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Ｓａｙａは、「わたし」

わたしは、もう一人の「わたし」と、つながりをもっ
たとき、生きることが出来る.

自分や，まわりの人との「つながり」を取り戻し、

私たちの人生の再構築を目的とした女性たちの
ネットです.

★団体紹介・事業概要・組織図・受益者数別紙参照

2

http://saya-saya.net/


コンセプト

暴力・差別のない社会は、
「女性が安心して暮らせる、子どもにも男性にも
生きやすい社会」です。

私たちは、地域の中で暴力被害女性たちと子
どもへの支援をすることが、暴力と差別のない、
「女性と男性・人と自然」が共生する社会につな
がると考え、支援のネットワークを広げていくこ
とに貢献します。
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理事会

相談支援プロジェクト

自立支援ロジェクト

びーらぶプロジェクト

養成講座プロジェクト

チェンジプロジェクト

子育てサロンプロジェクト

ホームスタートプロジェクト

ミモザプロジェクト

監事

事務局

拡大運営会議

組 織 図
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DV被害者への切れ目のない支援
当事者こそ専門家「DV被害者から支援者に！」

◆被害者支援の体系図◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                  

 

被害者の行動 過剰適応・情報入手 
引きこもり 
 

相談・家を出る 

戻る 

緊急一時避難 

別居・離婚 

選択 新しい生活 自立 

ドロップイン  
情報提供 

DV サポート･グループ 
情報、教育（DV、暴力について） 

カウンセリング メンテナンスグループ 
ケアー、癒し、情報、スキル 

自助グループ 
つながり、癒し 

情報提供 

状況について 

選択肢 

情報、教育（DV、暴力について） 

本人の意思と決定 

シェルター入居のコーディネート 

公的・民間すべてを調整 

子どものショートステイ 

 

安全確保 
カウンセリング 
法的支援 

法律相談、保護命令、 
離婚調停、真剣確保、 
面接交渉権等 

各種社会制度への申請支援 
生活保護申請、健康保険、 
年金、住民票、運転免許、 
銀行等 

アドボカシ― 

母子介入プログラム 

母子介入 
子どもカウンセリング 
母子同時並行心理教育プログラム 

母子介入プログラム 

メンテナンス 
カウンセリング 
グループ・カウンセリング 
母子同時並行心理教育プログラム 
講座 
居場所、デイケア 
就労支援 
外部機関との連携 
 医療、メンタルヘルス、保育 

子どもへの支援 
安全確保 
子どもセラピー 
学習支援 

自助グループ 
居場所 
デイケア 

地域支援 

関係機関への研修 

広報・情報提供 

DV、デート DV 防止啓発 

調査、研究 
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子どもへの支援


安全確保


子どもセラピー
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カウンセリング
びーらぶ「母と子どもの同時並
行心理教育プログラム」

法的支援
女性の自立支援プログラム

「燦SUN」
子どもセラピー、プログラム
アドボケート（同行支援）

ステップハウス&シェルターユニット
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本人の意思決定のサポート
ステップハウス入居のコーディネート
公的支援・民間支援のすべてを調整
医療機関、女性センターなど

カウンセリング
サポートグループ

母子心理教育

プログラム
「びーらぶ」

自立支援
プログラム燦SUN

安全な場所の提供
＜居場所＞

安心安全で、排除しない
地域社会の構築

だいじな私
健全な母子
関係の構築

教育機関への啓蒙
暴力防止教育（教師・生徒へ）

デートDV防止教育
子ども家庭支援センター

との連携

法的支援：法律相談、保護命令、
離婚調停、親権など
各種社会制度への申請支援：
年金、住民票、生活保護申請、
健康保険など

DV被害女性とその子どもの 社会的包摂支援としての
ステップハウス事業イメージ図
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 Saya-Sayaのカウンセリング、電話相談から

行政の婦人相談員から
・行政の緊急一時保護の出先として
・緊急一時保護→宿泊提供施設→ステップハウス

インターネット経由の問い合わせ
→電話相談→入居面接→入居

ライン相談から

弁護士・警察・教会・議員・医師などの紹介

行政委託事業のステップハウス（千葉市）

他の民間団体からの紹介

 Saya-Sayaのメンバーからの紹介など

入居経緯
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 DV被害、性暴力被害にあった女性とその子どもたち
モラルハラスメントも可・親、兄弟からの避難も可

 ペットを連れても可
犬、猫、小鳥、珍しい動物・・・

 高学年以上の男児も可、
高校生、中学生・・・

 着の身着のままでの入居も可
ウエルカムセット

洗面器・歯ブラシ・シャンプー・タオル・寝間着あり
ふとん、衣類、家具、テレビ、台所用品などの設備あり

 車を持ってきてもOK

 仮名を使用する

入居者について
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安全・安心の生活を守るために！ 

 

 加害者への連絡はしないようにしましょう。 

 今後の生活や諸手続き、就労や住宅等については、安全を最優先に考

え、スタッフの情報提供を受けながら進めていきましょう 

 安全が確保できるまでは、住民票の移動を行わない方法もあります 

 子どもの就学の手続きの際、学校等に DV の事情を説明し、子どもの

安全に配慮してもらうことができます（仮名での登校など） 

 これまでの健康保険証を使用しないで、新たな保険証を作成できるよ

うに手続きを進めましょう 

 新しい生活になれるために、カウンセリングや同じような体験をした

仲間たち（自助グループなど）とつながりましょう 

花言葉 
嬉しい便り 

花言葉 
優雅な女性 
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花言葉 
あなたを待っています 

花言葉 
小さな幸

 

ステップハウスへようこそいらっしゃいました。 

 今日から共に暮らすご縁を大切にしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 皆さまには、ここでの生活時間を気持ちよく過ごして欲しいと願って

います。また、安全な環境の中で力を蓄え、この恵みを十分に味わって

いただけたら、大変嬉しく思います。 

 そのために、お互いの心にとめていただきたいことがありますので、

お伝えいたします。 

 

 ご自分の進退に関わる事柄について、安易に他の入居者に話さ

ないこと。 

 ご自分の話しを、他の入居者に話されるのは自由ですが、こちら

からは質問しないこと。 

 質問や手助けを求められたときには、誠意を持ってお応えしま

すが、先走りはしないこと。 

 

これらのことは、自分のペースを守ると同時に、相手のペースを尊重す

ることでもあります。程良くお互いの距離を保ちながら、気持ちの良い

生活をしましょう。 

 

コーディネーターより 

ステップハウス利用のお約束ごと 

 

 共有空間に私物を置かないようにしましょう。 

共有空間に存在する備品の移動はしないようにしましょう 

 洗濯機使用時間：午前 7 時から午後 10 時までです。 

 風呂場使用時間：午前 7 時から午後 12 時までです。 

テレビの視聴は、原則として午後 10 時までとします。 

 ステップハウスの備品を使用する場合は、コーディネーターに

伝えましょう。（記入のないものはご自由にお使いください。） 

 退去の際は、使用した部屋の掃除をし、備品、家具など元通りに

して返却しましょう。 

 深夜、早朝は大きな音を立てたり大声を出したりしないように

しましょう。 

 屋内では、お酒を飲んだり、たばこを吸ったりしないようにしま

しょう。 

分らないことがありましたら、遠慮なくコーディネーターに尋

ねてください。 

 

花言葉 
豊かな感受性 

花言葉 
豊かな感受
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（2014年現在）
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（2014年現在）
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（2014年現在）
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Sheet1

		平成26年度シェルター「カメリア」入居状況　 ヘイセイネンドニュウキョジョウキョウ

																																																○印は浦安 ジルシウラヤス

		期間 キカン		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

						経済 ケイザイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		継続～2014,5,9 ケイゾク		40						？						1

		継続～6,30 ケイゾク		91						古川広子 フルカワヒロコ				1												66		知的障害 チテキショウガイ		古川利江														1		1		41				1

		継続～5,24 ケイゾク		54		生活保護 セイカツホゴ		鬱 ウツ		田中理恵 タナカリエ														1		18				亜沙 アサ		1														1		1歳8ヶ月 サイゲツ				1

		2014,7,10～8,13		36		パート教師 キョウシ				○永井ひとみ ナガイ						1										51				圭介 ケイスケ						1										1		9		1

		8,28～9,1		5						小関絵里菜 コセキエリナ										1						38				亜理紗 アリサ								1								1		9				1

		9,22～9,27		6						○藤家陽子 フジイエヨウコ						1										５０代 ダイ

		10,2～12,17		67						峰まりあ ミネ								1								48				龍 リュウ				1												1		6		1

		2015,2,19～2,27		9						岡野彩香 オカノサヤカ												1				26				晴人 ハレヒト				1												1		4		1

																														龍人 リュウヒト		1														1		2		1

		合計 ゴウケイ		308										1		2		1		1		1		1		7						2		2		1		1						1		7				4		3

		～4,3								山田マリ ヤマダ										1						30				コウタM						1										1		8		1

																														リョウタM				1												1		4		1

																														ソウタM		1														1		1歳半 サイハン		1

		4,23～4,26								55								1								41				麗奈F レイナ		1														1		2				1

		4,24～7,6						適応障害 テキオウショウガイ		後藤あさみ ゴトウ								1								47

		5,20～7,26								鈴木恵理子 スズキエリコ										1						32				有M ユウ								1								1		10				1

		9,17～12,27								林幸子 ハヤシサチコ						1										56

		10,16～11,1								内野千鶴 ウチノチヅル										1						34				あかりF				1												1		5ｍ				1

		1,9～								古川広子 フルカワヒロコ				1												68				利恵F トシエ														1		1		41				1

		1,10～				生活保護 セイカツホゴ		鬱・整形外科 ウツセイケイゲカ		田中恵理 タナカエリ														1		18				まあさF		1														1		1歳半 サイハン				1

		総計 ソウケイ		カメリア										1		1		2		3				1		8						3		2		1		1						1		8				3		5

		2012,5,11~8,5		40		看護師 カンゴシ		鬱・PTSD ウツ		坂田志穂 サカタシホ								1												花恋 ハナコイ										1						1		13		1

																												発達障害 ハッタツショウガイ		真斗 マコトト				1												1		5				1

		9,3~10,11				検査技師 ケンサギシ				○鈴木愛 スズキアイ										1										碧 アオ								1								1		10		1

																														蒼 アオ		1														1		9ヶ月 ゲツ				1

		12,20～12,27				派遣 ハケン		統合失調 トウゴウシッチョウ		小堀ゆり コホリ										1						33

		12,27～2013,1,4								海宝真由美 カイホウマユミ										1						39				悠加 ユウカ										1						1		13		1

																														美結 ミムスブ		1														1		1歳11ヶ月 サイゲツ		1

		1,11～1,30						鬱 ウツ		木田紀子 キダノリコ								1								43				千里 チサト				1												1		2才7ヶ月 サイゲツ		1

		2,18～3,31（4,3退所） タイショ								○山田マリア ヤマダ										1						30				幸太 コウタ						1										1		9				1

																														亮太 リョウタ				1												1		4				1

																														奏太 ソウタ		1														1		1歳6ヶ月 サイゲツ				1

		合計 ゴウケイ		40														2		4						6						3		3		1		1		2						10				5		5

		総計 ソウケイ		カメリア計 ケイ																						21																				25

		期間+A31:L42		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

										名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ				名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		ガーネット		2003～2005						S				1												1

						介護→介護福祉士 カイゴカイゴフクシシ		PTSD・鬱 ウツ		S										1						1

								鬱 ウツ		R										1						1

										S								1								1				ｓ－１														1		1						1

																														ｓ－２										1						1						1

																														ｓ－３						1										1						1

										K										1														1												1						1

						派遣 ハケン				草野 クサノ										1						1

						婚費 コンピ				久保 クボ										1						1

						年金 ネンキン		鬱PTSD ウツ		志水 シミズ				1												1

										A				1												1

								鬱・PTSD。摂食障害 ウツセッショクショウガイ		山崎 ヤマサキ										1						1		発達障害 ハッタツショウガイ		タケル				1												1				1

						年金・化粧品 ネンキンケショウヒン				斎藤 サイトウ				1												1

		小計 ショウケイ												4				1		6						11								2		1				1				1		5				1		4

		期間+A57+A58:Y+A58:Y74 ショウケイ		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

										名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ				名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		アップルパイ		2004～2007				鬱・依存症 ウツイゾンショウ		A（沖縄） オキナワ						1										1		鬱 ウツ		娘 ムスメ								1								1						1

								鬱・依存症 ウツイゾンショウ		山下愛 ヤマシタアイ										1						1				娘 ムスメ				1												1						1

						家族支援 カゾクシエン		解離性障害 カイリセイショウガイ		吉田未来 ヨシダミキ										1						1				綾香 アヤカ								1								1						1

										山崎 ヤマサキ										1						1		発達障害 ハッタツショウガイ		タケル				1												1				1

				ペルー		生活保護 セイカツホゴ				山本ベティー ヤマモト										1						1				乳児 ニュウジ		1														1				1

						貯蓄・婚費 チョチクコンピ		統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		三枡 ミマス								1								1		統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		洋介 ヨウスケ										1						1				1

				大田区自立後突然死 オオタクジリツゴトツゼンシ		貯蓄・婚費→生活保護 チョチクコンピセイカツホゴ				田中 タナカ								1										知的障害 チテキショウガイ		リナ												1				1						1

										A						1										1

										B						1										1

		小計 ショウケイ														3		2		4						9						1		2				2		1		1				7				3		4

		期間+A57+A58:Y+A58:Y74 ショウケイ		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

										名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ				名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		ライラック		2005～2006		生活保護 セイカツホゴ		タイ		チャルーム										1						1				リナ				1												1						1

						看護師 カンゴシ				B（浦安） ウラヤス								1								1

										井上 イノウエ								1								1				娘 ムスメ				1												1						1

																		2		1						3								2												2						2

		期間+A57+A58:Y+A58:Y74 ショウケイ		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

										名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ				名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		ポピー		2005～2014		生活保護 セイカツホゴ		鬱 ウツ		浜崎 ハマサキ								1								1										1		1								2				1		1

						婚費・貯蓄 コンピチョチク				山本 ヤマモト										1						1				ABCD		1		1		1		1								4				4

						貯蓄・パート チョチク		鬱 ウツ		草野 クサノ										1						1

						失業手当 シツギョウテアテ		鬱・PTSD ウツ		須賀 スガ										1						1

						薬剤師 ヤクザイシ		鬱・PTSD ウツ		安藤 アンドウ								1								1

										東海林【母子） ショウジボシ				1						1						2

										小嶋 コジマ								1								1

						年金・貯蓄 ネンキンチョチク		癌・鬱 ガンウツ		大野久子 オオノヒサコ		1														1

						生活保護 セイカツホゴ		鬱・PTSD ウツ		大久保 オオクボ										1						1				なゆ								1								1						1

						パート・貯蓄 チョチク		PTSD		高木喜美子 タカギヨロコウツクコ				1												1

						パート・婚費 コンピ				岡田美典 オカダミノリ										1						1				正吾 ショウゴ				1												1				1

																														綾乃 アヤノ								1								1						1

						婚費・パート コンピ				青木美紀 アオキミキ										1						1				長男 チョウナン								1								1						1

																														次男 ジナン		1														1						1

				夫死亡 オットシボウ		婚費・パート コンピ				佐藤明子 サトウアキコ										1						1				長男 チョウナン				1												1						1

																														次男 ジナン		1														1						1

						ヘルパー		鬱 ウツ		中村　愛 ナカムラアイ										1						1				あやか				1												1				1

						貯蓄・パート チョチク		鬱 ウツ		高木志帆 タカギココロザシホ								1								1				みのり						1														1

										首藤 シュドウ								1								1				長女 チョウジョ								1								1						1

																														長男 チョウナン						1										1				1

																														次男 ジナン				1												1				1

						貯蓄 チョチク				田中佳代子 タナカカヨコ						1										1

						年金 ネンキン		鬱 ウツ		山崎晴美 ヤマサキハルミ				1												1

						生活保護。パート セイカツホゴ		フィリピン		田中アリサ タナカ								1								1				長女 チョウジョ								1								1						1

						生活保護。パート セイカツホゴ				鈴木公子 スズキキミコ								1								1				長男 チョウナン										1						1				1

																														長女 チョウジョ								1								1						1

																														次女 ジジョ						1										1						1

						看護師 カンゴシ		鬱 ウツ		小川順子 オガワジュンコ										1						1

						貯蓄・年金 チョチクネンキン		鬱・ ウツ		大田道子 オオタミチコ				1												1

						生活保護 セイカツホゴ		鬱・PTSD･ﾘｳﾏﾁ ウツ		増田愛子 マスダアイコ				1												1

						貯蓄・パート チョチク		鬱・PTSD･ﾘｳﾏﾁ ウツ		秋田美穂子 アキタミホコ								1								1

						失業手当。婚費。パート シツギョウテアテコンピ		鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ		高木ゆき タカギ								1										鬱 ウツ		まり								1								1						1

						年金 ネンキン				鈴木正子 スズキマサコ		1																		ﾘｭｳﾀﾛｳ						1										1				1

						生活保護 セイカツホゴ		鬱・大腸ポリープ ウツダイチョウ		田中とし子 タナカコ				1												1

				戻る モド		生活保護 セイカツホゴ		鬱 ウツ		佐藤 サトウ								1								1		知的障害 チテキショウガイ		長女 チョウジョ														1		1						1

																														長男 チョウナン										1						1				1

																														次女 ジジョ								1								1						1

																														三女 サンジョ						1										1						1

										内野 ウチノ										1						1				乳児 ニュウジ		1														1						1

						生活保護 セイカツホゴ		鬱・PTSD ウツ		田中恵理 タナカエリ								1								1		高校中退 コウコウチュウタイ		長女 チョウジョ												1				1						1

																														長女の子 チョウジョコ		1														1						1

																														次女 ジジョ								1								1						1

								統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		倉田 クラタ						1										1

												2		6		2		11		11						32						5		5		7		11		2		1		1		32				13		19

		期間+A57+A58:Y+A58:Y74 ショウケイ		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

										名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ				名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		たんぽぽ		2014～2015		介護士 カイゴシ		夫自死 オットジシ		岡崎 オカザキ										1						1				すなお				1												1						1

						看護師 カンゴシ		鬱 ウツ		今井 イマイ								1								1				娘 ムスメ								1								1						1

						パート		鬱・依存症 ウツイゾンショウ		佐藤啓子 サトウケイコ				1												1

				夫バングラデシュ オット		生活保護 セイカツホゴ		鬱・末期がん ウツマッキ		渡辺信子 ワタナベノブコ								1								1				長女 チョウジョ										1						1						1

																														次女 ジジョ										1						1						1

																														長男 チョウナン								1								1				1

										A								1								1				二人 フタリ		1		1												2				1		1

														1				3		1						5						1		2				2		2						7				2		5

		期間 キカン		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

								病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		ジャスミン		２００８～				鬱・PTSD ウツ		海保美穂 カイホミホ										1						1

						貯金→生活保護 チョキンセイカツホゴ		鬱・摂食障害 ウツセッショクショウガイ		高橋るみ子 タカハシコ										1						1

						貯金 チョキン		鬱 ウツ		高橋さち タカハシ										1						1

						貯金 チョキン		鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ		中村愛 ナカムラアイ																				あやな				1												1						1

						貯金→仕事 チョキンシゴト		鬱・解離障害 ウツカイリショウガイ		平野友美 ヒラノユミ										1						1				娘 ムスメ				1												1						1

										飯村 イイムラ								1								1

																		1		4						5								2												2						2

		期間 キカン		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

								病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		ラベンダー		２０１2～		生活保護 セイカツホゴ		対人恐怖・鬱 タイジンキョウフウツ		高野りな タカノ												1				1				わこ		1														1						1

						年金 ネンキン		鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ		桜岡 サクラオカ				1												1

										吉田洋子 ヨシダヨウコ												1				1				みいちゃん				1												1						1

										平田くるみ ヒラタ																				平田くるみ ヒラタ												1				1						1

										知念月子 チネンツキコ												1				1				木村メイ キムラ												1				1						1

										藤村　由紀 フジムラユキ						1										1

								鬱 ウツ		橋本ちづ子 ハシモトコ				1												1

								鬱 ウツ		篠原洋子 シノハラヨウコ				1												1

						夫自死 オットジシ		統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		佐竹 サタケ										1						1

										宮田ｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝ ミヤタ						1

														3		2				1		3				9						1		1								2				4						4

		期間 キカン		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

								病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		ミモザ		２０１１～２０１２		保健師 ホケンシ		鬱・PTSD・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ		鈴木理恵子 スズキリエコ								1								1		場面寡黙 バメンカモク		ﾏｴ				1												1						1

																												不登校 フトウコウ		ﾈｵ						1										1				1

																		1								1								1		1										2				1		1

		期間 キカン		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

								病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		すみれ						統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		甲斐田 カイダ								1								1				キイチロウ												1				1				1

																		1								1																1				1				1

		期間 キカン		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

								病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		カトレア		2011~2013		貯蓄 チョチク		鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ		谷川　ｿﾗ タニガワ										1						1

						派遣 ハケン				高橋さち タカハシ										1						1

						福島震災・生活保護 フクシマシンサイセイカツホゴ		双極性障害 ソウキョクセイショウガイ		三浦エミル ミウラ												1				1

						貯金→生活保護 チョキンセイカツホゴ				南　ﾏﾐ ミナミ								1								1				ノア								1								1						1

						常勤 ジョウキン				橋本緑 ハシモトミドリ								1								1

						生活保護 セイカツホゴ		解離性障害 カイリセイショウガイ		野沢奈美 ノザワナミ								1								1

						夫のもとへ戻る オットモド				田中律子 タナカリツコ								1								1				男児 ダンジ								1								1				1

								鬱 ウツ		平野千鶴子 ヒラノチヅコ								1								1

										林香織 ハヤシカオリ										1						1				翔太 ショウタ		1														1				1

								鬱・PTSD ウツ		秋田美穂子 アキタミホコ						1										1

																1		5		3		1				10						1		0		0		2		0		0		0		3		0		2		1

		期間 キカン		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

										名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		ひまわり		2013～		新潟市～ ニイガタシ				小黒 オグロ												1				1				娘 ムスメ		1														1						1

						生活保護・台湾 セイカツホゴタイワン				鈴木 スズキ										1						1				次男 ジナン		1														1				1

																														長男 チョウナン				1												1

						生活保護中国 セイカツホゴチュウゴク				鈴木幸子 スズキサチコ				1												1																								1

						職業訓練校 ショクギョウクンレンコウ				知念月子 チネンツキコ														1		1

						アゼルバイジャン				ダリダ																				娘 ムスメ								1								1						1

														1						1		1		1		4						2		1				1								4				2		2

		期間+A207:Z217		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

								病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女児 ジョジ

		アイリス		２０１０～２０１４						竹田 タケダ										1						1				たけし						1										1				1

																														ちえ				1												1						1

																														次女 ジジョ		1														1						1

										鈴木　愛 スズキアイ										1						1				碧 アオ								1								1						1

																														蒼 アオ		1														1				1

								鬱 ウツ		高野リナ タカノ												1				1				わこ		1														1						1

																				2		1				3						3		1		1		1								6				2		4

		期間+A207:Z217		日数 ニッスウ						入居者 ニュウキョシャ																				子ども情報 コジョウホウ

								病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		70代以上 ダイイジョウ		60代 ダイ		50代 ダイ		40代 ダイ		30代 ダイ		20代 ダイ		10代 ダイ		年齢 ネンレイ		病名 ビョウメイ		名前 ナマエ		０～２		3～6		低学年 テイガクネン		高学年 コウガクネン		中学生 チュウガクセイ		高校生 コウコウセイ		18歳以上 サイイジョウ		子・計 コケイ		年齢 ネンレイ		男児 オトコジ		女児 ジョジ

		キンモクセイ		２０１４～		北海道　生活保護 ホッカイドウセイカツホゴ				ゆうか														1		1				胎児 タイジ		1														1		1				1

						介護士 カイゴシ				岡崎 オカザキ										1						1				すなお				1												1		1				1

						生活保護 セイカツホゴ		鬱・PTSD ウツ		山田 ヤマダ										1						1				ｼｮｳｺﾞ						1										1		1		1

																				2				1		3						1		1		1										3		3		1		2

												2		17		11		32		44		7		4		117						23		27		14		22		8		5		4		103		0		40		63

																		単身５５ タンシン		53

				生活保護 セイカツホゴ		23

				婚費 コンピ		6

				年金 ネンキン		6

				貯金 チョキン		12

				パート・派遣 ハケン		64

				正職員 セイショクイン		4

				家族の援助 カゾクエンジョ		1

				職業訓練校 ショクギョウクンレンコウ		1

				夫の元へ戻る　 オットモトモド		2		加害者プログラム カガイシャ

								生保 セイホ

				鬱 ウツ

				適応障害 テキオウショウガイ

				鬱・整形外科 ウツセイケイゲカ

				鬱・PTSD ウツ

				統合失調 トウゴウシッチョウ

				鬱 ウツ

				PTSD・鬱 ウツ

				鬱 ウツ

				鬱PTSD ウツ

				鬱・PTSD。摂食障害 ウツセッショクショウガイ

				鬱・依存症 ウツイゾンショウ

				鬱・依存症 ウツイゾンショウ

				解離性障害 カイリセイショウガイ

				統合失調症 トウゴウシッチョウショウ

				タイ

				鬱 ウツ

				鬱 ウツ

				鬱・PTSD ウツ

				鬱・PTSD ウツ

				癌・鬱 ガンウツ

				鬱・PTSD ウツ

				PTSD

				鬱 ウツ

				鬱 ウツ

				鬱 ウツ

				フィリピン

				鬱 ウツ

				鬱・ ウツ

				鬱・PTSD･ﾘｳﾏﾁ ウツ

				鬱・PTSD･ﾘｳﾏﾁ ウツ

				鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ

				鬱・大腸ポリープ ウツダイチョウ

				鬱 ウツ

				鬱・PTSD ウツ

				統合失調症 トウゴウシッチョウショウ

				夫自死 オットジシ

				鬱 ウツ

				鬱・依存症 ウツイゾンショウ

				鬱・末期がん ウツマッキ

				病名 ビョウメイ

				鬱・PTSD ウツ

				鬱・摂食障害 ウツセッショクショウガイ

				鬱 ウツ

				鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ

				鬱・解離障害 ウツカイリショウガイ

				病名 ビョウメイ

				対人恐怖・鬱 タイジンキョウフウツ

				鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ

				鬱 ウツ

				鬱 ウツ

				統合失調症 トウゴウシッチョウショウ

				病名 ビョウメイ

				鬱・PTSD・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ

				病名 ビョウメイ

				統合失調症 トウゴウシッチョウショウ

				病名 ビョウメイ

				鬱・解離性障害 ウツカイリセイショウガイ

				双極性障害 ソウキョクセイショウガイ

				解離性障害 カイリセイショウガイ

				鬱 ウツ

				鬱・PTSD ウツ

				病名 ビョウメイ

				鬱 ウツ

				病名 ビョウメイ

				鬱・PTSD ウツ
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通院状況

（2014年現在）
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（2014年現在）
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 場所の守秘

 匿名での居住

 警察：捜索願不受理届

 行政：住民票を動かさないOr住民票の支援措置

 学校・保育園：匿名での通学通所可能

 裁判所：保護命令など

 弁護士：加害者との安全な連絡窓口

 携帯：安全なものを持つ

 健康保健センター（乳児など）との連携

 子ども家庭支援センター、婦人相談員との連携 など
↓

＊同行支援の必要性：WERCとの協働

「安全・安心の確保」
関係機関との連携
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ＤＶ被害者支援に関わる関係機関 ～こんなにたくさんの機関がＤＶ被害者を支えています～（案） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜保険年金課＞ 
・健康保険証交付 

・第三者行為による傷病の手続き 

・医療費通知の送付先変更 

・国民年金種別変更 

 
 

＜市民課・市民センター（支所）＞ 
・市民相談､法律相談の中での早期発見

と状況把握 

・住民基本台帳事務における支援措置 

＜市民税課・資産税課・収納課＞ 
・税証明の発行停止 

・課税台帳閲覧制限  に関する支援 

・市税の納付書発行   

＜選挙管理委員会事務局＞ 
・選挙人名簿閲覧制限 

＜保育所・幼稚園、学校、放課後児童会＞ 

・日常子どもと接する中での早期発見と状況把握 

・関係機関との連携による子どもの見守りと 
保護者への情報提供等の支援 

＜すこやか子育て支援センター 
 くれくれば、ひろひろば＞ 

・児童虐待及び配偶者暴力被害者への対応 

・児童虐待相談と女性相談の中での早期発見と 

状況把握  

＜母子生活支援施設＞ 
・母子の緊急一時保護 
・社会的自立に向けた支援 

＜学校安全課、青少年指導センター（青少年補導

員連絡協議会）＞ 
・相談、補導の中での早期発見と状況把握 

・・関係機関との連携による児童・生徒の見守りと 

保護者への情報提供等への支援 

＜人権センター＞ 
・人権相談、電話相談 
・相談による早期発見と情報把握 
・子育て支援課等庁内関係課等と

の連携と情報交換 

・市民や職員対象のＤＶ防止啓発

活動 

＜子育て支援課＞ 
・相談による早期発見と情報把握 

・被害者への面接、電話相談及び情報提供 
・被害者への緊急一時保護及び支援施設への入所 

・被害者への自立に向けた情報提供や支援 

＜健康増進課、東西保健センター＞ 
・精神科医や保健師によるこころの健康相談の 

中での早期発見と状況把握 

＜学校教育課＞ 
・就学・転入学手続き 

・就学奨励費手続き 

＜住宅課＞ 
・市営住宅入居の優遇措置 

＜国公立・私立病院＞ 
・診察、治療を通しての早期発見と状況把握 
・東西保健センター、広島県こども家庭センターへ  

通告及び相談 
・けがの程度により入院対応と経過観察 

＜消防局＞ 
・災害時等の救急活動を通しての早期発見と状況把握 

＜呉・広・音戸警察署＞ 
・住民基本台帳事務における支援措置申出の証明 

・警察官による被害の防止、早期発見と状況把握 

・接近禁止の連絡や被害者からの要望による支援 

・市民や関係機関からの通報を受けての対応 

 

＜広島県西部こども家庭センター＞ 
（児童相談所・配偶者暴力相談支援センター） 
・相談、カウンセリング、自立支援のための 

情報提供 

・一時保護 
・シェルターの利用に係る情報提供等連絡調整 

・住民基本台帳事務における支援措置申出の証明 

 

＜呉地方裁判所＞ 
・保護命令の発令 
・接近禁止命令（６か月間） 

・退去命令（２か月間）等 

＜生活福祉課＞ 
・生活保護法による支援（経済的支援） 

＜介護保険課＞ 
・住民登録地以外での介護保険被保険資格の取得 

・高齢者虐待の相談の中での早期発見と状況把握 

参考資料 

＜地域包括支援センター＞ 
・社会福祉士・保健師・介護支援専門員などの専門職員による高齢者虐待の相談 

・権利擁護業務（成年後見制度、高齢者虐待などに対する相談と支援） 

Ｄ Ｖ 被 害 者 と 家 族 

＜福祉保健課＞ 
・身体障害者と知的障害者に関する相談の中での 
早期発見と状況把握 

 

＜商工振興課＞ 
・ハローワークと連携して就業支援 ＜秘書広報課＞ 

・在住外国人の相談の中での早期発見と

状況把握 

＜人事課＞ 
・職員の二次加害防止研修 

＜上下水道局＞ 
・支払証明書等の発行に関する支援 

＜民生委員児童委員協議会＞ 
・民生委員児童委員による早期発見と状況把握、関係機関への連絡通報 
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ＤＶ被害者支援に関わる関係機関　～こんなにたくさんの機関がＤＶ被害者を支えています～（案）























































参考資料





＜住宅課＞


・市営住宅入居の優遇措置





＜選挙管理委員会事務局＞


・選挙人名簿閲覧制限





＜市民課・市民センター（支所）＞


・市民相談､法律相談の中での早期発見と状況把握


・住民基本台帳事務における支援措置





＜保険年金課＞


・健康保険証交付


・第三者行為による傷病の手続き


・医療費通知の送付先変更


・国民年金種別変更











＜市民税課・資産税課・収納課＞


・税証明の発行停止


・課税台帳閲覧制限　　に関する支援


・市税の納付書発行　　





＜上下水道局＞


・支払証明書等の発行に関する支援





＜商工振興課＞


・ハローワークと連携して就業支援





＜秘書広報課＞


・在住外国人の相談の中での早期発見と状況把握





＜学校教育課＞


・就学・転入学手続き


・就学奨励費手続き





＜母子生活支援施設＞


・母子の緊急一時保護


・社会的自立に向けた支援





＜学校安全課、青少年指導センター（青少年補導員連絡協議会）＞


・相談、補導の中での早期発見と状況把握


・・関係機関との連携による児童・生徒の見守りと


保護者への情報提供等への支援





＜国公立・私立病院＞


・診察、治療を通しての早期発見と状況把握


・東西保健センター、広島県こども家庭センターへ　


通告及び相談


・けがの程度により入院対応と経過観察





＜子育て支援課＞


・相談による早期発見と情報把握


・被害者への面接、電話相談及び情報提供


・被害者への緊急一時保護及び支援施設への入所


・被害者への自立に向けた情報提供や支援





＜消防局＞


・災害時等の救急活動を通しての早期発見と状況把握





Ｄ　Ｖ　被　害　者　と　家　族





＜すこやか子育て支援センター


 くれくれば、ひろひろば＞


・児童虐待及び配偶者暴力被害者への対応


・児童虐待相談と女性相談の中での早期発見と


状況把握　





＜呉・広・音戸警察署＞


・住民基本台帳事務における支援措置申出の証明


・警察官による被害の防止、早期発見と状況把握


・接近禁止の連絡や被害者からの要望による支援


・市民や関係機関からの通報を受けての対応








＜保育所・幼稚園、学校、放課後児童会＞


・日常子どもと接する中での早期発見と状況把握


・関係機関との連携による子どもの見守りと


保護者への情報提供等の支援





＜呉地方裁判所＞


・保護命令の発令


・接近禁止命令（６か月間）


・退去命令（２か月間）等





＜介護保険課＞


・住民登録地以外での介護保険被保険資格の取得


・高齢者虐待の相談の中での早期発見と状況把握





＜人事課＞


・職員の二次加害防止研修





＜人権センター＞


・人権相談、電話相談


・相談による早期発見と情報把握


・子育て支援課等庁内関係課等との連携と情報交換


・市民や職員対象のＤＶ防止啓発活動





＜福祉保健課＞


・身体障害者と知的障害者に関する相談の中での


早期発見と状況把握








＜広島県西部こども家庭センター＞


（児童相談所・配偶者暴力相談支援センター）


・相談、カウンセリング、自立支援のための


情報提供


・一時保護


・シェルターの利用に係る情報提供等連絡調整


・住民基本台帳事務における支援措置申出の証明








＜地域包括支援センター＞


・社会福祉士・保健師・介護支援専門員などの専門職員による高齢者虐待の相談


・権利擁護業務（成年後見制度、高齢者虐待などに対する相談と支援）





＜健康増進課、東西保健センター＞


・精神科医や保健師によるこころの健康相談の


中での早期発見と状況把握





＜生活福祉課＞


・生活保護法による支援（経済的支援）





＜民生委員児童委員協議会＞


・民生委員児童委員による早期発見と状況把握、関係機関への連絡通報










 衣食住の確保：

住むために保証人はいらない

住居費の軽減

フードバンクとの共働（米・食材の確保）

 職場：ステップハウスから仕事に出かけることができる

 学校・保育園：ステップハウスから通学できる

 通院：ステップハウスから通院できる

 支援につながる：グループへの参加、同行支援など

＊調停・裁判の間の安全な居場所（親権をとりたい）

＊「アリス基金」：アパート入居、子どもの学費などの
無利子貸付金

民間シェルター/ステップハウスでできること
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Saya-Sayaの提供するプログラム①

 地域の中で（DV予防・情報提供として）
・女性相談（電話・カウンセリング・セラピー）通年
・思春期・子ども

ライン相談 （通年）
子どものセラピー （通年）
居場所・学習支援・食事提供（てらこやミモザ）

週一回＋月二回

・地域の学校・公民館などへ
チェンジプログラム（デートDV・スマホ依存など）

・地域の市民・支援者へ

各種DV防止講座・支援者養成講座

・早期発見として

子育て交流サロン

ホームスタートなど家庭訪問型事業＊
21



Saya-Sayaの提供するプログラム②

 DVから離れた後に

・シェルター/ステップハウス

・女性相談（電話・カウンセリング・セラピー）通年

・女性の自立支援プログラム燦＜SUN＞

・母と子どもの同時並行心理教育プログラムびーらぶ＜Beloved＞

・キャリアワークショップ＜企業協力＞

・カフェ・ミモザ＜就労支援として＞

・食料品・衣類提供＜企業・フードバンク・社会福祉協議会などとの協力＞

・同行支援

・びーらぶフォローアッププログラム

・DV被害者支援養成講座・びーらぶインストラクター養成講座など

・クリスマス会（フォローアップ・新たな情報提供・仲間とのつながり）
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Saya-Sayaの提供するプログラム③

 子ども・思春期向け
・ライン相談 通年
・子どものセラピー 通年
・てらこやミモザ（居場所・学習支援・食事提供） 週一回＋月
二回

・母と子どものワークショップ （宿泊型二泊三日・年一回）
・思春期ワークショップ（宿泊型年二回）

・おでかけプロジェクト（企業協力）

・スポーツメンタリング（NPO協力）

・ジュニア・アチーブメント（企業協力）キッズ・ファイナンス研修

・キャリアデー：キッズ向けジョブ体験ワーク（企業協力）

 家庭訪問型子育て支援事業「ポコ・ア・ポコ」
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DV被害女性自立支援プロジェクト
燦（sun）の目的

DV等の暴力被害にあった女性たちが本来持っていた力
（自尊心）を回復し燦々と輝く太陽のように自分の道を
歩むためのプロジェクト
★DVは、女性と子どもへのマインドコントロール

解くのには時間がかかる

＜ステップ１＞ 気づく・安全安心を得る

＜ステップ２＞ 心身を癒やす

＜ステップ３＞ 自分にできることを探そう

＜ステップ４＞ 社会参加しながらメンテナンスしよう

★リーフレット参照
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・家は出られたけどこの後、ど
うやって生活すればいの・・・・

・生活保護申請って１人で行け
るかな・・・

・調停ってどうなんだろう・・・

私の味方になってくれの・・・

・家を出てから子どもたちが急
に反抗的になっている

・毎日大きな声を出す自分が
いやになる
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・疲れているけど、少しだけがんばってプログラ

ム受けようかな・・・

・朝起きても、いつもだったら寝てしまう

・気功で覚えた呼吸と体を動かして自分の体
に聞いてみよう

・暴力って殴るだけではなかったんだ

私がされたことも暴力だったんだ

・こんなことになっているのは自分だけだと
思っていた

・ほかの参加者の声を聞く事も私のチカラになる

・声を出すこと、手を動かすとなんだか夢中になっ
ている自分に気がつく

26



＜ステップ３＞自分にできることを
探そう

・就労支援講座などに参加

・対人関係研修講座

・就労練習やボランティア活動などパート労働

・支援者養成講座などへの参加

・資格取得講座への参加
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＜ステップ４＞
SST・実践編・メンテナンスグループなど

SST:ソーシャルスキルトレーニング

・社会参加をする中で、困難に感じ始
めた気持ちをはき出しながら、

どのように対処すればよいかのスキ
ルを学ぶ

メンテナンス

自分の心と身体の声を聞いて解決方
法を見つけ出す

・疲れた心や身体をメンテナンスする
具体的な手当、運動法をまなぶ
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 私らしく生きることでいいんだ

 人と比べることはしなくていいんだ

 困ったときは助けてもらう

 人が困っていたら私も助けてあげ
たい

 私の経験を活かすことだってできる

 幸せを感じることの大切さ

 自分を大切にしていいんだ
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燦プログラムより紹介
「喪失から再生」へ ～私の失ったもの～①

・仲の良かった親友、友人
・私の家族･同胞(きょうだい)
・長男（夫の元にいる）
・夫がいる家庭・子どもの父親・パートナー
・人間関係・美容院・主治医・
・地域・住み慣れた環境・庭のある家
・子どもの居場所（転校、転園）
・昔の写真やビデオ
・子どもの写真、アルバム
・大好きな洋服・アクセサリー
・ペット・・・などなど
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・自由な日々・自分で考え、選べること

・好きなことをしていい・安心感

・子どもとの時間 ・子どもの笑顔

・子どもと向き合えるようになった

・子どものストレスが減った

・みんなの笑顔・安心できる暮らし

・安全な家 ・安心できる夜の過ごし方

・暴力のない生活

・家が落ち着く場所になった

・自分の性格

（自分の本当の気持ち、忘れかけていた心を思い出すことができた）

「喪失から再生」へ
～私の得たもの～①
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・自分で考え、それを指図されない

・自分で決断すること・決断する力

・自分で決断せざるを得ない環境

・自分の意見を表に出せること

・自分のことを出来ることはやってみようとする子ども達
の意思

・頑張らなくても良い場所

「喪失から再生」へ
～私の得たもの～②
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・新たな目標、仕事 ・働くこと

・新たな子どもの居場所

・新たな友人

・DVの新たな知識

・子どもに暴力はいけないことを教えることができた

・お金 ・自由なお金

・生活の豊かさ ・ゆとりのある生活

・まともに食べられる生活

・3食とれるようになった

・開かれた窓

「喪失から再生」へ
～私の得たもの～③
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私の再生のものがたり①
私はかごの中の鳥だった。
鳥かごには、監視カメラがついていて
私には自由はなかった

ある時、すきを見て、勇気を出して
鳥かごから出た

でも、私は長い間
言われるままにしていたので
自分がわからなかった

仲間に出会って、プログラムに参加して
やっと、私は自分の色がわかってきた

今、私は、強い羽根で
↓ 太陽へ向かって飛んでいく
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再生の物語②

私は、暗い土の中しかわからない、孤独なもぐらだった。
ある時、外の世界があることを知った。
仲間の呼び声で、勇気を出して外の世界へ出てみた。
そこにはたくさんの仲間がいて私を迎えてくれた
今は、光のある世界で仲間たちとしあわせにくらしている

35



私の再生のものがたり ③

私は、小さい時から、親からも、友達からも夫からもいじめにあってきました。
たくさんの矢が刺さってもう動けなくなりました。
仲間たちが傷の手当をしてくれて、私は少しづつ元気になってきました。
本当の私は、みにくいアヒルではなくて、鳳凰だったのです！
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私は、捨て猫でした。
ご主人に拾われて
家と餌はもらえるようになりました
でも、そのご主人は、気に入らないことがあると
暴力を振るって、私をいじめました。
ある時、私はもう餌をもらうのではなくて
自分で餌をとろうと思いやってみました
自分でとるのはたいへんだったけど、
だんだん上手になって、家を出て、仲間たちと
くらすようになりました。
餌がたくさんとれるようになったので、仲間たちにも
分けてあげられるようになり、幸せに暮らしました
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 調停・裁判終了後、離婚成立・親権確保の後
あたらに、住みたい地域にアパートを借りる

 公設住宅に移転できる

 母子生活支援施設への入居

 仕事のステップアップ→正職員へ

 地域社会での居場所つくり

 仲間の情報と、応援

 民間支援につながり続ける

 自分の体験を生かして、支援者となる【母も子どもも】

＊アリス基金：無利子での貸付制度（女性の資格取得・子どもの学
費・アパートへの転居資金など）

新たな一歩へ
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