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子づれでない人もシングルでない人も 

みんな大歓迎！ ここに来れば、仲間がいるよ。 

いろんなシングルマザーがいっぱいいるよ。 

  ・も・く・じ・ 

 

 電話相談は 

第２・４金曜日の 

午後３時～６時 

メールでの相談は 

いつでもどうぞ 
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 ６月９日（日）、豊中男女共同参画推進センター すてっぷに

おいて「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 設立14周年記念

シンポジウム」を開催しました。  

 今年のテーマは「シングルマザーで生きる！住まいと自立」。  

 講師の葛西リサさん（日本学術振興会）から、シングルマザ

ーの住宅問題について 

 (1)いつ・なぜ住宅問題に直面するか？ 

 (2)住宅支援の中身とその支援が使えない理由 

 (3)しかし住宅支援が必要な訳 

などについてお話しいただきました。 

 母子生活支援施設や住宅資金・転宅資金などの母子父子寡婦福祉

資金貸付制度など支援制度が利用し難く、離婚前や直後などの待っ

たなしの状況にリアルタイムで対応できる制度ではないので「住

宅」が安定せず、結局実家に帰ることが多くなり、帰れないシング

ルマザーにとっては、とりあえずの安い劣悪な転居を繰り返さざる

をえない。生活環境の基礎の基礎である「住宅」が安定しない。困

ったとき、すぐに使える住宅支援制度が必要です。  

 次に神戸市の住宅政策課の奥村直土係長より、神戸市のひとり親世帯の家賃補助について説明して

いただきました。補助については「対象要件」があるので市に尋ねてみてください。各自治体によっ

ても住宅政策や家賃補助の有る無しに違いがありますので、今在住の自治体に問い合わせて使えるも

のがないか探してみてください。情報、寄せてください。 

 春田美砂子さん（オフィスウェール）は、住まいの相談を受けておら

れます。養育費があるかどうかで家賃が払える余裕が有ったり無かっ

たり、共同名義人になっているとか、家のローンの連帯保証人になって

いるとか、夫名義のマンションから出て行けと言われる、などなど母子

の生活を脅かすことがいっぱ

いあると感じました。夫と同居

しながら離婚話を進めるのも

しんどいことです。シングルマザーは離婚してからも元夫の

影響を受けているという話が、とても印象深かったです。 

 

 

 

 

 シングルマザーで生きる！ 住まいと自立 
6/9 すてっぷ                    
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        年に一度の夏合宿。普段はなかなか旅行に行けな

いのでずっと楽しみにしていたにもかかわらず天気が微妙でヒヤヒ

ヤしていましたが、とりあえず中止の連絡もなさそうなので一安心。 

 今年は六甲山ＹＭＣＡさんへお邪魔するとのこと。親子初めての

訪問です。自然豊かな中で虫取りをしたりのびのび過ごせたらいい

な、同年代の子供たちと楽しく仲良く遊べるかな、何よりも良い思

い出を作ることができて子供の喜んだ顔を見ることができたらいい

な、と親のわたしもドキドキワクワク。 

 朝、そんなわたしの思いとおそらくさほど変わらないであろう他のご家族

と合流。ＹＭＣＡさんに到着後は残念ながら雨が降っていたので外で遊ぶこ

とはできませんでしたが、子供たちはそれぞれ新しいお友達とはじめは少し

はずかしそうに、でもすぐに打ち解けて同じ時間を楽しく共有することに試

行錯誤をしていました。トランプをしたり、ペットボトルの蓋でおはじきの

ような真似をしてみたり、スタッフの方が用意してくださったスライム作り

に挑戦をしたり。どんな環境でもすぐに馴染み、新しく仲間を作り、そこに

あるもので楽しむことができる子供はやっぱりすばらしい。 

 雨の為、予定していたカヌーができず部屋で待機のような時間が長くなってしまい少し残念でした

が、子供たちがかくれんぼをしているのを横目に親同士も交流しつつゆっくりした時間を過ごすこと

ができました。 

 夕食のバーベキューではウインナーやお肉を頬張り、その後は

花火でワイワイ。みんなひとしきり手持ち花火を堪能し、最後に

はスタッフの方が次々と噴出花火を着火していってくださり、全

員でキレイだね～と眺めました。わたしは眺めながら、子供とこ

のきれいな花火を見れたこと、いつもと違う一日を過ごして子供

にとって大きな成長につながったであろうこと、わたしたち親子

にとって大切な思い出ができたことなどをぼんやりと考え、小さ

な幸せを噛みしめながら、これからも子供に喜んでもらえるよう

な毎日を過ごしていきたいな、となぜかしみじみそんなことを考

えていました。 

 さて！夜は大人のお楽しみ、お酒を交えたおしゃべり会の始まりです。子供を寝か

せた後集まり、たわいもないことを話したり悩みを相談したり。子供

の年齢がバラバラな大人たちが集まり、子供が独立した人やまだまだ

手のかかる子がいる人など環境が違えば悩みもバラバラ。色々打ち明

け合ったり報告し合ったり、あっという間の時間でした。 

   夏の親子合宿 in六甲山 
7/27-28 六甲山ＹＭＣＡ                    

スライムづくり 
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 ２日目は天候に恵まれ、わたしたち親子は初めてカヌーを体験

することに。楽しみにしていた子供たちがたくさんいたので晴れ

て気持ち良くカヌーができて良かったです。初めての体験にみん

なドキドキでしたが水の上は気持ちがよく大満足。貴重な経験が

できました。 

 ひと夏の思い出、夏の合宿。子供と一緒に普段できないような

経験ができたこと、忘れられない思い出ができたことに喜びを感

じるとともに、準備や計画などをして頂きみんなの安全を見守っ

てくださっていたスタッフの方をはじめ、いつもサポートしてく

ださっている方々に改めて感謝したいと思います。（U.M） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カヌーは指導員さんの説明を受け、ライフジャケットを着て準備万端！ 

毎年、楽しみしています。年下のお子さんを見て、

子どもの成長を実感するとともに、親子で参加で

きること、感謝しています。 

 初参加でしたが、皆さん楽しい 

雰囲気で、笑いあり安心感ありでとても 

充実した１泊２日でした。 

夜のぶっちゃけトークもためになりました。 

子だくさんの参加でしたが、ご協力もあり、 

子ども同士の遊びが自然にできて、 

母はすっかりリラックスモードでした。 

遠方からの参加で、 

初めてだったので心配でしたが、たくさ

んのお母さんやお子さん達と一緒に楽し

い時間を過ごすことができました。 

たくさんのお兄ちゃんに遊んでもらって

うれしそうにしている息子の姿をみるこ

とができてよかったです。 

ありがとうございました。 

なんといっても大人の時間の談話が良かっ

たです。 

子どももたくさん思い出をつくれたと思い

ます。一人っ子なので多くの子どもと一緒に

過ごせるのは成長につながると思います。 

楽しい合宿を計画してくださってありが

とうございました。子どもが自然体験を

する貴重な経験になりました。 

自然を満喫できて、楽しかったです。 

子どもも同室の子たちと仲良く遊んでもら

いました。同室の子がウチの子に「お父さん

いる？ウチはいないよ」と話してくれ、ウチ

の子もお父さんがいない子が他にもいるこ

とが分かって、それが一番の収穫でした。 

夏合宿が恒例になってきた我が家です。 

家と保育園の往復の日ですが、一味違った

場所で合宿で、知り合ったお友達、お兄ち

ゃんとたっぷり遊んだ経験は幼い日の記

憶にしっかり刻まれたことでしょう。 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッザニア甲子園に行ってきました 

息子のお誕生日だった昨日、お仕事を休んで、キッザニア甲子園に行ってきました  

頂いたキッザニアの無料チケットで  

午前中は夏期保育で幼稚園があったので、息子を幼稚園に送り届けてから、自転車でキッザニアに向

かい、第２部の入場する整理番号に並び、幼稚園にお迎えに行って...。 

息子は午前保育で屋外プールもあったのに、楽しみすぎて元気いっぱいでした(•̀ᴗ•́)و ̑ 

周りのお母さんが「今日は混んでるね 」と子供に話し掛けてるのが聞こえてきたので「よりによって

今日混まなくても 」と思いましたが、息子は夕飯を食べずに黙々とお仕事を体験していましたよ

( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎ 

アイスクリーム屋さん、電車の運転手さん、警察官、消防士さん、新生児室 

５つも回って、マネージャーと化していた私はヘロヘロでしたが、楽しませていただきました  

20時 45分にキッザニアを出て「お寿司屋さんに行きたい！」と言われ、ららぽーと内の「はま寿司」

に行ってご飯を食べて 21時半過ぎに帰宅。 

そのままお風呂に直行し、息子は 22時直前に就寝です。 

地元だからこそ、この時間に寝かせられたけど...。体力ギリギリでした(笑) 

でも稼いだお金が嬉しくて、お金をわざわざお財布から出して、枕元に置いて寝てました(笑) 

今年の夏、親子合宿にキッザニアと楽しい思い出が沢山できたことと思います！ （T.K） 

 初めて来ました。自然に囲まれて

良い所だと思いました。子どもは

歳の違う子達と遊んで、仲良くな

って楽しそうにしていて良かった

です。小学生のお兄さんに遊んで

もらって良い経験になりました。 

いつも親子で楽しみにしています。 

何度も参加して、知り合いも増えて、 

子どもも友達ができて、 

ともていい機会だとも思います。 

初めてキャンプに来れてたのしかったです。 

カヌーが一番うれしかったです。 

年１回なので、昨年のように少しぜいたくも

いいかなと思いました 
雨で残念でしたが、おしゃべり会や同

部屋の人と色々お話できたのが、とて

もよかったです。 

毎年、楽しい企画をありがとうございます。

初日は天候に恵まれず残念でしたが、のんび

りできて良かったです。来年も楽しみにして

います。 

シングルマザー支援をしている会社、大和証券様

よりキッザニア甲子園の招待券をご提供いただ

き、おしゃべり会やイベント参加者の会員の方に

配りました。感想が寄せられたのでご紹介します。 
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 ６月１日、明石市ひとり親家庭交流事業で「親

子クッキング＆おしゃべり会」を開催しました。

明石名物のタコを使ったメニューです。クッキン

グの前にタコ、えび、カワハギなど生きた魚との

触れ合いもあり、水槽にこわごわ手をいれている

子どもたち、ママでしたよ。少しずつ慣れてくる

とタコの吸盤のすいこむ力も指で感じたり、魚の

目の部分を手で覆ってやるとつかみやすいこと

も兵庫魚連のお兄さんに教えてもらいました。 

 明石のママもタコを一匹丸々を１からさばく

のは初めてで、塩で揉んだり、ぬめりをとったり

と下処理をしっかり教えてもらいました。 

 メニューはタコ飯と

刺身、夏野菜とのオイス

ターソース炒め。タコ飯

の美味しそうな匂いが

食欲をそそりました。 

 出来上がってから実

食タイム！タコが柔らかく大満足の子どもたち、

ママたちでした。そのあとは交流会をしました。 

 

 

 

 ７月20日、明石市ひとり親家庭交流事業「ひと

り親が家を借りる時、知っておきたい基礎知識」

を開催しました。講師は女性のための家探しのコ

ンサルティングをしている春田美砂子さん（宅地

建物取引士、オフィスＶＥＲ代表） 

 今の住まいをどうするか？名義はだれか？夫

婦共有名義の場合の注意点、離婚後の住まいをど

こにするか？ 賃貸マンションを借りる時、すぐ

に不動産屋へ行かず、まず条件を決め、情報を集

めて準備してからお店にいくことが大切だと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力説されました。 

 安心な賃貸物件の探し方、不動産屋さんの選び

方、内見のチェックポイント、契約書の見方等な

ど業界の裏話も入れながらかゆいところに手の

届く（！）丁寧で分かりやすいセミナーでした。 

（絹） 

 

 

 ８月４日、明石ひとり親家庭交流事業として、

洗濯のりなど家庭で用意できる身近な材料を使

ってスライムづくりをしました。５名のお母さん、

８名のお子さんたちが参加されました。 

 家ではなかなかトラ

イ出来ないことも、みん

なでなら挑戦できます

ね！ お母さん方も童

心に帰って、楽しんでお

られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 明石市のひとり親家庭交流事業では、子どもた

ちも楽しみながら、お母さん、お父さんたちのつ

ながりを作れればと思っています♪ 

 来ていただいた皆さん、ありがとうございま

 地域グループからの報告＆お知らせ 

 
ハッピーセミナーは 

親子クッキング 

親子交流会でスライムづくり 

明石 

ひとり親が家を借りる時、 

知っておきたい基礎知識 
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す！ 次回の交流会は牛乳パックを使っての工

作を予定しています。（Y.M） 

【今後の明石市での予定】 

☆９月８日（日）準備しよう！知っておきたい教

育費（ハッピーセミナー） 

☆10月６日（日）子ども一緒に童心に帰って工作

しよう！（親子交流会） 

 

 

 

 ８月８日～16日、児童扶養手当の現況届をする

ために市役所に来られるひとり親の皆さんにお

困りごとを聞き、解決への道筋を探っていくとい

う取り組み「ひとり親家庭総合相談事業」。 

 生活相談、子育て相談、ハローワーク就労相談、

健康相談、離婚後の子育てガイダンス、夏の法律

相談会のブースがあり、しんぐるまざあず・ふぉ

ーらむ・関西は生活相談を担当しました。 

 会場にはタコの可愛い絵や教育費や明石市の

様々な取り組みの掲示物がレイアウトされ、親と

一緒に来場したこどももにっこり！ テーブル

には絵本、パズルや折り紙、オセロゲームがあり、

待っている間も飽きさせない工夫をしています。 

 親も、『明石市 ひとり親

家庭サポートパンフレッ

ト』（当会が明石市と一緒

に作成しました。スタッフ

の文章やかわいいイラス

トも入ったカラフルな冊

子です）や、『Ｓｍｏｍｓ』

（東京のしんぐるまざあ

ず・ふぉーらむ発行の情報マガジン）を読みなが

ら順番を待ちます。 

 その時にひとり親の皆さんに話しかけ、子ども

の育ちや教育費の心配、保育所に入りたい、子ど

もが不登校、仕事探し、賃金が安いなど様々な悩

みをじっくり聞きながら相談業務をしました。 

 相談内容によっては関連機関と連携をとるな

どワンストップサービス形式を取っています。大

学の給付型奨学金の新しい制度のお知らせを貼

るとじっくり読まれる姿がありました。皆さん、

教育費には心配をされている方が多く９月８日

の教育費セミナーもその場で申し込まれる姿も

ありました。 

 この明石スタイルが現況届モデルとして多く

の自治体の参考になればいいなと思います。（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月21日（日）、尼崎市女性センタートレピエ

で『知らないとヤバイ労働条件の話～シングルマ

ザーの働き方、これでいいの？～』を開き、弁護

士の弘川よしえさんに労働者の基本的な権利に

ついて教えてもらいました。 

 就業規則って従業員10人以上いたら会社が作

って届けなければならない。なかったら30万円以

下の罰則とのこと。 

 「うちの会社ないわ。」...「有給休暇がない。」

などシングルマザーの職場は労働者の当たり前

の権利がない！会社を選ぶ時、組合があるところ

を選んだという人もいました。 

 パワハラ、セクハラも証拠集めが大事。ＩＣレ

コーダーも活用しよう。知ってお得な知識をいっ

ぱい学びました。（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

知らないとヤバイ 

労働条件の話 
尼崎 

ひとり親家庭総合相談事業 
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 ６月23日（日）奈良市の「ゆめのくに新大宮」

で奈良市ひとり親家庭等生活支援事業「活用して

る？奈良市のひとり親サポート制度～ランチミ

ーティングしながら知ろう！学ぼう！～」を開催

しました。お天気が気掛かりでしたが、雨が降る

事もなく、数組の母子家庭の方たちと役所の方た

ちで集まりました。 

 貸し切りのお部屋は床にクッションが入って

るそうで肌触りが良く、体に優しい素材のおもち

ゃが沢山有り、とても広くて子ども達はふんだん

に遊んでる様子でした。プレシングルの方もいら

して、徐々に打ち解けて、色んな不安を話し合う

事が出来ました。 

 理解不可な旦那さんの要求や仕事探し、冊子を

見ながらの制度の適用、これからの講座の案内を

お知らせしました。昼食やおやつを頂きながら、

話は尽きない様子でした。（Y.M） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          「ゆめのくに」には遊具やおもちゃがいっぱい 

 

 

 

 ８月24日（土）、奈良市男女共同参画センター

あすならで奈良市ひとり親家庭等生活支援事業

「ひとり親が家を借りる時知っておきたい基礎

知識」を開催しました。講師は春田美砂子さん（宅

地建物取引士、オフィスＶＥＲ（ウエール）代表）。 

お話ではポイ

ントを２つに

絞り①今の「住

まい」をどうす

るか ②離婚

後の「住まい」をどうするかと、ひとり親がおか

れた状況別に合わせた「住まい」確保の方法を詳

しく解説してもらいました。 

 不動産屋さんからもらった書類はしっかり読

む。説明を聞く。特約も知る。「不動産は交渉ご

と！」がキーワードでしした。現在ひとり親の人、

ひとり親をサポートする人にもお役立ちの情報

がいっぱいで滋賀県や金沢市など遠方からも参

加者があり、熱心に聞かれていました。（絹） 

 

 

 

 

☆６月30日 短いおしゃべり会の後で、「教育費」

についてミニセミナー。大阪府下の高校へ進学す

る場合、入学前後の「お金」や奨学金の手続き等

を体験を基に、さらには新情報を分かりやすく話

していただいた。また、大学や専門学校等へ進学

する場合、2020年４月から日本学生支援機構の奨

学金のうち「給付型」が拡充されるポイントにつ

いて学習した。３つの区分に親の所得が、分けら

れ、それぞれ「給付額」が異なる。通学が自宅か

自宅外かによっても異なる。詳しくは、日本学生

支援機構のホームページをアクセスしてね。13ペ

ージに内容を載せました。 

 やはり、交流のおしゃべりも大切。新しい役立

つ情報のゲットも大切です。 

☆７月27日・28日の六甲山合宿、またもや、やは

りというか、１日目台風でしたね。にもかかわら

ず六甲山、めげずに多数参加していたただき、あ

りがとう。しんどいこともあったけど、２日目は

天気回復、カヌー。親子で楽しめたかな？ 

☆８月はお休み。子どもたちの夏休みは、お元気

でしたか。 

奈良 
ゆめのくに新大宮で 

学び＆交流 

 

ひとり親が家を借りる時 

知っておきたい基礎知識 

大阪 
おしゃべり会では 

学習や情報交換も 
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☆９月22日（日）は、児童扶養手当の色々な問題

についておしゃべり会です。 

☆11月23日（祝）は自己尊重感を高める「エンパ

ワメントセミナー」です。裏表紙、チラシをご覧

ください。（mameko） 

 

 

 

 

 ８月24日（土）に開催しました！ いつも支援

いただいている、近隣のおてらおやつクラブの住

職様、コープこうべの皆様、フリースクールの先

生、シングルの人もそうじゃない人もご参加いただき、

満員御礼！ みなさんありがとうございます♪ 

 堅苦しくって遠い遠い存在の憲法。ファンタジ

ーっぽく憲法に触れるというしるしる憲法ワー

クショップ。たくさんの気づきがありました。 

 特に驚いたのは第99条「天皇又は摂政及び国務

大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この

憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。憲法は私た

ちが～しなければいけないものではなく、私たち

を守ってくれるものだったんですね！ 

 思想及び良心の自由、信教の自由、集会、結社、

表現の自由…。こんなにいいよって言ってくれて、

守ってあげるよって言ってくれる男性がいます

か？あっ、憲法でした！ 

 シングルの人も、そうでない人も、男の人も、

女の人も。いろんな方に参加いただいて本当に良

かったです！ 

 すべての国民は法の下に平等であって…とい

う第14条も皆さんの心に響き、学びの多いワーク

ショップとなりました。（Y.M） 

「しるしる憲法」は高校生から大学院生の 

子どもを持つママを中心に、憲法に関する 

ワークショップや楽しいイベントを企画 

運営しています。（ホームページより） 

http://www.sirusirukenpou.jp/ 

https://www.facebook.com/sirusirukenpou/ 

 

 

 

 ７月13日（土）のウェーブは16名の参加で、お

灸を受けました。ペアを組んで肩をしあったり、

一人では腕や膝下にしました。講師からツボやや

り方を教わり、心がほぐれました。 

 新しい方もいらして、自己紹介もしましたが、

あまり話せませんでしたが、こうして活動を通し

て仲間作りが大切と改めて思いました。（Y・M） 

 

 

 

 

 ９月29日（日）10時、阪急箕面駅前集合。 

滝道ハイクをおこないます。久々の滝道ハイク。

楽しみです。今回は、時間がゆるす方は終ってか

らランチしようと言っています。箕面以外の方も

ぜひご参加ください。070-6505-2307 

 

  

 ８月25日（日）箕面生涯学習センターにて、し

るしる憲法に参加しました。 

 私たちシングルマザーの権利も憲法により、保

証されているはずと、まずは憲法を知る、政治的

立場からでなく身近な生活と憲法がどうむすび

ついているのかを、わかりやすく、また楽しくお

しゃべりするうち、憲法を知り、身近なものにな

りました。憲法占い。憲法の工作など楽しいアイ

テムを使う「しるしる」のスタッフの皆さん。人

柄も柔らか。なんでもありと、受け入れてくださ

る素敵な時間でした。箕面で２回もぜひと思いま

した。参加者はスタッフ含めて８名でしたが、こ

じんまりな分、たくさんおしゃべりできました。

終わってから滝道を少しご案内しました。 

（kumi） 

 

 

 

神戸 
しるしる憲法 

ワークショップ 

箕面 

お灸を教わりました 

 

西宮 

箕面の滝に 

行きましょう 

 

箕面でもしるしる憲法 
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 ８月はシングルマザーにとって大きな経済的保障である児童扶養手当の現況届の季節です。 

 昨年、現況届書類に妊娠の有無まで記入させるなどシングルマザーの人権を大いに踏みにじる窓

口対応をする自治体があったのでしんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西として抗議し、８月末に厚

生労働省から「プライバシーに配慮して現況届事務をするように」という通達が全国の自治体の児

童扶養手当の担当課に出されました。 

 昨年は大あわてでアンケートを作ったので今年はじっくり、早めに取り組もうといっている矢先、

交際相手についてチャート式で根ほり葉ほり聞くという書類をひとり親に提出させている自治体

があるという情報が入りました。そのあとも妊娠の有無を聞き、ご丁寧にも妊娠したら市役所に届

けるようにと注意書きまでしている自治体もあり、昨年の厚生労働省の通達が全く守られていない

自治体があるんだなと大きな怒りを新たにしました。 

 ネットでも「＃現況届窓口ハラスメント問題」として取り上げられ、新聞各紙、デジタル版でも

取り上げられました。 

 今年７月発足したシングルマザーサポート団体全国協議会でも緊急の会議を持ち、各地の窓口ハ

ラスメントの実例確認をしました。 

・窓口で異性との交遊関係や妊娠の有無を聞かれる。 

・現況届のために普段は全く関わりがないのに民生委員に署名押印をもらいにいく。 

・民生委員が自宅訪問で「大きな家に住んでいるから」と児扶手辞退を迫った。 

・月２回男性のところに行き来したら事実婚の扱いといわれた。 

・交際相手と食事したり、週何回宿泊するか記入。 

 このようなハラスメントに対し、受給者からは「こんな思いをするのはいやだから受給をやめた。」

「窓口での質問が懲罰に感じる。」「毎年憂鬱。まるで母子家庭になったことへの罰則のよう」とい

う悲痛な声があがっています。 

 自治体側は「事実婚、不正受給を防ぐのが目的」と説明していますが、事実婚の定義はあいまい

です。厚生労働省は、1980年通知で「事実婚とは別居でも頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的

に生計費の補助も受けている場合」としていますが、明確な基準はなく、自治体判断になっていま

す。そのため、事実婚を疑い受給にストップをかけようとする動きがあるのです。生活保護申請の

水際作戦の児童扶養手当版といえます。まさに市民を脅かす懲罰主義です。 

 児童扶養手当は低収入のひとり親の生活保障として支給されます。それだけでもスティグマを感

じる受給者がいるのにこの現況届の窓口ハラスメントは当事者を更に落とし込み、「もう役所の世

話にはならない！」と孤立化し行政のサポートを拒否し、さらに経済的にも追い込まれてしまうと

いうサイクルに入ります。これが国がひとり親に求める姿なんでしょうか？ 本来、児童扶養手当

は国の制度で「児童の健やかな成長のため」です。国の制度であるのに申請の段階で基礎自治体間

に市民サービスのばらつきがあっていいのでしょうか？ 今回の各地の窓口ハラスメントで個々

の自治体の人権感覚の温度差もあったと感じました。 

 全国のシングルマザーサポート団体全国協議会では、今後、厚生労働省にも 

要望書などを出して改善を求めていく方向です。 

 皆さんのご支援をよろしくお願いします。（絹） 

  今年の現況届は 

    大丈夫なのか？ 

 
今年も各地で 

プライバシー侵害が 
ひどい！ 

 

 
大丈夫じゃ 

なかった！ 
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 ７月５日（金）～７日（日）、東京で「シングルマザーサポート

団体全国協議会 キックオフミーティング設立集会」を開催しま

した。 

 全国から集まった参加団体(約20団体)、協力団体（約40団体）

やシングルマザーを支援してくださっている関係者の方々など

100名が参加されました。 

 これは、シングルマザーと子どもたちを真ん中にしたサポート

とそれをとりまく協力・連携が必要だと考え、設立したものです。 

 約１年前から構想を練り、企画を考え、スケジュール、各団体

リレートーク用のパワーポイント制作、出演者交渉、会場探し、

協力団体への呼びかけ、「シングルマザー わたしたちの生きる

宣言」と「ひとり親家庭の親と子の政策提言と行動計画」の作成

など、多くの仕事を全国のシングルマザー参加団体の皆で議論を

して積み上げてきました。その中で各団体のお互いの活動や大変さを分かち合いながら仲間づくり

もできました。 

 ７日の集会に先立ち、５日に厚生労働省へご挨拶と記者会見に行き各地域からシングルマザーが

抱えている課題を語り、キックオフミーティング設立集会の意義（シングルマザーの声を社会に届

ける必要性等）を訴えました。 

 ６日は会議と準備作業。会議では、ワール

ドカフェ方式で会員、スタッフをどう増やす

か？寄付、活動資金を得るには？相談事業に

必要なこと。自治体との関係などを熱く論

議。 

 ７日は、いよいよ本番のキックオフミーテ

ィング設立集会。基調報告（赤石さん）の後、

参加団体からのリレートークがあり、ＳＭＦ

関西も発表しました。 

 シングルマザーと子どもたちとの車座ワ

ークでは、別居中で困っているママ、未婚の

ママ、若年出産のママなどから話が出され、

これが非常に良かったです。最後に行動計画

と生きる宣言の読み上げがあり閉会。 

 非常に濃密で熱く、刺激や励ましをもらっ

た３日間でした。（絹） 

 

 

 

シングルマザーサポート団体全国協議会 

キックオフミーティング設立集会 
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  2019.8.1朝日新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月31日に京都府の女性が「障害基礎年金を受給する親が、夫婦なら児童扶養手当を受け取れる

のに、ひとり親だと受け取れないのは憲法違反だ」「配偶者の有無で取り扱いが違うのは、法の下の

平等を定めた憲法に違反している」と京都地裁に訴えを起こされた。児童扶養手当の支給を止めた

京都府の処分の取り消しを求められている。 

 平成26年（2014）12月から、結婚している場合、障害基礎年金に上乗せの「子の加算」額が、児

童扶養手当額より少なければ、その差額の児童扶養手当が受け取れる。しかし、ひとり親の障がい

者は、年金の「子の加算」分と児童扶養手当の差額を受け取れない。 

 ややこしいけれど、この問題を抱えて不当に児童扶養手当を停止されたシン

グルマザーの相談が当団体にもあった。とうとう準備を重ねられて、京都で裁

判が起こされた。 

 貴重なこの裁判の行方を注視して応援していこう。（mameko） 
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             寄稿 

高校進学のための奨学金について 

大阪府育英会（無利子の奨学金）への申請方法 

１．中学校から「予約奨学生（奨学金）申込のしおり」が配布される。 

 学校の進路担当の先生に申し出て書類を受け取る(申し出ないともらえません) 

２．中学校が指定する期日までに必要書類をそろえて中学校へ提出。私の場合は9/26締切でした。 

 ※入学時増額奨学資金（つまり入学支度金）の申し込みはこの時だけなので、注意！ 

 入学時増額奨学資金は、国公立５万。私立25万（申請後の辞退は可能） 

３．12月くらいに採否決定通知が来ます。（私の場合は進路懇談時に渡されました） 

４．１月下旬から２月上旬に中学校から正式な書類が配布されます。 

５．進路が決まり次第、書類を提出。 

※進路が決まってから書類をそろえるのはしんどいです。余裕をもって準備するのがおすすめ。 

 連帯保証人（１名）の印鑑登録証明書が必要です。１名ですので、自分がなりました。 

※合格証明書が必要です。私立の場合は郵送されてくるので問題ないですが、公立の場合は合格発

表は番号掲示ですので、進学高校へ依頼して証明書をもらう必要があります。できれば、合格発

表当日に事務所へ申し出てもらえば（無料でした）スムーズです。 

６．書類を育英会へ郵送（直接持参も可。郵送の場合は、特定記録または簡易書留で）するものと、 

 進学先の高校へ提出するものがあります。 

※公立の場合、進学先の高校の提出期限はほぼ始業式までです。 

 提出後、不備がなければ一週間以内に、子供の口座へ入学増額奨学資金が振り込まれます。 

※子供が直筆でかかないといけない書類もあるので、できるだけ余裕をもって何度も見直し間違い

がないか確認したうえで提出してください。 

※奨学金の振込先は子供名義の通帳です。あくまでも、子供が借りるものであることを忘れずに。 

※貸付金額には上限があります。すべてを奨学金でまかなうことはできません。 

 私立は20万×３年（60万） 公立は10万×３年（30万）です。 

※大阪府の私立高校が無償化されているところがありますが、授業料のみですので、教材費等は実

費かかります。授業料は在籍確認後の相殺となりますので、一旦納めないといけないところが多

いです。学校により、異なりますので希望校がどうなっているのか事前に情報収集されることを

おすすめします。 

※公立高校の場合、進学してから「就学支援金」があります。 

 これは、公立中学校の場合の、就学援助的なもので、国が授業料を負担してくれます。 

 高校へ書類を提出し、認定されれば実質授業料は無償になります。認定結果がでるまで、授業料

の支払い猶予があります。申請には、保護者のマイナンバーが必要です。 

※入学が決まると、入学金の支払いや物品購入など初期費用がかかります。余裕をもって準備して

ください。（T） 
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 はいどうもーTakuです！ ついに平成から令和に変わりましたね。まあ我が家はまだ昭和の感じです

けどね (笑)。とりあえず平成に変われるよう頑張ります！ さて、挨拶はこれぐらいにして、平成最後

の旅にいってみよー！ 

 というわけで前編の続きです。前編をざっくり説明すると大阪から目的地の函館に着き、本州へ戻る

ためフェリーに乗船。今回はフェリーの中からスタートします。 

 ３時20分、函館を出発してから４時間後に青森に到着。眠い！寒い！そんなわけで２時間ほどフェリ

ーの待合室で寝ました。５時になりタクシーに乗り青森駅に移動。（一緒に乗っていた大学生の方達が

料金のほとんどを払ってくれました。ありがとうございます！）そんなわけで青森に到着したのはいい

もののまだ駅が開いてない。と思ったら、駅員さんが駅をいつもより早く開けてくれました。（ありがと

うございます！）そして始発の電車に乗り青森から新青森へ。さらに新幹線で盛岡へ、在来線に再び乗

り換え東京を目指します。その途中、一ノ関、小牛田、仙台、福島で乗り換え郡山に到着。（実はこの間

ずっと寝てました）お腹がすいたので駅でかけそばを食べました。（実はかけそばを注文したところ、店

員さんが間違えていか天をつけてしまい、店員さんに言ったところ、いか天をサービスでつけてくれま

した。） 

 かけそばも食べ終わり、電車が来たので乗車。新白河、黒磯

で乗り換え、気づけば那須塩原を通り過ぎ栃木県へ到着！東京

までもう少し！のはずが、このとき僕は爆睡しておりまして、

電車が終点についても降りませんでした。そして目が覚めると

なんとびっくり、那須塩原にいるではありませんか！はい、す

いません。寝過ごしました！嘘だろ！と叫びたくなりますが、

叫んでいても仕方がないのでとっとと新幹線に乗りましょう。

というわけで上野まで新幹線に乗車。予定外で5000円の出費で

す。これは痛い！！ 

 その後友達のＴ君と合流。次の目的地、沼津へと向かいます。

（沼津は２日間観光します）。しかし周りは暗くなり、日も沈

んできました。（旅もようやく折り返しです）。普通の人なら宿

に向かう頃ですが、僕は普通の人ではないので宿の代わりに夜

行列車（ムーンライトながら）で一夜を明かすことに。しかし、

電気が夜中もついたままで眠れず。そして３時に浜松に到着。

そして始発が出るまでの２時間駅の外で待機！風が強くて寒

い！眠い！待合室は・・・開いてない！あ～～！！ 

 その後始発に乗り、沼津に到着。伊豆地方を走っている伊豆

箱根鉄道に乗りました。観光も終わったので宿（電車）にも向かいます。てなわけで、ながらに乗るた

めに（またかよ！）沼津駅に到着。しかし、浜松でまた待機はつらい！しかしそこは対策済。今回は静

岡で上りのながらに乗り換え３時に沼津で下車。これにより浜松で待機することはありません。同じ間

違いは２回もしない！ところがまたまた寝過ごしてしまい、浜松で起床。同じ間違い２回しちゃった！

結局昨日と同じはめに。とほほ・・・ 

 そしてまた夜になり、３回目のながら乗車。またお前か！（根性でホテルには泊まりませんでした。

高いですからね）。そして最終日、５時に名古屋到着。朝早くに名古屋を観光し、昼過ぎに友達のＢ君の

待つ大垣へ到着。大垣を３人で観光しました。大垣は３年前に公開された映画「聲の形」や「おくの細

日本鉄道出会い旅  卒業旅行編 ＜後編＞ 

 

ムーンライトながら 

東北新幹線はやぶさ 



15 

 

道」の舞台になっています。面白いので皆さんも是非足を運んでみてください！（今回は友達と「聲の

形」の観光をしました）。 

 そして大垣を後にし大阪に到着。（車内でずっと寝てました）。これで今回の旅は終了です。いやー長

かったー！ 今回の旅はいつもよりも人との出会いや人情がありましたね。そのおかげで、とても楽し

い旅になりました。次回は令和の旅でお会いしましょう！ それではまた！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●５月８日（水）記念シンポのシンポジスト（葛西さん、春田

さん）と打ち合わせ 

●５月10日（金）電話相談 

●５月11日（土）西宮 おしゃべり会 

●５月14日（火）明石市と打ち合わせ 

●５月17日（金）神戸 作り置き料理とおしゃべり会 

●５月19日（日）尼崎 おしゃべり会と学習支援講座 

●５月23日（木）第２回イクハクに参加 

●５月26日（日）理事会・総会 

●５月28日（火）大阪府こどもの貧困プロジェクトチーム事前

打ち合わせ 

●６月１日（土）明石 親子クッキング＆おしゃべり会 

●６月３日（月）大阪府こども施策審議会 子どもの貧困対

策部会ワーキンググループに参加 

●６月８日（土）全国ＳＭＦスカイプ会議 

●６月９日（日）記念シンポジウムを開催 

●６月12日（水）全国連絡協議会への協力団体要請行動 

（シンママ応援団、大阪市、大阪府にいく） 

●６月14日（金）電話相談 

●６月16日（日）尼崎 おしゃべり会と学習支援講座 

●６月21日（金）神戸 作り置き料理とおしゃべり会 

●６月22日（土）全国ＳＭＦスカイプ会議 

●６月23日（日）奈良 「活用してる？奈良市のひとり親サポ

ート制度  ～ランチミーティングしながら知ろう！学ぼう！～」 

を開催 

●６月28日（金）電話相談 

●６月30日（日）定例会議 

●７月５日（金）～７日（日）「シングルマザーサポート団

体全国連絡協議会キックオフミーティング設立集会」 厚生労

働省訪問、記者会見、全国会議に参加 

●７月12日（金）電話相談 

●７月14日（日）明石市総合相談事業事前研修を開催 

●７月16日（火）大阪府立大学教育福祉学類家族社会学 

のゲストスピーカーとして話 

●７月20日（土）明石 「ひとり親が家を借りる時知っておき 

たい基礎知識」を開催 

●７月21日（日）尼崎 「知らないとヤバイ労働条件の話～ 

シングルマザーの働き方、これでいいの？」を開催 

●７月26日（金）電話相談 

●７月27日（土）～28日（日）合宿 六甲YMCA  

●８月４日（日）明石 「ママと一緒に、パパと一緒にスライム

づくり」を開催 

●８月８日（木）～16日（金）明石市総合相談事業 

●８月24日（土）奈良 「ひとり親が家を借りる時知っておきた

い基礎知識」を開催 

神戸 「しるしる憲法ワークショップ」を開催 

◇◇ 会費・カンパのお願い ◇◇ 

  

＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

 



      エンパワメントセミナー 

自分を知ろう 短所を長所に置き換える 

明石 ハッピーセミナーと親子交流会 

 

 

 

各地のおしゃべり会  初めての方大歓迎  なんでも喋り場ですよ 

尼崎・・・９月15日（日）・10月20日（日） 13時～15時（第３日曜日） 

     場所：尼崎市女性センター・トレピエ 

        （阪急神戸線・武庫之荘駅 南出口から南へ200m） 

大阪・・・9月22日（日）・10月27日（日）・11月24日（日）13時～15時（第４日曜日） 

     場所：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西の事務所 

              （地下鉄堺筋線/谷町線・阪急 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分） 

奈良・・・10月12日（土）13時半～15時半 場所：男女共同参画センターあすなら 

     「学んで備えよう！子どもにかかる教育費。あなたの家計簿を診断します！」 

     11月9日（土）13時半～15時半 場所：男女共同参画センターあすなら 

     「知らないと損する！年金、保険の話」 

神戸・・・９月20日（金）・10月18日（金） 18時～20時（第３金曜日） 

     「作り置き料理とおしゃべり会」 

     場所：星が丘ホーム ふれあいサロン  電話 078-708-6319 

       （垂水区星が丘３-2-23 ＪＲ垂水駅下車 バス10分 星陵高校正門前） 

箕面・・・９月29日（日）箕面公園 滝道ハイク 午前10時 阪急・箕面駅前集合 

      連絡先 070-6505-2307 

和歌山・・不定期ですので、ご連絡ください 090-8534-8359 

     場所：和歌山市十番丁15 公園前の市川ビル 

  ＊日程は変更することがありますので参加される前にご連絡ください。 

☆情報コーナー☆

 

 

 

西宮 シングルマザーズ・カフェ 

  これからの予定 ９月～11月 

お問い合わせ先  電話：０６－6１４７－９７７１ 


