
2021年度活動報告



Vision 理念

「自分は愛されるために生まれた！」

すべての子がそう思える未来を目指して
～社会の狭間で孤立する子ども・若者を救うために～



Message ご挨拶

3年目となる2021年度。
トナリビトではこれまでのシェアハウス・相談窓口・緊急宿泊用シェルターに加え、
居場所スペース『おとなりさん』が本格スタートし、大きな事業拡大の年となりました。

私たちは日ごろ、親を頼れない若者たちの沢山の声を聴きます。
中には、とてもシビアな状況に置かれている子たちもいます。

「帰る場所がない」
「親に家にいるなと言われた」
「2日間ご飯を食べてない」
「死にたい」

親を頼れない子ども・若者たちの姿は、日常生活の中では目に入りづらいかもしれません。
しかし、温かいご飯や怯えずに寝られる場所があることが、当たり前ではない若者たちがいる…
この現状を、トナリビトの事業を通じて目の当たりにしています。

何よりも、
「生きていていい」
「愛されていい」
「あなたは大切な存在なんだ」

そう言って、受け入れてくれる『誰か』の存在が、今、必要な子たちがいます。

私たちに出来ることは小さいですが、
トナリビトはその『誰か』の一人になれればいいなぁと願っています。

2021年度もトナリビトを支えて下さった皆様一人一人の思いが、
沢山の若者たちの背中を押し、励ましてくださいました。

トナリビトだけでは「出来ない」ことが、
皆様の支えの中で「出来る」に変えられていること、
心から、御礼申し上げます。

感謝を込めて God Bless,
代表理事 山下 祈恵

トナリビトに関わり始めて3年が経ちました。
その間、関わった若者たちは、いろいろな長所を持ち、素敵な個性に溢れた若者ばかりです。
ただ、自分が大切な存在であることを知るきっかけが少なく、何か他の子たちに劣っているように
感じていて、それぞれの方法で自己主張をしているように思います。

そもそも、優劣ではない、誰かに優っているから愛され、劣っているから不要なわけではない。
ただ神様に与えられたそのままの彼らに価値があり、彼らが、愛されるために生まれ、とても大切
な存在であることを知る環境に身を置くことは、本当に大切なことだと考えています。しかし、私
たちが関わる若者たちは、嘘のアイデンティティに縛られ、自分自身を搾取されるなどリスクの高
い環境に身を置きやすく、気付くと自分自身を破壊してしまう。

私はトナリビトの事業を通して、
彼らがそのままの自分に価値があり、
愛されるために生まれたことを知ってもらい、
誰かと比較する生き方ではなく、
彼ららしい人生を歩むきっかけになれれば、
幸いと思っています。

副代表理事 渡邉 一樹
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A. 
トナリビトにやってくる子は、１０代～20代前半の若者たち

事情はその子によって様々ですが

共通するキーワードは

「親を頼れない」ということ

児童養護施設や里親などのもとで育ち、

実親との関係が難しい子

実親と暮らしているけれど、

ご飯が出なかったり、「死ね」と言われたり、

しんどい思いをしている子

家や学校などに

居場所がない子

親や恋人の

DVから逃げたい子

お金や住むところがなくなって

頼るところがない子・・・

このような若者たちはテレビの中の存在ではありません。

あなたのすぐ隣にいる「あの子」なのです。



トナリビトが取り組む社会課題

親・家庭を頼れない子ども・若者の孤立

虐待やネグレクト、経済的困窮や、障がいなど、若者た
ちが親を頼れない理由は100人いれば100通り。

そこにトラウマや心の傷、生活困窮、離職、犯罪や性
被害、不登校などの問題が絡み合ったとき、若者たち
は行き場を失い、孤立してしまうのです。そんな彼らの
声をどのようにして拾い、SOSに応えるか―
それがトナリビトが取り組む課題です。

支援しているターゲット
①社会的養護下で育つ子どもたち

親と一緒に暮らせず、社会的養護下で暮らす子ども・
若者たちは全国で4万5千人。
私たちの住むこの熊本県でも、常に600名を超える子ど
もたちが児童福祉施設や里親の下で生活しています 。

児童養護施設等に入所する子どもたちの入所理由のト
ップは「親からの虐待・ネグレクト」。しかし実際には、子ど
も・若者たちの事情は様々でとても複雑です。保護者の
精神疾患や、疾病での入院が理由となるケースもあれ
ば、経済的な理由で親と生活できないケースなど、各家
庭内での課題があります。一言で「社会的養護」と言っ
ても、一人ひとりが抱える事情は一つひとつ違うのです。

そして社会的養護は「終わりがある支援」。
施設などで育った若者たちは、原則法律に従って18歳
になれば卒業していかなければいけません。親を頼れな
い若者たちが、18歳から勉強や仕事をひとりで頑張って
いくのは簡単なことではありません。法律や制度の狭間
で、自分たちの力だけではどうにもならないことが沢山あ
るからです。

最近では国の制度が見直され、18歳を過ぎても受けら
れる支援の幅が広がってきていますが、施設出身者の
進学率の低さや、離職率の高さ、生活困窮に陥ったと
きの支援の受け皿の少なさなど、親を頼れない若者たち
を孤立させてしまう課題はまだまだ多く残っています。

Q. 施設や里親等のもとで暮らす子はどのくらいいるの？

Q. 保護された子ども・若者はどこに行くの？

Q. 進学率はどのくらい？

Q. 社会的養護から出た後に困ることって？

＜熊本県の状況＞

• 熊本県の児童養護施設
数＝12施設

• 保護された子ども・若者の
およそ80％が施設で生活
している。

• 里親・ファミリーホームへの
委託率は10%前後で、
全国平均（20%）を下
回っている。

27%

32%

34%

仕事

将来のこと

生活費・学費

困っていること・不安なことTOP.3

※厚生労働省調査より（調査対象：2015.4～202.3施設等退所者）

全国

約45,000人

熊本

約600人

児童養護施設

79%

里親・ファミ

リーホーム

8%

乳児院

7%

その他施設

6%

全国

約60％

社会的養護出身者

約20％
全国平均の

1/3

必要だと感じている支援TOP.3

金銭面 住居と食事 心身の健康1 2 3

金銭管理が上手く
いかず生活困窮、
バイトと学業の両
立、借金…など

仕事が続かない、
再就職が出来ない、
社宅をでなければ
いけない…など

＜実際の相談事例＞

※e-Stat（福祉行政報告例2020年度データより）



②セーフティネットから
こぼれ落ちる若者たち

親を頼れない若者たちの中には、国の制度や支援から
こぼれ落ちる子たちも少なくありません。

DVやネグレクトなどに悩みながらも、児童相談所や支
援の窓口に一度も繋がったことのない子や、誰にも相
談できずにいる若者たちがいます。また相談の時点で
18歳を超えているという理由で、十分な支援が受けら
れないケースも多くあります。実際にトナリビトに相談に
やってくる子ども・若者の3人に1人は、何の支援にもつ
ながっていない10代の若者です。

「大人が信用できない」「以前相談に行ったけど状況が
変わらなかった」「親や恋人に脅されていて警察に行け
ない」・・・若者たちが公的な支援に繋がることができな
い理由は様々。

10代の子たちは一見、大人のように見えるかもしれま
せん。しかし頼る大人がいなかったり、孤立してしまうと
、未成年の若者たちは自分で自分の身を守ることが出
来ず、最悪の場合犯罪に巻き込まれてしまうなど、深
刻な状況に陥ることもあります。

トナリビトが大事にしていること

LOVE
FIRST

まず、愛する

100％
子ども・若者の

味方

子ども・若者の
ために
「動く」

• 愛し、受け入れる事を大切にします

• 信頼関係を大切にします

• 子ども・若者の未来を諦めません

• 本人の気持ちや意思決定を大切にします

• 安心・安全を守ることを大切にします

• 分かりやすい説明と本人の同意を大切にします

• 守秘義務を徹底します

• SOSに対して具体的に動きます

• 何がその子にとってベターかを考え続けます

私たちの活動では、若者たちとの「関係」が重要です。
大人を信頼できない若者や、沢山の苦しい経験やトラウマを抱えた若者たちを支えていくためには、まず信頼関係を
築くことが不可欠だからです。私たちは、関係があって初めて次の支援のステップに進むことができると考えています。

トナリビトが目指すのは、行政とも施設とも違う「斜めの関係」。等身大の大人であることを大事にしているほか、以下
の３つの行動指針を定めています。

トナリビトにやってきた時点で
公的支援に繋がっていないケース
※公的支援＝児童相談所、DV等の支援センター、警察など
※2021年4月～2022年3月実績（n=928件）

Q. なぜ公的支援を頼らないのですか？
警察や児相に言えばいいのではないですか？

Q. 親を頼れない若者たちはどんなことに困るのですか？

実際にトナリビトにやってくる若者の2人に1人は、児童相談所や警察が全く関
わっていなかったり、接点はあるものの介入に至らなかった子たち。若者たちが
直接公的制度に繋がれない理由は様々です。

<例えば…>
◼ 相談の時点で18歳（2021年度時点での支援対象年齢）を超えている、

または18歳間近という理由で、支援対象外とされてしまった

◼ DV等があったため地域内や学校等で相談したが、結果保護に至らなかった、
または望まない結果になった等の理由から、若者が大人や、警察・児童相
談所に不信感や抵抗感をもっており、介入を拒んでいる

◼ 直接的な暴力の証拠がない等の理由で保護には至らなかったが、本人の
困り感や精神的苦痛が強い（家出少年・少女によくみられる）

◼ DV加害者の親や恋人から、「警察に言ったら殺すぞ」などと脅されていること
への恐怖などから、直接公的機関に相談に行けなかった

◼ 若者本人に被害を受けている自覚がないケースや、状況を上手く言語化で
きず被害状況が伝わらない

・・・など

57％

DVなどの不適切な関りがある場合や、経済的支援が受けられないといった
ことから、日々の生活の思わぬところで「困った」に直面することがあります。ま
た親との関わりの中で心の傷を負い、トラウマに苦しむ若者もいます。

＜例えば…＞
◼ 未成年のうちは契約や医療行為に親権者同意が必要になるため、DV被

害を受け病院を受診した際、保護者不在では検査や治療が受けられな
いと言われた

◼ 成人になっても、保証人になってくれる大人がおらず、物件などの契約に際
して審査が通らない／選べる物件が少ない

◼ DV等の加害者である親が保険証を持っており、病院に行けない
◼ 親にバイト代などのお金を取られる

・・・など

DVなどの不適切な関りがある場合や、経済的支援が受けられないといったこと
から、日々の生活の思わぬところで「困った」に直面することがあります。また親
との関わりの中で心の傷を負い、トラウマに苦しむ若者もいます。

＜例えば…＞
◼ 未成年のうちは契約や医療行為に親権者同意が必要になるため、DV被

害を受け病院を受診した際、保護者不在では検査や治療が受けられないと
言われた

◼ 成人になっても、保証人になってくれる大人がおらず、物件などの契約に際し
て審査が通らない／選べる物件が少ない

◼ DV等の加害者である親が保険証を持っており、病院に行けない
◼ 親にバイト代などのお金を取られる

・・・など



What we do トナリビトがしていること

相
談
窓
口×

居
場
所

『誰でも来れる』、『相談できる』、『人と繋がる』
をコンセプトに、様々な「困った」に関する相談受
け入れや、居場所の提供、就労支援、イラスト
講座などのイベントを行っています。

巣
立
ち
支
援×

住
居

社会的養護から巣立つ若者や、家庭から前向きな支援が
得られない15歳から23歳までの若者の自立を目指すため
のシェアハウスです。保証人や貯蓄がなくても入居でき、アッ
トホームな雰囲気の中で、自立に向けた生活支援を受け
ることができます。

シ
ェ
ル
タ
ー

DVやネグレクトなどを理由に緊急で保護が必要な
子ども・若者のための簡易シェルターがあります。
「家に帰れない」「今日寝るところがない」「ちょっと休
憩したい」…そんな緊急的なニーズに応えるための
緊急宿泊専用のお部屋です。

学
習
支
援

県内の児童養護施設等で暮らす中高生を対象にマンツー
マンの家庭教師ボランティアを行っています。
法人スタッフ以外にも、地域の大学生がボランティアとして参
加しています。

KIMONO
プロジェクト

一人暮らし支援BOX

おとなり便
児童養護施設巣立ち支援

おゆずり品

【その他の支援プロジェクト】

バースデー
プロジェクト



Statistic 数字で見る2021年度

9人7人

■シェアハウス入居者数

144
日

14日

■シェルター稼働日数

44回12回

■就労支援実施回数

6人

前年度との比較

相談窓口＆
居場所スペース
利用者数

③プロジェクトを通じた支援

201
回

141
回

■学習支援実施回数

928件
うち相談件数

220件

25人 6人 16人39個

2021年度の大きな変化は、子ども・若者のための相談窓口・居場所ス
ペース「おとなりさん」の本格稼働です。電話やLINE、窓口での相談受付
体制を整えたことで、幅広い年代・対象から相談が来るようになり、夜間や
週末に緊急のSOSをもらうことも増えました。コロナ禍でありながらも、沢山
の若者たちと繋がり、支援を継続できたことが感謝でした。
また若者同士の繋がりや、スクールソーシャルワーカー・弁護士の方々の依
頼で緊急宿泊用シェルターの利用相談が著増した1年にもなりました。



２０２１年度IPPO入居者

コロナの影響で昨年度卒業を延期した入居
者が、先輩として新しい入居者をサポートして
くれたり、卒業してからもOBとして入居者たち
に関わり続けくれたりと、「若者同士の支えあ
い」に繋がっています。全員就学・就労を継続
できたことも感謝でした！

児童養護施設を経て入居：5名

児童自立支援施設
を経て入居

一時保護所
を経て入居

17歳18歳

20歳

卒業後直入居

20歳

離職後の入居

19歳

離職後の入居

19歳

卒業後直入居

19歳

卒業後直入居

19歳

離職後＆DV保護
からの入居

少年犯罪
からの更生

21歳

生活支援の内容

年間イベント

4名の新しい入居者を迎え、計9名がシェアハウスで生活を送りました。卒業した4名のうち2名は
保証人が立てられない事情を抱えていましたが、無事一人暮らしのアパートに移ることができました。

保証人や貯蓄がなくても入居できるIPPOでは、備え付けの家具・家電や日々の食事、再就労支
援、金銭管理など、生活を整えるために必要な支援を個人のニーズに合わせて行いました。

月1回関係者が集まって一緒に食事するオープンデーや季節イベント、誕生日祝いなどを開催。
IPPOでの関係作りには欠かせない楽しい時間です♪

家具・家電備え付け

平日夕食の提供

手続き・受診への同行

自立に向けた計画策定・伴走

金銭管理

トラブル等の相談対応

再就職支援 各種イベント ・・・など

お祝い事はケーキ♪ 迫力のスクリーンで映画観賞会 毎年気合が入るハロウィン♪おとなりさんも合同で 今年は初めてキャンプへ！それぞれの新しい一面発見しました♪

クリスマスの特別ディナークリスマスマーケットで乾杯！

年末年始はみんなで一緒に年越し♪ その他にもスポーツ大会やBBQなど、入居者のライフステージに合わせてイベントを開催しています



Q. なぜ施設に保護されたの？
わかんない え、だって…理由は教えてもらえるけど、本当のことはわからないし。うち生まれてすぐ保護されたけん。

Q. 施設卒業後、IPPOに来た理由は？
18歳で施設を卒業して就職したけど、辞めることになって。で、社宅だったからすぐに出ないといけなくて、家を探そうっていうことになったけど、
やっぱまだ未成年だし、保証人がいないからやばいなと思って。でIPPOしかないなと思って、転がり込みました。

Q. 施設出身者ということで苦労したり嫌だったことはあった？
苦労じゃないけど、嫌だなとおもったことは「偏見」。とある大人の方から言われたんですけど、「施設出身の人は頭がおかしい」みたいな、なんか
勝手な偏見をお持ちでしたので。なんかびっくりした。なんだろうね、思っててもいいけどさ、それを口に出すのはどうかと思った。

Q. 逆に施設で育って良かったことはある？
うーん、なんだろう、でも、なんていうのかな、施設に入ってなかったらできていなかったこともあったはず。草刈りとか薪割りとか（笑）。あとは、
毎日があれ、保障された感じだったじゃん。今思えば。かえって自分の家だったらどうなってたんだろうと思って、っていうのはありましたね。それは
卒業するまで分からなかったこと。

Q. IPPOに来て変わったこと、成長したなって思うことはある？
えーなんか変わったかな、うち。変わったっちゃ変わったけど、何が変わったか具体的にはわからない。なんだろ…
でも確かに思ったのは、生活は安定してるかなと。気持ち的に安定してます。

Q. 施設のことや親の頼れない若者を知らない人に知ってほしいことはある？
うーん、知ってほしいこと？知りたい人が知ればいい。別に無理に知ろうとはしなくていいのよ、別に。でもマイナスの感じで捉えてほしくないかな。
別にただ単に親がいないだけっていうだけでね。それでなんか区別っていうか差別されるのもおかしいしって感じ。

Q. 今何か夢はある？
このまま安定を保ちつつ、いろんなことにチャレンジできたらいいなって思いました。なんかやってみたいっていうか。旅行に行ってみたい。今コロナ
禍だから、出かけようと思っても遠出はできないけど、１回自分で頑張って稼いだお金でなんかちょっと遠出してみたいな。
あと目標は独身貴族(笑)！自分のために時間とお金を余裕もって費やせるようになりたい。今はまだ無理だけど。

Q. 同じように親を頼りづらい若者や子どもに伝えたいことは？
うーん、親がいないのはね、あなた達だけじゃないんだよ、もっと自信もって！そんな思いつめることないんじゃない？って。ただ単に親がいないだ
けっていうか、頼れないだけであってほかは誰とも変わらないし、っていうかむしろいい経験してるんじゃないでしょうかって思います。

Q. 一時保護になったのはどうして？
親が…他の人と違うっていう言い方はよくないけど、精神的な病気で、児相の判断で一時保護所に入るみたいになった。

Q. 一時保護所からIPPOに来た理由は？
一時保護所では学校とか行ってなくて。外に出れないからまず。月一で散歩するぐらい。一時保護所って簡単に言えばまぁそういう親とかの危
険から守るための、保護される場所なんよ。だから、外に出たりとか、携帯を触ったりとかできない。だから、シンプルに勉強して、運動して、寝て、
の繰り返し。大体は期限は1か月だけど、俺は３か月ぐらいおって、長い方で。一時保護所おっても将来が見えんわけじゃん。で、保護所の判
断で「親とは住めん」ってなって。だったら仕事をしなくちゃってことで、自立できるところっていう話になった。

Q. 一時保護されて苦労したり嫌だったことはあった？
共同生活なわけだから、色々ルールがあるわけですよ。例えば「朝起床何時」とか、ご飯も…。生活リズムとしてはいいかも知れないけど、俺っ
てどっちかっていうならマイペースで自分で物事進めたいタイプだから、日課に沿ってプライベートを過ごすっていうのが一番きつかった。

Q. 一時保護されて逆に良かったことはある？
（一時保護所の）先生と色々話してる中で、じゃあ「いざ出ます」ってなったときに、じゃあこれからどうやってやっていくのかっていうのを俺はノー
トとかに書いとって。例えば、バイト始めました、月の給料はこのくらいです、とか。一時保護所の中におっては先が見えんけど、携わってくれたこと
に関しては、「よかった」っていうとは違うけど、自分のためにはなったかなと思う。

Q. IPPOに来た当時、一番困っていたことは？
（IPPOに来たとき）自分が15歳で、携帯のひとつもない。それが一番困ったよね。生活するうえで携帯って重要だし。仕事する上にも必要
だし。いざ（求人）見つけて、そのあと何ができるのっていったら何もできない。あとお金ないわけだから、何もできないよねって、っていうのが一
番大変っちゃあ大変だったよね…。けどね、ぶっちゃけね、15歳から仕事してる人俺だけじゃないからね。俺が15から仕事してる、じゃあ俺の方
が偉いとかじゃないから。俺のがすごいとかじゃないから。まあ人それぞれ、色々人生あるわけだけん。

21歳

出生後乳児院に預けられ、
児童養護施設で18歳まで育つ

施設卒業後、19歳～21歳IPPO入居

18歳

15歳で一時保護される
一時保護所で3ヶ月過ごした後、15歳～
18歳IPPO入居

Q. IPPOに来てよかったことはある？
やっぱ俺らシェアハウスに来るって、まあちょっとした事情があるわけで…親と一緒に住んでるわけじゃない。けど、法人の人とかが好意的に、例えばバーベキューしたりとかイベントとか…そういう、
なんか、もう、家族っていうか…その感覚にしてくれる。色々お世話になった部分も沢山あるけんが、それが一番俺は、来てよかったなって。そうやって、ご飯とか食べたりしながら色々話しするし、
「違うな」って思うことも中にはあるけど、「確かにそうだな」っていうこともあるけんが。

Q. IPPOに来て変わったこと、成長したなって思うことはある？
これは自信持って言えるけど、誰がどう見ても「変わった」と言われる。考え方だったり、話し方だったり。今まで一時保護所行って、IPPO来て、そっから2～3年の中でやっぱ色々あっとるわけだ
けん。バイトもなんか転々としてきて、その時は何も考えとらんかったかもしれんけど、無駄にはなってないと思う。（今は）職場の人たちもみんな認めてくれて、俺もその期待に応えられるように
やってて。色々あったけど、一番は考え方。さっきも言ったけど考え方だったり話し方だったり。そこに関しては一番成長したところではあるよね。

Q. 施設のことや親の頼れない若者を知らない人に知ってほしいことはある？
まあ一番は…うーん…何ていうかな、普通の人って、「え、15で一人暮らししてる人いるの？」みたいな。分からん人沢山いるよね。親に甘えられた人には、自分で働く大変さって絶対わから
んと思う。まあ一番伝えたいのは、当たり前じゃないよね、今の生活はってこと。当たり前じゃない。

Q. 今何か夢はある？
やっぱり俺は仕事。オンとオフっていうのはしっかりしたいし、飲食業してる立場としては、お客さんがいてからこその自分が生活していけてるわけだから、感謝は忘れず、従業員に信頼される責
任者になりたい。

Q. 同じように親を頼りづらい若者や子どもに伝えたいことは？
なんていうかな、中にははき違えている人もおると思うんよ。親が捨てたみたいな。自分のことを親は嫌いだみたいな。けど、決して絶対そんなことはないし。だって自分の腹から産んだ子なんか、
心の底から嫌いなわけじゃないし、そこをはき違えてほしくない。今は確かにやっぱ親がいる人といない人って、違うかもしれんけど。そこで、折れるか折れないか、だよね。そこで折れてしまったら
それなりの人生を歩むし、自分が仮に将来結婚して子どもができましたってなっても、なんていうかな、そこで折れたらそれまでだと思うし。ま、親とはいろいろあった。言葉悪いけど「死ね」って
思ったこともあるけど、心の底からは思ってないし。で、今はホントに親がおって今の自分がおるけんが、そこはそこで感謝してる。仕事とか自分で探す努力だったり、きついかもしれんけど、今の
環境に甘えてたら何も変わらないし。何に対してもポジティブ。だけど、ポジティブすぎなくてもいいと思うんだよね。それは、ね、家庭事情がよほどの子も、中にはおるかもしれないから。今は親が
絶対嫌いだと思うし、きついと思うんだよね。けど、今を頑張れば絶対に将来に繋がるから。ポジティブにやっぱ捉えるなら、今はやっぱ試練を与えられているっていうか、そこをいかに自分が考え
て生活していけるかだと思うんだよね。

※当事者のありのままの声を届けるために、本人の表現をそのまま掲載しています。



社会的養護や不登校、家にいづらい等、「親・家
庭を頼れない若者」が誰でも利用できるようにした
ことで、多様なニーズを抱えた若者たちと繋がること
ができました。相談や食事のニーズなど、個人にあ
わせた対応を模索した1年になりました。

おとなりさんでの過ごし方 1人でもグループでも安心して過ごす時間にするため、それぞれの若者が好きに過ご
せる空間を少しずつ作りあげていきました。

「あなたにとって、おとなりさんってどんな場所？」

アナログゲーム：若者の特技（百人一首） Swith：一人で遊んだり、みんなで対決したり 手芸好き集まれ！レジン、ビーズetc. 作業用テーブルが卓球台に!?

難しい問題も、誰かが手伝ってくれる 「とまり木」での話は尽きない 好きにピアノ弾いたり…新ユニット結成!? 就労への一歩。ここから、スタート

漫喫コーナーは不朽の名作から「キテる」漫画まで色々
気まぐれで映画上映が始まることも

寝たい日は寝て、寝不足解消♪おやすみなさい♪

お誕生日は特別な日！笑顔キラキラ
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

居場所利用 相談 見学 寄付

第6波第5波

第4波

有

（社会的養護、

または児相や警

察が介入済）

43%

無

57%

公的支援への繋がり10歳未満

3%

10代

39%

20代

31%

支援者・保護

者・関連団体

など

27%

利用者の年齢

生活困窮・住居支援

25%

DV

17%

金銭管理

11%

死にたい・不安感

10%

就労支援

10%

犯罪からの更生

8%

性被害

6%

一人暮らし

移行支援

6%

不登校

4%

その他

3%
相談内容内訳

・年間利用件数：928件
・月平均：77件／週平均：20件

コロナ第4波の中で本格スタートした居場
所スペースですが、徐々に利用件数が増
え、7月には100件を超えました。ほとんど
の利用者がリピーターになってくれたのは嬉
しかった点です。
5～8月は3月に社会に出た若者たちの
離職や中退の相談が相次ぎ、相談窓口
からシェルターやシェアハウスに繋がるケース
もありました。

また利用者の若者に「家にご飯がない」と
いう訴えが多く、昼と夕方に無料でご飯の
提供をスタート。コロナ感染拡大の中でも
工夫しながら提供を続けました。

利用者の7割は10代後半から20代前
半の若者で、若者本人が直接ネットや
口コミで存在を知ってやってくるケース
がほとんどです。その中で社会的養護
経験者や児相・警察などが関わっている
のは4割程度で、6割は公的支援に繋
がっていない若者たちでした。

またスクールソーシャルワーカーや弁護士、
児童養護施設等の職員、里親、保護
司の方々などが、受け持っている子ども・
若者について相談にくることも増えました。

相談内容で毎年一番多いのは、
「生活困窮・住居支援」です。

仕事を辞めて社宅を出ることになった、親のDVか
ら逃げてきて友人宅を転々としている、野宿してい
る…など、「住むところがない」若者が多く相談に
やってきました。

また2021年度は未成年のデートDV（恋人から
の暴力）や親からのDVの被害相談が多く、行
政や民間のDVシェルターと協力しながら、保護か
ら一人暮らし移行までを支援しました。18歳以下
の若者からのDV相談については、本人の意向を
確認しながら、トナリビトから児童相談所の一時
保護へ繋げたケースもありました。

親権停止申請や裁判などの手続き・同行支援な
ども複数発生し、家庭裁判所や検察庁などで親
を頼れない若者の現状と課題について支援団体
として意見を共有しました。

相談窓口・居場所スペース「おとなりさん」 月別利用件数推移

相談のうち・・・
6割が対面

4割がLINE・電話



2020年度の10月から緊急設置した緊急宿泊用シェルター。
安心して寝れる場所がなければ次の支援につなぐことも難しいという現状を目の当たりにし、整
備した簡易シェルターです。2021年度はパーティションで個室化したり、家電を設置したりと、少
しずつ機能を充実させていきました。人との関りが苦手な若者の避難所にもなりました。

これまでに受け入れたケース・相談があったケース

真冬に親から「外に立ってなさい」と閉め出され、「このままでは死ぬ」と思い家出しました。
小学生の頃から親からDVを受けていて、よく家の外に立たされたり、叩かれたりしていたため、近所のおじさんが児相に通報し
てくれたこともありましたが、当時は保護には至らず、それからずっとDVを受けて育ちました。18歳を超えているけど未成年なの
でどこにも行けず、半年間友達の家を4件ほど転々としていました。今の居候先では家主に援助交際をほのめかされたりしてい
て出ていきたいけど、もう行くところがないので、安心して寝れる場所がほしい。

児童養護施設を卒業し、一人暮らしをしていたのですが、恋人からDVを受けています。逃げたいけ
ど、位置情報を共有しているので、連絡が取れなくなったりしたら逆上して探しに来るんじゃないかと
不安でできない。親もDVの傾向があって関係が良くないので、知られたら大変なことになるので連絡
できない。どうしたらいいですか？

受験を控えているが、親から「死ね」と言われたり、状態が悪いときに包丁をつきつけられたりするのが
しんどい。直接的な暴力はないが、自分の気持ちが持たない。「死にたい」と思ってしまうし、いつか殺
されたら…という不安が強い。いざという時に逃げられる場所がほしい。

19歳

20歳

高校3年生

シェルターで提供している支援

両親のDVから逃げてきたのですが、今市内を歩いていて行く
ところがありません。昨日は野宿したのですが、ずっと野宿は
きつい。頼れる友達もいません。助けてください。

19歳

■シェルター稼働日数

シェルターは個室で、ベッド・寝具・机・椅子などが利用可 希望者には平日夕食に手作りご飯を提供します

朝昼は利用者の希望に合わせてパンや軽食を常備

衣料や日用品の提供 引っ越しや手続きの手伝い



39個

25人

県内の児童養護施設3カ所で、中高生向けにマンツーマンで家庭教師ボランティアを実施。
2021年度は初の試みで、熊本大学の大学生3名がボランティアとして参加し、施設で暮ら
す中高生たちの受験勉強に伴走してくれました。

コロナ禍でオンラインでの授業が続きましたが、教科書を事前にコピーしてもらったり、Zoomのホ
ワイトボード機能を使ったりと、工夫しながら進めることができました。また施設に行けない期間に、
逆に生徒が居場所スペースに「勉強教えて！」と来てくれたりと、会えない中でも関係性を繋ぐ
ことが出来たのは感謝でした。

児童養護施設等の卒業生向け支援として、

①年2回食料品や日用品を送る「おとなり便」
②不要となった一人暮らし向けの家具家電を集め卒業生
に無料でお譲りする「おゆずり品」

のプロジェクトを今年度も実施することができました！

2021年度は、おとなり便の中身を寄付でSNS
で呼びかけ、沢山のご寄付を頂きました。またお
ゆずり品も、地域の方々やSNSで支援を知った
方々が持ち寄ってくださった物。まだまだ使えるも
のや、中には一度も使っていない新品のものも
多く、これから社会に巣立つ若者たちの生活を
支えてくれる大切なご寄付の一つです✨
ご寄付頂いた皆様に感謝いたします！

学生ボランティアのオリエンテーション



16人

参加者

6人

ボランティア

22人

誕生日に少しでもほっ
こりした気持ちになって
もらえるようにと、「おと
なり便」や「おゆずり品」
プロジェクトで繋がった
若者たちへ、誕生日の
プチギフトを毎月発送
しました♪

2020年度にスタートした「KIMONOプロジェクト」。
今年度も無事開催することができ、6名の新成人たちが参加し、
綺麗な着物に身を包んで撮影会に臨みました。

成人は人生の大切な節目の一つ。
「愛されるために生まれてきたあなたへ」…その思いを込めて、美
容師、着付けの先生、ネイリスト、カメラマンなど、総勢22名のプロ
フェッショナルな皆様がボランティアとして協力して下さり、新成人た
ちの大事な一日を一緒にお祝いしました！

当日の流れは当事者の先輩たちが作ってくれました♪

事前にみんなで着物の準備

お支度を担当してくださるボランティアさんたち

着付けの時間が一番ドキドキ

希望にあわせてヘアメイクとネイル

撮影会場でカメラマンが撮影
撮影にはボランティアさんが一人ずつ付き添い

入り口で心を込めてお出迎え

ご協力頂いた皆様に
感謝申し上げます



Media メディア関連

「くまにちすぱいす」で月1回連載がスタートしました！＞＞＞

2021年4月から「となりのあの子」というタイトルで
親を頼れない若者たちの現状を綴る連載が始まりました

◀QRコードよりWeb版がお読みいただけます♪

16回

メディア
掲載回数



Relationship 他施設／団体間の見学・訪問など

Accounting Report 会計内訳

収入 支出

人件費

40%

シェアハウス・居場所スペー

ス・シェルターの物件家賃

23%

食費・

消耗品

21%

水道光熱費

9%

その他

7%

民間助成金

51%

サポーター

会費

23%

単発寄付

8%

事業収益

18%

有給スタッフ4名
（前年度から3名増員）

WAM助成
SoftBankチャリティスマイル助成

熊本善意銀行

継続寄付会員

シェアハウス家賃
居場所スペース利用料

講師料など

収入・寄付
寄付金の使い道：

40％▶人件費
32％ ▶物件維持・利用費
21％▶利用者の食事・日用品

助成金

■資金面の状況について：事業費の半分は事業収益やサポーターの皆様からの寄付、残り半
分は単発の助成金等を申請し、運営費をカバーしています。
■事業収益について：経済的に困窮している若者の負担を減らすため、シェアハウスや居場所
スペース・シェルターの利用料は通常よりも大幅に安く設定していますが、利用者の状況によっては、
シェアハウスの家賃回収率が50％を下回ることもあります。またシェルター利用者は着の身着のま
まで来ることも多く、利用料は払えないケースがほとんどです。

関連施設・団体の訪問

見学・視察・研修受入

新規連携団体の発掘

102回

訪問・
見学受入数

コロナの影響で頻度は下がった1年でしたが、児童養護施設や児童家庭支援センターを始め、他の非
営利団体やグループホームなど、関連施設・団体の訪問を定期的に行いました。

見学希望の個人・団体を積極的に受け入れ、若者たちの現状について普及啓発に
力を入れたほか、昨年度に引き続き弁護士会などの研修受け入れ等も行いました。

家庭に事情を抱えた若者に理解のある事業所＝「職親」さんの事業所見学や、実際に若者の受入依頼を行ったほ
か、2021年度より家賃保証会社と連携し、保証人が確保できないシェアハウス入居者の若者の物件契約をスムー
ズに進めることが出来ました。また熊本県では児童家庭支援センター協議会が発足し、子ども・若者に関わる団体
でより顔の見えるネットワーク作りが進みました。

県児童家庭支援センター協議会

プロによるメイク講座も開催！



【サポーター企業】 ※2021年度にご支援を頂いた企業様

Supporters サポーターの皆様

Special Thanks 2021 ご支援頂いた方の紹介

※このほか、個人サポーターの皆様からご寄付や物品・食品・家具家電等を頂いています。
※匿名でのご寄付や、団体名非公開を希望されているサポーター様については掲載しておりません。

熊本大学工学部の学生たちによる社会的養護に関わる施設のイン
ターネット環境を改善するプロジェクトが立ち上がり、各施設の現状をヒ
アリングした結果、児童心理治療施設 こどもL.E.C.センターのネット
工事を無償で実施してくださいました！

ネット環境改善
プロジェクト
with.
熊本大学工学部

毎月美味しいパンを届けて下さるベーカ
リーのオーナー様を始めとし、全国4県から
様々なエリアで子どもに関わる方々が集ま
り視察に来て下さいました！

頂いているパンは、日々居場所スペースやシェアハウス、シェルターの利用者たち
の食事に活用させて頂いています。1年間、このパンを定期的に取りに来て、食
事をまかなった若者もいます。ご支援に心から感謝申し上げます！！

U様

まつお不動産 様

生活困窮者のための住居支援を提供してく
ださり、DV被害を受けた若者や、保証人が
いない若者、離職した若者など、様々な
「困った」に直面しているケースに柔軟に対
応してくださいました！
複数の若者が住居探しでお世話になり、無
事次のステップに進むことが出来ました。

宮本 聡 様

シェアハウス立ち上げ時から細やかに支援下さり感
謝です！2021年度は居場所スペース立ち上げに
際し、若者たちからリクエストの上がっていた「鬼滅
の刃」全巻セットと、ジブリアニメDVDセットを贈って
下さいました。みんな大喜びでした♪

クリスマスマーケッ
トくまもと

SDGsカフェのご寄付先の
一つにトナリビトを選んで
いただき、売上金の一部
をご寄付頂きました！
若者たちと参加しました♪

福丸 洋子 様

トナリビトの事業用物件のオーナーであり、立ち上げ当初か
ら沢山のご支援と励ましを頂いています！この出会いがな
ければ、トナリビトの事業はスタートしませんでした。
改めて、ご理解とご支援に感謝申し上げます！

▲◀振袖等寄付
・小糸伸輔の店 様
・ACHAプロジェクト
・高田 純一 様
・後藤 恵 様

・Nouvelle Vague 様
・・・ほか

◀花束・お手紙の寄付
YORISOI 様

足場の設置
協力▶

・吉﨑 健児 様
・平尾化建株式会社

代表取締役

児玉直樹 様

◀書の寄贈
稲田 春逕 様

振袖類のクリーニング▶
絹工房 なかじ 様



Love
Your
Neighbor
As
Yourself

Matthew 22:39

How to Support
ご支援方法

公式サイト 寄付・会員登録 Facebook Instagram

日々の様子はSNSで配信中！


