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こどもの虐待による死亡事例等の検証結果の報告（厚労省）によると、0か月0日の虐待死が最多であり、その加
害者の約95％が実母です。このような事件が報じられると、極悪非道の母親だと批判が集中します。確かに一つ
の命をこの世に生み出すのは並大抵ではないはずなのに、産んだその手で窒息か絞殺か放置によって死に至ら
しめるとは地獄絵さながらです。しかし実はごく普通の女性でもこのような立場になりかねません。思いがけない
妊娠をし、誰にも言えず、誰にも頼ることができず、病院に受診していない状況で陣痛が起こってきた結果なので
す。妊娠したことで孤立した女性に社会が手を差し伸べることで防げた事件なのです。このような悲しいい事件が
決して起こることがないように、最も弱い立場の胎児と女性が守られる温かい社会となるように願いを込めて事
業報告を致します。

一般社団法人小さないのちのドア　代表理事　永原 郁子

何とかなるでは通り過ぎることのできない
「妊娠」という課題から、これまで・これからの課題を
どう乗り越えていけるかが人生を大きく左右する

思いがけない妊娠の
背景にあるもの…
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思いがけない妊娠によって…

生活が困難な状況に陥いる

元々あった課題が浮き彫りになる

新しいリスクが生まれてくる 24時間365日
いつでも相談できます

安全安心な場所での
生活支援

就労・進学に
向けた自立支援

電話・メール・LINE
来所など、どんな方法でも

相談できます

無料で検査や
受診ができたり

同行支援なども実施

医療・福祉・心理の
国家資格を持った
専門職者が対応

小さないのちのドアはこんな活動をしています
2020.4～2021.3



24時間の相談対応の必要性

「いのちに関することは24時間対応が当然！」と
スタートした私共の活動ですが、2021年8月末までの3
年間を通して夜間の相談が全体の7割でした。特に緊迫し
た相談は夜間が圧倒的に多いです。それは全国各都道府県に設
置されている妊娠SOSが日中のみの対応がほとんどであることが、私
共に夜間相談が集中する要因かもしれません。しかしそれだけの理由では
ないことが相談の内容からわかります。

３年間で陣痛が来てから相談してこられた10名の妊婦さんはすべて夜間の相談でした。
生まれてしまってからの未受診産婦の相談も全員夜間、もしくは休日などの時間外でした。ま
た相談の年齢層は10代が最多ですので、日中は学業その他で相談することが難しいと思われま
す。また避妊に失敗した時のアフターピルの対応は72時間以内とはいえ、避妊率を考えると迅
速な対応が求められますが、夜中にそのような事態になることが多く、相談場所を探されて深夜
や未明にアクセスしてこられます。

夜になると不安が増大し、眠れなくなって電話やラインをしてこられる方もおられます。
胎児もしくは赤ちゃんと女性の二つのいのちに関わる相談は24時間体制が必須なのです。

一社）小さないのちのドアは、2018
年9月に開所して以来、思いがけな
い妊娠や育児が困難で育てること
ができないと追い詰められた女性
の相談を24時間体制で電話、メー
ル、SNS、来所などを通して受けて
きました。相 談 件 数 は、3 年 間で
21,729件にも及びます。

2020年度は、コロナの影響もあってなの

か、相談が急増し、月20～30人程度の相

談者数から一気に月150人を超える方か

らのご相談がありました。一年間で1,667

人の方からの相 談 があり、やり取りは

14,159件にも及びました。2019年度の相

談者数が265人、やりとりが2,263件だっ

たことを考えると、実に6.3倍もの相談が

ありました。

相談内容としては、面談型赤ちゃんポストからのスタートだっ

たこともあってか、思いがけない妊娠で困っている方や、産後

うつなど育児困難の中におられる方からのご相談が多かった

のですが、2020年度は、若年者からの相談が急増したことも

あり、妊娠したかもしれないといったご相談が増えました。た

だその中には深刻な家庭問題や、思いがけない妊娠につなが

るケースもあり、深刻な相談は増加の一途をたどっています。

相談者の方の年齢は、開設当初は20～30代の方からの相談が多く、10代の

方からの相談は少なかったのですが、相談件数の増加に伴い、10代の方から

の相談が急増していきました。今も約半数は10代の方からの相談です。

ドアでは24時間365日、様々な方法を通してご相談を受けています。できるだ

け敷居を低く、いつでも誰でも相談しやすい場所の提供を目指しています。多

くの相談窓口は夜間帯は開いていないこともあるためか、夜間帯の相談が7

割を占めています。また相談方法として、電話やメールだけではなく、多くの方

の身近なツールであるSNSの活用をしていることもあり、SNSを通じてのご相

談が最も多い状況にあります。その他来所もできるため、毎月数名～10名程

度の来所もあります。時には電話やSNSなどでは解決が難しいと感じる相談

もありますが、直接お会いすることができる来所していただく方法（必要な時

には、こちらから訪問させていただくこともあります。）があることは、より相談

者の方に合った解決方法を考えていくことができ、私たちにとって必要不可欠

な相談方法になっています。
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電話・メール・SNS・来所、様々な方法で

24時間365日いつでも、相談できます。

妊娠や出産のこと、産後の生活のこと

仕事や学校、家族やパートナーとのこと

どんなことでも ご相談ください

妊娠の確認

行政や病院とのパイプづくり・同行支援

民間団体との連携　性教育など

安全に安心して過ごせるお部屋を提供

妊娠期から産後の支援が必要な時期まで

専門職者によるサポート

いつでも行ける、帰ってこれる場所の提供

セミナーボランティアさんによる

興味のあることの学習

高校認定試験や学校の勉強のサポートなど

やりたい仕事、働き方などを

一緒に考えて応援します

ピアサポート

女の子の居場所プロジェクトなど

温かい食事、バランスのとれた食事の提供

好きなものを作ったり、作ってもらったり

することができます

マタニティホーム Musubi

2020年4月にクラウドファンディングに挑戦。963名の方から18,895,000円が集まり、マ

タニティ―ホーム建設に向けて動き出しました。また、必要な建具や設備、家具・家電の

ご支援をいただき、2020年12月には5部屋の個室を備えたマタニティホーム「Musubi」

が完成いたしました。「人と結ばれ、社会と結ばれ、絆が結ばれ、愛が結ばれる」そんな

居場所になれたらと、思いを込めてつけた名前です。

【医・居】【食・職】【住・充】をサポートし、安心して暮らせる場所に

マタニティホーム・Musubi は、妊娠によって様々な理由で行き場を失っている妊産婦さ

んのためのホームです。安全に安心して過ごせる場所があることで、「産めない」「育てら

れない」と思い悩む女性が、「産む」という選択をすることができます。また、妊娠に気付く

のが遅く、産むしかない状況にある女性も安心して出産のときを迎えることができます。

妊娠期から産後安心して過ごせる環境が整うまでの期間の方を対象に、相談から関連

機関への同行支援や連携、生活支援・自立支援を行います。

相談の受け皿である妊婦の生活支援の場の必要性

思いがけず妊娠してしまったという相談の中には、〇住むところがない、〇食べることもままならない、〇頼る人

がいない、〇DVを受けているなど一人ではどうすることもできない状況に陥っている方も少なくありません。妊娠

していなければなんとか自力で生きていくことができたでしょうけど、どんなに気丈な女性でも妊娠、出産、産後に

は人の助けが必要です。ところが妊婦に特化した生活支援の制度がない日本では、そのような相談に対して提示

できる解決法はありません。（2020年の若年妊婦などの支援事業が始まり若干の受け皿ができました）しかし傾聴

だけでは済まされないのです。「いますぐ、来てください。ここにあなたが安心して暮らせるところがありますよ」と

言える受け皿の必要性をつくづく感じた3年間でした。そこで私共は2020年12月に妊婦専用のマタニティホーム

Musubiを建て上げ、入居者を受け入れています。頼るところがない女性が妊娠出産という人生の最大の危機にあ

って、「わたしにも頼るところができた。社会は温かい、人は信頼に値する」という喜びの経験になりますようにと願

います。 窓格子もつき、ついに完成！

2020年6月17日 起工式 猛暑の中、無事に棟上げが完了2020年7月 いよいよ工事開始 鉄筋検査後、コンクリートを流し込みます

入居される方のためのお部屋① 関係者のみで竣工式を行いました

ボランティアさんと壁塗装・床塗装・美装断熱材も入って電気の位置など最終確認 外壁ができあがりました 物品支援のおかげで家具も揃いました

入居される方のためのお部屋②

地域とのつながりや就労支援も含めた
「カフェスペース」を併設。人の役に
立つ喜びにも繋がる場所、また行き場
のない女の子たちにとっての居場所に
なれたらと考えています。

特別養子縁組を希望されている妊婦に
は手続きをしながら、喪失感に寄り添
いつつ新しい人生に向けての準備を手
伝います。

お菓子作りや、赤ちゃんの肌着を縫う
ことで簡単な裁縫を学んだり、パソコ
ンを学んだりする機会をもってその後
の人生に役立つ技術を身に付ける機会
を設けます。

同行支援
必要な支援を受けるために、支援に詳
しい専門のスタッフが、同行して手続
きに付き添うことも可能です。

アウトリーチ
困っている方のところまで発信を届け
られるよう、神戸・三宮などでヘルプ
カードの配布をし、積極的に発信しま
す。

リスクのある妊婦はNICU（赤ちゃん
の集中治療）のある病院に通えるよう
にします。またご本人の希望に合わせ
て産むところを考えます。

ゆったりくつろげる個室で
プライベートもあります。

生活支援・自立支援



こどもギフトメンバーと対談

クラウドファンディングREADYFORのこどもギフトのメンバーの

犬山紙子さん・ファンタジスタさくらださん・眞鍋かをりさん・福

田萌さん・草野絵美さんより、テレビ電話取材をお受けしました

。真剣に、時に涙を流しお話を聞いてくださり、熱い思いをもっ

て、こどもたちのために、女性達のために活動し発信し続けてく

ださっている皆さんの姿や温かい応援に励まされました。

情報発信

研修・セミナー

受賞

メディア掲載
2020.4～2021.3 日本基督教団出版「こころの友」連載

2020/04/24　まいどなニュース
「この家では産めない」18歳でホームレス妊婦に…支援

受けられず公園で過ごした日々　コロナ禍の今伝えた
いこと

2020/04/27　報道ランナー
望まない妊娠、援助交際、10代少女の相談が急増

2020/05/11　毎日新聞（地方版）
マタニティ・ホーム : 妊婦に安心できる所を神戸・小さな
いのちのドア、CFで施設建設費募る就労や養子縁組の支
援も/兵庫

2020/05/13　毎日新聞
相次ぐ10代少女の妊娠相談　アルバイトの減収で買春
被害も

2020/05/14　毎日新聞（大阪/朝刊）
新型コロナ:新型コロナ 望まぬ妊娠、10代相談急増 休
校・バイト休業続き 交際や買春被害

2020/05/19　毎日放送
ミント　休校中急増する少女からの妊娠相談

2020/05/19　時事通信
中高生の妊娠相談増加　休校原因？バイト減も影響

2020/05/23　大阪読売新聞（夕刊）
10代の妊娠 相談増休校・休業 背景か支援者ら「一人で
悩まないで」

2020/05/25　毎日放送
助産師らが性教育の動画配信へ…命の大切さ伝える少
女の妊娠相談増加で

2020/05/28　NHK「live love ひょうご」

2020/06/11　日本放送 news zero

2020/06/16  毎日新聞
「いつでもおいで」居場所をなくした妊婦に「家」

2020/06/17　読売テレビ 関西情報ネットten.

2020/06/18　神戸新聞

2020/06/18　大阪読売新聞（朝刊）
出産悩む妊婦の「家」に 神戸 滞在施設建設へCF=兵庫

2020/07/06　女性自身 掲載（雑誌）
「助産師として私が救う」16万超の中絶される命を守る

決意

2020/08/25　まいどなニュース
レイプで妊娠、コロナで仕事も住む所も失った女性が「
赤ちゃん可愛いと思ってもいいのかな…」と思えるまで

2020/09/01　サンテレビ
不安や悩みを抱える若年妊婦など相談の開設

2020/10/12　CGNTV（CGN FOCUS_#1403）
小さないのちのドア マタニティホームを建設中

2020/12/17　関西テレビ 報道ランナー
レイプで妊娠、コロナで仕事も住む所も失った女性が「
赤ちゃん可愛いと思ってもいいのかな…」と思えるまで

2020/12/25　NHK「おはよう日本」（全国）
“予期せぬ妊娠”悩む女性を救うマタニティホーム

2021/01/27　毎日新聞（地方版）
マタニティホーム:“孤立”妊婦とつながる場 産前から産
後まで、生活や精神面サポート 神戸・マタニティホーム / 
兵庫

2021/03/10　大阪読売新聞（朝刊）
困窮の妊婦 救いたいコロナ禍、若年層...官民支援広が
る

JAMMINさんとのコラボ企画 第２弾！

着心地の良いTシャツや、素敵なグッズを作られているJAMMINさんとのチャリ

ティー企画を行いました。今回もとても素敵なデザインに仕上げてくださいま

した。「温かい居場所をすべての妊産婦さんに」すべての妊産婦さんが笑顔で、

安全に安心に過ごせるように、今後も活動の輪を広げていければと思います。

思い悩む女性のために、未来ある小さないのちが輝くために、私たちができ

ることを見つけるための「いのちのセミナー」。講義やグループワークを通し

て、どう寄り添えばいいのかを学ぶ機会をもちました。マタニティホーム開設

に伴い、2020年8月に、スタッフ・ボランティアの募集を行い、小さないのちの

ドアでの活動を希望される方に、いのちのセミナーとボランティア・職員研修

を必ず受講していただいています。2020年度では、72名の方が受講くださり

７回のセミナーを開催いたしました。一人でも多くの人が現状に気づき、目

の前の人に声をかけることが出来るようになれば、温かい社会の環は広が

っていくと確信しています。

チャリティコンサート

相談を受けての同行支援など、移動が必要な際の専用車購入のためのご寄付を募るこ

ととなり、シアターチャーチのご協力の元、オンライン配信でチャリティーコンサートを開

催。様々なアーティストが集ってくださり、一台の車と必要な車税のためのご支援とが与

えられました。また、コンサートという新しい形により、このチャリティコンサートを通して

小さないのちのドアの活動を知ってくださった方もいらっしゃいました。必要な方に、こ

の活動が届きますよう、心から願います。

● 2020年9月～
  小さないのちのドアから
  学ぶ「いのちのセミナー」
  計72名 7回開催

● 2020年11月～
  ボランティア研修
  職員研修

※セミナー・研修につきま
　して受講希望のご連絡を
　いただいた際に随時開催

2020/07/05　村松志保子助産師顕正会 特別賞

2020/10/03　第44回 井植財団 井植文化賞 （代表：永原 郁子）

2020/11/30　公益社団法人社会貢献支援財団　社会貢献者表彰

啓発・啓蒙



24時間相談から生活支援、就職支援

自立支援までのワンストップセンターの必要性

妊娠後期になってもどこの出産施設にも受診していない、いわゆる未受診妊婦の相談は3年間で137人（4.1人/月

）になりますが、多くの場合、母子手帳が未交付であったり、健康保険が失効しています。それらは新生児の遺棄事

件や飛び込み出産、無戸籍児の出産につながりかねない危険な状態であるにもかかわらず、相談してから支援に

つながるまでに時間がかかります。「助けて～」と差し出された手がすぐに引っ込んでしまうのです。ようやく支援に

つながった時には事態はさらに悪くなっているということもしばしばです。ようやく相談側とつながった人間関係を

そのまま生活支援につなぐことがどれほど大事なことかと痛感します。その間に妊婦健診や行政に同行します。ま

たお産の時には病院にお連れして応援します。退院の日には迎えに行き、産後のお世話をさせて頂きます。そのよ

うな関係の中から就職を支援し、その方の次の歩みを支えます。相談から自立までワンストップだからこそ温かな

関係が築くことができ、頼る人のいない女性にとって頼る場所、安心できる場所となることができます。それはその

方の生きる力となります。このような場所が日本全国に点在することによって、お腹に命を宿したすべての女性と

お腹のいのち、生まれても育てることができないと追い詰められている女性とその赤ちゃんの命を守れる社会に

なるのだと確信します。私たちの日本が、すべての妊婦産婦、特に妊娠したことによって窮地に追いやられている

妊産婦に温かな支援の手が差し伸べられ、いのちを守った女性が笑顔で前向きに生きていくことができる社会に

なりますように願いを込めて、私共の活動をご報告申し上げます。

体制の充実・強化
スタッフ・ボランティアのスキルアップや体制を充実させ、よりきめ細やかな支援が行えるよう整備していく

社会的ハイリスク妊産婦支援センターの制度化に向けての提言
ワンストップでの支援の必要性を、活動を通して国に提言していく

公益法人への移行
社会的な活動としての必要を伝えていくことと、企業や団体からの継続的な支援の充実のために公益化を目指す

情報発信、啓発・広報活動の充実
相談できずに孤立している女性たちを一人でも助けることができるように、

相談しやすい窓口づくりを進めていくため、アウトリーチの実施とともに、SNSをより活用していく

小さないのちのドアのデータ分析・研究
これまでに寄せられた女性たちの声は、この社会の嘆きであり、彼女たちの声をかたちにすることによって、

本当に必要な支援のかたちを探していくことができると考え、分析・研究を行っていく

2021年度 事業計画

加古川市会議員
落合誠先生

神戸市会議員
上原みなみ先生

参議院議員 加田裕之先生
兵庫県議会議員 北浜みどり先生

神戸市会議員
伊藤めぐみ先生

立憲民主党のつながる本部 ＆ 
ジェンダー平等推進本部合同会議

石田昌弘先生 秘書
五反分さま

参議院 自民党の
政策審議会で講演

参議院議員 石田昌弘先生に
ご推薦頂き、国会へ

衆議院議員
関 芳弘 先生

兵庫県議会議員
小池ひろのり先生・北上あきひと先生

衆議院議員
木村やよい先生

衆議院議員
あべ俊子先生

政策提言
─お話を聞いていただき、政策提言しました─

今後の課題



2017年1月
行き場のない女性のための居場所づくりのために
一般社団法人マタニティホーム・マナ設立

2017年12月
ベビークラッペ（赤ちゃんポスト）発祥のドイツへ視察
面談型赤ちゃんポストの設置を目指し、準備を進める

2018年8月
一般社団法人小さないのちのドアに名称変更

2018年9月
予期せぬ妊娠で思い悩む女性やもう育てられないと悩
む女性のための相談窓口「小さないのちのドア」を開設

2019年10月
小さないのちのドア1周年記念公演（ゲスト：水谷修氏、
森祐理さん）開催

2020年9月
兵庫県・神戸市より悩みや不安を抱える若年妊婦等支
援事業委託

2020年12月
行き場がなく、頼る場もない女性のための生活支援施設
マタニティホーム「Musubi」を開設

2020年度 会計報告沿革
─「小さないのちのドア」設立～2021年3月まで ─

サポート企業・団体

(2020年4月1日～2021年3月31日)

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

（１）経常収益

　　受取会費

　　受取寄付金

　　事業収益

　　その他収益

　　経常収益計

（２）経常費用

　　事業費

　　管理費

　　経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

　雑収益

　経常外収益計

　当期一般正味財産増減額

　一般正味財産期首残高

　一般正味財産期末残高

Ⅱ 指定正味財産増減の部

　受取寄付金

　当期指定正味財産増減額

　指定正味財産期首残高

　指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

(単位：円)

838,558

169,000

28,215,411

192,137

801,563

30,216,669

18,474,328

2,570,686

21,045,014

9,171,655

39,435

39,435

9,211,090

19,843,566

29,054,656

34,226,929

-801,563

33,425,366

210,620

33,635,986

62,690,642

一般会員受取会費

賛助会員受取会費

一般正味財産振替額

マタニティホーム建設

のため、たくさんのご

支援をいただきました。

いのちのセミナーなど

たくさんの方が受講し

て下さいました。

マタニティホーム運営

のため、大口寄付金が

ありました。

固定資産3,400万を含ん

でいます。（建物、付

属設備、防犯設備等）

2020年12月よりホーム

運営に伴い、新しいス

タッフを雇用し、2021

年度は2倍ほどの予算が

計上されています。



一社）小さないのちのドアは2018年9月スタート以来多くの方々にお心を寄せて頂き、ご支援いただい

て活動をおこなっております。

開所当初前にはクラウドファンディングや個人のご寄付によってリフォームを行い24時間対応のドア

が作られました。また2020年12月に完成したマタニティホームの建築も「妊婦さんのための家を建て

るために使ってください」と多額のご寄付をしてくださった方のお心を実現したいという思いが原動力

になっております。コロナ禍で経済も困難な中でご寄付をお願いできるだろうかという不安がありまし

たが、2020年の緊急事態宣言の時に10代の妊娠相談が急増したことで必要に迫られ、建築すること

を決行し、建築のためのご寄付を募らせていただきました。感謝なことに思う以上に皆様のご支援を

頂きマタニティホームは完成致しました。内装関係は延べ200人のボランティアさんたちの温かい心

が込められています。素朴な味わいの壁や床からその温かさが伝わってくるようです。

　2020年12月5日の開所以来、入居される方が途絶えることなく、ホームはフル回転して命を守って

おります。相談も年々増え、24時間体制の相談員や専門性のあるスタッフや事務職、生活支援員など

職員も加えられております。

　2021年4月から24時間相談の4割の部分は兵庫県と神戸

市の委託事業となっていますが、多くは皆様のご支援でこの

活動は成り立っております。

マタニティホーム完成までにご支援いただいた方々の名前

でアートした、「つながるいのちの木」はご支援くださった方

々への心からの感謝とともに、ここを訪れる女性に「あなた

は一人じゃあないよ」と、応援してくださっている方々がこん

なにたくさんおられることを見える形に致しました。ご支援く

ださった方々と、困り果ててここを訪れられる方々をつなぐ

いのちの木でもあります。

これまでの会計報告の中でご寄付について感謝をこめて

ご報告しております。今後ともご支援賜りますようよろしくお

願い申し上げます。
「つながるいのちの木」は、
  ホームページでも公開中です
　https://door.or.jp/archives/3528

小さないのちのドアは現在、
寄付金のみで運営しています。
どうぞ私たちと一緒に小さないの
ちのドアを支えてください。

ご支援下さった方には、ニュース
レター（１～２／年発行 ）をお送り
いたします。
また、ニュースレターにはご支援
くださった方々のお名前を掲載さ
せていただきます。匿名希望の方
はその旨をお知らせください。

１．一般会員  一口（個人）10,000円／年（団体）100,000円／年

２．賛助会員  一口（個人）   3,000円／年（団体）  30,000円／年

３．マンスリーサポーターになる：任意の金額／月

４．寄付をする 

５．ボランティアに参加する　※詳細は事務局へ

６．里親希望（特別養子縁組や里親制度をご紹介）※詳細は事務局へ

１．オンライン決済（クレジットカード決済）　
　　Square（スクエア）・Syncable（シンカブル）で、クレジット
　　決済ができます。詳細はホームページをご覧ください。
　　https://door.or.jp/support

２．銀行振り込み
　　金融機関　　　　　三井住友銀行  　　　　　　ゆうちょ銀行
　　支店名　　　　鈴蘭台支店（３４８）　　０９９（ｾﾞﾛｷｭｳｷｭｳ）店　
　　種類・番号　　　普通 ５０６２３３８　　　当座 0３３３５９９
　　名義　　　　　　一社）ﾏﾀﾆﾃｨﾎｰﾑ･ﾏﾅ　　　   小さないのちのドア

※口座名義人の表記が、変更登記手続きが完了次第「一社）マタニティ
ホーム・マナ」から「公社）小さないのちのドア」に変更になります。

※三井住友銀行にご入金くださった方は、電話／FAX、メール、または、
小さないのちのドア宛にお名前とご住所をお知らせ下さい。ご連絡が
ないため、ご報告やご挨拶ができないままの方々が複数名おられます。
特に領収証が必要な方は、必ず連絡先をお知らせください。

３．郵便振替・自動送金
　    記号００９００－９　番号３３３５９９
　    加入者名　小さないのちのドア

４．現金書留
　　下記、小さないのちのドア事務局宛にお願いします。
　　〒651-1123  兵庫県神戸市北区ひよどり台2-30-7
　　 TEL： 078-743-2405

ご支援のお願い 支援方法
─「小さないのちのドア」を支えてください ─


