
主   催：子どもＮＰＯセンター福岡、子どもにやさしいまちづくりネットワーク   

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、福岡市里親会 

福岡市乳児院児童養護施設協議会、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１６回市民フォーラム 
     

「子どもの貧困と子どもの権利」 
 

～子どもたちの未来が奪われないために 

今、私たちにできること～ 
 

 

 

 
    

日  時：2017 年 12 月 10 日（日）10:00～17:00 
＊開場は３０分前です 

 

会  場：福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ） 
（福岡市中央区荒戸３丁目３番３９号） 

 

資料代：１,０００円（学生無料） 
 
 

プ ロ グ ラ ム 
 
 

▶10:00～10:10 オープニング 
 

▶10:00～11:10 第１部 基調講演「子どもたちの未来が奪われないために」 

講師：小河 光治さん 

（子どもの貧困対策センター公益財団法人あすのば 代表理事） 
 

▶11:15～13:00 第２部 シンポジウム「子どもの貧困～今、私たちにできることは？～」 
 

▶14:00～17:00 第３部 ワークショップ「今、私たちにできること」＆ 交流会 

＊参加団体のパネル、紹介資料を展示 

 

 

 

 

 



 

「子どもの貧困と子どもの権利」 

～子どもたちの未来が奪われないために 今、私たちにできること～ 
 
 

「子どもにやさしいまちづくり」は、ユニセフが「子どもの権利条約の自治体レベルでの実現」をめざして、世

界中に展開している運動です。私たちは、これに賛同する人や団体とともにネットワークをつくり、私たちのまち

が、子どもにやさしいまちになることをめざして、集い、学び、交流し、協力し合ってきました。2003年から毎

年開催して 16回目となる「市民フォーラム」。今年のテーマは「子どもの貧困と子どもの権利」です。 

日本の子どもの貧困率は今、OECD 加盟国の中で最悪の水準にあるといわれています。国や自治体においても

「子どもの貧困対策」がようやく進みはじめていますが、生活の困難やさまざまな格差に苦しむ子どもたちに対し

て、必要とされる支援の手が充分届いているとはいえず、解決策の糸口も見えない現状があります。この事態に対

して、市民のなかでも関心が高いとはいえません。 

フォーラムでは、子どもの権利の観点から「子どもの貧困」の現状とその深刻さを共有するとともに、この問題

に取り組むさまざまな体験を聞き、市民として何ができるかを考え合います。 

 
講師：小河 光治（おがわ・こうじ）さん 
（子どもの貧困対策センター「一般財団法人あすのば」代表理事） 

 

小河さんが代表を務める「公益財団法人あすのば」は、当事者である若者たち

も理事として参加し「調査提言」「中間支援」「直接支援」を事業の３本柱に置き

「子どもがセンター（ど真ん中）」を合言葉に、子どもたちの声や想いを社会へ発

信しています。基調講演では、現在進行中の「子どもの貧困対策 全国47都道府

県キャラバン」の活動から、子どもの声とともに、全国的な自治体の先進事例な

どを紹介していただき、次のシンポジウムにつなげていきたいと思います。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

◆◇◆ プ ロ グ ラ ム ◆◇◆ 
  

10:00～11:10   オープニング・基調講演  

 

◆ オープニング：主催者挨拶 
 

 
◆ 基調講演：「子どもたちの未来が奪われないために」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■小河 光治さん プロフィール■ 

1965 年、愛知県小牧市生まれ。自らも交通遺児として交通遺児育英会と日本育英会の奨学金で進学。明治大学卒業後、あしなが育英会に専従。

神戸レインボーハウス館長、奨学課長、調査担当、子どもの貧困担当などを歴任後退職。 

2015年 子どもの貧困対策センター「一般財団法人あすのば」を設立、代表理事に就任。2016年４月「公益財団法人あすのば」に移行。 

内閣府「子どもの貧困対策に関する検討会」構成員（2014年）、内閣府「休眠預金等活用審議会」専門委員（2017年～）、文部科学省「高校生等

への修学支援に関する協力者会議」委員（2017年～）。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

シンポジウム「子どもの貧困 
～今、私たちにできることは？～」 

 
 

「子どもの貧困」は少しずつ知られてきました。しかし現実に、必要な食事を得られず飢え、格差に傷つき、 

苦しんでいる子どもたちが、身近なところにどれだけいるか、実感している人はまだ多くないのではないでしょうか？ 

 シンポジウムでは、さまざまな現場でこの問題に取り組んでいる方々に聞き、子どもたちの現実を知る 

とともに、今、私たちに何ができるか、その手がかりを考え合います。 
 
 

●コーディネーター：大西 良さん（筑紫女学園大学 准教授） 

・・・学生たちと「子ども食堂」の運営など、子どもの貧困問題に積極的に関わる 

●コメンテーター：小河 光治さん（基調講演に引き続き登壇をお願いする） 

●パ ネ ラ ー： 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:00～17:00    ワークショップ「今、私たちにできること」 
＆ 交流会 

 
 

◆ ワークショップ  ～ 出会い かたり つながる ～  
シンポジウムを受けて、感じたことを交流し、私たちとして、何をなすべきか？についてグループごとに

話し合います。その結果を全体に発表し、引き続き行う全体交流会へつなげます。 
 
   

◆ 全体交流会  
各グループで出された意見をパネル展示し、それを切り口にフォーラムの１日を振り返り参加者全体で 

名刺交換などをしながら、楽しく交流する時間です。 

 

14:00～17:00 

登壇者 

梶谷 優子さん（福岡市教育委員会スクールソーシャルコーディネーター） 

・・・学校の現場で見る子どもの現状についてスクールソーシャルワーカーの立場から 

小林 さやかさん（ＮＨＫ福岡放送局 ニュース記者） 

・・・「口腔崩壊」を切り口として「子どもの貧困」をテーマにした番組を制作・放送 

若もの（貧困問題に取り組む学生） 

・・・大人たちとも連携して「子どもの貧困」の実態を社会にアピールしている 

田口 吾郎さん（ＮＰＯ法人いるかねっと代表） 

・・・地域に支えられて、学習支援や子どもの居場所づくりに取り組んでいる 

13:00～13:55 昼食休憩・会場移動 

11:15～13:00 



 

 

 

 

 

［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 SOS子どもの村JAPAN） 

［事務局長] 大谷  順子 （NPO法人 子どもNPOセンター福岡・NPO法人 SOS子どもの村JAPAN） 

［個人］  朝日  響  （子どもの権利条約＠ふくおか） 

安達 和美  （学校事故事件を語る会九州） 

安孫子 健輔（NPO法人 そだちの樹、弁護士、社会福祉士） 

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 SOS子どもの村JAPAN） 

石﨑 杏理  （FRENS（Fukuoka Rainbow Educational NetworkS）） 

糸長 紀子  （みんなの居場所“ぽあんの樹”） 

今倉 麗子  （福岡市西区こども育成調査アドバイザー）   

岩本  健  （福岡市里親会） 

上野 直美  （福岡市城南区こども育成調査アドバイザー） 

大戸 はるみ（NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡） 

大西  良   （筑紫女学園大学） 

緒方 淳一  （音楽家・プランニングOGATA） 

岡本 茂樹  （ふくおか子どもの医療を守る会） 

小口 純子  （NPO法人 古賀新宮子ども劇場） 

甲斐田 修 （宗像市子ども相談センター） 

蒲池 好登  （NPO法人 子どもNPOセンター福岡） 

上村 一隆  （NPO法人 箱崎自由学舎ESPERANZA） 

河本 富美子（不登校サポートネット・ひまわりの会） 

窪田 広信  （NPO法人 スマイリーフラワーズ） 

小坂 昌司  （NPO法人 そだちの樹、弁護士） 

児玉 麻紀  （NPO法人 福間津屋崎子ども劇場） 

小林 高明  （NPO法人 チャイルドライン「もしもしキモチ」） 

小宮 孝介  （NPO法人 子どもNPOセンター福岡） 

佐伯 美保  （環境ネットワーク「虹」、NPO法人 プレーパークふくつ） 

重永 侑紀  （NPO法人 にじいろＣＡＰ） 

島﨑  弘子 （福岡市こども未来局青少年健全育成課 こども・若者育成支援員） 

杉浦 しのぶ（えがおの会） 

田川  良乃 （福岡市博多区こども育成調査アドバイザー） 

田口  吾郎 （NPO法人 いるかねっと） 

武本 久美子（福岡子どもにやさしいまち子どもの権利研究会） 

長阿彌 幹生（教育文化研究所） 

豊田 了一 （子どもの権利条約＠ふくおか） 

中島 浪子 （福岡市里親会） 

永田  充  （NPO法人 まちづくりLAB） 

中山 早由利（ＮＰＯ法人 古賀新宮子ども劇場） 

花田 健司  （福岡市東箱崎公民館） 

原田 良一  （東箱崎子ども会育成連合会、東箱崎くすくす広場） 

半田 冨江  （みんなの居場所“ぽあんの樹”） 

松浦 恭子  （NPO法人 ふくおか・こどもの虐待防止センター、弁護士） 

水口 和子  （テレジンを語りつぐ会） 

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  （NPO法人 子どもNPOセンター福岡） 

山下 美鈴  （留守家庭子ども会） 

雪田 千春  （NPO法人 食育推進ネットワーク福岡） 

吉谷 順子  （ふくおか教育を考える会協議会） 

吉田 哲也 （宗像市 子ども育成課） 

吉田 まりえ（九州暮らし創造研究所） 

和田 貴美子（福岡市南区こども育成調査アドバイザー、NPO法人 子どもとメディア） 

 

［団体］  NPO法人 子どもNPOセンター福岡、NPO法人 SOS子どもの村JAPAN 

NPO法人 チャイルドライン「もしもしキモチ」、NPO法人 にじいろＣＡＰ 

NPO法人 箱崎自由学舎ESPERANZA、NPO法人 古賀新宮子ども劇場         

NPO法人 福間津屋崎子ども劇場、NPO法人 子どもとメディア 

NPO法人 ふくおか・こどもの虐待防止センター、NPO法人 そだちの樹  

NPO法人 プレーパークふくつ、NPO法人 まちづくりLAB 

環境ネットワーク「虹」、教育文化研究所、不登校サポートネット、福岡市里親会 

福岡市乳児院児童養護施設協議会、ふくおか教育を考える会協議会、 

ふくおか子どもの医療を守る会、みーちゃんとまもるくん 

ワーカーズコープふくおか事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お申し込み・お問い合わせ● 
 
＜市民フォーラムお申し込み方法＞ 

申込用紙(別紙)を下記ＦＡＸまでお送りください。 

ホームページの申し込みフォーム、またはメールでも 

お申し込み頂けます。 

※ＦＡＸ以外でのお申し込みの際は、 

申込用紙と同様の内容を記入してください。 

※資料代は、当日会場にてお支払いください。 
      
＜お問い合わせ・お申し込み先＞ 

特定非営利活動法人 子どもNPOセンター福岡 

▶TEL＆ FAX 092-716-5095 
  
〒810-0023 福岡市中央区警固1-15-34 

警固セントラルビル401 

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

URL   http://kodomonpo.main.jp/ 

子どもにやさしいまちづくりネットワーク 

 

福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）  
〒814-0006福岡市中央区荒戸３丁目３番３９号 

 

＜会場アクセス＞ 

地下鉄空港線⇒「唐人町」下車４番出口から徒歩約７分 
西鉄バス港線⇒「福大若葉高校前」下車すぐ 

「黒門」下車 徒歩５分 
 
＜駐車場＞ 
■62台あり 
※12台は障がい者専用の駐車スペース 
（内、車いす専用７台） 
■料金： 30分 100円 
※障がい者の方の利用を優先しています。 

 
※できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

＜会場付近地図＞ 

＊五十音順 


