④提案 3「市民マラソン大会とのコラボレーション」啓発方法に工夫を！ 

    ⅰオレンジリボンキャンペーンに関わっている方なら、駅前でチラシやポケットティッシュな

どの啓発グッズを市民の皆さんに配ったことがあるでしょう。手渡す時、どうでしたか？何かぎ

こちない感覚を味わったことがあるのではないでしょうか。それはもらう側の市民の皆さんの

反応が渡す側の気持ちや行動に反映されていたのだと思います。この啓発活動はピンクリボン

などと違って、「子どもを保護者の虐待から守る」という構図があるからだと思います。 

ⅱところが、イベント会場、特に市民マラソン大会では両者の間でスムーズなやり取りができる

のです。それは、会場が一体となって、みんなが同じ方向を向いているからだと思います。 

ⅲ会場入り口や受付にブースを出し、啓発グッズを配りながらランナーの一人ひとりに「頑張っ

て下さい」と声を掛け、肩や胸にリボン着用を呼び掛けます。 

ⅲ市民マラソン大会には老若男女を問わず全国からランナーが集まります。そこで、オレンジリ

ボンを付けて走り、ゴールするとまた全国に散らばって行きます。そして、ランナーはまた別の

大会に現れます。オレンジリボンを付けて走るランナーが増えると共に出会いが生まれます。 

ⅳ大会を盛り上げる一つが地元市民の応援です。その市民向けに、沿道の要所で啓発活動を展開

します。一体感のあるムードの中でスムーズにできて、その効果はとても大きいです。 

ⅴ市民マラソン大会にエントリーして、沿道の市民に走って啓発することも趣向を凝らした取

り組みと言えます。大きな集団でまとまって走ればよりアピールできます。  

   ⑤提案 4「大学教職課程や教員免許状更新研修に児童虐待をテーマとした講習を 1コマ入れる」 

    ⅰこの提案についても日本一周の訪問先、特に県庁の担当者の方にさせて頂きました。 

    ⅱ保護者以外で日常的に子どもの側にいられる存在は、保育所・幼稚園、小学校の担当者です。

子どもを虐待から守り保護者を支えることができる存在であり要対協のメンバーでもあります。 

    ⅲ私が児相に勤めていた時、担任から「傷や痣を見た時、虐待とは思わなかったので報告しなか

った」「子どもや保護者にどう対応していいか分からなかった」「保護者に事情を聴くことを躊躇

してしまった」と言われたことがあります。子どもの対応は児相職員より慣れているはずなの

に、「どうしてだろう」と不思議でしたが、知識を得て理解すればクリアできると思いました。 

ⅳ児童虐待の早期発見・早期対応には小学校の担任の役割はとても大きいです。福祉と教育の連

携強化のためにも教職課程の必修科目に、また更新講習にも加えて頂きたいと思います。 

ⅴ私自身が実際にやったことですが、児相職員が市町村の要対協事務局担当者と一緒に計画的

に地元の小学校を回り、児童虐待防止研修を実施することをお勧めします。 

   ⑥提案 5「たすきリレーは市町村の要対協単位で！」 （4/15文章参照） 
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    ⅰ啓発は他でもやっていますが、たすきリレーの唯一無二の特徴は「多機関連携」にあります。 

    ⅱ関係機関が走りながら市民に向かって、「我々関係機関の職員は子どものために一つになって

頑張ります」という決意を表明する方が、市民に協力を求めるより意義が大きいと思います。 

    ⅲ2010年から他県のたすきリレーにも参加していて、約 20か所延べ 50回ほどになります。た

すきリレーと一口に言っても実施内容は様々です（「資料：全国のたすきリレー実施状況」参照）。 

ⅳそこで、私が実行委員を務め、第 1回から 10年連続で参加している都心コースのたすきリレ

ーを振り返ると、乗り越えることの難しい課題が 2つあります。 

ⅴ1つ目は啓発活動のことです。声を揃えて呼び掛けるなど試みてはいますが、沿道に人は大勢

いても一体感を醸し出すのは難しいです。実行委員会の反省会では「映像にして発信」という話

が出ましたが、それもどれほど費用対効果があるのか評価には分かれるところがあります。 

ⅵ2 つ目は多機関連携のことです。要対協メンバーの参加は児相と施設職員が大半を占めてい

て、事務局職員はわずかです。毎年一緒に走る他機関の職員とは、年に一度顔を合わせるだけで

普段はつながりがないので、残念ながら多機関連携を仕事に生かすことはできていません。 

ⅶではどうしたら良いのでしょうか？私が参加したことのある幾つかの自治体のたすきリレー

を参考に考えてみました。「子どもの問題は地域の問題」という原点に立ち返り、都心コースに

限らず市町村単位で実施していくことが課題の解決につながっていくという結論を得ました。 

ⅷ市町村のたすきリレーの場合、ランナーは要対協の構成機関の職員が主です。ランナーもスタ

ッフも同じホームグラウンドなので、顔見知りではなくてもどこか共通点があって、職務や役割

などを分かり合えます。立場の違う者同士が一緒に走っているうちに呼吸が合ってきて、そのハ

ーモニーの中で協同の意識が醸成されるため、多機関連携の実質的な強化につながります。 

ⅸ中継所には学校、保育所、公共施設、コンビニ、大型商業施設などが使われます。これらの中

継所は地域住民の生活にとても密着していて、沿道の応援も含め、走って来るランナーとの距離

が近く一体感が生まれ、啓発の効果を実感できます。また、先導する宣伝カーにアナウンスして

もらえると、たすきリレーの取り組みの理解につながり、応援もより大きくなり効果的です。 

ⅹ都道府県単位で実施しているたすきリレーの今後について、市町村単位のたすきリレー誕生

に向けてノウハウの提供や人材の交流などの支援に力を注いで頂きたいと思います。そこに一

つ、たすきリレーの先輩としての存在意義があるのではないでしょうか。  

 

 （６）最後に行き着いた先が「子どもの居場所づくり」でした！ 

   ①福祉の専門職として、33 年間に出会った子どもたちから学んだ答えが「日本一周」であり、日

本一周から見えてきたものが「多機関連携」と「子どもの居場所づくり」でした。 

   ②虐待の段階で保護者に手を差し伸べ、原因を解決していくことが非行を減らすことになります。 

   ③子どもの居場所づくりは、保護者と学校以外の「第 3のつながり」になります。 

    ⅰ子ども食堂では、限られた運営費の中での食材の調達と調理人の確保が大変で、また、必要と

している子どもに子ども食堂の存在や情報が届いているのか、という悩みがあります。 

    ⅱ学習支援では、学年や学力などが様々なので、教材の工夫とボランティアの確保が大変です。 

    ⅲ子どもが利用することで、保護者との接点が生まれ支援のきっかけになることもあります。 

    ⅳ子どもの居場所に高齢者や障がい者などが加わると、小さなコミュニティが形成されます。 
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    ⅴ若者自立サポートステーション（生活・就労支援）が地域に根付いています（9/14文章参照）。

不登校、高校中退、ニート、児童養護施設を出た子どもなどの居場所になっています。 

 （７）今後の活動は？ 

    日本一周を通して気付いた「市区町村（要対協）単位のたすきリレー」と「子どもの居場所づく

り」に関わって行きたいと思います。また、これからも「日本列島を一本のたすきでつなごう！」

という目標に向かって走り続けます。活動は Facebook やホームページから発信していきます。 

     


