第１０回市民フォーラム「子どもにやさしいまちづくり」

市民・行政のネットワークと連携でめざす

子どもと共にすすめるまちづくり

と き

2011 年 12 月 10 日（土）〜12 月 11 日（日）
13:00〜16:30

ところ

10:00〜15:30

福岡市健康づくりセンター「あいれふ」10F 講堂・研修室
福岡市中央区舞鶴２−５−１

参加費

主

１,０００円（18 歳以下無料）

託 児

先着 20 名（無料）

催：子どもにやさしいまちづくりネットワーク
特定非営利活動法人 子どもＮＰＯセンター福岡

協 力：福岡市医師会・福岡県弁護士会パートナーシップ協議会、福岡県小児科医会
福岡市社会福祉協議会、福岡市乳児院児童養護施設協議会、福岡市里親会
ファミリーシップふくおか
後 援：福岡県、福岡市、福岡県教育委員会、福岡市教育委員会

第 10 回目を迎える 市民フォーラム

「子どもにやさしいまち 福岡」の実現をめざして
「子どもにやさしいまちづくり」は、子どもの権利条約を自治体レベルで実現することを目的に、ユニセフ
が世界的な運動として展開しているものです。福岡では、ここ数年、この運動に賛同する諸団体のネットワー
クが広がり、行政も含めて、課題ごとの連携が進んできました。
この中から、子どもにやさしいまちづくりの具体化の一つとして、今年、市民の手による「ふくおか子ども白
書」が作られました。また、子どもの現場からみえる課題の解決に向けて作成した、福岡市長選挙候補者へ
の公開質問状を基に、市長への政策提言を行いました。
第 10 回フォーラムでは、社会全体でしっかりと子どもたちを支え、子どもの権利がいきづく、「子どもにやさ
しいまち福岡」の実現にむけて、「子どもと共にすすめるまちづくり」をさらに一歩すすめることをめざします。
子どもに関わる多くの市民やＮＰＯが連携し、行政とともに大きな展望を切り開く力になることを願って、皆
様の参加を呼びかけます。

プログラム

１２月１０日（土）

１３：００〜１６：３０

基調報告 「ふくおか子ども白書」発行にあたって
渕上 継雄

元西南学院大学教授

〈13:10〜13:30〉

（特）チャイルドライン「もしもしキモチ」代表理事

基調講演 「子どもと共にすすめるまちづくり」

〈13:30〜14:50〉

講 師：増山 均 氏 早稲田大学教授（社会福祉学・社会教育学）
「子ども白書」編集長（日本子どもを守る会発行）
1964 年以来、毎年発行される「子ども白書」は、子どもの実態を明らかに
するなかで、現在の子ども政策を分析し、新しい子ども政策を創造していく
視点と課題を提起しています。子どもの権利がいきづくまちとはどんなまち
か。「子どもと共にすすめるまちづくり」とは、を語っていただきます。

リレートーク 「子ども・若者からの発信 」

〈15:00〜16:30〉

〜子どもの声が生かされるまちにしていくために〜
① 公民館での体験を後輩たちに

安高 優さん（高校生）

地域活動がさかんな名島公民館は、子どもの年間利用数も市内トップクラスです。子ども時代から公民館の活
動に参加し見守り育てられた高校生が、いま子ども活動を支える側に成長しています。

② 大人になった私からのメッセージ

赤司 静香さん（20 歳）

子どもが親と暮らすことができなくなったとき、子どもはどこで生活するのか…、児童相談所に保護されてか
ら里親や自立援助ホームで生活をした経験を振り返りながら、20 歳を迎えた今の想いを伝えます。

③ 表現活動を通じて東日本大震災の支援活動

山田 宗範さん（大学生）

インプロ（即興演劇）集団「こどら」のメンバーとして、被災地でワークショップを行いました。「人と関わり
ながら作っていく作業を楽しむ」「All yes」が基本のインプロワ―クを通じて、伝えたかったことを語ります。

④ ジュニアリーダーとして「子ども会活動」を支える

（福岡市西区子ども会 中・高校生）

子どもたちのお兄さんお姉さん役として、子ども会行事や小学生が参加する催しの企画運営を行っています。
ジュニアリーダーの先輩や大人たちに見守られながら、西区全体にも目をむけた活動を展開しています。

１２月１１日（日）
分 科 会
分科会 1

１０：００〜１５：３０

〜分野を超えた連携で課題に向き合い、解決の道筋をさぐる〜

虐待死ゼロのまちをめざして

〈10:00〜13:00〉

〜虐待のない地域づくり〜

「これ以上、子どもの虐待死を出さない」との強い思いで、市民・行政が一体となった福岡市の「虐待防止推
進活動」をさらに進めるために、とくに「地域の課題」に焦点をあてながら、今後の方向をさぐります。
報告：

分科会２

河浦 龍生（福岡市こども総合相談センター）

石井 美栄（福岡市中央区保健福祉センター）

副島 信次（福岡市こども未来局こども家庭課）

松浦 恭子（ふくおか・こどもの虐待防止センター）

八坂 知美（済生会病院小児科医）

堀 沙貴子（福岡市中央区地域保健福祉課）

蓑原 かおる（主任児童委員）

甲斐 育子（元 南区民生委員）

家族と暮らす子どもの権利

〜これからの家庭的養護を考える〜

「国連子どものための代替的養育に関するガイドライン」、厚労省「里親委託ガイドライン」が出され、新しい
流れが始まるなか、
「子どもと家庭」に関わる現状をさまざまな角度から出し合い、今後の家庭的養護のあり方、
そして地域の役割をさぐります。
報告：

坂本 雅子（子どもの村福岡）

草場 浩子（福岡市こども総合相談センター）

蔭山 孝雄（福岡子供の家みずほ乳児院）
守田 啓子（留守家庭子ども会）

分科会３

学校と地域の連携

木村 康三（福岡市里親会）

藤田 芳枝（和白青松園） 中山 秀子（元 母子生活支援施設）

古賀 直樹（青少年の自立を支える福岡の会）

〜子どもにやさしい地域をめざして 〜

子どもの日常の体験活動を豊かにするためには、学校と地域・家庭が協力、連携することが重要です。しかし、
一方で連携の困難さを訴える声も多くあります。学校、地域の連携の実例を基に、どうすれば子どもを中心に学
校と地域がうまくつながりあっていけるかを考えます。
報告：

原口 勝（福岡市立平尾小学校）

杉浦 しのぶ（春日西中地域サポート本部 地域コーディネーター ）

江藤 大亮（福岡市こども未来局こども育成課）

分科会４

子ども参加のまちづくり

志賀 義法（福岡市南区大池校区 青少年育成部）

〜子どもの声に耳を傾けて〜

表には出ない子どもの声に耳を傾ける活動や、子どもが自らを表現し、生き生きと活動する場をつくりだし、
まちづくりにつないでいる事例を出し合い、大人の役割を考え、
「子どもと共に進めるまちづくり」への手が
かりについて話し合います。
報告：

山下 智也（きんしゃいキャンパス）

金子 加代 （子どもと文化の広場 わいわいキッズいいづか）

岡田 健一（チャイルドライン「もしもしキモチ」）
斉藤 望 （にじいろＣＡＰ）

全 体 会

〈13:45〜15:30〉

・まとめとこれから

・福岡アピール

小坂 昌司 （そだちの樹(子ども シェルター)）

〈子どもにやさしいまちづくりネットワーク〉
［代

表］

松本 壽通
（NPO 法人 ふくおかこどもの虐待防止センター・小児科医）

［ 副代表］

坂本 雅子
（NPO 法人 子どもの村福岡・福岡市こども総合相談センター）

［事務局長］

大谷 順子
（NPO 法人 子どもの村福岡・NPO 法人 子ども NPO センター福岡）

［

個人］

申し込み方法
申込用紙（別紙）を下記 FAX へお送り下さい。
またメールで同様の内容を記入の上、送って
頂いても結構です。
参加費は、当日会場でお支払い下さい。

会場アクセス
西鉄バス
「長浜２丁目」より徒歩約１分（那の津通り）
「法務局前」より徒歩約３分（昭和通り）
「赤坂門」より徒歩約４分（昭和通り）
地下鉄空港線
「赤坂」下車③番出口より徒歩約 4 分

お問い合わせ

特定非営利活動法人 子どもＮＰＯセンター福岡
〒810-0042 福岡市中央区赤坂 1-2-7 みずほビル 506
TEL&FAX 092-716-5095
E-mail

kodomo-npo.cf@rose.ocn.ne.jp

URL

http://www3.ocn.ne.jp/˜kodomocf/

安孫子 健輔（弁護士）
鮎川 ひろみ（NPO 法人 チャイルドライン「もしもしキモチ」）
生田 薫 （NPO 法人 子どもの村福岡）
上野 直美 （城南区こども育成調査アドバイザー）
緒方 淳一 （音楽家・プランニング OGATA）
小口 純子 （NPO 法人 古賀新宮子ども劇場）
蔭山 孝雄 （NPO 法人 青少年の自立を支える福岡の会･福岡市乳児院児童養護施設協議会）
上村 一隆 （NPO 法人 箱崎自由学舎 ESPERANZA）
木村 康三 （福岡市里親会）
肥塚 美雪 （スマイル 不登校に学ぶ会）
古賀 彩子 （福岡プレーパークの会）
古賀 直樹 （NPO 法人 青少年の自立を支える福岡の会）･
小坂 昌司 （弁護士）
斉藤 望 （NPO 法人 にじいろＣＡＰ）
佐伯 美保 （NPO 法人 福間津屋崎子ども劇場）
重永 侑紀 （NPO 法人 にじいろＣＡＰ）
清水 さやか（弁護士）
高柳 俊治 （福岡市里親会）
武本 久美子（NPO 法人 ちくしの子ども劇場）
田中 みき （保健士）
長阿彌 幹生（教育文化研究所）
坪井 恵子 （一般社団法人 ストリート・プロジェクト）
中村 信教 （教職サークルネットワーク）
橋本 愛美 （NPO 法人 子どもの村福岡）
原田 良一 （東箱崎くすくす広場）
藤田 芳枝 （ 福 岡 市 乳児 院 児 童養 護 施 設協 議 会 ）
松田 浩子 （留守家庭子ども会）
三宅 玲子 （NPO 法人 チャイルドライン「もしもしキモチ」）
宮本 智子 （NPO 法人 子ども NPO センター福岡）
守田 啓子 （子どもの居場所ゆりかもめ）
森
由香 （クレセント・ムーン）
山下 智也 （きんしゃいきゃんぱす・福岡プレーパークの会）
山下 美鈴 （留守家庭子ども会）
吉谷 順子 （ふくおか教育を考える会協議会）
吉田 まりえ（九州暮らし創造研究所）
吉村 真実 （大学院生・NPO 法人 子ども NPO センター福岡）
和田 貴美子（NPO 法人 子どもとメディア・福岡県青少年育成アドバイザー）
（五十音順）

［ 団 体 ］

NPO 法人 子ども NPO センター福岡
NPO 法人 子どもの村福岡
NPO 法人 子どもとメディア
NPO 法人 古賀新宮子ども劇場
NPO 法人 にじいろＣＡＰ
NPO 法人 青少年の自立を支える福岡の会
NPO 法人 チャイルドライン「もしもしキモチ」
NPO 法人 箱崎自由学舎 ESPERANZA
NPO 法人 ふくおか・こどもの虐待防止センター
NPO 法人 福間津屋崎子ども劇場
一般社団法人 ストリート・プロジェクト スマイル 不登校に学ぶ会
子どもの居場所 ゆりかもめ
学び遊び地域力開発研究所
福岡プレーパークの会
教育文化研究所
にこにこ子ども広場
東箱崎くすくす広場
福岡市里親会
スマイル 不登校に学ぶ会
ふくおか教育を考える会協議会
福岡市乳児院児童養護施設協議会

