
2012 年度 事業報告 〔ｅトコ・プロジェクト〕 

 

 

１ 場の提供 

 

（１）居住支援 

   家族体験が必要な方を対象とした自立生活ステップハウス「ウリハウス」

での将来的な居住・自立生活支援に向けて、児童養護施設関係者等と連携し、

施設生活者のｅトコ来所の機会を提供しました。 

   今年度は、前年度末からの継続入居者が７月末に自立し、一人暮らしをは

じめました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    ・施設生活者のｅトコ来所人数：のべ 12 名 

    ・継続入居者：１名 

    ・新規入居者：１名 

   ○2012 年度実績 

    ・施設生活者のｅトコ来所人数：のべ 34 名 

    ・継続入居者：１名（前年度３月 18 日から７月 25 日まで） 

 

（２）ＮＰＯ・地域活動支援 

   ｅトコ２Ｆの事務所及び会議室を、家族と地域に関わる活動を行うＮＰＯ

や地域住民等を中心に貸し出し、活動支援を行いました。 

今年度は、学習支援グループａｒｃｈによる、高校生への大学進学支援学

習の場としての利用がありました。また、社会的養護の当事者エンパワメン

トチームＣＶＶによる「でまえいっちょー」事業で、定期的な利用がありま

した。 

   ◎2012 年度達成目標 

    会議室利用団体数：７団体 

   ○2012 年度実績 

    会議室利用団体数：５団体 



（３）その他 

   ｅトコ周辺の地域のこどもたちの希望に応じて、不定期に「こどもティー

パーティ」を開催し、土日の居場所を提供しました。また、子育て層の男性

の居場所となる「パパの子育てカフェ」を定例開催しました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    ・こどもティーパーティの開催：随時 

    ・パパの子育てカフェの開催：年 12 回 

   ○2012 年度実績 

    ・こどもティーパーティの開催：９回 

    ・パパの子育てカフェの開催：年 12 回 

 

 

２ プログラムの提供 

 

（１）家族体験サポート 

   宿泊を伴う共同生活プログラム事業を実施し、血縁にこだわらない、家族

体験の機会を提供しました。 

   また、食事を共にするホームパーティ（夕食会など）を随時開催し、交流

を深めました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    ・宿泊家族体験 実施回数及び参加者数：年 10 回、のべ 20 人 

      週末家族（宿泊体験等） 

    ・ホームパーティ：年 18 回、参加者数のべ 90 人 

      夕食会、大人カフェ 等 

   ○2012 年度実績 

    ・宿泊家族体験 実施回数及び参加者数：年１回、のべ２人 

      週末家族（宿泊体験等） 

    ・ホームパーティ：年 18 回、参加者数のべ 94 人 

      夕食会、大人カフェ 等 



（２）学習会 

   コミュニティ・サロンや家族・地域に関する学習会及びフィールドワーク

などを実施し、事例研究並びにｅトコの企画検討を行いました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    実施回数及び参加者数：年 10 回、のべ 110 人 

     学習会：年６回、参加者数のべ 90 人 

     フィールドワーク：年４回、参加者数のべ 20 人 

   ○2012 年度実績 

    実施回数及び参加者数：年５回、のべ 52 人 

     学習会：年２回、参加者数のべ 46 人 

     フィールドワーク：年３回、参加者数のべ６人 

 

（３）震災救援・仙台よつばのクローバー総合プロジェクト 

   仙台で子ども・女性・高齢者などに関わる活動を長年にわたり行ってきた、

４人の女性コーディネーターを対象に、個別具体的な支援を行いました。 

   ◎2012 年度達成目標 

     学習会：年２回、参加者数のべ 30 人 

     フィールドワーク：年２回、参加者数のべ 6人 

   ○2012 年度実績 

     フィールドワーク：年１回、参加者数のべ２人 

（フィールドワークは再掲：（２）学習会の内数） 

 

 

３ 地域交流 

 

（１）地域イベントへの参画 

   東成区、東小橋地域の行事やイベントに参加・参画し、交流を深めました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    地域イベントへの参加回数：年１回 

   ○2012 年度実績 

    地域イベントへの参加回数：年２回（盆踊り、歳末夜警） 

 

（２）地域交流イベントの実施 

   東成区、東小橋地域の個人・団体・企業・公的機関等との連携・協力・協

働のきっかけづくりと交流を深める機会として、地域交流イベントを実施し

ます。 



   ◎2012 年度達成目標 

    地域交流イベントの実施回数：年２回 

   ○2012 年度実績 

    地域交流イベントの実施回数：年１回 

    （詳細は別表２のとおり） 

 

 

４ 情報発信 
 

（１）広報 

   ｅトコの社会的認知を高め、地域交流の場として、多くの方々の参画を得

ながら活動を進めるために、定期的な広報と情報発信を行いました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    ホームページの更新：年 18 回 

    メール情報通信の配信：年 24 回 

   ○2012 年度実績 

    ホームページの更新：年９回 

    メール情報通信の配信：年 25 回 

 

（２）情報発信交流会 

   ｅトコ・プロジェクトに関わる人たちの相互交流と、活動内容の発信を兼

ねた集会を、４周年イベントとして実施しました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    情報発信交流会の実施と参加者数：年１回、約 40 人 

   ○2012 年度実績 

    情報発信交流会の実施と参加者数：年１回、20 人 

 



５ 活動推進体制 
 

（１）事務局 

   活動を企画・運営する事務局スタッフ（ボランティア）とともに各種活動

を推進しました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    ボランティアとして関わる人数：のべ 25 人 

   ○2012 年度実績 

    ボランティアとして関わった人数：のべ 11 人 

 

（２）会員 

   多くの人たちがｅトコを支え、参画し、安定的・継続的に活動を展開する

ための仕組みのひとつとして、賛助会員制度を活用しました。 

   ◎2012 年度達成目標 

    賛助会員数：75 人 

   ○2012 年度実績 

    賛助会員数：64 人 

 



【別表１】　学習会開催状況

シリーズ名 テーマ 講師 実施日
参加者
数（人）

参加費
（円）

その他実費

（円）

子どもに寄りそい、支える
学習、居場所、デザイン

児童養護施設に暮らす子どもの支援/ボラン
ティア活動ショーケース

林美恵子さん
（学習支援グループarch代表）
徳廣潤一さん
（社会的養護の当事者エンパワメント
チームCVV代表）
和田隆博さん
（子どもデザイン教室代表）

10月8日
(月・祝)

35 1,000 ―

老い方の練習問題 エンディング・ノートを書いてみよう （進行・ｅトコ三宅） 2月2日(土) 11 500 ―

「自転車で行こう」映画上映会　[仙台市]
杉本信昭さん（ドキュメンタリー映画監督）

（インタビュアー・ｅトコ三宅）
10月18日(金) 2 ― ―

子どもデザイン教室　　[東住吉区]
（フェアスタート代表・永岡鉄平さんと訪問）

和田隆博さん
（子どもデザイン教室代表）

10月6日(土) 2 ― ―

サロン・ド・ソワレ　[東住吉区]
（児童養護施設退所者支援事業による居場所）

竹内宏一さん
（サロン・ド・ソワレ専任担当）

2月11日
(月・祝)

2 ― ―

合計 52

【別表２】　地域交流イベント開催状況

講師/出演 実施日
参加者
数（人）

参加費
（円）

その他実費

（円）

SUGARさん 8月12日(日) 44 300 ―

（＊参加者数には講師等を含む）

タイトル

お盆コンサート×パパカフェ　「SUGARのひとりピアノ。」

フィールドワーク



主催 貸室 合計 主催 貸室 合計

4月 3 4 7 33 21 54

5月 5 4 9 31 45 76

6月 3 2 5 24 17 41

7月 6 4 10 35 32 67

8月 4 6 10 54 83 137

9月 2 2 4 12 27 39

10月 5 2 7 60 18 78

11月 1 3 4 9 28 37

12月 8 3 11 81 20 101

1月 5 4 9 35 29 64

2月 4 5 9 24 56 80

3月 4 9 13 24 65 89

年間 50 48 98 422 441 863

利用件数 利用人数 利用件数 利用人数

2008年度 73件 859人 2012年度 94 863

2009年度 99件 863人

2010年度 138件 937人

2011年度 144件 1,031人

利用件数（件） 参加者数（人）

2012年度　ｅトコ・プロジェクト　活動記録（利用状況・月別）




