
すべての子どもに幸せなスタートを！

家庭訪問子育て支援ボランティア

ホームスタート　2017レポート

Home-Start Japan
特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン

子育ての孤立を解消し、親自身がエンパワメントすることで子どもの最善の利益を護る。そのための訪問型子育て

支援活動ホームスタートが日本で始まってから９年目の 2017 年。全国での訪問活動とネットワーク活動のレポー

トをご支援いただいたみなさまにお届けします。

1,462家庭の親と

2,394人の子どもたちに届けられ

12,148回の訪問支援が

全国の2017 年の訪問活動

86 の地域で

5,237のニーズの

平均92％が充足

家庭のニーズＴＯＰ３

１位　孤立感の解消

２位　子どもの成長発達を促す機会づくり

３位　親自身の心の安定
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トピックス１/ 産前からの切れ目ない支援に向けて妊婦さんの訪問支援を正式にスタート！ トピックス４/ 安心安全で効果の高い支援のために－スキルアップ研修と活動改善の取組

　ホームスタートでは、乳幼児が１人でもいる家庭を訪問

していましたが、妊婦さんにも訪問できるように、新たな

プログラム開発に２年間取り組んできました。妊婦さんな

らではのニーズに配慮したアセスメントツールと訪問する

ホームビジターのための 1.5 日の付加養成講座を開発し、

地域での訪問マネジメントを担当するオーガナイザーを対

象とする研修プログラムと活動マニュアルも完成し、約４

０地域で訪問を始めました。

　出産やその後の子育てに不安を感じながらも、頼れる人

が身近にいない、里帰り出産ができない、という方が増加

しています。今後は医療関係機関との連携も深めながら、

安心安全な訪問支援を妊婦さんに届けていきます。

　　 出産準備の買い物に

　一緒に出かけたり、お腹の

子どものことを一緒に考えながら

　いろんな話ができて、気持ち

　　　が落ち着きました。

　　　　出産後にもぜひ

　　　　　来てほしいです。

トピックス２/ 住民による訪問支援の輪を全国へ－新たに９市にて活動開始！

　ホームスタートは、地域の支え合いの子育て支援活動で

す。２７都道府県９８地域にひろがって来ましたが、活動

範囲は市区町村レベルが適正となっており、訪問できる地

域はまだ限定されてい

ます。ホームスタート

を知っていただくため

の普及講演会を青森・

群馬・東京・横浜・大阪・

奈良・愛媛で開催しま

した。　　　　　　

以下の９地域で新たに活動が始まりました！

● 群馬県太田市

● 栃木県那須塩原市

● 茨城県ひたちなか市

● 千葉県船橋市

● 埼玉県入間市

● 大阪府岸和田市

● 広島県広島市

● 宮崎県小林市

● 鹿児島県曽於市

ＨＳオーガナイザー養成コース（３日間）

３回開催・36名養成

トピックス３/福島のHSが「子供と家族・若者応援団表彰」内閣府特命担当大臣表彰！ 

　福島ホームスタート推進協議会が、内閣府の「子供と家

族・若者応援団表彰」で内閣府特命担当大臣表彰を受けま

した。2011 年東日本大震災後まもなく始まった福島での

ホームスタートは、県内 10 地域で活動しています。協議

会会長の福田さん（HSきたかたオーガナイザー）は、「訪

問支援を始めた当時はいろんな意味で大変でしたが、地域

のボランティアの皆さんやいろんな方々のご協力でこのよ

うな賞をいただきました。感激です。」とひとこと。

　県との協働も盛んな福島では、地域でなくてはならない

活動として、さらに支援の輪が広がってゆきそうです。

　 福島ホームスタート推進協議会

会津若松、いわき、白河

須賀川、喜多方、二本松、本宮

猪苗代、会津坂下、会津美里

トピックス５/世界２０ケ国のホームスタートが日本に集合！HS世界会議 2017 開催

　訪問するご家庭の状況は幅広く多様なため、安心安全で

効果の髙い支援を担保するためには、支援者としてのスキ

ルアップ研修と活動点検・改善のPDCAが欠かせません。

● ５月　全国交流研修会　東京　90名

「HS－UK に学ぶホームスタートの真髄」「訪問実績デー

タマネジメント」「ホームビジター養成講座マネジメント」

● ６月～９月　エリア別研修会　153名

北海道東北エリア /宮城県名取市

関東エリア /千葉県野田市

中央エリア /香川県高松市

九州エリア /大分県宇佐市

● ホームビジター交流研修会　　334名

　　 宮城HS連絡協議会 /仙台市

　　 福島HS推進協議会 /喜多方市

　　 埼玉HS推進協議会・関東エリア /越谷市

       東京HS推進協議会・関東エリア /清瀬市

　　 九州エリア /大分県宇佐市

● 活動改善の取組

　　スキーム（地域組織）・サポート・ガイドの作成

　　HS活動自己点検シートの活用

　　スキーム支援担当者の養成　研修会２回 28名

　　スキーム支援総合プランの実施  47 地域

　ホームスタートは、ヨーロッパ、アフリカ、北米、アジア、

オセアニアの 22 ケ国で実施されています。３年に一度開

催されるホームスタート・グローバル・カンァレンス（世

界会議）を 11 月にアジアで初開催し、国を超えた交流と

学び合いの機会づくりに挑戦しました。

　先進国でも途上国でも、親の心を支える寄り添う支援が

親自身の子育て力を引き出し、それによって子どもの健や

かな育ちが護られているということ、ホームスタートの「傾

聴」と「協働」を基盤とした活動に様々な工夫が付加され、

より多様なニーズに応える支援に進化できること、等を各

国の実践報告などから共有できました。日本の今後の活動

のひろがりと深化に向けた沢山のヒントが得られました。

● 11/6　歓迎レセプション

● 11/7　オープンデー　国連大学

　　　　　HSフレンドシップ・モーニング　194名

　　　　　国際シンポジウム（一般公開）　309名

　　　　　ティーパーティ（一般公開）　約200名

● 11/8 ～９　トレーニング・カンファレンス　押上

　　　　11/8　97名、　11/9　47名

● 11/10 ～ 11　海外ゲスト地域訪問・交流プログラム

　　　　郡山市、喜多方市、白河市、二本松市、つくば市、

　　　　和光市、新宿区、葛飾区、清瀬市、豊橋市、豊後

　　　　大野市、都城市に32名の海外ゲストが訪問

　　　　523名のボランティア・親子・関係者と交流

● ＨＳフォトコンテストの実施　　　　　

　　　　　

オーガナイザー同士の学び合いで自信も気力も充填！ ホームスタートの活動は自分自身も元気になれる機会がたくさん！

詳しいレポートは別冊にてご覧下さい！

Home-Start Friendship !
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ご 支 援 の お 願 い

メディアでの紹介 ＆ 利用家庭の声

発行元：特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン　　www.homestartjapan.org　 
                          〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-10-1 B棟2Ｆ     TEL : 03-5287-5771     Eメール : info@homestartjapan.org

会計報告 2016年 2017年
会費 2,770,000 2,960,000
寄付 2,759,761 5,574,384
助成金 1,155,162 3,800,000
その他 6 0
事業収益（研修・講演会・周知ツール等） 6,556,009 4,874,701
経常収益　計 13,240,938 17,209,085

調査研究・開発事業 1,440,011 505,606
広報・普及事業 1,821,041 2,134,443
地域スキーム運営支援・研修事業 6,912,116 5,946,590
国際交流事業（2017年世界会議） 252,143 8,328,939
管理費 1,827,895 2,244,547
経常費用計 12,253,206 19,160,125
（うち人件費） 3,986,560 5,306,999

987,732 -1,951,040
6,521,049 4,570,009

経
常
収
益

経
常
費
用

正味財産増減額
正味財産

4/1～3/31　　　　　　　　　  　　　（円）

● 4月　とうきょう子育てスイッチ

● 8月　サンケイリビングむさしの　

● 9月　中日新聞

● 11月　Happy-Note（ミキハウス子育て総研㈱発行）　

● 12月　朝日新聞、毎日新聞、西日本新聞

　2017 年度は、世界会議日本開催のために多く

の皆さまよりご寄付ご協賛をいただき、国際系財

団より助成もいただきました。本会議のための前

年度からの繰越金50万と約42万円の資金不足分、

スキーム支援総合プラン実施初期費用等がマイナ

ス収支の要因となっています。また、2016 年分

と併せた熊本地震募金は総額1,727,658円となり、

熊本県内の３スキームへの支援活動費 135 万円、

緊急支援物資費48,442円、現地訪問費88,050円、

その他経費106,436 円に活用いたしました。

ママに付き添い　育児支援（12/2朝日新聞より）
並木さんは大垣市に住んでいた昨年末からホームスタートを利用

した。初日、市がこの事業を委託するＮＰＯ法人「くすくす」の

訪問ボランティア「ホームビジター」の女性に生後半年だった長

女楓ちゃんの予防接種についてきてもらった。「抱っこひもに慣

れておらず、私１人での移動などは大変だった。出産直後で精神

的にも不安定な時期の外出で心強かった」と並木さん。付き添い

以外に、ビジターと自宅でおしゃべりだけして過ごしたことも。

「人が来れば家の掃除などもやる気が出るし、心も紛れた」という。
https://www.asahi.com/articles/ASKCY6FYHKCYOHGB00S.html

　ホームスタートの訪問支援は、残念ながら未だ

一部の地域でしか届ける事ができません。住民に

よるお互い様の訪問支援の輪を広げるために、ぜ

ひあなたのお力をお貸し下さい！

　右記の方法でご寄付をいただく以外にも、

・普及イベントに参加する

・SNSでのシェアや情報提供を協力する

・バザーやチャリティーパーティを企画する

などの参加方法もあります。ニュースレター受信

のお申込もお待ちしています！

寄付の方法
① ゆうちょ銀行口座への振込で寄付する
　　　口座名義 ：  特非）ホームスタート・ジャパン 
 　　  ゆうちょからの場合 ： （記号）00130-3 
                                        （番号）632908  
         銀行口座からの場合 ： （店名）０一九 （ゼロイチキュウ）　
                                        （店番）019 
                                        （預金種目）当座預金 
　　　      　　　　　　　　 （口座番号）632908  
② オンライン・クレジット決済で寄付する
　　   ア）CANPAN決済
　　　イ）つながる募金（ソフトバンク携帯料金と一緒に支払も可）

③ Ｔポイント（ソフトバンクユーザーのみ）で寄付する

④ 書き損ハガキで寄付する（以下の事務局に送付下さい）

⑤ 寄付自動販売機の設置場所を提供する

⑥ 買取寄付プログラムで物品寄付を提供する

CANPAN決済

つながる募金

Ｔポイント
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