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社会的養護の当事者グループ全国ネットワーク こどもっと

「こどもっと」は社会的養護の当事者グループ全国ネットワークで、児童養護施設
や里親家庭で暮らしたことのある人たちが中心になって活動するグループが結成し
た、当事者を応援する全国的な団体です。２０１０年３月から準備をはじめ、４月に発
足。以後、月に一度程度の定例会を開き情報交換をしながら具体的な活動につい
て話し合っています。

☆「こどもっと」の目指すもの

全国の社会的養護の当事者グループの連携をとおして、当事者が元気になり、

・それぞれのグループの活動をさらに活性化させる。

・他のグループの活動への理解を深め、助け合う。

・当事者にとって望ましい援助、制度を考え、多くの人に知ってもらう。

☆「こどもっと」参加グループ

レインボーズ（事務局 ひだまり）鳥取

朝日新聞厚生文化事業団事務局

社会的養護の当事者推進団体 なごやかサポートみらい名古屋

社会的養護の当事者参加民間グループ こもれび千 葉

社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ東 京

社会的養護の当事者自助グループ だいじ家栃 木
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朝日新聞厚生文化事業団事務局

社会的養護の当事者推進団体 なごやかサポートみらい名古屋

社会的養護の当事者参加民間グループ こもれび千 葉

社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ東 京

社会的養護の当事者自助グループ だいじ家栃 木
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ピア・キャンプ ２０１１
「こどもっと」が「高校生と当事者スタッフが全国の仲間と出会い、富士山のふもとで

いっしょに楽しみ、自信や希望をたくわえ、心がもっと元気になること」を目指し、２０１
０年９月２３日～２５日に、静岡県・朝霧野外活動センターでピア・キャンプを開催しま
した。
２回目の今回は栃木、千葉、東京、岐阜、愛媛、鳥取から高校生２０人が参加。施

設生活を経験したことのあるスタッフなどと、サイクリングや野外炊事、キャンプファ
イアーなどをとおして交流をしました。



プログラム

１日目（９月 23 日）

時間

12：30 新富士駅到着・集合

12：45 新富士駅出発（バス）

13：45 朝霧野外活動センター到着

14：00 開村式（B サイト）

1５：00 グループでの自己紹介など

15：30 フォトオリエンテーション

1７：00 調理・夕食

19：00 交流タイム

20：30 シャワー

2２：00 各テントへ・就寝

２日目（９月 24 日）

時間

6：00 起床

6：20 朝の集い

6：30 調理・朝食

7：45 グループ活動

12：00 昼食

17：30 調理・夕食

19：00 キャンプファイアー

20：00 シャワー

22：00 各テントへ・就寝

３日目（９月２5 日）

時間

6：30 起床・荷物整理

7：45 朝の集い

8：00 調理・朝食

8：40 各テントの片付け

9：00 グループ新聞作り

11：15 昼食

12：00 閉村式・写真撮影

13：15 バス出発

14：20 新富士駅着・解散



グループ 名前 性別 所属 ﾃﾝﾄ 名前 所属 ﾃﾝﾄ

O.M 女 栃木 1 町田信幸 東京 8

T.M 女 愛媛 1 塩尻真由美 栃木 1

I.H 男 東京 8

N.T 男 鳥取 8

S.T 男 岐阜 8

S.K 女 栃木 2 太田垣茂 鳥取 9

F.A 女 千葉 2 町田昌美 東京 2

F.Y 男 東京 9

K..Y 男 鳥取 9

H.T 男 栃木 9

O.A 男 栃木 10 瀬戸根隆 鳥取 10

S.T 男 東京 10 永野 咲 東京 3

T.K 男 岐阜 10

Y.K 男 東京 11

N.S 男 愛媛 11

T.Y 女 栃木 3 佐野 優 千葉 3

T.H 女 東京 3 吉田大地 東京 7

K.E 男 東京 7 山口洋太 大阪 11

S.M 男 鳥取 7

A..T 男 栃木 7

浅井梨沙 名古屋 2

宇賀神翔太 栃木 11

木原道雄 愛媛 12

原島ひとみ 東京 1

大川恵子 千葉（保育士） 4

大朝さやか 東京（看護師） 4

田中陽子 東京（記者） 4

福田年之 東京（朝日） 12

清水真一 名古屋 6

中村宣人 東京（朝日） 12

太田正義 静岡県キャンプ協会

高校生

ＦＳ（フリースタッフ）
プログラムがスムーズに運営されるように準備をするス
タッフ

ＣＤ（キャンプディレクター）キャンプ全体の責任者

ＣＯ（ｶｳﾝｾﾗｰ）

ＭＤ（マネージメントディレクター）フリースタッフのリーダー

ＣＡ（キャンプアドバイザー）

①

②

③

④

ＰＤ（プログラムディレクター）プログラム運営の責任者

参加した高校生とスタッフの役割



スマイル（１班）のピア・キャンプ

★１日目
一班の高校生とはじめて会ったときは、緊張

のせいか、みんな大人しいなという印象でした。

フォトオリエンテーションで偵察に行ったムー
ドメーカー“まっち”がなかなか帰ってこなくて、
林の中みんなで待っていました（笑）

おかげでちょっと仲良くなれたかな？？

★２日目
青木ヶ原樹海にハイキングに行きました。

小学生の遠足のコースだと聞いていたので、
軽～い気持ちで挑んだら結構大変でした☆

でも、頂上で食べたおにぎりは最高においし
かったです(*^_^*)

風穴の中はひんやりしていて幻想的でし
た！！

キャンプファイヤーでは、ご当地クイズをやり
ました(^o^)♪♪

★３日目
笑顔新聞を作りました。

あっという間の３日間でしたが、たくさんの思
い出ができました！！

いろんな地域に友達もできました(^^)/

みんなとこれからもず～っと繋がっていきた
いです☆ ◆高校生の感想

• みんなで作ったご飯はおいしかった。

• 来年はスタッフとして行ってみたい。

• みんなで作ったカレーがものすごくおい
しかった。

• 山登り、２時間も登るのは大変だったけ
ど、景色がすっごいきれいだった。

• 山、最高----------!!!!

• 将来は当事者活動に参加したい。絶対
に楽しいし、自分のためにもなると思う。





スマイリーズ（２班）のピア・キャンプ

★１日目
２班のメンバーと集まった時、明るい子や控えめ

な子などみんな個性豊かだなと感じました。

この日行った野外炊飯では、個性豊かなメンバー
はマイペースながらも、みんなで協力し、団結する
ことができました。

★２日目
この日はグループ活動でハイキングに行きました。

牧場見学をしたり、アイスクリームを食べたりしな
がらのハイキングでは、自分の住んでいる施設の
ことなど、歩きながらいろいろな話をしました。

キャンプファイアーでの出し物は、みんな恥ずか
しがりながらもがんばり、練習の成果を発揮でき、
思い出に残るものになりました。

★３日目
このころには友情が芽生え、みんな、別れがさみ

しくなりました。

本当にあっという間に３日間が終わってしまいま
した。

またみんなに会いたい！と感じ、すばらしい仲間
に出会えたことにピア・キャンプの素晴らしさと必要
性を実感しました。

◆高校生の感想

• （施設を退所したら）こもれびに絶対入って、おゆ
う（こもれび代表）と一緒にみんなの行きぬきでき
る場所、弱音をはいたり、ぐちったりできる場所を
作りたい。

• プラネタリウムを見れたことが楽しかった。

• 将来は当事者活動に参加し、今回みたいな楽し
いことを他の人と経験してみたい。

• みんなで協力しながらカレー作りなどをして、ただ
一緒に作るんじゃなくて、わいわいしながらつくっ
たので楽しかったです。

• みんな明るくて前向きで、親しみやすかった!!

• グループ活動も楽しかったし、キャンプファイアー
も楽しかった。





一班の感想

ドンキホーテ（3班）のピア・キャンプ

★１日目
唯一のメンズ班の3班。自己紹介から、彼女の話、数十個に

及ぶあだ名の話…と、和やかな雰囲気でした！

フォトオリエンテーリング。リーダーの“せとっち”を頼りにぐん
ぐん進みましたが…不正解！！

気を取り直してバーベキュー。薪割りや調理を分担して、サク
サクと完成！ごはんの炊きあがりは１２０点！

★ ２日目

人穴、陣馬の滝を回るサイクリングに出発！道に迷いながら
も、滝へ到着。湧水は冷たくておいしかった！帰り道、また迷う。
山中にて同じサークルＫに2度到着してしまう。ごめんね…。

どうにかキャンプ場に戻ったと思えば、元気にキャンプファイ
アーの出し物の練習を始めたメンズたち。なんたるエネルギー
…。

◆高校生の感想

• 自分たちでごはんを作り、ごはんのありがたさが分かりました（笑）

• 施設などで暮らしてきた分、みんな良く考えていて、一生懸命頑張っていると思いました。人それぞれ経験
してきたことは違うけれど、話があったし、気持ちが通じ合えた気がしました。

• サイクリングはきつかったけど、みんなとの交流を深められた。

• 将来は当事者活動に参加し、全国の仲間と仲良くなりたい。

• いろいろな人たちの話を聞いて、勇気をたくさんもらいました。

• 全国のみんな、大好きですー!!!

• いつもは学園の先生が作っているものを食べていたけれど、野外炊事は自分たちでつくったので楽しかっ
た。

• 班のみんなで将来などについて話し合えたことが楽しかった。

• 自分が知らないことや自分の場所では当たり前にできていることが他の施設などではできないことがある
と分かった。

• 将来は、自分みたいにに社会的養護で暮らしている人たちが一般の家庭となんらかわりのない生活がで
きるよう支援するために、当事者活動に参加したい。

夜はカレー。野菜の多さと湿気を帯びた薪に悪戦苦
闘しながら、どうにか完成！見事おいしいカレーになり、
完食！！

そして、練りに練ったキャンプファイアー。ＫＡＲＡを
踊ったり、ギターを弾きながら歌ったり、頑張りました♪

★ ３日目

バタバタと片付け。ススだらけの鍋をこれでもかー！と
ピカピカになるまで磨く！

新聞づくりでは顔を寄せ合い、賑やかで楽しいものが
できました。

閉村式では、立候補した２人が堂々と感想を発表して
くれ、有終の美を飾りました！





Snu Sun48（４班）のピア・キャンプ

★1日目～ウォークラリーで事件？！～

みんな、なかなかの緊張ぶり。ドキドキ・・・

でもウォークラリーでヒントがヒントでなくなる
というアクシデントにみまわれ、一気に笑い声
が☆チーム名もご飯作りも、みんなニコニコで
先行き楽しみ♪

★２日目～達成感と夢～
朝早い男子チームがご飯の火おこしをしてて

くれた！なんて素敵な男子たち☆２日目は山
登り！想定外に山がキツイ。汗 でも、まさか
の山ガールみっけ！早い・早いッ。可愛い笑い
声も聞こえ、頂上についたらみんな達成感で、
ハイ・チーズ！！

夜ご飯の時には、みんなで夢や自分のことを
語った。応援したいと想う。＊そして、君は君の
ままでいいんだよ。

★３日目～あっという間だったね～
新聞作りをしながら、みんなで腕に思い出を

書きました☆★

最高だったね、みんなありがとう！

本当にありがとう！！

出会えてよかった。

◆高校生の感想

• みんなで料理を作って団結することができ、
一気に距離が縮まりよかった。

• 勉強になった。色々な施設の話をきいて自分
の施設との違いが分かった。

• みんなと楽しく野外炊事することで、お互い
のことを知る機会ができた。

• サイクリングは個人的にとても楽しく、またし
たいと思いました。

• もっとこういう機会を増やすべきだと思う。

• いろいろな人に児童養護施設のことについて
知ってもらいたいので、当事者活動に参加し
てみたい。

• 自分は将来、福祉の世界をどんどん変えて
いきたいと思っています。その過程で児童養
護施設の職員になりたいと思っています。な
ので、今のうちに色々な知識を得ておきたい
と思っています。





ピアキャンプを終えて

代表 清水真一

こどもっとが発足して２回目のピアキャンプを開催しました。今年のピアキャンプは各地域から２０名の
高校生にご参加頂きました。愛媛県や岐阜県と、昨年は参加のなかった地域からも高校生に参加して
頂けたこと大変嬉しく思います。また、昨年参加してくれた高校生が今年はスタッフとして戻ってきてくれ
たことは良かったです。このようなことが今後も続いて欲しいと期待をしています。

今年から、こどもっとの中で「ピアキャンプ実行委員会」を新しく設けて、委員会の中でピアキャンプの
内容を議論して運営してきました。内容についてはまだ不足なところもあるかと思いますが、回数を重
ねることによって良いものになればと思います。是非ともご意見を頂き今後のピアキャンプの内容に取
り入れていきたいと考えています。また、来年度以降についてもピアキャンプ実行委員会を中心に計画
から事業実施に向けて行っていきたいと考えおります。

こどもっとは各地域の当事者グループのネットワーク組織です。みんなで協力し合いながら社会的養
護の元で生活している子どもさんへの支援活動や施設等退所後のアフターケアについても積極的に
行っていきたいと思っています。

今後、ピアキャンプに参加する高校生とスタッフが更に増え、全国のたくさんの仲間が集まってピア
キャンプが開催出来ることを楽しみにしています。



【こどもっとのグループ紹介】
★だいじ家（栃木・退所児童等アフターケア事業）
代表 塩尻真由美
気軽に集まれる場所（サロン）作り、就業・生活・交友関係に関する相談

支援食事作り・趣味やスポーツなどのレクレーション活動の企画・運営、
各児童養護施設のOB・OG会の組織作りのお手伝い、児童養護施設の

生活改善に向けての意見を集め、マニュアル作りを行っています。「だい
じけ」は栃木弁で「大丈夫？」を意味します。だいじ家では、子ども達がい
つでも来れる家を目指します。
・栃木県宇都宮市宿郷２－６－１８コーポみはと１０２号室
・ＴＥＬ（０２８）６８０－４６８６

★こもれび（千葉）
代表 佐野 優
当会では、人とのつながりや、出会い、『想い』を大切にしながら、代表

のゆーこと佐野優のやりたいことをやりたいように、枠にとらわれず活動し
ているグループです。
・千葉県松戸市新松戸北１－１２－６ 新松戸総合事務所内
・ＴＥＬ（０４７）３４５－６０３９

★ＮＰＯ法人日向ぼっこ（東京・退所児童等アフターケア事業）
理事長・当事者相談員 渡井 さゆり

2006年３月に児童養護施設で生活していた人を中心に４人で結成し勉
強会を重ね、2007年４月に社会的養護の下で生活した人が気軽に集ま

れるサロンを開設しました。
社会的養護の下で生活していた人たちの孤立防止やエンパワメントと、

社会的養護の下で生活していた当事者の方々の声を集め援助者の
方々・行政の方々・市民の方々に発信していく取り組みをしています。
・〒113-0034 東京都文京区湯島２-１２-２ 瑞穂ビル302

・ＴＥＬ／ＦＡＸ（０３）５６８４－０９７７

★なごやかサポートみらい（愛知）
代表 関戸敏夫
施設や里親家庭で育た人たちや現在生活している子どもたちが明るく、

幸せな「みらい」を過ごせるように、今できることをみんなで楽しく、なごや
かな雰囲気の中でやっていけたらと願っています。

2008年9月に発足。当事者や現場で奮闘されている方々の話を聴きな

がら、未来の社会的養護を考える集会や社会的養護に関する講演会、施
設や里親家庭で暮らしている子どもたちへ進路や自立ついて話す訪問事
業などを行っています。
・名古屋市北区西志賀町5-13-1
・TEL(０５２)９１１-８５２３

★レインボーズ（鳥取）
代表 池田征人
様々な活動を通じて、お互いが刺激し合う仲間作りに繋がって行く事を

目指しています。
主な活動として、施設訪問や施設行事への参加、月に一度の誕生者を

祝う食事会、野球、サッカー、キャンプなどのスポーツやレジャー、施設児
童へＯＢＯＧの社会体験談、仲間として、それぞれが個人的に後輩達の
相談相手や励まし、その他イベント参加や活動などです。
・鳥取県鳥取市吉方温泉１丁目２１２ひだまり内
・ＴＥＬ（０８５７）２７－７８６７



社会的養護の当事者グループ全国ネットワーク
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