平成３０年度活動計画書
特定非営利活動法人こうのとりのゆりかご in 関西

１．こうのとり・にんしんＳＯＳ電話相談事業の基盤強化と面談型事業の実施
① 妊娠、出産に悩む妊婦とその家族のための電話、メール相談及び面談事業
予期せぬ妊娠に思い悩む妊婦を対象に電話相談を開設するにあたり、昨年度は相談員のための
養成講座を実施しました。

第一期は累計 208 名が参加し、電話相談員として 31 名が認定され、

２月１５日より電話相談事業が開始されました。
昨年度の計画では 10 名の認定相談員を想定していましたが、23 名の相談員が誕生しました。
しかし、日曜祝日を除く平日の相談事業の実施は、非常駐ボランティア相談員の参加日程調整が
困難を極めています。 また、電話相談時間帯の延長なども視野に入れ 新たな電話相談員の獲得に
注力する予定です。

また、現行の電話相談員の相談内容への対応力向上のため、電話相談事例を元に実践的研究を
通じてスキルアップを行う研究会を通年に於いて適時４度実施し、累計 80 名の参加を計画し、
「こうのとり・にんしんＳＯＳ」 電話相談事業の質の向上をめざします。
さらに、電話相談の実数を増やすために 広く広報活動を実施します。 ポスターやパンフレット、携帯の
ための名刺サイズカードなどの制作。 関西各地への設置拠点開拓と 専用ＷＥＢサイトの作成と運
用。また、電話相談のみならず、電子メール相談や 若年者の利用頻度の高いコミュニケーション手段と
してソーシャルメディア 「ＬＩＮＥ」 「Facebook」 「Twitter」などでの告知や相談運用も実施検討
する予定です。

電話相談のシステムについては、昨年度の電話相談実施直前に 仮運用を始めました。
仮運用では転送先が４箇所のみに限定されてますが、６月に設備予定している本格運用に於いては、
１０箇所の拠点転送が可能となり 新たな相談拠点を設けることで、関西各地に点在する電話相談員

の通勤負担の軽減を計画しています。

「妊娠ＳＯＳ相談窓口」の運営のための予算化に際し、昨年度より進めていた事業計画の助成申
請が承認され、日本財団の助成事業となり事業計画の80％の助成が行われることとなりました。
今期は、「妊娠ＳＯＳ相談窓口」の運営のための個別計画を推進し、早期に 社会へのその認知と相
談窓口の充実に邁進します。

こうのとり・にんしんＳＯＳ電話相談事業費
（１）期 間：2018 年 4 月 – 2019 年 3 月
（２）場 所：関西圏複数拠点
（３）内 容：妊娠ＳＯＳ相談窓口（相談員 20 名）
（４）目 標：緊急電話相談年間 96 件、通常電話相談年間 400 件
（５）事業費：3,892,800 円（内助成 3,110,000 円）
（６）成果物：通常電話相談報告書および統計、緊急電話相談報告書および統計

電話相談員養成講座運営費
（１）期 間：2018 年７月 – 201８年 11 月（6 回）
（２）場 所：神戸市
（３）内 容：電話相談員養成講座
（４）目 標：新たに 20 名の電話相談員の養成
（５）事業費：722,000 円（内助成 577,000 円）
（６）成果物：電話相談員養成講座終了者数、電話相談員研修報告書

面談型相談事業費
（１）期 間：2018 年 4 月 – 2019 年 3 月
（２）場 所：近畿圏で、相談者に応じて検討する
（３）内 容：相談内容を具体化した上で、連携病院につなぐ
（４）目 標：年間 48 件の相談対応
（５）事業費：2,910,000 円（内助成 2,320,000 円）
（６）成果物：報告書および統計

現行相談員スキルアップ事業費
（１）期 間：2018 年４月 – 2019 年 3 月（4 回）
（２）場 所：近畿圏
（３）内 容：事例研究、カンファレンス
（４）目 標：参加累計 80 名
（５）事業費：248,000 円（内助成 198,000 円）
（６）成果物：電話相談員研修事例研究レポート

広告宣伝事業費
（１）期 間：2018 年４月 – 2019 年 3 月
（２）場 所：関西各地（広告物設置箇所）
（３）内 容：ポスター、カード、パンフレット等のデザイン、専用ウェブサイトの構築、印刷、掲示、配布
（４）目 標：ポスター500 枚、カード 10 万枚、パンフレット 5 千枚、ウェブサイト
（５）事業費：1,446,000 円（内助成 1,155,000 円）
（６）成果物：電話相談および面談型事業専用ウェブサイト、ポスター、パンフレット、認知カード、
配布場所、掲示場所情報など

② こうのとりのゆりかご連携施設、こうのとりのゆりかご設置施設の開設及び支援事業
「妊娠ＳＯＳ相談窓口」の運営の充実に際しては、電話相談で起こる問題や課題に対しての助言機
関や執行機関としての連携施設との協業が重要です。 また、当初の目的である 「こうのとりのゆりか
ご」 および 「面談型こうのとりのゆりかご」 の設置施設の開拓と協業を求める活動も継続して実施し
ます。 また、淀川キリスト教病院（こうのとりのゆりかご連携施設）との連携を深め電話相談や面談相
談などの連携を強化します。

③ 養子縁組支援事業
「妊娠ＳＯＳ相談窓口」の運営が始まる中で、養子縁組を希望する妊婦・母子への対応は、第二種
社会福祉事業者や実績のある民間の養子縁組仲介事業者、及び行政などとの連携を行うため、養子
縁組についての知見の向上、支援の方法や手段の研究など 協業事業者と共に学び合える関係性を構
築し、養子縁組支援の質の向上や新しい取り組みなどの研究を継続実施します。
また、その実現のために以下講演会を計画実施します。
・ 岩崎美枝子氏・家庭養護促進協会理事（大阪）
昭和３８年９月大阪市に就職。大阪市中央児童相談所の児童福祉司に配属。昭和４２年６月家庭養護促進
協会の手伝いをはじめる。昭和６３年５月大阪事務所長として家庭養護促進協会の常務理事となる。平成１３年

３月定年退職し、理事に就任

・ 萬屋育子氏・愛知県里親委託推進委員（愛知県）
愛知教育大学教職大学院・特任教授。児童福祉の現場で活躍、愛知県の社会福祉職採用では女性初の“児童
相談所センター長”。全国でも珍しい「新生児からの特別養子縁組（赤ちゃん縁組）」の実績と仕組み作りに尽力し
た。その取り組みは国の『里親委託ガイドライン』の中で参考事例（愛知方式）として紹介されている。

岩崎美枝子氏

萬屋育子氏

④ お腹の赤ちゃんも大切な社会の一員であることを啓発するための講演会、セミナーの開催
啓発のための講演会として幸山政史 熊本前市長 と 大久保真紀

朝日新聞編集委員 両名を

招聘した講演会を 9 月に実施を計画し、広く 「in 関西」の理念や事業への啓発の機会とします。
・ 幸山政史氏 熊本市前市長。市長在籍時に「こうのとりのゆりかご」設置を認可。
「こうのとりのゆりかご」について、検討を重ねたうえで、法的な側面から違法性がないことを確認して、
「『こうのとりのゆりかご』が存在することによって、救われる命があるのであれば」との思いを込めて、設置
を認める判断した。
・ 大久保真記氏 朝日新聞編集委員 東京、西部両本社の社会部などを経て現職、
著書に 『こどもの権利を買わないで』、『児童養護施設の子どもたち』など社会課題に精通、「こうとり
のゆりかご」 の 11 年も当初より取材し、世界の赤ちゃんポストなどの知見も持つ社会派記者。

幸山政史氏

大久保真記氏

⑤ 青少年への生命尊重教育事業
青少年への生命尊重教育事業については、青少年の現状の把握と 性教育などの教育的授業を

実施している助産師会などと 夏休み前の対策出前授業などの検討
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