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―獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 

開設 15 周年を迎えて 

地域と子どもリーガルサービスセンター長 

花本 広志 

 

新型コロナウイルス禍の中、３度目の春を迎えることになりま

した。行動制限はかなり緩和されたとはいえ、なお制約の多い中

で、皆様方におかれましては、それぞれの領域においてご活躍の

ことと拝察いたします。この間、獨協大学地域と子どもリーガル

サービスセンターも、感染拡大防止に最大限留意しつつ、また事

業の一部をオンライン化するなど、なんとか従前並みの活動を継

続してまいりました。これまで通り当センターの活動にご支援・

ご協力を賜りましたら幸甚に存じます。 

さて、当センターは、2007 年の開設以来、今年で 15 周年を迎

えることになりました。これまでの皆様のご支援・ご協力に感謝

申し上げます。この間、子どもの権利擁護に関するわが国の施策

は遅々として進んでいませんでしたが、昨年末からようやく、子

ども政策推進の司令塔としての「子ども家庭庁」の設置、子ども

基本法の制定へと動き始めました。「子ども庁」から「子ども家庭

庁」への名称変更など、「子どもの最善の利益」の観点からは、な

おも注視が必要と思われますが、当センターとしても、子どもコ

ミッショナー(権利擁護機関)設置をめぐる議論など、国の今後の

施策との連動・連携をも視野に入れつつ、「子どもの最善の利益」

を理念として、可能な限りの活動をしていきたいと考えていま

す。今後ますますのご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。
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15th 
ご挨拶 －開設 15 周年を迎えてー 

地域と子どもリーガルサービスセンター 

開設 15 周年によせて 

エクステンションセンター長／経済学部教授 

秋本 弘章 

地域と子どもリーガルサービスセンターが

開設されて１５年になります。これは地域の皆

様の支えと関係者の努力があってのことと感

謝いたします。 

本センターは、法科大学院の付置組織として

設置されました。法科大学院の募集停止、廃止

に伴って、エクステンションセンターに移管さ

れ現在に至っています。 

「法律」というと何か「裁判」になるような

ことのみを想像しますが、そうではありません。

私たちの生活のあらゆる行為は、「法律」にかか

わっているのです。そのため本センターの業務

も非常に幅広くなっています。これが最大の特

徴です。いわば、子どもや家庭を対象としたな

んでも相談室といったところでしょうか。 

いじめや児童虐待など子育てにかかわる痛

ましいニュースがしばしば報じられています。 

こうした事件を防ぐことはできないものでし

ょうか。多くの案件は周囲の適切なサポートが

あれば事件を未然に防ぐことは可能であった

のではないかと考えられています。本センター

では子育てや家庭に多様な案件についての相

談業務を行っています。子どもや家庭・地域に

かかわる問題が発生するのには「わけ」がある

のです。その「わけ」を保護者と地域の皆様と

ともに考え、子どもも保護者も安心・安全に成

長していけるようサポートすることが大きな

役割となっています。 

このようなサポートは「法律」だけで対応で

きるわけではありません。「医療」や「教育」な

ど様々な面から対応が必要であり、他機関と連

携して相談業務を行ってきました。今後もこれ

らの機関との連携を深め、地域に貢献できるセ

ンターとして日々成長をしていくことを願っ

ています。 

 

▲大学中庭の楠の木 

 

四季折々、情緒豊かに 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 

相談員 星島 由香 

今年の３月の中頃、交差点で信号待ちをして

いると、親子(父子かな)の楽しそうな会話が聞

こえました。園へ送り途中なのか、ふざけてケ

ラケラと笑う声は、朝の爽やかな空気に溶けて、

シアワセを振りまいていました。信号が変わり、

人々が一斉に渡り始めた時、その親御さんが

「見てごらん！ほら、梅はもう散り始めている

ね。」とお子さんに話しかけたのです。その声に

私も思わず散りゆく梅に目をやりました。そし

て親子のやりとりと梅を(なんて素敵な朝の光

景なんだろう)とほっこり嬉しく眺めました。 

センターでの 15 年という長い月日は、「こう

いった日常の一コマが心にとって栄養になる」
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と気づかせてくれました。癒され、力をもらい、

今があると感謝しています。 

予期せぬ新型コロナウイルスの出現で、蔓延

とともに在宅勤務環境が整い、通勤時間分が子

どもと関わる時間に充てられたという親御さ

ん、その一方で長引く感染予防対策で外出もま

まならず、有り余る子どもの体力気力と向き合

うことに疲れてしまったというご家庭もある

かもしれません。 

今、この環境下の「子育て」には「少しの余

裕(隙間)」が必要だと感じています。密閉、密集、

密接の目に見える 3 密の他に「心の密を避ける

こと」にも注意が必要です。相談時に聴く声は、

ビッシリと行き場のない感情であふれかえっ

ています。 

季節をとらえて語り合っていた親子を想い

だしながら、「子どもの心に爽やかな風を取り

戻すためにできること」を日々考えています。 

 

 

学びの日々と共に 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 

事務担当 遠山 直子 

コロナ禍 3 年目、新しい社会にもだいぶ適応

しはじめてきた今日この頃ですが、振り返って

みると大きな時代の流れの中を必死にもがい

てきたかのように思います。 

子ども達の声で賑わいを見せていたイベン

トや対面での講座が難しくなる中で、どうにか

続けていく方法を模索し手探りで始めたオン

ライン講座。 

一からのスタートに頭をフル回転させなが

ら戸惑う日々でしたが、少しずつ勝手もわかる

ようになり、多くの方に受講していただける講

座を開くことができました。 

開所当時から開催している専門家による相

談会も、急遽中止せざるを得ない期間がありま

したが、先生方のご協力のもと再び開催するこ

とができました。 

ホームページもリニューアルされ、広報の一

環として思案していたインスタグラムも開始

する事ができ、より多くの方にセンターを知っ

ていただくきっかけになったかと思います。 

制限のある中でも何か提供できるものはな

いか？そう思うと同時に、たくさんの方々に感

謝をする機会が増えました。 

従来のものを続けていく事、新しく何かを始

めるという事はもちろん一人ではできません。

調整してくださった方、環境を整えてくださっ

た方、どんな状況でも支援して下さる方のご協

力があるからこそ出来た事です。何事もそうで

すが、成果の陰には必ず見えない方達の手助け

があるという事をこれまで以上に強く感じま

した。 

 

▼センター隣の公園の梅の木 
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LSC 
Memories 

自然観察会 

夏休み子どもワークショップ 

子育てフェスタ 

草加市共催講座 

「わたしがシアワセを獲得するために」 

ペアレント・トレーニング 

 

写真で見るセンターの活動 

 

￥ 
センターでの 15 年間の活動の一部を 

写真でご紹介いたします。 
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夏休み子どもワークショップ 

夏休み子どもワークショップ 

子どものアレルギー講座 

草加市子育て Week!! 

おやこ広場 ｵﾝﾗｲﾝとらいあんぐる 

ｵﾝﾗｲﾝ ペアレント・トレーニング 

ワークショップ最終日の空にかかる虹♪ 



 

- 6 - 

 

１５年間のイベントの記録 

 

 

◆草加市・獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター共催講座 

年度 実施日 講座名 開催方法 講師（講師のご所属は当時のものです） 

2017 

6/24 

上手にほめる・上手に叱る 
―して欲しいことを上手に言葉で伝える方法 
1 日目「グッドサイクル・バッドサイクル」「わかりやすいコ
ミュニケーション」「上手にほめる」「上手に叱る」 対面 草加市子育て支援センター 

7/1 
2 日目「よい行動を教え、練習させる」「感情をコントロール
する」 

7/15 シアワセを獲得できる子どもを育てるために 対面 布柴靖枝 氏 
（文教大学人間科学部臨床心理学科教授） 

11/11 
Ｗｅｌｃｏｍｅ！イヤイヤ期 
―自立に欠かせない必要な時期。気持ちを楽にして乗り切ろ
う！ 

対面 福田亜矢子 氏 
（はなみずき特別支援教育研究所理事長） 

12/9 
子どものアレルギー疾患とその対応 
―年齢で変化するアレルギー対応 対面 

吉原重美 氏 
（獨協医科大学医学部小児科学主任教授） 

2018 

5/23 
楽しい親子関係作りのプログラム 
第 1 回「現状把握表を書く！」「自分のことについて書いてみ
よう！」 

対面 
内山明子（当センター相談員） 
星島由香（当センター相談員） 

6/6 第 2 回「行動で書く！」 

6/20 第 3 回「同じカテゴリーをみつける！」 

7/4 第 4 回「ギリギリセーフ！をみつける！」 

7/18 第 5 回「ギリギリセーフ！をきわめる！」 

8/1 第 6 回「ペアプロでみつけたことを確認する！」 

8/4 子どものアレルギー勉強会 対面 

吉原重美 氏 
（獨協医科大学医学部小児科学主任教授） 
三上健太郎 氏 
（三上こどもクリニック院長） 

12/8 シアワセを獲得できる家族になるために 対面 
布柴靖枝 氏 
（文教大学人間科学部臨床心理学科教授） 

2019 

6/29 わたしがシアワセを獲得するために 対面 布柴靖枝 氏 
（文教大学人間科学部臨床心理学科教授） 

9/30 
ペアレント・トレーニング 
第 1 回「オリエンテーション」・「行動を 3 つに分ける」 

対面 内山明子（当センター相談員） 
星島由香（当センター相談員） 

10/21 第 2 回「好ましい行動を増やす・肯定的な注目（ほめる）を与
えよう」 

10/28 
第 3 回「好ましくない行動を減らすために・スルーとほめる
の組み合わせ」 

11/18 第 4 回「子どもの協力を引き出す方法・効果的な指示の出し
方①」 

11/25 
第 5 回「子どもの協力を引き出す方法・効果的な指示の出し
方②」 

12/16 第 6 回「よりよい行動チャートの作り方・使い方②」「講座の
まとめ」 

2020/ 
2/5 フォローアップ 

2020/ 
1/11 子どものアレルギー疾患とその対応 対面 吉原重美 氏 

（獨協医科大学医学部小児科学主任教授） 
2020/ 
2/15 

孫育て講座 
―今と昔 対面 

金子弘恵 氏（助産師） 
山口千砂都 氏（管理栄養士） 

2020 

11/14 シアワセに包まれた家族を築こう 
―私も家族もシアワセになるコミュニケーションのヒント ｵﾝﾗｲﾝ 布柴靖枝 氏 

（文教大学人間科学部臨床心理学科教授） 
2021/ 
1/23 

子どものアレルギー講座 冬のスキンケア対策 
小児の食物アレルギー・アトピー性皮膚炎治療のポイント ｵﾝﾗｲﾝ 

吉原重美 氏 
（獨協医科大学医学部小児科学主任教授） 

2021/ 
3/27 

オンライン孫育て講座 
―子育て最強サポーターに！ ｵﾝﾗｲﾝ 金子弘恵 氏（助産師） 

2021 

10/2 
アンガーマネジメント 
―シアワセを獲得するために ｵﾝﾗｲﾝ 

布柴靖枝 氏 
（文教大学人間科学部臨床心理学科教授） 

9/9 よりよいおやこ関係をつくる ペアレント・トレーニング 
第 1 回オリエンテーション・行動を 3 つに分ける 

ｵﾝﾗｲﾝ 
内山明子（当センター相談員） 
星島由香（当センター相談員） 

9/16 第 2 回好ましい行動を増やす・肯定的な注目を与える。 

9/30 第 3 回好ましくない行動を減らす・スルーとほめるの組み合
わせ 

10/14 
第 4 回子どもの協力を引き出す方法・効果的な指示の出し方
① 

10/28 第５回子どもの協力を引き出す方法・効果的な指示の出し方
② 

11/11 第 6 回よりよい行動チャートの作り方と使い方 

11/25 第 7 回よりよい行動チャートを使ってみよう 

12/16 第 8 回フォローアップ 
2022/ 
1/29 

子どものアレルギーを正しく知ろう 
―薬の正しい知識と使い方 ｵﾝﾗｲﾝ 

吉原重美 氏 
（獨協医科大学医学部小児科学主任教授） 

※本誌に掲載のイベント記録以外は「開設 10 周年記念誌」に掲載しています 
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◆ハートライアングル・獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター共催イベント 

年度 実施日 講座名 開催方法 講師（講師のご所属は当時のものです） 

2017 
4/4,4/10,5/8,5/9,6/6,6/12,7/3,7/4, 

9/4,9/1210/2,10/10,11/7,11/13, 
1/9,1/15,2/5,2/6,3/6,3/12 

おやこ広場  
とらいあんぐる 対面 

柳田悦子 氏（ハートライアングル） 
山本多美子 氏（ハートライアングル） 
星島由香（当センター相談員） 

2018 
4/3,4/9,5/8,5/14,6/4,6/5,7/2,7/10, 

9/3,9/4,10/1,10/9,11/6,11/12, 
12/3,12/4,1/7,1/15,2/4,2/12,3/4,3/5 

おやこ広場  
とらいあんぐる 

対面 

2019 
4/8,4/16,5/13,5/14,6/3,6/11,7/1,7/9, 

9/2,9/10,10/1,10/7,11/5,11/11, 
12/9,12/11,1/14,1/20,2/3,2/4,3/3,3/9 

おやこ広場  
とらいあんぐる 

対面 

2020 9/28,10/12,11/9,12/7,1/18,2/8,3/8 おやこ広場  
ｵﾝﾗｲﾝとらいあんぐる 

ｵﾝﾗｲﾝ 

 

◆獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催 おやこ大学 

年度 実施日 講座名 開催方法 講師（講師のご所属は当時のものです） 

2017 

第
1
期 

6/20 しんまいママと赤ちゃんのおやこ大学  
第 1 回 離乳食について 

対面 

林悦子 氏（栄養士） 

6/27 第 2 回 タッチケア（ベビーマッサージ） 
内山明子（当センター相談員） 
星島由香（当センター相談員） 

7/11 第 3 回 絵本の楽しみかた 柳田悦子 氏（保育士） 

7/18 第 4 回 スクラップブッキング 小松崎恵 氏（スクラップブッキング講師） 
小林千賀子 氏（スクラップブッキング講師） 

第
2
期 

10/24 
しんまいママと赤ちゃんのおやこ大学  
第 1 回 タッチケア（ベビーマッサージ） 

内山明子（当センター相談員） 
星島由香（当センター相談員） 

10/31 第 2 回 離乳食について 林悦子 氏（栄養士） 

11/21 第 3 回 スクラップブッキング 小松崎恵 氏（スクラップブッキング講師） 
小林千賀子 氏（スクラップブッキング講師） 

11/28 第 4 回 絵本の楽しみかた 柳田悦子 氏（保育士） 

2018 
第
1
期 

10/15 しんまいママと赤ちゃんのおやこ大学  
第 1 回 タッチケア（ベビーマッサージ） 

対面 
 

内山明子（当センター相談員） 
星島由香（当センター相談員） 

10/22 第 2 回 離乳食について 林悦子 氏（栄養士） 

10/29 第 3 回 スクラップブッキング 
小松崎恵 氏（スクラップブッキング講師） 
寺澤雅子 氏（スクラップブッキング講師） 

11/5 第 4 回 絵本の楽しみかた 柳田悦子 氏（保育士） 

2019 
第
1
期 

6/4 しんまいママと赤ちゃんのおやこ大学  
第 1 回 タッチケア（ベビーマッサージ） 

対面 

内山明子（当センター相談員） 
星島由香（当センター相談員） 

6/18 第 2 回 離乳食について 林悦子 氏（栄養士） 

7/2 第 3 回 スクラップブッキング 小松崎恵 氏（スクラップブッキング講師） 
寺澤雅子 氏（スクラップブッキング講師） 

7/16 第 4 回 絵本とふれあいあそび 
柳田悦子 氏（保育士） 
星島由香（当センター相談員） 

2021 
4/6,5/18,6/22,7/6, 
8/3,9/7,10/5,11/2, 
12/14,1/11,2/1,3/1 

オンラインおやこ大学ひろば ｵﾝﾗｲﾝ 
柳田悦子 氏（ハートライアングル） 
山本多美子 氏（ハートライアングル） 
星島由香（当センター相談員） 

 

◆獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催 夏休み子どもワークショップ 

年度 実施日 講座名 開催方法 講師 

2017 
8/21 トラブルかいけつにん養成講座入門編 

～弁護士と一緒に考える、トラブルの解決の仕方～ 1 日目 
対面 

埼玉弁護士会 

8/22 
トラブルかいけつにん養成講座入門編 
～弁護士と一緒に考える、トラブルの解決の仕方～ 2 日目 対面 

2018 
8/21 目指せ！最強の交渉人～弁護士から学ぶ交渉のヒケツ～ 1 日目 対面 

8/22 目指せ！最強の交渉人～弁護士から学ぶ交渉のヒケツ～ 2 日目 対面 

2019 
8/20 目指せ！最強の少年弁護団～弁護士と学ぶ交渉の達人への道～ 対面 

8/21 目指せ！最強の少年弁護団～弁護士と学ぶ交渉の達人への道～ 対面 

2020 3/30 全集中で解き明かせ！―弁護士と学ぶ刑事裁判の原則 ｵﾝﾗｲﾝ 

2021 8/23 全集中で考え抜こう！―弁護士と学ぶ刑事裁判の原則 ｵﾝﾗｲﾝ 

 

◆中学生・高校生模擬裁判員裁判  

年度 実施日 イベント名 開催方法 

2009 8/21,8/22 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター企画夏期模擬リーガルクリニック 
「法科大学院生と市内中学生による裁判員模擬裁判」 対面 

2010 8/28,8/29 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター企画夏期模擬リーガルクリニック 
「法科大学院生と高校生による裁判員模擬裁判」 対面 

2011 8/20,8/21 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター企画夏期模擬リーガルクリニック 
「法科大学院生と高校生による裁判員模擬裁判」 対面 

2012 8/26,8/27 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター企画夏期模擬リーガルクリニック 
「獨協埼玉高校生と獨協法科大学院生による裁判員模擬裁判」 対面 

2013 8/24,8/25 刑事法入門（獨協大学法科大学院 1 年次春学期・必修）獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター共催 
「獨協埼玉高校生と獨協法科大学院生による裁判員模擬裁判」 対面 

2014 8/30,8/31 
刑事法入門（獨協大学法科大学院 1 年次春学期・必修）獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター共催 
「獨協埼玉高校生と獨協法科大学院生による裁判員模擬裁判」 対面 

2015 8/29,8/30 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター・獨立会（獨協大学法科大学院修了弁護士）共催 
獨協埼玉高校生による模擬裁判員裁判 対面 
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2016 8/27,8/28 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター・獨立会（獨協大学法科大学院修了弁護士）共催 
獨協埼玉高校生による模擬裁判員裁判 対面 

2017 8/26,8/27 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター・獨立会（獨協大学法科大学院修了弁護士）共催 
獨協埼玉高校生による模擬裁判員裁判 対面 

2018 8/25,8/26 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター・獨立会（獨協大学法科大学院修了弁護士）共催 
獨協埼玉高校生による模擬裁判員裁判 対面 

2019 8/24,8/25 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター・獨立会（獨協大学法科大学院修了弁護士）共催 
獨協埼玉高校生による模擬裁判員裁判 対面 

 

◆獨協大学法科大学院生、同大学院出身弁護士向けセンター主催 勉強会 

年度 実施日 講座名 演題 講師（講師のご所属は当時のものです） 開催方法 

2016 9/29 子ども虐待と弁護士 

児童福祉法改正と弁護士の役割 
磯谷文明 氏 
（東京弁護士会、東京弁護士会子どもの
人権と少年法に関する委員会委員） 

対面 
子ども虐待に関するケース報告（１） 

野村武司 氏 
（獨協大学法務研究科長、埼玉弁護士会） 

子ども虐待に関するケース報告（２） 星島由香（当センター相談員） 

2017 2018/ 
1/13 

学校における事件・事故とリスク対応 
―子どもの最善の利益の視点から 

山口卓夫 氏 
（弁護士法人筑波アカデミア法律事務所
代表弁護士） 

対面 

 

◆獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催研修会・主催講座 

年度 実施日 講座名 開催方法 講師（講師のご所属は当時のものです） 

2007 9/28 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター研
修会 
児童虐待防止のための制度・仕組みをめぐる最近の状
況と課題 
－2007 年児童虐待防止法・児童福祉法改正を中心に 

対面 
吉田恒雄 氏 
（駿河台大学法学部教授、児童虐待防止全国ネ
ットワーク理事長） 

2007 11/1 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター研
修会 
社会的養護と児童養護施設 
－児童養護の当事者参加推進団体『日向ぼっこ』の活
動を通して 

対面 
市川太郎 氏 
（法政大学講師、児童養護施設の当事者参加推
進団体「日向ぼっこ」顧問） 

2007 11/1 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター研
修会 
分離から共生（インクルージョン）へ：特別支援教育
への転換 

対面 谷口清 氏 
（文教大学大学院人間科学部教授） 

2007 12/6 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター研
修会 
少年法改正－子どもが置かれている状況について－ 

対面 
佐々木光明 氏 
（神戸学院大学法学部教授） 

2008 8/8 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター研
修会 
「ややこしい子」とともに生きる 
―子どもの発達にとって大切なこと 

対面 河原ノリエ 氏 
（東京大学先端科学技術センター特別研究員） 

2008 9/25 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター研
修会 
子どもの育ちを支える家庭支援とは 

対面 
林真未 氏 
（カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職、
ファミリーライフエデュケーター） 

2008 12/11 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター研
修会 
不登校と引きこもりの体験を語る 

対面 宮川正文 氏 
（前射水市子どもの権利支援センター長） 

2009 8/6 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター専
門相談特別編 
子どものアレルギーについて知ろう、質問しよう 

対面 
吉原重美 氏 
（獨協医科大小児科准教授、アレルギー学会指
導医） 

2014 5/10 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主
催講座 
様々な課題をかかえる家族へのアプローチ 
―家族療法の視点から 

対面 
布柴靖枝 氏 
（文教大学人間科学部臨床心理学科教授） 

2014 10/11 
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主
催講座 
保護者との連携を進めていくために 

対面 石橋昭良 氏 
（文教大学人間科学研究科准教授） 

2015 5/30 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主
催講座 
メディア環境と子どもの育ち 
―テレビとどうつきあいますか 

対面 
田口雅徳 氏 
（獨協大学国際教養学部言語文化学科・教授） 

2015 10/9 

音楽の力で子どもの発達を支えよう 
―今日から使える音楽療法のエッセンス活用法 
（主催 草加藤幼稚園、獨協大学地域と子どもリーガ
ルサービスセンター） 

対面 

鈴木 涼子  氏 
（音楽療法士、獨協医科大学越谷病院子どもの
こころ診療センター子どものこころ音楽療法研
究会「ジュバラント」） 

2015 2016/ 
2/10 

平成 27 年度埼玉県子育て支援事業講演会 
乳がんの早期発見と予防 
（主催 草加藤幼稚園、獨協大学地域と子どもリーガ
ルサービスセンター） 

対面 持田豊子 氏（あけぼの会埼玉支部支部長） 

2016 9/30 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主
催講座 あかちゃんとおやのための離乳食講座 

対面 金丸眞子 氏（管理栄養士、株式会社和光堂）  

 

◆獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催 子育てイベント  

年度 実施日 講座名 開催方法 講師（講師のご所属は当時のものです） 

2008 2009/ 
3/23 

ママも子どもも笑顔が一番 リフレッシュ フェスタ！ 
（共催 家庭支援協会、協力 こそだてマママーケット） 対面 

村松 ともこ 氏 
（NPO 法人日本ベビーサイン協会認定講師） 
三輪 真由美 氏 
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（はりま坂耳鼻咽喉科・アレルギー科院長） 
井川 行美 氏（ﾈｲﾘｽﾄ／Family Life Creator) 

2009 9/9 
ママも子どもも笑顔が一番 リフレッシュ フェスタ！ 
（協力 草加子育てネットワーク、NPO 法人子ども広場
草加おやこ劇場、NPO 法人 Living in Japan） 

対面 運営：当センタースタッフ、 
協力団体スタッフ 

2010 
2011/ 

3/9 子どもと一緒に親子で旬の野菜を楽しもう 対面 
鈴木悠揆野 氏 
（管理栄養士） 

 

◆獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催 周年記念行事 

年度 実施日 行事名 講演・シンポジウム 講師（講師のご所属は当時のものです） 開催方法 

2006 2007/ 
3/31 

獨協大学地域と子どもリーガ
ルサービスセンター開所式 

記念講演 
子どもの苦しみを前に
何ができるか 

前島章良 氏 
（長野県教育委員会事務局こども支援課課長） 

対面 

2007 2008/ 
3/30 

獨協大学地域と子どもリーガ
ルサービスセンター開設 1 周
年記念シンポジウム 
子どもの今を考える 
地域の子どもから見える子ど
もと家族、地域の課題 

基調講演  
子どもの虐待から見え
る子どもと家族 

椎名篤子 氏 
（フリージャーナリスト） 

対面 パネルディスカッショ
ン 
地域の子どもから見え
る子どもと家族、地域
の課題 

嘉山愛音 氏 
（NPO 法人冒険あそび場ネットワーク草加代
表） 
簗瀬裕美子 氏 
（NPO 法人 Living in Japan 代表理事）  
雲雀信子 氏 
（NPO 法人子育てサポーターチャオ代表）  
草加市役所子育て支援課 
コーディネーター 野村武司（当センターセン
ター長） 
コメント 椎名篤子 氏 

2009 2010/ 
3/27 

獨協大学地域と子どもリーガ
ルサービスセンター新施設開
所記念シンポジウム 
子どもの居場所と自立を考え
る 
―子どもへのリーガルサービ
スの観点から 

記念講演 
子どもの居場所・自立
といまの社会 

芹沢俊介 氏 

対面 
シンポジウム 
子どもの居場所と自立
を考える 

「少年事件と少年の自立」 岩本憲武 氏（前
埼玉弁護士会子ども権利委員会委員長） 
「子どもの緊急避難場所シェルターと自立」 
馬渕泰至 氏（弁護士、社会福祉法人カリヨン
子どもセンター理事） 
「居場所としてのフリースクールと子どもの
支援」  
増田良枝 氏（NPO 法人越谷らるご理事長） 

「中高生世代の家庭への支援」  
川松亮 氏（北児童相談所） 

2016 2017/ 
3/11 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター10 周
年記念シンポジウム 
10 年間の活動を通してみた子どもの現状と専門家との
連携 

作田亮一 氏 
（獨協医科大学越谷病院子どものこころ診療
センターセンター長・教授） 

対面 

布柴靖枝 氏 
（文教大学人間科学部臨床心理学科教授、臨床
心理士） 
林恵津子 氏 
（埼玉県立大学保健医療福祉学部教授、臨床発
達心理士） 
井原正則 
（弁護士、獨協地域と子ども法律事務所） 
指定討論 杉浦めぐみ 氏 
（草加市子育て支援センター所長） 
星島由香（当センター相談員） 
司会 徳永光 
（10 周年記念シンポジウム実行委員長、獨協
大学教授） 

 

◆他団体主催イベントへの協力 

年度 実施日 講座名 開催方法 担当 

埼玉県主催 

2016 2017/2/5 埼玉県主催ファミリーシップフェスタ（ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ） 対面 ハンドメイド＆工作コーナー 

2017 2018/3/21 埼玉県主催ファミリーシップフェスタ（ｳｪｽﾀ川越） 対面 ハンドメイド＆工作コーナー 

草加市主催 

2012 
～ 

2019 

2012/12/1,2013/9/28 
2014/9/27,2015/9/12 
2016/9/11,2017/9/16 
2018/9/15,2019/9/14 

第 12 回～第 19 回 草加市子育てフェスタ 対面 工作の部屋 

2021 10/5 草加市子育て Week!! 対面 おやこ広場 とらいあんぐる 

 

◆学会発表 

年度 実施日 学会名 開催方法 報告者 

2018 6/10 第 7 回 日本タッチケア学会  
タッチケア発表「子ども・親支援におけるタッチケア効果」 対面 星島由香（当センター相談員） 
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2021年度 センター相談支援活動の概要 

センター長 花本 広志 

 

1．相談活動 

2021 年度の新規相談件数は、106 件で、一般

相談が 88 件、コンサルテーション（子どもに

関わる NPO、学校、行政機関等から、子どもや

親、関係先への対応や連絡先について寄せられ

る相談）が 15 件、その他が 3 件でした。昨年

度（98 件）から、約 8％のプラスとなっていま

す。2020 年度以前からの継続している件数は

15 件あり、これに新規受付件数を加えると、相

談ケースの総数は 121 件でした。 

 新規受付件数のうち 62 件は、センター相談

員による聞き取り・助言であり、26 件について

専門相談で対応、6 件は他の専門機関等への紹

介・連携等を行いました。また、その他（関係・

連携機関への問い合わせや個別講座等での対

応・支援）が 12 件ありました。 

 

２．相談内容 

新規相談件数のうち、96 件は埼玉県内からの

ものであり、埼玉県外は 4 件、不明が 6 件でし

た。新規相談の内容（※１）は、例年、「発達障

害」、「不登校・引きこもり」、「子どもの心理面

での不安」がほぼ同程度の割合で上位を占める

ことが多かったのですが、2021 年度は、「子ど

もの心理面での不安」が他を圧して多くなって

おり、新型コロナウイルス禍の影響と思われま

す。他方、家族関係・親子関係の問題、離婚・

DVの問題、法的支援、学校等の対応の問題など、

相談内容が多岐にわたっているのは例年通り

です。「学校等の対応の問題」についても、件数

としては少ないものの、毎年相談が入る状況で

あるには変わりありません（表 1 参照）。 

 

※１ 相談内容については、1 件の相談内容が複数の項

目に該当する場合も少なくないが、その場合は、相談者

の主訴に合わせていずれかの項目に振り分けてある。 

 

 

 

 

◆表 1：新規相談内容 

子どもの心理面での不安 26 

発達障害 14 

法的支援 12 

子育て不安 9 

不登校・引きこもり 8 

離婚・DV の問題 6 

家族関係・親子関係の問題 5 

養育・親権の問題 3 

学校等の対応の問題 3 

虐待・養育困難 2 

就学・進路の問題 2 

いじめ 1 

子ども同士の人間関係 1 

その他 14 

計 106 

 

◆表 2：相談対応方法 

電話対応 518 

対面：センター内（来所） 52 

対面：センター内（訪問） 7 

メールでの対応 8 

郵便・FAX 8 

その他 1 

計 594 
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３．相談対応 

2021 年度の相談対応件数は、のべ 594 件で

した。昨年度（583 件）から約 1.5％増ですが、

一昨年度は 800 件であったことからすると、コ

ロナ禍の影響を脱していないことがうかがえ

ます。 

相談対応の方法としては、例年通り、電話で

の相談対応が大半を占めています（表 2参照）。

対応の流れとしては、初回の相談は電話で受け

付けており、そこで終了するものが大半です。

それ以上の対応を要する場合は、継続しての電

話相談、来所による面談、家庭訪問、診察への

同行や学校等との話合いの場への同席などへ

と進んでいくことになります。また、ある程度

長期にわたり継続支援しているケースについ

ては、メールによる相談を受ける場合もありま

す。 

相談内容は、ケース毎にさまざまあるため、

各ケースに応じたオーダーメイドの対応を行

っています。相談スタッフによる傾聴や情報提

供で終結する場合もありますが、長年の活動の

成果として、ネットワークづくりの手法が確立

しており、医療、心理、教育、福祉、行政、法

律等の各分野との連携を行い、支援のネットワ

ークを構築する場合が多くなっています。その

傾向は 2021 年度も同様です。 

 

 

2021年度 開催講座・イベント 

・当センター主催講座                 

◆ハートライアングルコラボ企画 

「オンラインおやこ大学ひろば」 

・2021年 4月～2022年 3月開催 

◆小学生向け法教育ワークショップ 

・2021年 8月 23日(月) 開催 

・草加市共催子育て支援講座            

◆ペアレント・トレーニング 

・2021年 9月 9日～12月 16日 開催 

◆アンガーマネジメント 

－シアワセを獲得するために 

・2021 年 10 月 2 日(土)開催 

・講師：布柴靖枝先生 

◆「子どものアレルギー講座」 

―子どものアレルギーを正しく知ろう 

～薬の正しい知識と付き合い方～ 

・2022 年 1 月 29 日(土)開催 

・講師：吉原重美先生 

 

文教大学人間科学部臨床心理学科教授 

京都大学大学院博士後期課程修了 博士（教育学） 

アンガーマネジメントファシリテーター™、 

アンガーマネジメントコンサルタント™、 

臨床心理士、家族心理士、社会福祉士、公認心理師、 

上級教育カウンセラー 

 

獨協医科大学医学部小児科学主任教授 

獨協医科大学病院 副院長 

獨協医科大学病院とちぎ子ども医療センター センター長 

獨協医科大学病院アレルギーセンター センター長 

日本小児科学会専門医・指導医  

日本アレルギー学会専門医・指導医  

日本体育協会公認スポーツドクター 

◆対応内容 

相談 249 

他機関との連携・調整 124 

獨協地域と子ども法律事務所との連携 10 

情報提供・報告 55 

専門相談 45 

経過観察・観察、その他 28 

付添い 1 

事務局対応 60 

その他 22 

計 594 

 



 

 

 

インスタグラム 

https://www.instagram.com/legalservicecenterforchildren/ 
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地域と子どもリーガルサービスセンター 

からのお知らせ 

2022年度開催予定講座・イベント Information  

発行 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 
〒340-0041 埼玉県草加市松原 1-1-10 

TEL：048-946-1781  FAX：048-946-1782  E-mail：kodomolc@dokkyo.ac.jp 

ＨＰ：https://www.dokkyo.ac.jp/kodomolegal/ 

相談専用電話 048-946-1771（月曜～金曜 10時～16時） 

やこ大学ひろばやイベントでは、子ども向

け工作が人気です。これまでもお弁当、

にぎり寿司に巻きずしやお稲荷さん、スイ

ーツなどの食育をかねた

ものや、季節の行事にち

なんだものを制作してきま

した。本誌でも少しだけご

紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度 開催予定 講座・イベント 

・当センター主催講座 

◆ハートライアングルコラボ企画 

・「オンラインおやこ大学ひろば」 

◆小学生向け法教育ワークショップ 

・2023年 2月頃開催予定 

・草加市共催子育て支援講座 

◆SNS事例で学ぶー正しく知ろういじめのこと 

・6月 25日(土) 開催 

◆ペアレント・トレーニング講座(仮) 

・9月頃開催予定 

◆アンガーマネジメント講座(仮) 

・10月開催予定 

◆乳幼児アレルギー講座(仮) 

・2023年 2月頃開催予定 

※詳細は当センターＨＰ、草加市「広報そうか」に掲載予定です。 

 

センタースタッフだより 

・本棚が一杯になってしまいました。机の周りに何本

も本のタワーができています（汗）。（ひ） 

・過酷な暑さにプチ農園の作物が悲鳴を上げていま

す。この時期に地割れって(-_-;) (☆彡) 

・夏！！今年は少しずつ規模の大きなイベントが開

催されるようになりましたね。楽しい夏になりますよう

に♪ (沙) 

・久しぶりにリアルに会えた友たちとの会話が楽しす

ぎました。やっぱり会えるって素敵 (内) 

・最近の趣味は神社巡り！澄んだ空気に癒され、子

ども達と御朱印集めを楽しんでいます☆（遠） 

・自分なりの整えかたを模索中です(´∀｀*)(秋) 

お 

人気の 
ロールケーキが 
できました！ 

なにができるかな？ 


