
２０１７年度 ふくちやま CAP事業報告 

 

２００３年より学校や園、施設などにＣＡＰプログラムを行うことで、子どもの暴力防止に

つながればという思いから地道に活動してきましたが、子どもの虐待通告件数は年々増加し、

子どもの命が大人の不適切な取り扱いにより亡くなるという事例は後を絶ちません。 

そこで、今年度は、特に虐待防止に向けての講演会を始め、虐待防止ための様々な事業に取

り組んでまいりました。 

また、ふくちやまＣＡＰでは、インターネットを使っての情報発信やこれまでの活動の見直

しが十分でなかったため、２０１６年度から第３者に入っていただき、これまでの活動の分

析やパソコンなどの機器の充実を図り、ホームページを作成するなどネット環境を整備して

きたところです。他にもパンフレットなどの啓発ツールを作成し、子どもの権利が尊重され

る社会を作るための基盤強化の活動も行いました。 

 

＜2017年度の主な事業＞ 

I. 京都府・児童虐待防止地域推進事業「つながって安心な子育て」 

 ～わたしも 子どもも ハッピーになる保護者ワークショップ～ 

  概要： CAP プログラムを構成するアプローチの一つである「保護者ワークショップ」



を行い、しつけなど子育ての悩みや虐待などについて話し合うことで子どもが暴

力から心とからだを守る暴力防止につなげる。 

予算：150,000円 

  日時：２０１８年１月１６日・２３日・３０日 

（いずれも水曜日 午前１０時～１２時） 

  場所：下六人部児童センター 

 

（受講者からの感想・意見の集約） 

・（高校生の親）子どもに知っておいて欲しいことがたくさんあるので、学んで欲しい。 

・権利「安心・自信・自由」の考え方が、とてもよくわかった。 

・自分が嫌だと思ったことに対して「いやと言いなさい」と教えると嫌と言えない自分を責

める子供もいるため、「いやと言ってもいいんだよ。」という教え方をする方が良いという

ことを学んだ。 

・もっと、いろんな方に CAP プログラムのことを知ってもらいたい。 

・自分がやりたいことを「自由」に選ぶ権利があることを知って欲しい。 

・学校では教えられないことが（CAP プログラムには）たくさん含まれている。 

（事業の振り返り） 



開催時期にインフルエンザが流行したため、参加者が少なくなったが、結果的に参加者一人

一人の話を丁寧に聴き、悩みや疑問もワークショップ形式で意見を出し合い、考えることが

できた。今後は広報に工夫をするなど、より多くの保護者に参加者してもらいたいと考えて

いる。 

（保護者ワークショップの様子） 

 

 

 

（参考） 

CAP とは、【Child Assault Prevention】＝〔子どもへの暴力防止〕のこと。 

CAP プログラムとは、子どもがいじめ・虐待・体罰・誘拐・痴漢・性暴力など様々な暴

力から自分の心とからだを守る暴力防止のための予防教育プログラム。 

CAP プログラムは「子どもの大切な３つの権利（あんしん・じしん・じゆう）」をいじめ・虐待・性暴

力などの暴力で脅かされることから子どもを守るために何が出来るのかを、保護者、地域のおとな、

教職員、そして子ども自身に伝え、共に考える中で、子どもの人権意識を育て、子どもの”内なる力”

を引き出す役目を持っている。 

暴力防止のアプローチとして、 

「教職員ワークショップ」と「保護者（地域）ワークショップ」と「子どもワークショップ」の３つ

のワークショップがある。 

 

 



II. 真如苑 子どもの生活支援基金 

～保健所と連携した就学前の子どもに対する虐待防止事業～ 

概要： この事業においては、就学前の子どもに対する虐待防止を目的に、保健所と連携

して、地域と園、保護者が一体となり、子どもを虐待やいじめなどの暴力から守るための

体制と環境を作るため、次の３つの事業を行った。 

予算：500,000円 

 

1. 虐待防止講演会「みんながハッピーになる子育て」 

目的と概要：虐待を受けた子どもの心の専門家、西澤 哲先生をお迎えして、子育てとい

う視点から家庭を孤立させないために何が出来るのかを保護者や専門家に向けて講演し

ていただいた。 

 日時：２０１８年２月１７日（土）１５時～１９時３０分 

 場所：市民交流プラザふくちやま 会議室４−１ 

 講師 西澤哲（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

    １部 わたしも子どももハッピーになる子育て（保護者向け） 

    ２部 ハッピーな子育てを支えるために（専門家向け） 

 参加者：５４人 



（参加者の感想・意見のまとめ） 

・生物学的に見る人の子育ての大変さや自分では想像もしなかった考え方やものの見方にす

ごく考えさせられること、納得することが、たくさんあり子育てに何が必要か考える機会と

なった。（３） 

・子育てって大変なことなのだとわかりました。楽しく子育てするためには、周りの理解が

必要だと感じた。 

・虐待する親としない親の違い、虐待としつけの違い、子どもを理解するということの大切

さを伝えるＣＡＰの活動は必要。（３） 

・子どもをコントロールしようとすることで自己を満たそうとするおとなの心理、アタッチ

メントを大切に育んで、子育てをしていくこと。（４） 

・共同繁殖が困難な現代にいかに、子育ての孤立を防ぎ、つなげていくかについて考えさせ

られた。保育所の機能を強化していくことは大事であることを改めて考えさせられた。 

・虐待をしてしまう親の心理。今まで漠然と自分の考えていたことが明確になった。（２） 

 

（講演会の振り返り） 

子どもの育ちにおとなが関与するのは当たり前のことだが、子どもの心身の成長に極めて大

きな影響を及ぼす関わりであるアタッチメントの作用について、詳しく話を聞けたことは、

子育て中・子育てに関わる専門職の参加者にとって、今後の子育て・保育者への支援におい

て、有益な情報を得ることになったと確信している。 

CAP プログラムは「子どもの人権」に重点を置いており、保護者向け・地域向け・教職員

向けワークショップに参加することで、子どもとの関わりの中で必要とされるものに気づく

ことができるきっかけになる。講演当日は、ふくちやま CAPのパンフレット及び支援の場

（つながるーむ）の開設をお知らせする案内を配布したが、積極的にアピールする時間を持

っても良かったかなと思っている。 



＜講演会の様子及び新聞記事＞           

モデルワークショップ（就学前） 

場所：ひまわり保育園（福知山市） 

 子どもワークショップ 

（子どもたちの反応・変化） 

聞き慣れない「権利」という言葉をわかりやすい説明により興味を持ちしっかり聞き、自分

の意見を述べていた。ワークショップ中、どんな意見でも受け入れてもらえるとわかると、

更に積極的に意見や気持ちを出し、トークタイムでも、困っていることや嫌な思いをしてい

ることなどを話していた。 

＜子どもワークショップの様子＞ 

 

 

 



 保護者ワークショップ 

（保護者からの感想・意見のまとめ） 

・子どもの権利（安心・自信・自由）を奪うことなく、子どもに関わっていこうと思う。（２） 

・子どもの自己イメージは親や他人のことばに影響されるため、子どもに肯定的な言葉を使

うことで子どもが自分に自信を持ったり自分を肯定することが出来るのだということが

分かった。 

・虐待の世代間連鎖の話が印象に残った。 

・日々雑事に追われて時間にも心にも余裕のない毎日の中で、少しでも子どもの心を傷つけ

ない態度を意識したい。 

・わかっていてもなかなかできなかったことを再度認識し、改めてみようと思った。（２） 

・子どもが困った時やどうしていいかわからない時、先生や大人に相談するのは、告げ口で

はない。むしろ相談して助けてもらって良いのだということを聴いて、子どもにも伝えて

あげたいと思った。 

・親も相談しても良いと言うことを聴いて子育ての不安が少し和らいだ。 

・内容が難しすぎて理解があまりできないけど、暴力はいけないということはわかった。 

・子どもに CAPプログラムを受けさせたい。 

 嫌な時は、「いやと言える」など、自分の気持ちや意見をはっきり言えるようになっ



て欲しいから 

 人権意識を育てる基本的なことだから 

＜保護者ワークショップの様子＞ 

 

 

（モデルワークショップの振り返り） 

CAP プログラムに触れる機会として、ワークショップの提供をさせていただいた。子ども

を育てることは、その保護者だけが担うものではなく、困ってどうしていいか分からない時

に相談することができるのは、安心して子育てするためにも必要で当然の権利だと、保護者

自身にも伝えることができたと思う。 

保健所や子育て支援課などの公的支援も信頼できる相談先として紹介することができた。 

2. 啓発用パンフレットの作成 

教職員、保護者、地域のそれぞれに対して、啓発を行うことを目的にパンフレットを作成 

 教職員向け…5,000部 

 保護者向け…5,000部 



 地域の方向け…5,000 部 

主な配布先 

• 京都府北部保健所（中丹西保健所・中丹東保健所・丹後保健所） 

• 京都北部家庭センター 

• 福知山市（子育て政策室・図書館・児童館・人権推進室） 

• 舞鶴市子ども支援課・綾部市子育てネット綾部・京丹後市地域子育て支援センター・

宮津市子育て支援課・与謝野町子育て応援課・ 

• 京都性暴力被害者支援ワンストップセンター京都 SARA 

 

イベント時の配布 

• 福知山市児童館まつり「やんちゃフェスタ」 

• music &手作り市 Friends（福知山市後援） 

• 舞鶴市女性の船 

（パンフレットの振り返り） 

子どもが生活する場である家庭・学校・地域の三者に向けて三様のパンフレットを作成した。

これを機に、それそれの立場で、CAP プログラムを知っていただき、子育てをみんなで支

援する社会的意識が育ち、子どもへの暴力防止に向けて連携できるよう努力したい。 



＜パンフレットの写真＞ 

 

III. ワークショップ依頼（3件） 

1. 峰山乳児院（京丹後市） 

 子どもワークショップ（就学前・小学生プログラム） 

（振り返り） 

同院では、２００２年から CAP プログラム（子どもワークショップと教職員ワークショッ

プ）が取り入れられており、ワークショップ中の子どもの伸び伸びした様子からも、職員が

子どもを尊重して関わってこられたことが感じられる。トークタイム（ＣＡＰのスタッフと

一人ひとりの子どもとの対話）でも子どもたちは常に職員に話（気持ち）を聴いてもらって

いることが窺えた。 

 教職員ワークショップ 

（受講された教職員の感想・意見の集約） 



・CAP の研修を初めて受けたが、わかりやすくて良かった。 

・安心・自信・自由の３つの人権について子どもたちが知ることで、子どもたちが自分自身

を守ることができるようになる。 

・子どもとの関わりの強い仕事なので、子どもの心に寄り添った保育を心がけたいと思う。 

・暴力は、身体的な暴力だけでなく様々な暴力があると知り、普段過ごしている中で気付か

ずに子どもを傷つけていることもあるのではないかと考えさせられた。 

・ワークショップの中に劇（ロールプレイ）が取り入れられていることで、とても理解しや

すいと感じた。 

・大人には些細なことでも、子どもを傷つけていることになることを知った。 

・ここで学んだ「虐待を受けている子どものサイン」に気づき、保育現場で活かしていきた

い。 

・大学でも勉強できないことが学べた。 

・知っているつもりだったが、意識できていないことが多かった。 

・性的虐待については知らないことも多く、勉強できて良かった。 

・世界には困っている子どもがたくさんいるから、このような講座は今後も必要だと思う。 

そのような子どもが少しでも減少するように大人にも子どもにももっと知って欲しいし

知りたい。 



・ただ話を聞くだけでなく、参加型であったため自分の意見だけでなく多くの意見から視野

を広げることができ良かった。 

・子どもとの対話の方法は実際に現場で活用できるなと思った。 

 

（振り返り） 

  子どもに関係する周囲の直接・間接的な援助の大切さ。子どもの発熱・ケガ・発病など

で子どもに合わせた予定の変更ありで動ける社会環境が整備されている必要性を改めて感

じた。呼びかけの工夫に加えて、社会の子育て環境に対する意識にも、CAP プログラムが

働きかけることが大きいと感じた。 

 

2. 府中こども園（宮津市） 

 子どもワークショップ 

（子どもたちの反応・変化） 

CAP が伝える話や友達の意見をしっかりと聴いていた。 

自分の権利が奪われそうな時や嫌な気持ちになった時でも、何かできることがあるというこ

とを伝えているので、子どもたちは自分にできることを一生懸命考えて意見を出していた。 

 



＜子どもワークショップの様子＞ 

 

 保護者ワークショップ 

（受講者からの感想・意見のまとめ） 

・子どもに対して否定的に言わないように気をつけていたが、言ってしまうことがある。肯

定的な言葉をいうように心がけようと思う。 

・家で、そのようなことを詳しく話すことがないので、保育園で子どもに CAP のプログラ

ムを受けさせて欲しい。 

・４歳児にもわかりやすい説明だった。 

・これから小学校に行って嫌なことがあった時のために、自分を守る方法を知っておいて欲

しい。 

・小学校でも取り組んで欲しい。 

・親自身も、人権意識を持ちながら、自分も子どもも大切に生きることが大切だと感じた。 



・「チャイルドビジョン」などのツールを通して、子どもが大人の手をどれだけ大きく感じ

ているかや、子どもの目線で見るとどう見えるかなどを体験する事が出来為になった。 

＜保護者ワークショップの様子＞ 

 

 

（振り返り） 

 普段接している保育者ではなく、外部から「子どもの人権」を大切にした子育てという話

になるので、今までの子育てでは納得できなかった、あるいは解消できなかった疑問が解決

でき、子どもとの関わりに自信をもっていただけたと実感できた。 

 

吉津保育園（宮津市） 

 子どもワークショップ 

（子どもたちの反応・子どもワークショップに参加した担任の先生より） 

絵や安心・自信・自由のポーズなどを使うので、興味を持って集中していた。 



CAP ワークショップを受けた後、1 人で「いや」と伝えられなかった友達に対して、傍観

者にならず一緒に「やめて」と言って助けていた。 

知らない人から逃げる場面は、怖がらずに楽しく実践できていた。 

 

 保護者ワークショップ 

（受講者からの感想・意見のまとめ） 

・小学生や中学生の大事な時に、学校でも CAP プログラムを実施して欲しい。 

・子ども自身に、自分の存在価値を知って欲しいので、子どもに CAP プログラムを受けさ

せたい。 

・肯定的な言葉がけがなかなかできていないので、今回の話を聞いて実践してみようと思っ

た。 

・子どもの心を安心させてあげることの大切さをすごく感じた。 

・子どもがどう感じているか、よくわかった。 

・少しの暴力でも跳ね除けられる子どもに育って欲しい。 

 

（振り返り） 

CAP プログラムの保護者ワークショップの参加により、「子どもの人権」とわが子を関連し



て見ることができ、今までは重荷になっていた子育てに、余裕と自信を持ち、心からの愛情

をもって子どもと接するきっかけにしていただけたと思われる。 

 

～2017年度の事業を振り返って～ 

（良かった点） 

・パンフレットやホームページの作成するにあたり、第３者に入ってもらうことで、CAP

プログラムやこれまでの活動について整理することができ、改めて CAP 活動の必要性を

感じた。 

（今後の活動に向けて） 

・「つながって安心な子育て」や「つながるーむ」などの公募に対して参加者が少ない。 

→子育て中の親の集まる場所、学校などにこちらから出向き、子育てに不安を抱えている親

や保護者、先生などにＣＡＰの模擬ワークショップを体験していただいたり、相談会を開

くなどの「出張つながるーむ」事業を展開していきたいと考えている。 

・乳幼児期に虐待が多いことで、保育園を対象に CAP の案内をしているが、小学校・中学

校・高校でも必要を感じられるとの参加者の声がある。 

→保育園に行った時に、その地域の小学校や中学校などにも CAPの説明に伺うとともに各

市町村の教育委員会や子育て支援課にもパンフレットを持って説明に伺う。 


