
No. 掲載年月日 銘柄 掲載紙面 頁 見出し記事

1 平成26年2月14日 中日新聞 朝刊県内総合 17 なごや子どもとつくる基金　助成先４団体決まる

2 平成26年3月4日 CBCテレビ イッポウ  子どもたちを救いたい 着ぐるみに隠された思い

3 平成26年3月16日 読売新聞 中部名市内 4 ［羽ばたく］子どもの非行防止活動に取り組む　「分かってほしい」に耳傾け＝愛知

4 平成26年4月15日 毎日新聞 中部夕刊 社会面 6 非行防止：着ぐるみで　名古屋のＮＰＯ若者ら、かつての自分重ね訴え　繁華街でたむろ、未成年者に 

6 平成26年4月17日 毎日新聞 地方版／愛知 21 名古屋市長「立派な人になって」　非行防止活動を視察　／愛知 

7 平成26年4月17日 読売新聞 中部名市内 2 「悩み相談できる場を」　女子高生ら市長と意見交換＝愛知

8 平成26年4月17日 中日新聞 朝刊市民版 22 着ぐるみ姿で非行防止　名古屋のＮＰＯ法人　声掛け運動

9 平成26年4月17日  NHK総合 おはよう日本 朝のニュース　着ぐるみ姿の全国こども福祉センターの声かけ活動を河村市長が視察

10 平成26年5月2日 中日新聞 朝刊尾張版 14 笑顔！全国こども福祉センター理事長 荒井和樹さん 子どもの受け皿用意

11 平成26年5月2日 中日新聞 朝刊市民総合 15 笑顔！全国こども福祉センター理事長 荒井和樹さん 子どもの受け皿用意

12 平成26年5月2日 中日新聞 朝刊近郊総合 15 笑顔！全国こども福祉センター理事長 荒井和樹さん 子どもの受け皿用意

13 平成26年6月25日 毎日新聞 東京朝刊 家庭面 17 くらしナビ・ライフスタイル：子ども虐待防止、若者が声　９月の世界会議でフォーラム 

14 平成26年7月5日 中日新聞 朝刊社会 35 橋の下暮らし１５の夜　家出、万引の３年…１８歳「働き人生やり直す」

15 平成26年8月27日 朝日新聞 夕刊１社会 7 非行ＮＯ、若者夜回り　着ぐるみ姿で声かけ　名古屋のＮＰＯ、同世代目線　【名古屋】

16 平成26年9月16日 NHK総合 ほっとイブニング シリーズ 虐待を防ぐには　孤立する若者に”居場所”を  子ども虐待防止世界会議（名古屋）2014

17 平成26年11月7日 中日新聞 朝刊社会 35 客と行き先自由　裏オプで稼ぐ　無防備ＪＫ　バイト感覚　本当は怖い　でも、慣れちゃった

18 平成26年12月22日 中日新聞 朝刊市民版 12 悩み抱える子らがＸマスパーティー　中区で交流深める

19 平成26年12月22日 中日新聞 朝刊なごや東版 12 悩み抱える子らがＸマスパーティー　中区で交流深める

20 平成27年3月1日 中日新聞 朝刊朝文面左 4 ニュースを問う　蜘手美鶴　（社会部）　ＪＫビジネスの少女たち　心に屈折、居場所求める

21 平成27年3月14日 朝日新聞 朝刊２社会 38 校外の実態、把握困難　「被害の恐れ」小中高４００人　川崎事件受け、国調査【西部】

22 平成27年3月14日 朝日新聞 朝刊１社会 39 校外の見守り難題　川崎の事件受け「子どもの安全」調査

23 平成27年3月19日 中日新聞 朝刊市民版 22 着ぐるみ姿で活動の荒井さん　非行少年支援を語る

24 平成27年4月2日 TBSテレビ  ニュース23 変わりゆく国　不登校・暴力・絆はスマホ…　路上を漂流する少年たち

25 平成27年5月3日 中日新聞 朝刊県内版 14 家庭環境など悩み共有　名古屋で中高生ら交流会

26 平成27年5月27日 中日新聞 朝刊市民総合 17 居場所なくした子のよりどころに　支援者養成へ講座　中川のＮＰＯ

27 平成27年5月27日 中日新聞 朝刊なごや東総合 17 居場所なくした子のよりどころに　支援者養成へ講座　中川のＮＰＯ

28 平成27年6月10日 朝日新聞 朝刊名古屋１地方 25 生徒指導、地域・民間と連携を　名古屋で教員協議

29 平成27年6月10日 中日新聞 朝刊県内版 16 刈谷事件　特別でない　ＮＰＯ代表　高校教諭らに講演

30 平成27年6月11日 朝日新聞 朝刊１社会 31 ＬＩＮＥで交友接点「学校が把握　難しい」　【名古屋】

31 平成27年6月16日 朝日新聞 朝刊１社会 37 夜の街、漂う１０代　名駅前、夜回りに同行　「大人が気にかけ事件防いで」【名古屋】

32 平成27年6月17日 名古屋テレビ メ～テレＵＰ！ 子どもたちは、どこへ　祭りの夜で酒・たばこ　スポーツで”昼間の居場所”

33 平成27年6月27日 毎日新聞 愛知名古屋 25 刈谷高１水死で家裁送致  雰囲気に流され？ 仲間の多く知り合い2～3か月 居場所づくりの模索も

34 平成27年7月30日 朝日新聞 朝刊教育１ 31 夜の街、子のＳＯＳ聞きに　名古屋のＮＰＯ「アウトリーチ」活動

35 平成27年8月1日 毎日新聞 中部朝刊 社会面 24 「ＪＫビジネス規制１カ月」親の虐待逃れ／「家帰るよりマシ」　少女ら「居場所」求め 

36 平成27年8月15日 赤旗新聞 総合 3 （ひと）中高生の居場所をつくる全国こども福祉センター代表　荒井和樹さん

37 平成27年8月19日 三重CTY ケーブルNews 鈴鹿市児童虐待防止講演会「こども・若者の伴走者に」荒井和樹理事長

38 平成27年8月20日 伊勢新聞 ー 1 児童虐待防止に「寄り添い」大切　鈴鹿で講演

39 平成27年8月20日 CBCテレビ イッポウ 防ぐ  大阪中一女子生徒殺害  子どもを犯罪から守るには…

40 平成27年8月21日 中日新聞 朝刊社会 37 中１女子殺害１週間　深まる謎　顔見知り？　犯行誇示？　凌斗君は？

41 平成27年8月24日 中日新聞 朝刊社会 27 名古屋・声掛け活動ルポ　繁華街さまよう無防備　少女ら「大阪遺棄、運悪いだけ」

42 平成27年8月24日 東海テレビ ニュースone 名古屋の夜の街  子供たち…  夏休み 名古屋で緊急パトロール 「家には居たくない」15歳少女

43 平成27年8月25日 中日新聞 朝刊特報 21 特報　孤立する子ども　居場所は？　家も学校も居づらい　一時保護受け入れ限界　家出背景に貧困の影

44 平成27年8月25日 東京新聞 朝刊特報２面 27 大阪・中１遺棄事件の背景（下）　親の養育力向上　解決のカギ　貧困などが家出原因に　児相

45 平成27年8月31日 朝日新聞 朝刊２社会 32 夜歩きの子、声かけぬ大人　防犯意識広がり「通報されるかも」

46 平成27年8月31日 朝日新聞 社会 37 緊急報告　大阪中１遺棄事件　夜歩きとがめぬ大人　昨年の補導約43万人

47 平成27年8月31日 朝日新聞 朝刊２社会 34 （緊急報告　大阪・中１遺棄事件：下）子の夜歩き、声かけ二の足　【大阪】

48 平成27年9月2日 NHK総合 クローズアップ現代  見えない子どもたち どう守るか

49 平成27年9月2日 テレビ朝日 スーパーＪチャンネル  夜回りグループに秘策あり！着ぐるみで声掛けするワケ

50 平成27年9月3日 名古屋テレビ  メーテレUP!視点 ”大阪の悲劇”防げ‼ 声かけ続ける名古屋のNPO

51 平成27年9月6日 愛媛新聞 社会 5 どう守る？子どもの安全  相手目線の声掛け必要　NPO法人全国こども福祉センター 荒井和樹理事長

52 平成27年9月6日 山陽新聞 社会 31 夜間外出　子どもどう守る？  全国こども福祉センター荒井和樹理事長  相手目線で声掛けを

53 平成27年9月7日 神戸新聞 社会 25
大阪・中１男女遺棄事件　——どう守る？深夜出歩く子どもたち

相手目線の声掛けが大事　全国こども福祉センター理事長　荒井和樹さん

54 平成27年9月11日 NHK総合東海 金曜トーク 夜に出歩く子どもたち　繁華街をパトロール（全国こども福祉センター久野さん）

55 平成27年9月14日  中京テレビ キャッチ 密着  着ぐるみで声かけ深夜徘徊防ぐ 名古屋で  新たな課題ネットのキケン「また来たい  居場所づくり」

56 平成27年9月14日 フジテレビ とくダネ！ ネット夜回り  便利さの陰に潜む危険  一見普通の子供も  深夜外出に親は？  変わる社会環境

57 平成27年10月6日 CBCテレビ 特集 子どもを救え　ＮＰＯの活動　一見ホストのようですが…　活動の担い手育てる

58 平成27年11月5日 東日新聞 社会 ―  6 日にママパト隊研修会開催（荒井理事長講演）

59 平成27年11月7日 東日新聞 社会 ―  受け皿になる地域の力必要　豊橋市少年補導委員会が合同研修会　荒井和樹理事長講演（豊橋市公会堂）

60 平成27年11月9日 日本教育新聞 1・2面 1
夜間、着ぐるみで見守り　大阪中１男女遺棄から３カ月（トップ　1面）

1面から続く　気になる少年少女へ声掛け　名古屋のNPOがボランティア（ニュース解説　2面）

61 平成27年12月4日 日本経済新聞 社会 43 ［学びの現場から 第 5 部 居場所を探して］孤独な夜 さまよう少女  家庭との結びつき希薄

全国こども福祉センター　メディア掲載一覧



62 平成27年12月11日 NHK総合 ニュース（東海） 居場所のない子どもたち  大人がどうやって支援  蒲郡市子ども・若者の自立支援講演会（荒井和樹理事長）

63 平成27年12月23日 日本テレビ  NEWS every ニュース 三重県の女子生徒保護　全国こども福祉センター理事長、ネットの危険性について警鐘を鳴らす

64 平成27年12月23日 中京テレビ キャッチ ニュース 三重県の女子生徒保護　全国こども福祉センター理事長、ネットの危険性について警鐘を鳴らす

65 平成28年1月16日 中日新聞 朝刊市民版 22 子の貧困　連鎖防止へ討論会　来月、半田　名古屋のＮＰＯ理事長ら

66 平成28年1月21日 中日新聞 朝刊県内総合 21 学習会「ＪＫビジネスと関係性の貧困」

67 平成28年1月27日 中日新聞 朝刊市民版 16 「居場所づくりが必要」　熱田　ＪＫビジネス対策勉強会

68 平成28年1月30日 赤旗新聞 土曜ワイド シリーズ 10代の居場所　難民化する若者シンポ  日本と韓国での支援交流　”役立つ”と思える機会を

69 平成28年2月6日  NNN 中京テレビ  NEWS every 愛知・半田市　子どもの”貧困”考える　全国こども福祉センター荒井和樹理事長 基調講演　every

70 平成28年3月24日 TBSテレビ Nスタ 社会的養護へ夢の奨学金　学費生活費を卒業まで給付　精神面でもサポート

71 平成28年3月30日  TBSテレビ Nスタ ニューズアイ 夜の声かけ巡回に密着  声かけで子どもを危険から守れ 不登校・引きこもり経験者も

72 平成28年4月3日 中日新聞 朝刊三河総合 27 １０代の居場所つくろう　刈谷の高校生ら　花見や声掛け企画

73 平成28年8月28日 中日新聞 朝刊市民版 22 若者同士つながろう　名駅西口　学生ら「パトロール」

74 平成28年9月8日 読売新聞 東京生活Ａ 5 ［狙われる女性］（２）高校生が接客　「ＪＫビジネス」（連載）

75 平成28年9月30日 中京テレビ キャッチ さまよう少年少女　名古屋13歳少女が激白

76 平成28年11月1日 東日新聞 社会 ―  きょう青少年健全育成のつどい（荒井理事長講演）

77 平成28年12月23日 読売テレビ  ニュースten 居場所求める子どもたち 大人はどう向き合う？

78 平成29年3月15日 産経新聞 デジタル版 ―
 【関西の議論】福祉スルー〝漂流民〟の駆け込み寺

キャバクラ無料案内所…家出、出所「ワケあり」が救い求めて

79 平成29年4月25日 赤旗新聞 くらし・家庭 11
困難抱える若者  直接出会い支援  家賃払えず・望まぬ妊娠・ＡＶ強要

注目集める「アウトリーチ」さまざまな手法で

80 平成29年5月24日  MBSテレビ 特集VOICE JKお散歩、カウンセリング...女子高生ビジネス対策の今　※Yahoo!ニュース転載

81 平成29年6月16日 毎日新聞 地方版／福岡 23 シンポジウム：孤立の子、支援を　「アウトリーチ型」普及へ　ユニークな手法で関わり　早良区で２１日

82 平成29年6月23日 毎日新聞 地方版／福岡 23
自立支援シンポ：孤立の若者、どう支援　早良区で実践報告「大人の側に見つける技術が必要」「困ってからでは

遅い」 

83 平成29年6月23日 中日新聞 朝刊岐阜県版 18 寄付８団体へ感謝状を贈る　県青少年育成会議

84 平成29年8月8日 毎日新聞 地方版／大阪 23 講演：孤立する子どもら支援　２６日、荒井さん　神戸　／大阪 

85 平成29年9月4日 週刊教育資料 表紙／４～６ 4 潮流「つながる、社会を捉えるアウトリーチ」

86 平成29年11月3日 朝日新聞 朝刊１社会 39 自殺願望狙いＳＮＳ多用　アカウント、複数　座間９人遺体

87 平成29年11月13日 NHK総合 おはよう日本 犯罪やトラブル防ぎたい 若者とSNS支援を模索

88 平成29年11月27日 赤旗新聞 くらし・家庭 8 ”死にたい”若者どう向き合う　一人ひとりに声かけ　悩みを出せる場を

89 平成30年2月26日 中日新聞 朝刊市民総合 13 食卓囲み世代超え交流　中村・牧野学区　地域のつながり育む

90 平成30年2月26日 中日新聞 朝刊なごや東総合 13 食卓囲み世代超え交流　中村・牧野学区　地域のつながり育む

91 平成30年4月4日 東京新聞 朝刊特報２面 25 こちら特報部　後絶たぬＪＫビジネス（下）　　「自己責任論」に警鐘　「少女搾取　許さぬ強い意識を」

92 平成30年4月19日 関西テレビ  報道ランナー 摘発 JKビジネス規制も 少女たちをどう守る ※Yahoo!ニュース転載

93 平成30年7月27日 中日新聞 朝刊生活経済 23 少女を守れ！　電脳時代の性　（下）　アウトリーチ活動　出向き　声かけ　支える

94 平成30年7月27日 東京新聞 朝刊家庭 19 生活　記者のつぶやき　少女を守れ！電脳時代の性　（下）アウトリーチ活動　出向き声かけ支える

95 平成30年7月30日 とうみチャンネル ウィークリーとうみ 講演「貧困ポルノとアウトリーチのリスク」

96 平成31年3月18日 北海道新聞 電子版（2019/6/19） ― （子どもを守ろう）第6部 未来に向けて （5）相談待たずに支援の手

97 平成31年3月28日 北海道新聞 第２社会 36 （子どもを守ろう）第6部 未来に向けて ⑤　相談待たずに支援の手

98 令和元年12月14日 BLOGOS ライフ　記事 ― 記事　タピオカと着ぐるみを活用したアウトリーチ？～未来の福祉を考える～ー荒井和樹×駒崎弘樹ー

99 令和元年12月25日 中日新聞 朝刊尾張総合 11 みんなの本　子ども・若者が創るアウトリーチ　荒井和樹さん著

100 令和元年12月25日 中日新聞 朝刊東三河総合 11 みんなの本　子ども・若者が創るアウトリーチ　荒井和樹さん著

101 令和元年12月25日 中日新聞 朝刊知多総合 11 みんなの本　子ども・若者が創るアウトリーチ　荒井和樹さん著

102 令和元年12月25日 中日新聞 朝刊西三河総合 11 みんなの本　子ども・若者が創るアウトリーチ　荒井和樹さん著

103 令和元年12月25日 中日新聞 朝刊市民総合 11 みんなの本　子ども・若者が創るアウトリーチ　荒井和樹さん著

104 令和元年12月25日 中日新聞 朝刊近郊総合 11 みんなの本　子ども・若者が創るアウトリーチ　荒井和樹さん著

105 令和元年12月25日 中日新聞 朝刊なごや東総合 11 みんなの本　子ども・若者が創るアウトリーチ　荒井和樹さん著

106 令和元年12月25日 CBCテレビ チャント！ 子どもの「居場所」「逃げ場所」どう作る？チャント2019

107 令和2年1月20日 朝日新聞 夕刊１社会 7 苦しい時、優しい言葉にすがった　ＳＮＳ誘拐なぜ　家出経験した女性語る　【名古屋】

108 令和2年1月21日 朝日新聞 夕刊１社会 9 「誰でもよかった」、ＳＮＳの誘いに乗った　家出繰り返した女性の心境は――【大阪】

109 令和2年3月11日 北海道新聞 水曜討論 6 ＳＮＳ犯罪から子どもを守るには　保護ではなく共に考えて

110 令和2年3月19日 MBSテレビ  ミント！真相Ｒ  犯罪に利用されるSNS 家出少女の心理とは　※Yahoo!ニュース転載

111 令和2年3月24日 毎日新聞 社会　速報 ― 繁華街で少女らと「つながる」　犯罪被害SOSの受け皿に　福岡のNPO

112 令和2年5月5日 CBCテレビ チャント！ ステイホームと言われても  虐待  家に居られない子どもたち

113 令和2年5月20日 朝日新聞 名古屋朝刊地域総合 ― 全国の中高生、オンライン交流　ＮＰＯ、休校で孤立する子の居場所を　／東海・共通

114 令和2年9月4日 YahooJAPAN 特集 ―
いじめ、虐待、援助交際……。自分の問題を互いに支援し、乗り越える名古屋の若者たち（オリジナル）

https://news.yahoo.co.jp/feature/1800/

115 令和2年9月4日 YahooJAPAN 地域トピックス ―
大人は救えない  さまよう若者  いじめ、親からの虐待、性の問題…。10代・20代の若者にとって人生に関わる問題だが、大人

からの支援に嫌悪感をもつ子もいる。名古屋のNPO法人で互いに支え合いながら克服しようとする子たちを取材した。

116 令和2年10月13日 読売新聞 ー ―

あしたのまち活動賞　名古屋のＮＰＯ主催者賞　若者自身が声かけ　評価

読売新聞オンライン（2020年10月13日）

https://www.yomiuri.co.jp/local/aichi/news/20201012-OYTNT50072/

117 令和2年10月16日 中京テレビ キャッチ 家ではうまく呼吸できない  親の虐待  コロナ禍の少女

118 令和3年1月12日 赤旗新聞 くらし・家庭 9 10代の生きづらさ  寄り添って支える  名古屋・東京のNPO



119 令和3年5月1日
いつでも元気

全日本民医連
巻頭エッセイ ―

2021年5月号　№354　巻頭エッセイ

子どもと若者が創るアウトリーチ　荒井和樹（全国こども福祉センター理事長）

120 令和3年8月29日 朝日新聞 社会14版 29 ステイホーム「苦痛でしかない」 少女が見つけた居場所　―毎週土曜10代少女は街に出る

121 令和3年11月11日 ForbesJAPAN キャリア・教育 ―
「支援を望まない人」もいる。若者が着ぐるみ姿で街頭に立つ理由

https://forbesjapan.com/articles/detail/44300/

122 令和4年2月22日 東京新聞 政治　特報 23 こちら特報部　子どもの権利条約30年　遅れた法制化

123 令和4年3月22日 朝日新聞デジタル 有料記事 ― 中学生と小6の女児誘拐事件 無罪主張の被告に懲役20年の判決 SNS、ゲームで知り合う背景、大人も理解を

124 令和4年3月23日 朝日新聞 茨城 25 被告の行動 誘拐と認定 女子小中学生連れ去り事件 SNSに助け求める子も

125 令和4年3月26日 中日新聞 ジェロムさんの旅立ち（３）働けず進学の道へ  子ども守る大人になる　ボランティアに没頭

126 令和4年4月27日 Yahoo! JAPAN Yahoo! JAPAN SDGs
Yahoo! JAPAN SDGs　いじめ、虐待、援助交際......。自分の問題を互いに支援し、乗り越える名古屋の若者たち

https://sdgs.yahoo.co.jp/featured/246.html

127 令和4年5月30日 CBCラジオ 特集
CBCラジオ特集「孤独の先に」若者の非行防止・居場所づくりを行っているNPO法人「全国こども福祉センター」

への密着取材を通し、現代の若者が心に抱える孤独と葛藤を浮き彫りにしました。

128 令和4年6月7日 名古屋テレビ ドデスカ！ ”ドン横キッズ”子ども達の居場所づくりは？　ドデスカ！（名古屋テレビ）

129 令和4年6月13日 CBCテレビ チャント！

“居場所のない子どもたち”をどう支えるのか？　非行防止の活動を続けるＮＰＯ代表に聴く　名古屋チャント！

（CBCテレビ）https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/69198　映像記事CBCホームページ

 https://news.yahoo.co.jp/articles/991f05e87bddad5e50f6b54230addeda89960f5f　Yahoo! 映像記事

130 令和4年6月28日 名古屋テレビ up!

「ドン横」閉鎖で少年少女は近くの「オアシス21」へ　犯罪から守るため着ぐるみ姿で声掛け続ける団体

https://news.yahoo.co.jp/articles/b56846baef1fa28e8308303a5783221ef71340a8　　Yahoo！記事

https://www.nagoyatv.com/news/?id=013729　名古屋テレビ　ホームページ

https://news.goo.ne.jp/article/nagoyatv/region/nagoyatv-013729.html　gooニュース地域

131 令和4年7月1日 東海テレビ
ニュースone

WEBランキング
 ”ドン横”閉鎖 10年以上若者に寄り添う人々

132 令和4年7月15日 東海テレビ

ニュースone

ホームページ

Yahoo！転載

「帰りなさい」では解決せず…若者が集まる名古屋の夜の繁華街 大学教員が“着ぐるみ姿”で見回り続ける理由

2022/07/15 21:00配信　https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20220715_20250

Yahoo！転載　https://news.yahoo.co.jp/articles/85404893d501486733d2e06272d41d0f5480d23e

133 令和4年7月15日 東海テレビ
ニュースone

YouTube

「帰りなさい」では解決せず…若者が集まる名古屋の夜の繁華街 大学教員が“着ぐるみ姿”で見回り続ける理由

https://youtu.be/uIzH5_bpNnk

134 令和4年7月26日
FNNプライムオン

ライン

特集FNNピックアップ

Yahoo！転載

「ドン横」閉鎖で新たな“居場所”は…「若者と緩くつながる」“着ぐるみ姿”で見回り続ける大学教員【愛知発】

2022年7月26日 火曜 午後6:00　https://www.fnn.jp/articles/-/391134

Yahoo！転載　https://news.yahoo.co.jp/articles/7f23778f592d896ea1f12978c80529e82614b2a0


