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Ⅰ．活動報告

I. 活動成果
2019 年度は、引き続き『近親姦虐待問題に特化した⾃助グループの新設のための、安⼼・安定した居場
所作り』をテーマとし、Self Help 事業に重点を置いて活動をした。
Self Help 事業では、参加者から増設希望があり、ピア・ミーティングのシモキタグループを新設し、休
⽌していたデイグループも再開した。
SIAb.プロジェクト事業では、SA 仙台あおぞらグループと共済でイベントを開催した。
また、この事例を参考にして次年度からの「出張ピアミーティング」を計画し、令和 2 年度（2020 年度）
の助成⾦を申請したところ、助成対象事業に採択された。

1.

Self Help 事業
・ ピアミーティングは、12 ⽉から始まったシモキタグループを 9 回開催。シブヤグループは 23 回開催。
また、1 ⽉から再開したデイグループも 1 回開催し、合計で 33 回開催した。
・ ワークショプは、ペーパークイリングを 6 回開催した。

2.

SIAb. Project 事業
・ SIAb.・SA 仙台あおぞらグループ共催イベント「近親者からの性的虐待について考える〜当事者ととも
に語り合う〜」を開催した。（於：仙台エルソーラ）
・ ホームページ等による情報配信を継続した。
・ 勉強会への参加やメディアの取材に協⼒し、当事者の声を届ける活動を継続した。

SIAb.では、2020 年度の刑法改正の⾒直しに向けての活動もこれから活発になることで、報道などもより多
くなってきており、今後、SIAb.のような近親姦虐待に特化した⾃助グループの必要性が⾼まってくると予想
されるため、治療や⽀援の他に、
「⻑期的に係われる場を作る」きっかけとなる活動が必須と考えた。
このため、2016 年度からテーマにしてきた『近親姦虐待問題に特化した⾃助グループの新設のための、安⼼・
安定した居場所作り』を本格的に展開するために、仙台でのイベントを企画し、開催した。
この事例をもとに、2020 年度の SIAb.Project 事業として「出張ピアミーティング」を含めた周知活動を企
画し、そのための助成⾦を申請したところ、助成対象事業に採択された。
また、ピアミーティングの新設や再開にあたり、今後の課題も浮き彫りになってきた。
以上のことから、次年度の活動に続くおおきな成果があったといえる。
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II. 事業報告
１． Self Help 事業
当事者が問題を共有できる仲間と出会い、場の⼒と時間を共有できる「ピアミーティング」と「ワーク
ショップ」を開催している。
１） ピアミーティング
ピアミーティングは、参加経験のある当事者たちで作るプログラムに則って⾏われる。 その⽇のフ
ァシリテーターの進⾏のもと、参加者ひとりずつが順番に話し役になり、⾃分の経験や現在の状況、思
いなどを誠実に語り、それを他の参加者が傾聴する。
① Day Group
： 1 回開催 延べ参加者
3 名 （うち初参加者 1 名）
Night Group ：シブヤグループ ：23 回開催 延べ参加者 154 名 （うち初参加者 23 名）
：シモキタグループ ： 9 回開催 延べ参加者 29 名 （うち初参加者 9 名）
ピアミーティング合計
：33 回開催 延べ参加者 186 名 （うち初参加者 33 名）
２） ワークショップグループ
ワークショップでは、学びや⼿作業でのものづくりを楽しんだり、エクササイズで体調を整えたりし
ながら、参加した当事者たちと安全な時間と場を共有する。
シェアミーティングが「⾃分と向き合う時間」とすれば、そうでない「⽇常の時間」を⼤切にする場
という位置付けであるため、被害について話す必要はない。
なお、各グループの詳細は以下の通りである。
① ソフトパステル：休⽌中
② ペーパークイリング ：６回開催
延べ参加者 22 名（うち初参加者 5 名）

２．SIAb. Project 事業
2019/09/23(最終版)

◆ SIAb.・あおぞらグループ共催仙台イベント開催概要 ◆
１） SIAb.・SA 仙台あおぞらグループ共催イベント
「近親者からの性的虐待について考える〜当事者とともに語り合う〜」を、以下の内容で開催した。
【日 時】2019 年 09 月 24 日（火） 13：00〜17：00 （４時間）
⽇ 時：9 ⽉ 24 ⽇（⽕）13:00〜17：00（4
【会 場】仙台・エルソーラ 時間）
大研修室
【定 員】40 人
場 所：仙台・エルソーラ ⼤研修室
【参加費】資料代 ￥1,000参加数：21 名
【プログラム】
参加費：資料代 ¥1,000１部：オープンスピーカーズ・ミーティングとワークショップ（所要時間：約３時間）
集合・準備

開始時刻

終了時刻

所用時間

10：30

11：30

60 分間

集合 搬入

12 ：00

13：00

60 分間

準備

内

容

担当

打ち合わせ

準備

全員

お昼休憩（30 分）
12：30

全員

受付開始：開場
オリエンテーション

プロローグ

13：00 13：10

10 分間

配布資料確認 ２）時間割の確認 ３）注意事項
４）名札を記入

オープンスピーカーズ・

ミーティングと
Q＆A
休

憩（10 分）

13：30

20 分間

13：30

14：15

45 分間

14：15

14：30

15 分間

② あおぞらグループ活動内容の説明
体験談発表（３人予定
順序：

各 15 分ずつ）

→

→

Q＆A

＊４グループ（各 10 人＋メンバー1 人）テーブル配置を変える

Tea Time &
ツナガル＊カタル
（ワークショップ）
エピローグ

13：10

５）Q＆A

① SIAb.活動内容の説明

14：40

14：50

10 分間

お茶をしながら自己紹介＆全員ひと言ずつ

14：50

15：20

30 分間

ディアローグ（テーマを決めて対話）

15：20

15：40

20 分間

15：40

15：45

05 分間

登壇者たちのひと言とお礼と閉会の挨拶

15：45

15：50

05 分間

アンケート記入

全員

フェロシップ（分かち合いの時間）
＝まとめ発表（4 グループ

各 5 分ずつ）
回収：全員

出席者退室（とにかく部屋の外に出てもらう）
片 付 け ・ 解 散

15：50

15：55

5 分間

片付け→退室

第２部：ピアミーティング(所要時間：１時間)
ピアミーティング

16：00

16：45

45 分間

シェアミーティング

16：45

17：00

15 分間

フェロシップ→解散
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★反省会＆打ち上げ＆交流会（ごめんなさい。参加費は自己負担です。およそ２〜３千円）
お店：「松島」

エスパル仙台 B１F（仙台駅地下）

022-267-4088 仙台市青葉区中央１１１

全員

２） ホームページ等からの情報配信活動について
当事者同⼠で語り合い、協⼒し合いながら、回復を⽬指す活動を周知することによって、当事者が
孤⽴することを回避するための情報を、引き続き SIAb.のホームページから発信した。
被害当事者や加害当事者、サポートをして下さる⽅々、治療や公的⽀援に携わる⽅々、また、関係
機関や社会全体で盛んな議論や活動が展開されて、治療⽅法や予防⽅法が⽇々検討されていくような
社会をつくるための働きかけを続けた。
① ホームページのリニューアル（Top ページにグループミーティングカレンダーを設置）
② 既存の動画の配信継続
・ Series1＝SIAb.のメンバー3 ⼈（近親姦虐待被害当事者）での語り合いを収録
・ Series2＝近親姦虐待被害当事者、加害⾏為経験者、双⽅の治療に携わる⼈の語り合いを収録
・ Series3＝実際の SIAb.シェアミーテインングとフェローシップの模様 （１）
（２）
・ 当⽅⾒聞録＝性暴⼒・性虐待問題で繋がる多様な仲間とのトークセッション
・ ツナガル＊カタル ダイジェスト版＝2013 年度に UP した動画を約 35 分に編集
３） ソーシャルネットワークからの情報発信について
ホームページと Twitter、Facebook を連携して、活動の内容の情報を拡散した。
・ Twitter フォロワ―数
404 件（2019 年３⽉ 17 ⽇現在）＊昨年度 286 件
・ Facebook ページにいいね数
12 件（2018 年３⽉ 17 ⽇現在）＊昨年度 79 件
＊ 本年度は、性暴⼒・性虐待被害や刑法改正関連の報道などが増えたこともあり、ホームページや SNS
へのアクセス数が増加した。
しかし、内容としてはミーティングやイベント開催の告知がほとんどであったため、閲覧数は増加し
たが、リアクションは低めとなった。
４）

勉強会や交流会等の開催・参加および当事者の声を届ける活動
2019 年
6 ⽉ 26 ⽇
7⽉ 3⽇

7 ⽉ 28 ⽇
9⽉3⽇
9 ⽉ 24 ⽇
10 ⽉ 2 ⽇
12 ⽉〜

NHK・京都放送局放送部から取材を受ける
（SIAb.の活動や監護者性交等罪・監護者わいせつ罪について 電話で聞き取り取材）
NHK・京都放送局放送部から取材を受ける
（SIAb.の近親者からの性虐待について）
＊7 ⽉ 11 ⽇：京都府内、12 ⽇：関⻄地区で放送
朝⽇新聞 社会部関から取材を受ける
（SIAb.の活動について 聞き取り取材）
ピアサポ祭り参加
（9 ⽉ 24 ⽇仙台イベントの告知）
性暴⼒と報道対話の会 勉強会に参加
（勉強会冊⼦作成について）
SIAb.・SA 仙台あおぞらグループ共催イベント
「近親者からの性的虐待について考える〜当事者とともに語り合う〜」開催
国際キリスト教⼤学教養学部学⽣の論⽂作成のための取材を受ける
（国際法の観点からみた⽇本国内の家庭内性的虐待について）
NHK・名古屋放送局報道番組から取材を受ける＊SIAb.Project で協⼒
（児童虐待・家族からの性虐待について）
＊1 ⽉ 15 ⽇：中部地区で放映 2 ⽉ 3 ⽇：関東地区「シブ 5 時」で放映
3 ⽉ 13 ⽇：おはよう⽇本で放送
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Ⅲ．2020 年度（令和２年度）活動計画
2020 年度は、引き続き『近親姦虐待問題に特化した⾃助グループの新設のための、安⼼・安定した居場
所作り』をテーマとし、Self Help 事業に重点を置いて活動をする。
また、SIAb.プロジェクト事業では、「令和 2 年度 キリン・福祉のちから開拓事業」での助成事業であ
る、「ツナガル＊カタル 〜SIAb.出張ミーティング〜（仮）」で、地⽅におもむいてピアミーティングを
開催したり、⾃助グループの⽴ち上げへの協⼒や情報提供などの活動をする。
1.

Self Help 事業
・ ピアミーティングのグループの増設や内容の⾒直しを⾏う。
・ 昨年度実施した SIAb.のルールやプログラム、詳細などについて再検討し、必要があれば修正をする。

2.

SIAb. Project 事業
・ ホームページ等による情報配信を継続する。
・ ホームページの管理を継続して⾏う。
・ 『近親姦虐待問題に特化した⾃助グループ』の新設がし易くなるよう、出張ミーティングや勉強会等
を実施する。
「ツナガル＊カタル 〜SIAb.出張ミーティング〜（仮）」
（令和 2 年度 キリン・福祉のちから開拓事業」助成事業）
＊予定開催地：広島、⼤阪、福岡、⻑野
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