
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ 

ＮＰＯ法人 
2021年 6月 25日 

Vol.64 

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。  電話相談は 

金曜日の 

午後４時～７時 

〒531-0074 大阪市北区本庄東2-2-31 新納ビル502  TEL/FAX 06-６１４７-９７７１ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://smf-kansai.main.jp/  Eﾒｰﾙ: mail@smf-kansai.main.jp 

Facebook：Ｎｐｏ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

郵便振替口座:記号00920-4 番号150163  加入者名:しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

  ・も・く・じ・ 

２．数多くのご支援をありがとうございました！！ 

４．障害者には障害年金を！ その子どもには児童扶養手当を！ 

６．地域グループからの報告＆お知らせ 

９．活動日誌  会費・寄付のお願い 

10．これからの予定 

ホームページでも 

ニュースが 

読めます 

 

～メールマガジン始まりました～ 

シングルマザーとプレシングルマザーの

ためのメールマガジンが始まりました。

８ページをご覧ください。 

あず・ふぉーらむ・関西 

http://smf-kansai.main.jp/
mailto:mail@smf-kansai.main.jp
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 ３月以降も「困窮したシングルマザー親子に配布してください」。と多くの団体や個人様か

ら支援物資が届きました。寄付者の思いを活かしてできる限り広い範囲にプレゼントしまし

た。ＨＰとＦＢそしてメールマガジンをスタートさせたので多くの方から申し込みがあり、

同時に相談内容が書かれ、その深刻さに頭をかかえることもありました。 

 お米５キロ入り100袋を配送したことが新聞に大きく取り上げられてから、激励のお電話や

寄付、差し入れのお申し出が多くありました。「子どもがご飯を食べられるように寄付します。」

「年金生活者なので少しですが、、、」と圧倒的にシニア世代からのお申し出が多く、本当に感

謝いたします。寄付者の思いのこもった貴重なご支援をシングルマザー親子に届けます。 

 

ローリングストックの食料品 150箱（大阪労働者福祉協議会様より） 

米（ひとめぼれ） 500キロ＜5キロ100袋＞（コープこうべ様より） 

図書カード 3000円券200世帯(カプコン株式会社様より) 

オリックスバファローズグッズ（オリックスバファローズ様より） 

シャンプーとコンディショナー 80箱（ネイチャ―ラボ様より） 

化粧品 100セット（株式会社ロゴナジャパン様より） 

キッザニア甲子園チケット 100枚（大和証券様より） 

生理用品、食品（個人様より） 

 

 

 コロナ禍の緊急支援策としての食糧を始めとする様々な支援物資配布と並行して重要と思

われることを以下に書きます。 

～～現金支給の必要性～～ 

 「貯金が底をつきました。」という悲痛なメールに象徴されるような経済的困窮はシングル

マザーの自己責任ではありません。 

 食糧支援の活動を集会や取材などでお話して必ず付け加えるのが。「私たち民間団体は重た

い米を配るので政府・自治体は軽―い１万円札を配ってほしい。」というメッセージです。 

厚かましい大阪のおばちゃんと思われるかもしれませんが、政府からの児童扶養手当の臨時

給付金は本当にありがたかった。特に３回目の臨時給付金はこども１人につき５万円で、多

子家庭にとって有難い制度だった。本当に子ども一人一人の人権が保障されたと感じました。 

数多くのご支援をありがとうございました！！ 
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～～当たり前の働き方～～ 

 現金補償とともに声を大にして訴えているのが、当たり前の働き方。 

１日８時間働いたら親子が食べて行けて教育費の貯金ができるという労働者にとって普通の

働き方、決して贅沢ではありません。しかし、これが全く、出来ていません。 

今回、相談の中に貯金が底をつきました。というメールを数多く受け取った。コロナで休業

したりその結果、解雇されたりというメールが多い。２つの仕事を掛け持ちして長時間労働

になり、子どもとの接する時間が取れないと悩む姿もあります。 

 本来、労働者を守る法律や制度が、シングルマザーが多く働く非正規、中小企業、小売店

には全くといってない。そもそも、男女同一労働同一賃金も絵にかいた餅状態。2020年４月

１日から同一労働同一賃金の法制整備がされているが、中小企業は１年遅れて2021年４月１

日から適用となっています。しかし、シングルマザーにその情報が届いていません。労働組

合が注意喚起のためチラシを作ったり、相談電話を受け付けています。私たちもそのチラシ

をお米などの食料品発送の箱に入れました。 

～～相談体制の充実と社会資源へのアクセス～～ 

 シングルマザーから相談が来た時、食糧支援の時も必ず、お住いの自治体のひとり親に関

する制度（社会資源）を利用されているかどうかをお聞きして合わせて、厚生労働省の制度

の情報提供や活用方法をお伝えし、必要に応じてチラシをお米の箱に同封しています。お米

は食べたらなくなるが、制度は活用してその地域で親子の生活を守って暮らしていける大き

な力になります。 

 生活保護制度は最後のセーフティーネット、緊急小口貸付資金は最後から２番目のセーフ

ティーネットと呼んでいます。社会福祉協議会が窓口になることも多いので近畿２府４県各

市の社会福祉協議会の所在地、電話はお伝えしています。 

 相談内容は多岐にわたるのでそれぞれの専門分野の人に繋いだりすることも多くあります。

先日も失業保険の相談があり、労働団体の連合女性労働電話相談を紹介すると市役所ではひ

どい対応をされたが、相談電話では社労士の相談員さんが非常に丁寧に対応して頂いてよか

ったというお礼メールが届き、解決につながったんだと安心しました。 

コロナ禍がまだまだこれからも続きそうでその不安がシングルマザーの心と体、そして生活

自体をむしばんでいくようですが、できる限りの支援を行っていきたいと考えています。 

ご支援をよろしくお願いいたします。(絹) 
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 児童扶養手当では、１人では全部支給で43,160円、２人目は10,190円、３人目は6,110円と

なっている。だんだん低額にしていくこの考え方はみなさん、どう思われますか？ 

 この金額について子どもは自分の意見を国会で表明できない。現実の生活において、この

ルールは子どもの貧困につながっています。 

 また、実際のケースワークでは、生活保護と年金とどちらを優先して支給するかという場

面では、年金が優先されます。その考え方の底にあるのは、年金は国民が社会保険料を拠出

しているので、マクロスライドの決まりで限りなく生活保護費までさげることがまだ、可能

だからということです。昔のお上が庶民に施した「劣等処遇の原則」がどこかで生きている

と感じます。日本に住む庶民は自分自身の差別感で、バラバラになるのではなくみんなでし

あわせになれる福祉国家について真剣に考えておく時がきていると思います。 

 

 さて、Ｙさんの裁判傍聴記ですが、まずなにを争っているのか、わかる範囲で書きます。 

 障害基礎年金には「子の手当て」がついています。Ｙさんはもともとは、児童扶養手当を

受け取りながら１人で４人の子どもを育てていましたが、次第に全身に痛みが広がる原因不

明の「線維筋痛症」になり今は、車椅子での生活をしています。痛みは人からはわからない

ので、障害１級と認定されるのにも時間がかかりました。同じ病気を通じてのＹさんの知り

合いが、Ｙさんが頑張ってくれたおかげで、「線維筋痛症」が障害に認定されたと、涙ながら

に支援を訴えておられました。人の体の痛みはお医者様でもわからないので。さかのぼって

障害が認定され障害基礎年金を受給できるようになりましたが、京都府はさかのぼって児童

扶養手当を返還するよう命令をだしました。Ｙさんの生活実態からすると、血も涙もない京

都府の決定です。返せないので、そのすでに消費済みの「児童扶養手当」のいまさらの「不

支給を決めた」処分を取り消してくれといっているのです。どう思いますかみなさん？ 

 Ｙさんは「家には冷蔵庫もエアコンもテレビも電子レンジもない。」と2019年８月の記事で

言っています。そして子どもは、多いほど１人当たりの支給額がすくなくなるから、子ども

は貧困へとおいやられていくのです。 

 Ｙさんが、児童扶養手当の不支給についての訴訟を2019年７月31日京都地裁に起こしてく

れたおかげで、国会で議論され2020年には法改正、2021年５月には３月分と４月分が市区町

村への申請により受給できるようになりました。なんという快挙でしょう！と、私たちは大

変喜びしました。厚生労働省からの「障害基礎年金を受給しているひとり親家庭が、児童扶

養手当を受給できるよう見直します」というお知らせを見て。 

障害者には障害年金を！ その子どもにも児童扶養手当を！ 

     児童扶養手当支給停止処分取消訴訟 4/16 京都地裁 
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 厚生労働省の2016年の調査では、全国のひとり親家庭142万世帯（推計）のうち1.2％（17040）

の人が該当とのこと。Ｙさんの闘いは、このようにみんなをたすけることになったのだと確

信します。 

 Ｙさんの提訴には深い意味がありました。 

それは、性別役割分業に基づいた年金制度設計の弱点を見えるようにしてくれたことです。

Ｙさんは「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」と訴えてきました。 

 2021年３月分から、両親そろった子にしか支給されなかったものが、少しでも支給される

ようになった国会での議論を裁判官は勉強していないのでしょうか。 

2021年４月16日、Ｙさんが「児童扶養手当支給停止」の取消を求めた裁判の傍聴にEさんと二

人で行ったとき、京都地裁の増森珠美裁判長は、ひとつの反省の言葉もなくＹさんの訴えを

棄却しました。裁判長の福祉社会の理念の低さにあきれ、こんなことでは済まされない世間

の温かい支援とともに、私たちもＹさんを支援していこうと思う。（D.M） 

 

 

 

 Ｙさんからのお手紙 

 長かった裁判が生活保護と障害年金を貰っているから児童扶養手当が無くても困窮しない

だろうと言う、あまりにも理不尽な判決によって敗訴と言う形で終わり今、控訴に向けての

準備中です。 

 ４人いる子供達のうち２人が、それぞれ15歳と18歳になったことで生活保護含めた各手当

が、それぞれ１人分ないし２人分なくなり、裁判中に決定した児童扶養手当の一部支給が受

給出来るようになったものの、無くなった各手当の補填に過ぎず依然として生活は苦しいま

ま。障害年金などの各手当が貰えるだろうと言われたところで、それらは毎月安定して入る

わけではありません。支払いは毎月あるのに２ヶ月や４ヶ月に一度の手当てで困窮しない生

活が送れると思っている裁判官の考え方に国民の生活実態を知らない人達が司法を束ねてい

ることの怖さを感じました。 

 そして、その影響も国民も受けているのでひとり親と言うだけで優遇されて贅沢三昧出来

ていると思われていることも、とても悲しく控訴に向けて全てのひとり親そして障害者が優

遇されているわけではないことを改めて知って貰わないといけないと思いました。 
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 ３月21日（日）尼崎おしゃべり会で進級、

進学、入学おめでとう！ビンゴ大会をしまし

た。これまで寄付品などでいただいた文具や

雑貨などをプレゼント！ 盛り上がりまし

た。おしゃべり会では自己紹介を兼ねて、今、

抱えている悩みなども出して、皆から優しい

アドバイスももらいました。 

 嬉しいニュースとして政府の緊急支援策

「非正規雇用労働者、女性、ひとり親世帯等

への新たな支援」で児童扶養手当受給者と低

所得の子育て世帯などに子ども一人につき

５万円給付されることをお伝えすると大変

喜んでもらいました。 

 また、就労支援策についても自分がこれか

ら取ろうとする資格は給付対象に入るんだ

ろかという相談もありました。 

４月、５月、６月の予定も決まり良く学び、

良く遊びのパワフルなママたちでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月18日（日）尼崎市立女性センタートレ

ピエで『共同親権制度は必要か？ ―本当は

こわい共同親権制度―』を開催しました。 

 定例のおしゃべり会の拡大版のセミナー

です。講師は大阪経済法科大学の小川富之先

生（家族法）で、離婚後の親子の安心、安全

な養育を第１に考えて、日本での共同親権制

度の導入の危険性を強く訴えられました。コ

ロナ感染予防のため参加者はマスクとフェ

イスシールドで防御し講師の前にはもちろ

んアクリル板を設置して万全な体制でセミ

ナーを進めました。講演では膨大な資料と映

像を使われて今、法務省で論議されている

「共同親権制度」がいかに危険であるか。離

婚後の子の最善の利益の実現のためにどう

すればいいか？をテーマに講演がなされま

した。 

 圧倒的な熱量の講演でした。参加者のお母

さんたちからは、すでに離婚が成立して親権

が母親にある場合でも共同親権制度ができ

たら、父親側が主張してきて、養育費の支払

いを返金されることはないだろうかという

切実な質問もありました。 

 １年間は論議されるということですが、共

同親権制度が危険であるということを広く

社会に訴えていく必要性も感じました。 

 

 ５月は魚釣りを予定していましたが、緊急

事態宣言が延長となり魚釣り公園が臨時休

園となりました。また、リベンジしたいです。 

（絹） 

 

尼崎 

  地域グループからの報告＆お知らせ 

ビンゴ大会で大盛りあがり 

本当はこわい共同親権制度 
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 ３月は食育がテーマの野外交流会を実施

し、親子で三田へいちご狩りに行きました。 

いちご園にはきれいないちごがいっぱい！ 

食べてみるととっても甘くてビックリ！！ 

『いちごってこんなふうにできているんだ

～』『どれにしようかな～』とうれしそうに

夢中でつんでいた子ども達でした。美味しい

いちごを親子でお腹いっぱいいただきまし

た。 

 その後はいちご園から30分歩いて、有馬富

士公園へ。たくさんの固定遊具で閉園時間ま

で元気いっぱいに遊びました。 

いちご園から公園まで往復１時間歩き、とて

もよい運動になりました。 

 

 

 ４月はいつもの交流会を実施しました。 

今回母たちは昨年度の宝塚の活動に力をか

してくださった団体様への『報告書』を作成

しました。 

 写真を切り貼りしたり、カラーペンでコメ

ントを書いたりと昨年度の交流会を振り返

りながらワイワイ作成しました。 

子ども達は公園で元気いっぱいに遊んでい

ましたよ。 

 ひょうごコミュニティ財団様、赤い羽根共

同募金様、お力をかしていただきありがとう

ございました。 

 宝塚は小さな自助（セルフヘルプ）グルー

プです。宝塚市や近隣市の方、ご興味のある

方は【Twitter】@pokkapoka2018 をのぞい

てみてください。交流会のご案内や活動報告

を載せていきたいと思います。 

 コロナ渦だからこそ・・・親子でどれだけ

楽しめるか。感染症対策には留意しながら楽

しい活動を計画していきたいと思います♪ 

 

 

 

 

 ５月の定例のおしゃべり会は会場が緊急

事態宣言発令のため使用ができなくなり、神

戸の感染の状況も鑑み中止することになり

ました。ＦＢページで情報を発信、メッセー

ジの受信は継続しました。 

 ６月20日の定例会は区内で繋がりのある

ＮＰＯ放課後学習支援ボランティアさんが

講演会を開催されるとのことでグループの

みんなでZoom参加します。 

前宝塚市長 中川智子講演会 『あなたは

世間を捨てられますか？ ～中川智子流「私

は私」を大切にする生き方～』 

 ご自宅でご参加されてもいいですが、サテ

ライト方式で仲間と一緒に見ることで意見

交換ができるのではないかと企画しました。 

Zoomの使い方やパソコンが分からないと

いうお母さん、とても多いです。このあたり

もなんとかしていかないと子どおたちの学

習格差につながっていくように思います。 

講演会は元宝塚市長中川智子さんの貴重な

お話。きっとこれからの道を照らしてくれる

はず！ 次号でまた報告したいと思います。 

 

 

 

 

 コロナで、介護者なのでなかなか集まる取

り組みはできてなく、個別会ってお話はして

います。そのときにおやつなど、お渡ししま

した。 

神戸ウエスト 

宝塚 

いちご狩りへ！ 

交流会で感謝の報告書を作成 

箕面 
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 最近は、やっと仕事がおちついたという方

が何人かおられ、仕事が安定すると、心も安

定するのか、前向きなお話が聞けます。 

 私は支援という感覚はなく、仲間に会う、

彼女たちとお互いパワーをもらう。という感

覚でお話しています。私もどん底のとき、支

援ハラスメントに会ったことがあるから、み

をながよくなる、生きていけることを目指し

たいとこんな時代だからこそ感じています。 

少し落ち着いたら集まりを考えたいです。Ｄ

Ｖや貧困に追い詰められている方がたくさ

んおられる大変な状況だと思います。（K） 

 

 

 

 

 

 新規の方がいらっしゃらなくて顔馴染み

のメンバーでおしゃべり会は始まりました。

顔馴染みでも名前も人となりもよく知らな

いので、各人質問コーナーはどうでしょう？ 

と提案して、意外な一面を知ったり、 

印象と違う一面が有ったりで楽しく時間を

過ごしました。 

 これからしたい事の意見を出して、ひとつ

ずつ叶えられたらいいなぁとウキウキワク

ワクしながら、笑顔がたくさん見られてうれ

しかったです。 

 道のり険しい事情を聴くことも多いです

が、おしゃべり会の時間は時には楽しくほっ

こり出来たら、現実に戻っても何とか踏ん張

れる活力になっているのでは？と思います。          

（Y.M） 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年度はコロナ禍で２回しか開催できま

せんでしたが、今年度はコロナ禍に気を付け

ながら「奈良市ひとり親家庭等生活支援事業」

のセミナーやイベントを行います。対象は奈

良市民です。 

 

 

 

 

 コロナ禍で５月29日に予定していた親子

交流会、６月13日のセミナーが中止になりま

した。今年度も「明石市ひとり親家庭交流事

業」としてセミナーやイベントを企画してい

ます。対象は明石市民です。 

 

 

 

 

 

 

 

～メールマガジン始まりました～ 

シングルマザーとプレシングルマザーのた

めのメールマガジンが始まりました。 

すでに受け取っている方も多いと思います

が、新たに希望される方はホームページの

「お問い合わせ」フォームから、配信希望を

選んでください。配信は不定期(-_-;) 

mm@smf-kansai.main.jp からのメール

を受け取れるようにしておいてください。 

奈良 

明石 

西宮 

シングルマザーズ・カフェ 
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＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

●２月26日(金)電話相談 

●3月3日(水)労働者福祉協議会の方来所(食料品支

援の件) 

●3月５日(金)電話相談 

●3月12日(金)電話相談 

●3月14日(土)西宮シングルマザーズ・カフェ「ア

ロマセラピー」 

●3月17日(水)大阪経済大学の研究者の方来所     

●3月19日(金)電話相談 

●3月20日(土)公明党の衆議院議員さん、市会議員

さん来所 

●3月21日(日)尼崎のおしゃべり会「入園、入学、

進級おめでとうビンゴ大会」 

神戸おしゃべり会 

●3月23日(火)明石市と打ち合わせ 

●3月26日(金)電話相談 

●3月27日(土)学習支援 

●3月28日(日)定例会議 

●4月2日(金)電話相談 

●4月7日(水)連合大阪でエール基金の食料品発送

作業、毎日新聞取材 

●4月8日(水)連合大阪で食料品発送 

●4月9日(金)電話相談 

●4月10日(土)コープこうべ配送センターへ米を取

りに行く 

●4月14日(水)毎日新聞来所取材 

●4月15日(木)毎日新聞来所取材 

●4月16日(金)京都Ｙさん裁判傍聴 

電話相談 

●4月17日(土)全国協議会オンライン会議 

●4月18日(日)尼崎のおしゃべり会「本当はこわい

共同親権制度」セミナー 

●4月23日(金)相談電話 

●4月25日(日)定例会議 

●4月29日(木)メールマガジン第１号発信準備 

●4月30日(金)電話相談 

●5月3日(月)「大阪総がかり憲法集会」でアピール 

●5月7日(金)電話相談 

●5月9日(日)会計監査 

●5月11日(火)朝日新聞来所取材  

●5月13日(木)メールマガジン第１号発信  

●5月14日(金)電話相談  関西TV電話取材  

●5月15日(日)全国協議会オンライン会議  

●5月17日(月) 一般財団法人大阪労働者福祉財団

の方が来所 

●5月21日(金)電話相談 

●5月23日(日)理事会と総会 

●5月24日(月)生理用品の持ち込み寄付 

お米プレゼント発送作業第１便、毎日新聞来所取材 

●5月27日(木)メールマガジン２号発信 

●5月28日(金)お米プレゼント発送作業第２便 

電話相談 

●5月30日(日)お米プレゼント発送作業最終便、 

毎日新聞に取り組みが掲載される 

●5月31日(月)毎日新聞記事への対応 

●6月７日(月)読売新聞来所取材 

 

◇◇ 会費・寄付のお願い ◇◇ 

★当会の運営を支えるため、年会費（3,000円、

賛助会費5,000円）をお願いしています。 

年度は4月１日から翌年3月31日までです。 

☆２年間ご連絡なく会費未納の方は会員登録を

抹消させていただいています。支払いが困難な

場合は減免もありますので、ご相談ください。 

★ご寄付も募っています。税金の控除はありませ

ん。 

☆受領証等をもって領収証に代えさせていただ

きます。領収証が必要な方は振替用紙にチェック

を入れるか、その旨記入してください。 

★郵便振替用紙を使わず、ゆうちょ口座から送

金される場合、コメントが記載されません。 

☆他行からの送金では、住所の記載がなく、氏名

もヨミガナだけしかしらされません。住所、漢字の

お名前、送金内容、領収証の要不要がわかりま

せんので、別途メール、FAX等で事務所へお知

らせください。 

★郵便振替口座 

記号 00920-4 番号 150163 

 加入者名: しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 



明石 ひとり親のためのハッピーセミナー  

    『子どもとともにボチボチいこか  

      ―小児心療内科から見た子どもたち―』 

7月11日（日）13時30分～16時  講師：有井悦子さん 

 ＠ウィズあかし 703号室（アスピア明石北館７階） 保育あり（先着10名） 

  ＊参加希望の方は ハガキ・Eメール・電話でお申し込みください（明石市在住者） 

〒673-8686 明石市中崎１-５-１  明石市役所児童福祉課「交流事業」担当 

 Eメール：jidouka@city.akashi.lg.jp 電話：078-918-5182 

奈良 ひとり親のためのライフアップセミナー 

    『いろいろな働き方について考えてみよう！ 

        ～副業、資格、起業、内職の選び方など～』 

6月27日（日）13時～15時  ＠ゆめのくに新大宮 

講師：伊藤章子さん（奈良県スマイルセンター 母子・父子自立支援プログラム策定員） 

参加無料 申込不要 対象：奈良市在住のシングルマザー、シングルファーザー 

保育は6/24までにお申し込みください。 

 申込時に保育が必要なお子さん全員の名前と年齢をお知らせください。 

  【問/申込】電話/FAX 06-6147-0771 mail@smf-kansai.main.jp 
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各地のおしゃべり会  初めての方大歓迎  なんでもしゃべり場ですよ 

尼崎・・・7月18日（日）おしゃべり会 13時～15時（第３日曜日） ８月はお休み 

     ９月19日（日）性教育セミナー 

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） 

神戸ウエスト・・7月10日（土）・11日（日）場所：コープ垂水店組合員集会室他 

「来て！見て！体験 宇宙を知ろう！ワークショップ」主催 

 近隣の団体にご協力頂き、イベント開催予定 

７月18日はお休み。 8月15日(日）定例会 場所：コープミニ東舞子店 組合員室 

箕面・・・不定期ですので、ご連絡ください 070-6505-2307 

宝塚・・・不定期ですので、事務所へご連絡ください 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これからの予定  

お問い合わせ先  電話：０６－6１４７－９７７１ 

＊日程や内容は変更
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。 

参加無料 

要申込 


