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「ピッコラーレ」とは　

発行　2022 年 9月

団体概要
団体名称
特定非営利活動法人 ピッコラーレ
団体ヒストリー
2015年  9月　　助産師6名、社会福祉士1名で任意団体として「にんしんSOS東京」を発足
2015年12月　　妊娠葛藤相談窓口「にんしんSOS東京」を開始
2016年  3月　　一般社団法人にんしんSOS東京を設立
2018年11月　　特定非営利活動法人ピッコラーレ設立
2019年  4月　　全ての事業を一般社団法人にんしんSOS東京からピッコラーレに移管
2020年  6月　　妊婦のための居場所づくりprojectHOME第1号「ぴさら」受け入れ開始

050-3134-4479

特定非営利活動法人 ピッコラーレ
〒171-0041　東京都豊島区千川2-6-14

info@piccolare.org

https://piccolare.org

絵・相野谷 由起

Facebook Twitter メルマガ note

https://home.piccolare.org/

ご寄付
● 賛助会員 15名
● マンスリーサポーター『ピコサポ』　190名
● 都度のご寄付　174名

～あたたかいご支援、ありがとうございます～

助成実績

●公益財団法人 日本財団
●社会福祉法人 共同募金会　赤い羽根福祉基金
●公益財団法人 トヨタ財団　国内助成プログラム　そだてる助成
●厚生労働省 　生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業
●みてね基金

企業・団体からのご寄付やご支援

個人の方からのご寄付やご支援

団体賛助会員
● 株式会社ハッピークローバー
● さかい内科・胃腸科クリニック
● 認定NPO法人 女性のスペース結

ご寄付
● ロート製薬株式会社　かるがも基金
● 一般社団法人 新しい贈与論
● フィッシュ・ファミリー財団「CCJA（チャンピオン・オブ・チェンジ日本大賞）

ご支援
● Twitter Japan Pro Bono プログラム
   （Twitter Japan株式会社×認定NPO法人サービスグラント 協働プログラム）
● SOCIALSHIP2021 2次助成（ファンドレイジング強化 伴走支援）
● 一般社団法人つくろい東京ファンド（つながる電話・アンブレラ基金）
● 一般社団法人若草プロジェクト（衣類）
● 社会福社法人豊島区民社会福祉協議会（米・オムツ・ミルク・ハンドジェル）
● 東京都谷区生活福祉課（フォローアップミルク）
● 新宿こども食堂たんすまち（菓子・食品）
● オハナ合同会社（衣類）
● 株式会社リジョブ（米）

ピッコラーレ活動説明会
毎月2回 開催中です！

2021年度は初めての試みとしてインターン・プロボノの募集を行いました。
結果として、8名（社会人5名、学生3名）の方に活動にご参画いただき、project HOME「ぴさら」
の調査研究や、妊婦のための居場所を運営している他団体との共同勉強会運営事務局、

広報/ファンドレイジングの分野等で活躍いただきました！
2022年度も引き続きさまざまな分野でピッコラーレを支えていただいています！

インターン・プロボノの皆さんと共にピッコラーレの活動を広げています！

ピコ（「おへそ」「中心・核」を意味するハワイ語）とコッコラーレ（「寄り添う」
を意味するイタリア語）を組み合わせた造語です。相談窓口や相談支援員
が、たった一人で漂流しなければならなかった相談者にとって安心でほっと
できる潮溜まりのような居場所でありたいという想いを込めています。

ピッコラーレが持っている課題意識や活動内容についてお話しています。
私たちは「にんしん」にまつわる孤立が生まれる状況やそもそもの制度などを変えていきたい
と思っています。まず状況を知っていただくということがとても大切だと感じています。
これから活動に参加したい方、既にピコサポ・賛助会員の方、どなたでも大歓迎です！
詳細はホームページのお知らせに記載しています。ぜひお気軽にご参加ください。
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メール
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にんしんSOS東京のみ

週3日/2時間

Twitter
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妊娠葛藤をもたらすもの
妊娠葛藤をもたらす要因を挙げ、それぞれの要因がどう関係し合っているかを示した図です。

蜘蛛の巣のように絡み合う要因の背景には、経済困窮、人間関係の貧困、暴力などがあることがわかります。
（「妊娠葛藤白書」発行ピッコラーレ  より）

ピッコラーレが取り組む４つの事業
妊娠葛藤相談窓口に寄せられる声を聞くことによって見えてきた課題解決へ向けて、相談支援事業のほか３つの事業を展開。

相談支援事業

1

調査研究・政策提言居場所事業
居所なし若年妊婦等への

安心・安全な居場所づくり事業
包括的性教育の普及

妊娠葛藤を社会課題として
可視化するために、

白書作成・政策提言・要望書の提出など

娠葛藤相談窓口の普及
妊娠葛藤相談支援員のスキルアップ

研修・啓発
43

「うわぁ、うんちした！おむつ取ってー」、若年妊婦の居場所「ぴさら」では今日も賑やかな声が響きます。

「もしもしー今日ご飯食べに行っていい？」、「そちらを使わせていただけませんか？」、

卒業生や連携先の方からの問い合わせもひっきりなしです。

2020年に発行した「妊娠葛藤白書」であぶり出されたのは、様 な々要因が蜘蛛の巣のようになって絡み合って

妊娠葛藤を強めているということ、そしてそれらの要因の多くが社会システムの不備によって生じている、ということでした。

コロナ禍2年目の2021年も、それらの困難は解消されるどころか、大きく膨らんで、妊婦に重くのしかかり、「身体の自己決定」が

できないまま、孤立し漂流する妊婦と出会ってきました。自己決定がこんなにも難しくなってしまう大きな理由は、選択肢がないことです。

たくさんの複雑な困難を抱え、孤立し、漂流している妊婦を、本人にとって安心で信頼できる頼り先に繋ぎ、さまざまな支援制度を

彼らが使える形にしていく。にんしんSOS東京の窓口で「妊娠ソーシャルワーク」という言葉が生まれたのも2021年でした。

一人一人が手にすることができる選択肢は、その人自身が持っている社会資本の種類や量に依存していて、選択の幅に不平等さが

ある状態です。妊娠は自己責任という現状の中で、その不平等を変えていくためには、何が必要でしょうか？

私たちは選択肢を増やしていくためのロードマップを考えました。

そしてロードマップの一つ一つを社会に提言しているうちに気がついたことがあります。

それは、「セクシュアルリプロダクティブ・ヘルス／ライツ（SRHR）」を守るための法律が今の日本にはまだないということ。

全ての人のSRHRを叶えるためには、リプロダクティブジャスティスという視点で、法律によって「身体の自己決定」を保障し、

差別を禁止するor不平等を解消することから社会全体のスティグマをなくすことが必要です。

ピッコラーレはこれからも皆さんと一緒に

「にんしん」をきっかけに、誰もが孤立することなく、自由に幸せに生きていくことができる社会を目指していきます。

ぴさらに響く「また来るねー」という声を聞きながら、「妊婦を孤立させない、漂流させない」という決意と共に、感謝を込めて。

妊婦を孤立させない　漂流させない
代表理事 中島 かおり

妊娠前 妊娠期 出産

緊急避妊薬のOTC化
経口中絶薬による中絶

住民票なしでの
妊婦健診助成券発行

特定妊婦の妊婦健診・分娩の無償化

若年妊婦のための居場所の全国設置
自治体・支援機関の連携体制構築

2030

現在 誰もが性（妊娠）の情報を得ることができる環境の整備

「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づく、基本的人権と科学的な根拠による、
一人一人のWell being を目指した包括的性教育により知識とスキルと態度を学ぶ

避妊、中絶、妊娠確定診断、産前産後の健診、分娩の無償化
国民皆保険（ユニバーサルヘルスカバレッジ）の対象にすべての人の性と生殖の健康と権利を守るために必須

自己決定を支える社会システム構築にむけたロードマップ

代表あいさつ

4つの妊娠葛藤相談窓口を運営

2015年12月より
自主事業として開設

2020年2月より
中絶後相談窓口

にんしんSOS東京 PUPU（プープー）
2018年7月
埼玉県より受託

2019年1月
千葉県より受託

365日
開設

2
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相 談支援事業
にんしんSOS東京の相談窓口には、「生理が遅れています。妊娠したのでしょうか」といった妊娠確定前の相談や
「検査薬で陽性でした。相手とは連絡とれません。親にも言えません。どうしたらいいですか。助けてください」

「コロナでバイトが減って、お金がなくて受診ができない」と、
より深刻な葛藤を抱えた妊娠確定後の相談が、毎月平均120件近く寄せられます。

にんしんSOS東京は継続相談を前提としています。2021年度、相談者数は1433人（継続相談者含む）。相談対応件数は5794件。
相談者一人に対して平均4回、相談対応しています。現在の相談対応最高回数は635回／1人。

相談者数

2021年度
7,628件

相談の対応件数

5,794件

対応回数

410回

2021年4月1日～2022年３月31日
にんしんSOS東京の相談件数新規相談者数対応相談者数 相談の対応件数

相談者年齢割合

16-17 歳
14％
157件

18-19 歳
17％
189件

20-29 歳
34％
371件

30-39 歳
10％
104件

13-15 歳
4％
43件

40-49 歳
2％　25件

不明
18％
197件

50-以上
1％　5件

妊娠・避妊

65 %
708件

思いがけない妊娠

19 %
208件

中絶予定

4 %
42件

出産予定

7 %
77件 その他

5％
56件

～11 週
５９％
162件

12～21 週
22％
59件

22～ 週
19％
52件

10代が35％、20代が34％。
若年者からの相談が7割。

相談内容

15歳以下の「思いがけない妊娠」相談が７件、
「中絶」相談が１件。16～17歳の
「思いがけない妊娠」相談は18件ありました。

初回相談時の妊娠週数

19％が中絶を選択できない時期になってから
の相談。妊娠28週以降での相談は12％。
36週以降の相談が6件ありました。

新規の相談者数

1,006人
2021年度
1,206人

妊娠ソーシャルワークということ
わたしたちの窓口にSOSを届けてくれるのは、家族からも社会からも排除され、孤立させられ、

たった一人で妊娠を抱えてきた人たちです。そんな相談者が、妊娠をきっかけに社会に居場所を作り、
いまより少しでも安全に暮らすことができるように、わたしたちは医療機関や行政などに同行します。

そして、それら関係機関と連携し、相談者一人一人に合った社会資源の活用、組み合わせを考えていきます。
いまあるレールに相談者を乗せるのではなく、相談者に合ったレールを新たに敷いていく。

それを、わたしたちは「妊娠ソーシャルワーク」と名付けました。

0 50 100 150 200 250 300

251行政連携

１警察連携

１８病院連携

16司法連携

125他機関連携
（民間団体）

関係機関との連携数

面談同行数 2021年度の面談同行件数は46件。対応回数は410回。
1件あたりの対応回数は平均9回。相談者を行政に繋いだ後
も、相談者が安全に社会と繋がり続けることができるように、
相談者本人や関係機関との連携を継続します。
今年度、特筆すべきことは、関東圏外からピッコラーレに相談
してきた相談者を居住地の妊娠SOSの窓口につなげたり、
またその逆に関東圏外の相談窓口から、東京近郊にいる相談
者をつないでもらったりなど、全国の妊娠葛藤相談窓口を
運営する団体との連携が増えたことです。妊娠葛藤を抱える
妊婦には、広域での支援が必要であるということの現れだと
捉えています。
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面会のみ

11 件
面会・同行

35 件

「誰も路頭に迷わせない東京」の実現をめざし、一般社団法人つくろい東京ファンドが設立した「東京アンブレラ基金」と、
基金の枠組みで行っている「つながる電話プロジェクト」。ピッコラーレも協働団体として参加しています。

ピッコラーレ
2021年度の利用実績　

緊急に居所が必要な相談者に対し、最大
1週間程度のホテル代を「アンブレラ基金」
が負担します。ネットカフェやSNSで知り
合った男性宅など、危険が伴う場所ではなく、
次の居所が決まるまでのあいだ、少しでも
安心安全な場所で足をまっすぐに伸ばして
休んでもらえるように、必ず朝食付きのホテル
を選びます。夕食も必要な場合は、ピッコ
ラーレが負担してデリバリーします。

東京アンブレラ基金
「音声通話可能な携帯電話を失っている」
相談者は少なくありません。通話可能な電話
が無いと行政や病院などとのやり取りがで
きず、命に関わることにもなりかねません。
そのようなかたたちに「受信が完全に可能で、
発信は限定設定とし事務局側で管理可能な
電話番号を設定した携帯電話」を本人負担
ゼロでお貸しするのが「つながる電話プロ
ジェクト」です。

つながる電話プロジェクト

アンブレラ基金とつながる電話プロジェクト

7ケース
43泊

ピッコラーレ
2021年度の利用実績　

６台



元彼
9％
3人

友人・知人
6％
2人

不倫
6％
2人

その他
3％　1人

2回
9％
3人

3回以上
6％
2人

不明
6％ 2人

まだ繋がりきれない若年者と繋がるために
2021年度は相談者数の減少が見られ、特に6月から11月は相談者の落ち込みは激しいものでした。

なかでも、これまで相談のほぼ半数を占めていた10代からの相談が減少していました。
若年者に窓口の情報が届いていないのではないかと考え、若年者とどのようにしたら繋がることができるのか、

さまざまに検討を重ねました。
その結果たどり着いたのが、Twitterの効果的な活用でした。

2022年度より
週3回のDM相談窓口の開設

「妊娠したかもしれない」「避妊について」の
妊娠確定前の相談が数多く寄せられる
ようになり、ハイリスクケースも相談窓口に

繋ぎやすくなっています。

76

Twitterで窓口案内を
オーガニック発信に変更

対応回数

214回

2020年2月から開設。昨年度は42人からの相談がありました。今年度は34人。
びっしりと書かれたメールを読むたびに、抱えている苦しみの深さに圧倒されます。

中絶後の葛藤や苦しみは、長く続きます。私たちもその葛藤や苦しみに一緒に向き合い、
相談者の気持ちが整理されるまで伴走しつづけています。

 Twitterのフォロワー数が2倍に。「にんしんSOSの相談窓
口を知ったきっかけ」がTwitterで知ったという相談者が、
３％から19％に増加するとともに、若年相談者数も増加。

Twitter DM相談にトライアル

若年者はTwitterを検索エンジンとして活用している
ことがわかってきたため、そのツールであるTwitter
でダイレクトに相談できたら、相談のハードルも下
がるのではないかと考えました。そこで、2021年12
月から週1回（20時から22時） DM相談にトライアル
しました。

Twitter相談者数と相談対応回数 ■相談者数　■対応回数

相談受付はメールのみ
相談窓口の開設は1週間に1度

相談者数は34人。
対応回数は214回。
一人あたりの対応回数は平均６回。
相談者の年齢は20代が最多で50%
中絶回数は初回が最多で79％
中絶理由で最多は、経済的理由でした。
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中絶理由

不明

その他

2人目以降妊娠

不倫

児の病気・障害

パートナーの反対

家族等の反対

未婚

未成年

経済的理由

相談者数
３４人

20-29 歳
50％
17人

30-39 歳
32％
11人

１５-１７ 歳
6％
２人

１8-１9 歳
12％
4人

中絶した
週数

11 週未満
74％
25人

12 週以降
24％
8人

不明
3％ 1人

中絶した
回数

初回
79％
27人

胎児の父

夫
１５％
５人

彼氏
39％
13人

不明
21％
7人

PUPU（プープー）は、ハワイ語で二枚貝という意味。
中絶を経験したことによって固く閉ざされた心を
少しずつ開いていく手伝いをしたい、という思いを込めました。

P U P U プープー

中絶後の相談窓口

 Twitter
フォロワー数

２倍

Twitterで
相談窓口を
知ったきっかけ

63%UP

その他の理由は、恐怖心と身体と心の拒絶反応／育てられる自信がない／パートナーからのDV／自分勝手な理由、など様々



「ぴさら」
利用状況
2021.4～2022.3

平均年齢

20歳
16~26歳 

「ぴさら」利用者の
一人あたりの連携機関数

平均10組織

延べ宿泊数

599日
（きょうだい児、新生児の宿泊含む）

平均宿泊期間:52日
/1ケースあたり

延べ
日帰り利用

90名
宿泊利用

8名

98

居 場所事業
2

「ぴさらを作ってくれてありがとう」

安心して過ごせる居所のない妊婦のための居場所「ぴさら」を利用していた人の言葉です。

「ぴさら」が大切にしていることは、安心で害がない、ということ。

暮らしの一つ一つのことがらを、自分で選び決める、ということ。

そして、訪れた妊婦に合わせて伸び縮みする、ということ。

誰でも自分の好きなもの、大切にしたいことを持っていて、感じ方は一人一人違います。

だからこそ、あなたのことはあなたが決めていい、選択肢がないなら、

一緒に探していくということを大切にしたい。

誰にも言えないと思い悩み中絶をした後、「ここには味方がいる」、と通ってくる子がいます。
出産して子どもを養親に託したあと、他の利用者の支えになっている子もいます。

また、一人で子どもを育てながら、勉強を始めている子や仕事を始めた子もいます。

 「ぴさら」は、訪れた一人一人がこの場所で信頼できる誰かと出会い、

いつか自分のHOMEといえる場所を見つけられる、

そんな「潮だまり」のような場所でありたいと願っています。

開設から2年目、新たに8名の妊産婦が「ぴさら」を宿泊で利用しました。

宿泊利用者のうち、75%は行政機関や民間支援団体など、他機関からの問い合わせにより「ぴさら」の利用に至っています。
利用者の多くが 10～20 代前半の若年で、宿泊期間は産前から産後の数ヶ月に及ぶケースがほとんどでした。

また産後、次の拠点へ移ったあとも、日帰りやショートステイで「ぴさら」を訪れ、生活・育児・就労等の相談をしながら

ゆっくり休息できる場所としても利用しています。

利用者の背景
2021.4～2022.3

「ぴさら」入居時の状況

利用者の背景をみると、「ぴさら」を利用する時点で、医療機関や行政と

つながっておらず、未受診・母子健康手帳未発行の若年妊婦が約半数いました。
中には、安心して過ごせる居所もないまま、すでに妊娠35週を越え、
いつ出産となってもおかしくない状況にいる人たちもいました。

また利用者の多くは、以前から東京都内に住んでいながら、

実際は住民票が東京都にないという状況も特徴としてあげられます。
安心して過ごせる「家」がなく、その日の屋根を探して

転 と々せざるを得ない状況が影響していると考えられます。

身体的にも社会的にも危機的な妊娠をしている状況下にある妊婦には、

そのような背景があることもふまえ、住民票を基準とした地域縛りの支援ではなく、

広域での支援（例えば母子健康手帳は住民票がなくても、
保護した地域ですぐ発行するなど）を可能にする制度の柔軟性が求められます。

利用者の権利擁護を念頭においた妊娠ソーシャルワーク

居所のない若年妊婦の支援には、一人あたり平均で10組織との連携が必要でした。
医療機関、福祉事務所、保健センター、生活福祉課、子ども家庭支援センター、

児童相談所、民間支援団体、弁護士事務所、母子生活支援施設など、ハイリスク

な状態にある若年妊婦の支援には、多くの支援機関が関係しています。

これら多機関との連携において「ぴさら」では、利用者の権利擁護を念頭においた
ソーシャルワークを行うことを大事にしています。

50%

「ぴさら」は、フィンランド語で
「しずく」の意味だよ。

利用にお金は
かかりますか？

基本的に利用する人が
お金を負担することは
ありません。

妊娠何週から入れますか？

妊娠の週数に関わらず
入居することができます。

携帯電話は使えますか？

はい、使えます。
Wi-Fiもありますよ。

嫌いな食べ物があるのですが・・・

好き嫌いは遠慮なく教えてくださいね。
好きなものをリクエストしたり、
自分で作って食べることもできますよ。

個室ですか？

はい、1Fに個室が2つあります。
一人でも子どもと一緒でも宿泊ができます。
利用する人に合わせて、各部屋の家具の
レイアウトも柔軟に変更してます。

何か持っていくものはありますか？

Q & A

生活に必要な衣類や衛生用品など、
生活用品はそろっています。
足りないものがあれば、一緒にそろえるので
おしえてくださいね。

未受診・
母子健康手帳

なし

75%

要保護児童
対策地域
協議会 

住民票
東京都外

75%

63%

妊娠後期
（妊娠28週
以降）
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「ぴさら」利用時には、まだその妊娠をどうするのか

決まっていないことも多く、いくつかの選択肢の中から

一つ一つ自分で決めていく、その過程で葛藤が生じます。

「ぴさら」では、葛藤する過程を見守り支える伴走を、

時にはスタッフも葛藤しながら行っています。

また、その決断によって再び漂流してしまわないように、

どんな選択をしてもそのまま「ぴさら」を利用できることを

大切に運営しています。

「（どうしたいの？）って必ず聞いてくれる。
どうしたいのか、うーんってなっても。それはちょっと他と違う。
これまでは嫌だなって思ってももう決まっちゃってて。
私には合わなかった。ぴさらではみんな、一瞬（うーん）って
言って、どうしたいのか聞いてくれるよね」

「Aちゃんがウェルカムパフェ！って、パフェ作ってくれて、
それがとっても嬉しかったから。 
最初は部屋から出て行きにくかったけど
それで大丈夫だった。だからBちゃんにも作る」

シェルターではなく地域に開かれた場であり、

地域の関係機関や支援者など、

様 な々人と出会うことができる場です。

「ぴさら」での生活を通して、ピッコラーレ以外にも

信頼できる頼り先が得られる機会を作っています。

場合により、上の子やパートナー、

ペットも含めた家族のサポートのニーズにも

「ぴさら」は応えます。

生活を共にする中で、当事者同士の関わりがあります。

「ぴさら」には、彼らが時間と体験を共有しながら、

様 な々選択肢について知る機会があります。またかつての利用者が、

「ぴさら」の運営に参画し始めることもうまれています。 

支援する側・支援される側という、二つの役割に固定化されない

場や関係性づくりを大事にしています。

そこで聞かれる声は
● 次の生理がいつ来るのか考えたこともない（中学生女子）
● 何カ月も生理が来ていなくても、10代の頃は不規則だと聞いていたので、
　 気にしてもいない（高校生女子）
● マスターベーションについて知らなかった（中学生男子）
● コンドームのつけ方を練習できてよかった（高校生男子）
● 外出しは避妊法だと思っていた（中・高校生）
● AVは本当じゃないと聞くけど、実際にどんな流れで、性行為をするのか知りたい（高校生）
● 不登校気味だったので、学校で性教育を受けたことないし、性のはなしは苦手（20歳）
● 彼からDVを受けていることはわかっているけれど、好きな気持だから別れられない（20歳）　など

学校や家庭以外で、性や関係性等について安心して話ができる場が必要です。
出張「ピコの保健室」は、出張先のスタッフの皆さんからも「大人も一緒に学べてとても勉強になる」と
好評です。

1
どんな選択をしても利用ができる 2

地域に開かれている

3
妊産婦とその家族を

対象とする

4
ピア的な支え合いがある

ピコタイム

GLOCAL CAFE IKEBUKURO

10代20代の女の子/女性のための居場所

豊島区
中高生センター
ジャンプ（2か所）

12回
（134人）

児童養護施設
退所児童等

アフターケア事業所

9回
（47人）

生涯学習センター
（自治体施設）

1回
（9人）

子どもの居場所
（民間団体施設）

12回
（112人）

豊島区
受託事業

開催

16回

のべ
参加者数

110人

2021年8月より、若年女性つながりサポート事業出張相談会『ぴこカフェ』がスタートしました。
生きづらさを抱えながらも相談機関を利用する機会がなかった若い世代の女性が、

必要な社会資源に繋がるきっかけになることを目的として、豊島区からピッコラーレが委託され行っている事業です。

「SNSを見て」「ふらっと立ち寄った」「支援者、友人、親からの紹介」など、来所の方法もいろいろ。
過ごし方も自由で、相談がなくても、なんとなく立ち寄って、自分のことを話したり、無料占いをしてもらったり。
寄付のコスメグッズや衣服、生理用品など、スタッフと話ながら好きなものを持ち帰ることもできます。

2021年度は、16回の開催でのべ110名の方が利用されました！

2022年度も引続き月2回（第2火曜日＆第4日曜日 15:00～19:00※）開催しています。
※開催日時は変更となる可能性がありますので、最新の情報はピッコラーレのtwitter（@piccolare）にてご確認ください。

「次の場所に行くけどさよならって感じがしない。
はい、おしまいってならないんだなぁって。
だからまた困ったら連絡してもいいのかなって。」

「実家の代わりとして・・・。
可能であれば、ぴさらで上の子の
七五三のお祝いしたい。」

認定NPO法人PIECES
子どもたちの生きる世界が寛容になる
ことを目指して、さまざまな環境に生き
る子どもたちの周りに「優しい間」を生
む市民育成事業を展開しています。

project HOMEは、認定NPO法人PIECESとの協働事業です
「妊婦にやさしい地域づくり」を目指して、PIECESと協働で、地域のステークホルダーとの交流や

妊婦のための居場所運営を行っている他団体との勉強会なども行っています。

出張実績

2021年4月~
2022年3月

のべ
利用者数

305人

18-24 歳
56人

気持ち
5 人

からだ
18 人

人間
関係
17人

学校・職場
1 人生活

8 人

なし
45 人

その他
16 人

40歳
3人 不明

2人

高校生
29 人

中学生
６人

25-29 歳
12人

30-39 歳
2人

相談
内容

相談者
年齢
合計1１0 人

ぴ さ ら の 実 践
2021年1月より、学校や家庭以外の場所で気軽におしゃべりしながら、

安心して性のはなしができる「保健室」のような場所を、
地域でつながりのある若者の居場所に出張して展開しています。

Twitter



研修・啓発

日本財団
「性と妊娠にまつわる有識者会議」
委員：土屋麻由美

内閣府
「性暴力に関するSNS相談マニュアル作成に係る検討会」
委員：中島かおり

内閣官房
「こども政策の推進に係る有識者会議」
臨時構成員：中島かおり

2021年度
検討委員会・
臨時構成員等

相談事例をもとに、自分自身でも体
験し、考え、向き合うことができて、
たくさんの発見や気づきがあった。

研修を受けた方のアンケート（抜粋）

研修参加者の声

2021年度 啓発活動実績

相談者の置かれている状況や
背景を知ることができた。

受講者同士のつながりも
できてとてもよかった。

研修 A
10/10

97人

研修 B
10/31&11/6

４8人

2021

4 5 6 7 8 9 10
11

12
1

2
3

●11月17日
立教大学法学部
妊娠を取り巻く課題と
ピッコラーレの活動について

●11月19日
認定NPO法人
自立生活サポートセンター・もやい
貧困問題基礎講座2021
予期せぬ妊娠と貧困・孤立、
そして必要な支援について

●11月
オンデマンド配信
川崎すくらむ21（川崎市
男女共同参画センター）
つながりサポート型相談員
人材育成研修
若年女性の困難と必要な支援 
~妊娠SOS東京の相談現場から~

●12月3日
北海道大学大学院
保健科学研究院創成看護学分野
「にんしん」にまつわる
すべての「困った」「どうしよう」に
よりそいます

●12月11日
NPO法人性暴力救援センター・
SARC東京
コロナ禍で可視化された
若年層の孤立

●12月16日
主催：川崎市立高津高等学校
共催：川崎市男女共同参画センター
生命の安全教育
「にんしん」をきっかけに、誰もが孤立する
ことなく、自由にしあわせに生きていくこと
ができる社会へ

●1月11日
豊島区
「窓口相談研修～様々な背景を持つ
相談者とともにある窓口について考える～」

●1月13日
日本創生のための将来世代応援知事同盟
トークセッション
妊婦の孤立を生み出す社会課題について
～妊娠葛藤相談窓口 
　にんしんSOS東京の現場から～

●2月24日
NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ／
東京都ひとり親家庭支援センター はあと
相談支援員研修会
若年母子の妊娠出産の支援について 
～妊娠葛藤相談窓口 
　にんしんSOS東京の現場から～

●3月2日
千葉市立海浜病院
「にんしん」にまつわる全ての
「困った」「どうしよう」に寄り添うために

●3月28日
#もっと安全な中絶をアクション
妊娠葛藤の先の選択肢 
何が求められているか

●3月31日
群馬県助産師会
事例から学ぶ＜医療編＞
相談事例を交えながら
知識と情報を確認する

2021年度
講演実績

2021年度
取材＆執筆

●4月1日
NHK「おはよう日本」首都圏ニュース
“思いがけない妊娠”の相談 
知識不足が多数 NPOが分析

●4月10日
朝日新聞 朝刊 都内版
妊娠葛藤、背景に性教育や
経済支援不足
相談機関が白書

●4月10日
TBSラジオ「蓮見孝之 まとめて！
土曜日」内「人権トゥデイ」
「にんしんSOS東京」に寄せられた
相談をまとめた「妊娠葛藤白書」

掲載年月（日）
メディア
タイトル/内容

●4月24日
新聞「赤旗」
「妊娠葛藤白書」見えた社会環境

●4月
‶人間と性"教育研究協議会 
季刊「SEXUALITY 100号」に寄稿
「私の大切な学びの場所」

●6月
ネットワーク372号
「若者に寄り添う市民活動 ～若年の妊娠」に寄稿
『「“にんしん"をきっかけに、誰もが孤立することなく、
自由に幸せに生きることができる社会」の
実現を目指して 』

●7月22日
熊本日日新聞
“孤立する妊婦 ～ゆりかごの周辺で～
女性だけ責める社会を変えて”

●9月
日本看護協会機関誌「看護」
押さえておきたいワンテーマ
「社会が生みだす妊娠葛藤」

●10月
トヨタ財団JOINT37号 WEB特別版
「『場』があることでケアを超えるケアが生まれる」
坂井志織 × 中島かおり × 綱島洋之

●11月9日
日本財団ジャーナル
【10代の性と妊娠】
予期しない妊娠や性被害から守るために。
家庭でできる性教育のすすめ

●11月
『のんびる』2021年11・12月号
「いつでもおいで」 といえる居場所を
―若年妊娠を支える

●12月
ドキュ・メメント 2021
「妊娠は誰のもの？ ~私たちのために、
いま、SEXを語ろう~」

●12月9日
毎日新聞夕刊
休校　増える10代の妊娠相談

●12月13日
NHK「みんなでプラス」
役所の窓口は行きづらい？
女性が行政につながるために
東京・豊島区が始めた支援とは

●12月
創発としま とっぴぃ
『豊島の選択』118号
特集 シリーズ としま共創トークvol.5
女性によるプロジェクトチーム
‶すずらんスマイルプロジェクト"
高際みゆきさん（豊島区副区長）＆ 
中島かおりさん（ＮＰＯ法人ピッコラーレ代表理事）

●12月25日
The Japan Times
Child adoption slowly gains 
ground in Japan, though 
prospective parents still face obstacles

●1月
女性のひろば
「妊娠葛藤」ー自己決定をはばむ壁

●3月4日
キャリアと私を何倍も楽しむ
「Paranavi」
第2子の出産を機に、助産師の道に！
中島かおりさんが目指す
「誰もが孤立することなく、
自由に幸せに生きられる居場所づくり」

●3月2日
フジテレビ「フューチャーランナーズ
～17の未来～」
性について気軽に語れる場所を

抜粋版　2021年4月~2022年3月31日

講演日
主催/講演先
講演内容

●5月30日
小金井市公民館
子どもの人権講座
家庭でできる性教育ー
性の健康をたいせつに考えること

●7月3日
認定NPO法人ブリッジフォースマイル
アクティビストとして登壇
「子どもに“性の健康”を伝えたい！」

●9月4日
上智大グローバルコンサーン研究所
コロナ対策をジェンダー視点から
評価する：現場からのリレートーク
テーマ：妊娠・リプロ

●9月16日
東北大学大学院
公衆衛生看護学分野
「にんしん」をきっかけに、誰もが孤立
することなく、 自由に幸せに生きていける
社会へ～妊娠葛藤相談窓口 
にんしんSOS東京の現場から～

●7月18日
出産議員ネットワーク/子育て議員連盟
孤立した妊婦からのSOS 
～妊娠葛藤相談窓口 
　にんしんSOS東京の現場から～

●8月20日
―共に生きる―
ソーシャル・ジャスティス 連携フォーラム 2021
妊娠葛藤白書
にんしんSOS東京の現場から

●9月25日
公益財団法人 丸和育志会
ソーシャルビジネス研究会
「妊娠を取り巻く社会課題と
　私たちにできること」

●10月7日
品川港助産師会
予期しない妊娠をされる人の現状と
地域の助産師ができる支援について

●10月18日
デートＤＶ防止せたがやネットワーク
「にんしん」をきっかけに、
誰もが孤立することなく、
自由にしあわせに生きていくことが
できる社会へ

2022

他の参加者の視点を知り、自分
の考えや気持ちの偏りなどにも

気づける研修だった。
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研修 A
ピッコラーレの活動や、「妊娠葛藤」の社会課題に関心のある方であればどなたでもご受講
いただける研修 Aプログラム。今年もオンラインで開催し、新たな外部講師として白井千晶
さん（静岡大学人文社会科学部教授）と遠見才希子さん（産婦人科医）をお迎えし、それぞれ
「危機的妊娠と養子縁組～社会学の視点から～」「日本の避妊・中絶を取り巻く現状と
ケアの課題」と題してご講義いただき、妊娠を取り巻く日本の課題や現状をより多面的に
考える機会を得ることができました。

研修 B
支援者向けのより実践的な研修 Bプログラム、1日目（オンライン）の医療編・福祉編は、ピッ
コラーレの相談支援員が支援の現場で必要とする知識を事例とともにお話しました。2 日目
（会場開催）は、実際の事例をもとにグループワークを実施、研修後は交流会を行いました。

2022年2月
「緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」が、厚生労働大臣宛
に緊急避妊薬の早期OTC化実現を求めて要望。
ピッコラーレも賛同団体として記者会見に参加

2022年1月
「女性支援のための新法制定に向けた
超党派勉強会」に参加し、要望に関し発言
https://piccolare.org/cat-news/20220112/

2021年12月 
Safe Abortion Japan Projectが「安全な中絶・
流産の選択肢を増やすこと」を求める要望書を
厚生労働省に提出。
ピッコラーレも賛同団体として提出および記者
会見に参加
https://piccolare.org/cat-news/20211214/

2021年11月 
緊急避妊薬のOTC化を求める要望書を
厚生労働書に提出
https://piccolare.org/cat-news/20211115/

3

妊娠葛藤相談窓口や若年妊婦のための居場所づくりから見える課題の周知、妊娠葛藤相談に携わる相談支援員の
スキルアップ、その他さまざまな視点から「妊娠葛藤」の問題を考え合うための研修を実施しています。

調査研究・政策提言

4

「妊娠葛藤白書」（2021年4月発行）を活用し、積極的に提言活動を行いました。

相談者2,919人の声をデータで可視化し、「妊娠葛藤」を生み出す社会背景を浮
き彫りにした「妊娠葛藤白書～にんしんSOS東京の現場から 2015-2019～」。
2021年度は、「妊娠葛藤白書」を活用し、「性と生殖に関する健康と権利」に関連
する制度改善をもとめて積極的に提言活動を行いました。

緊急避妊薬のOTC化を求める要望書を
厚生労働省に提出（2021 年 11月）

8名の相談支援員が誕生！
2021年度は、研修受講生の中から
8名の相談支援員が誕生しました。
多様な仲間とともに活動ができること、
とても嬉しく思います。
※当団体では、「研修A&B」を受講した方が
　支援員にご応募いただける仕組みを
　採用しています。

妊娠葛藤白書を活用した主な提言活動 (2021年度）

研修の様子はホームページのイベントレポートでもご報告しています！
https://piccolare.org/cat-news/2022011

1/　

思いがけない妊娠相談事例から
学ぶセミナー 2021

「妊娠葛藤白書」は
ピッコラーレHPにて
販売中です



96,754,597円 
支出の内訳

2021年度会計報告 2021.4～2022.3 ご 支 援のお 願い

ピッコラーレの活動は、皆さまのご支援に支えられています。「『にんしん』をきっかけに、だれもが孤立することなく、
自由に幸せに生きることができる社会」の実現に向けて、広報やご寄付等での応援、どうぞよろしくお願いします。

あなたも、居場所のない孤立した妊婦を支えるサポーターになりませんか？

クレジットカードご寄付の方法

その他の支援方法

お振込

ゆうちょ銀行 
記号： 00130　番号： 515041

※他行よりお振込みの場合
店名　〇一九（019）　
当座　0515041
特定非営利活動法人ピッコラーレ

各種クレジットカードをご利用いただけます。

※お振込にてご寄付いただいた方は、お手数ですが、お名前、電
話番号、郵便番号、住所のご記入をお願い致します。お礼のご連
絡や活動の報告をさせていただきます。

寄付をする

賛助会員になる わたしたちの活動にご賛同
頂き、継続的に参加・協力・
支援くださる賛助会員を募
集しています。

賛助会員年会費　　　
個人 一口   5,000円　　
団体 一口   50,000円

郵便振替

口座番号：  00130-0-515041
口座名義：  トクヒ）ピッコラーレ

マンスリーサポーター制度 『ピコサポ』

いつでもご寄付いただけます。

マンスリーサポーターの登録は、
クレジットカード決済のみとなり
ます。

https://piccolare.secure.force.com
※マンスリーサポーター、クレジットカード、賛助会員すべて共通です。

都度のご寄付

ご不用になった本・DVD・CD・ゲー
ムなどをお送り頂くことで、支援で
きる仕組みです。

ソフトバンクの寄付サービス。携帯
電話利用料金やTポイントのお支
払いと一緒にご寄付いただけます。
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会費

0.5％　
465,000 円

寄付金

6.2％　
6,186,532 円

助成金・補助金

40.8％
40,597,118 円

事業収益（行政委託費他）

52.2％　
51,952,403 円

その他

0.4％　
381,448 円

99,582,501円 
収入の内訳 毎月の継続的なご支援です

 1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円 
の6種類から選べます。

書籍を買う 妊娠葛藤白書
ーにんしんSOS東京の
現場から 2015-2019 ー

NPO法人ピッコラーレ

漂流女子 ー
にんしんSOS東京の
相談現場から

朝日新書
著者　中島 かおり

会費
科目 金額

単位：円

受取寄付金
受取助成金等
事業収益

その他の収益
経常収益 計 
事業費

管理費

正会員受取会費・賛助会員受取会費

受取助成金・受取補助金
性の健康や妊娠・出産に関する相談支援事業収益
青少年や母子の健康推進に関する啓発普及やそれに関連する事業収益
受取利息・雑収入

人件費
その他諸経費
事業費 計 
人件費
その他経費
管理費 計 

経常費用 計 
当期経常増減額
経常外収益
経常外費用
税引前当期正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

465,000
6,186,532
40,597,118
45,681,285
6,271,118
381,448

99,582,501
62,944,393
23,037,870
85,982,263
4,314,481
6,457,853
10,772,334
96,754,597
2,827,904

0
0

2,827,904
70,000

6,693,572
9,451,476

2021年度ピッコラーレは、「妊娠葛藤相談窓
口」「中絶後の相談窓口」「安心できる居所
のない妊産婦のための居場所」「ピコの保健
室」等の現場を運営しながら、相談者・利用
者の声から見えてくる「妊娠葛藤」の課題をよ
り広く社会に伝え、解決していくための仲間づ
くりとして、研修・啓発、調査研究・政策提言
の活動も精力的に行ってきました。これら事業
を支える財源は、助成金等に多くを頼ってい
る現状がありますが、今後の各事業の安定的
な運営、ピッコラーレだからこそできる新たな
活動展開を可能にしていくためにも、22年度
は皆様からのご支援金を含めた自主財源の
強化に力を入れていきます。

運営・管理・広報活動費

11.1％　
10,772,334 円 事業費

対象
性の健康や
妊娠・出産に関する
相談支援事業※1

（端数は四捨五入しています）

※1 性の健康や 妊娠・出産に関する相談支援事業：
相談支援、研修・啓発、調査研究・政策提言

※2 青少年や母子の健康推進に関する啓発普及や
それに関連する事業：居場所事業 

88.9％
85,982,263 円

47.4％
45,901,863 円

対象
青少年や母子の
健康推進に関する
啓発普及や
それに関連する事業※2

41.4％
40,080,400 円


