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御 礼 
 

 皆様ご健勝のこと心よりお慶び申し上
げます。 
 この度，こども食堂実施状況の調査に
ご協力誠にありがとうございました。    
 この調査結果が，皆様をはじめ現在こ
ども食堂を実施している方々，これから
こども食堂を始めようとしている方々の
お役にたてば幸いです。 
 略儀ながら，この場をかりて御礼申し
上げます。 
  
 
 
  
  

※ この調査および報告書の作成は、ユニベール財団
研究助成金を使用して行いました。また，今回調査に
ご協力いただけなかった皆様にも報告書を送らせてい
ただいております。 
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調査の概要 
 こども食堂の実態を把握し活動を持続できるようにするための方法を検討する
ことを目的として，全国のこども食堂へのアンケート調査を行いました。 

 

〇調査方法 

 調査の対象：朝日新聞社の調査（2016年8月公表）で報告された 

       全国294ヵ所のこども食堂 

 調査の期間：平成27年3月～平成27年5月 

 調査の方法：調査票の郵送，郵送による調査票の回収 

 調査の内容：こども食堂の実施概要（実施期間，頻度，場所など） 

       こども食堂のスタッフについて 

       こども食堂の参加者について 

       こども食堂の運営について 

       こども食堂の活動について 

 

〇調査票の配布・回収結果 

 対象とした294ヵ所のこども食堂のうち，住所の確認できた273ヵ所に調査票
を郵送しました。そのうち，120ヵ所のこども食堂から調査票が回収できました。
回収率は，約44％でした。 
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実施期間 

実施頻度 

調査こども食堂の実施概要 
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1年未満  

44 (37%) 

1年以上～

2年未満 

 62 (52%) 

2年以上  

11 (9%) 

無回答 

3  (2%) 

こども食堂を始めてからの期間（平成29年3月末現在） 

 こども食堂を開始した年月を尋
ね，平成29年3月末現在のこども
食堂を始めてからの期間を計算し
ました。 
 1年以上2年未満と回答した食堂
が最も多く（62ヵ所52％），続
いて1年未満（44ヵ所37％）
で，2年以上（11ヵ所9％）の順
番でした。 
 最も短くて9ヵ月，最も長くて3
年9ヵ月でした。今回平成28年の
朝日新聞社の調査で報告された食
堂を対象としました。その為，そ
れ以降に始めた実施期間の短いこ
ども食堂は含まれていません。 

1回未満  

3 (2%) 

1～2回未満 

57 (48%) 
2～4回未満 

30 (25%) 

4～8回未満 

18 (15%) 

8回以上 

 10 (8%) 

無回答 

2 (2%) 

こども食堂の実施頻度（回／月） 

 こども食堂を一か月に何回実施
しているのかを尋ねました。 
 一か月に1～2回未満と回答した
食堂が最も多く（57ヵ所
48％），続いて2～4回未満
（30ヵ所25％），4～8回未満
（18ヵ所15％），8回以上
（10ヵ所8％），1回未満（3ヵ
所2％）でした。 
 最も少ないところで0.5回（2ヵ
月に1回），最も多いところで毎
日でした。 



実施時間 
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6時～10時 

未満  

3（2%） 

10時～13時 

未満 

37 (31%) 

13時以降 

 77 (64%) 

無回答 

 3 (3%) 

開店時間 

6時～13時 

未満  

2 (2%) 

13時～18時 

未満 

36 (30%) 

18時以降 

 79 (66%) 

無回答  

3 (2%) 

閉店時間 

2時間未満, 

12 (10%) 

2時間～3時

間未満 

44 (37%) 
3時間～4時

間未満 

33 (27%) 

4時間～5

時間未満 

18 (15%) 

5時間以上 

12 (10%) 

無回答 

 1 (1%) 

開店時間数（開店から閉店までの時間） 

 こども食堂の開店時間と閉店時間を尋
ねました。そこから開店時間数を算出し
ました。曜日によって時間が違うような
場合は，開店時間は早い方の，閉店時間
は遅い方の時間，開店時間数は平均値を
集計しました。一日に2回以上開店してい
る場合は，開店時間は早い方の時間，閉
店時間は遅い方の時間，開店時間数には
その差を用いました。 
 開店時間数は2時間～3時間未満が最も
多く（44ヵ所37％），続いて3時間～4
時間未満（33ヵ所27％），4時間～5時
間未満（18ヵ所15％），5時間以上
（12ヵ所10％），2時間未満（12ヵ所
10％）でした。 
 最も長くて11.5時間，最も短くて1時
間でした。 
 開店時間は13時以降（77ヵ所
64％），閉店時間は18時以降（79ヵ所
66％）が最多でした。 



こども食堂のスタッフ 

スタッフ全数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一回の平均スタッフ数 
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10人未満  

38 (33%) 

10～19人 

33 (29%) 

20～29人 

16 (14%) 

30～39人 

14 (12%) 

40人以上  

11 (10%) 

無回答 

2 (2%) 

スタッフ全数 

5人未満 

31 (26%) 

5～9人  

42 (35%) 

10～14人 

25 (21%) 

15～19人 

10 (8%) 

20人以上 

8 (7%) 

無回答 

4 (3%) 

一回の平均スタッフ全数 

 こども食堂のスタッフ全数を尋
ねました。1～39人までは10人
ごとで1カテゴリー，40人以上は
まとめて1カテゴリーとして集計
しました。 
 10人未満が最も多く（38ヵ所
33％），続いて10～19人
（33ヵ所29％），20～29人
（16ヵ所14％），30～39人
（14ヵ所12％），40人以上
（11ヵ所10％）でした。 
 最も少ないところで1人，最も
多いところで60人でした。 

 一回のこども食堂に参加する平
均的なスタッフ数を尋ねました。
1～19人までは5人ごとで1カテ
ゴリー，20人以上はまとめて1カ
テゴリーとして集計しました。 
 5～9人が最も多く（42ヵ所
35％），続いて5人未満（31ヵ
所26％），10～14人（25ヵ所
21％），15～19人（10ヵ所
8％），20人以上（8ヵ所7％）
の順番でした。 
 最も少ないところで1人，最も
多いところで30人でした。 
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スタッフの賃金 
 

スタッフの募集方法 
 

給与 

21 (18%) 
有償 

ボランティア 

10 (8%) 

無償 

ボランティア

（交通費有） 

10 (8%) 

無償 

ボランティア

（交通費無） 

92 (77%) 

その他 

4 (3%) 

無回答 

2 (2%) 

 

賃金（複数回答可） 

カテゴリー カテゴリーに含まれる主な方法 

メディア等を使い幅広く周知 
 
 

SNS，ホームページ，こども食堂ネットワーク，
チラシ，タウン誌，TV，新聞，ブログ，市町村
広報，団体発行の月通信 など 

直接的な繋がりを利用 
 
 
 
 

交流団体経由，友達，講演会聞いて，職員，仕
事仲間，利用者，別の活動の参加者，学生は大
学の授業で宣伝，大学のゼミ生，ゼミ活動の一
部として実施，婦人会の会員，地域活動支援セ
ンターの利用者，お寺の仏婦 など 

各種求人サービスを利用 
 

大学事務局に広報，ハローワーク，求人誌，市
民活動総合センター，社会福祉協議会 など 

募集なし 
 

特になし，興味を持った方が自然と手伝ってく
れる など 

 こども食堂のスタッフの賃金形態
を尋ねました。一つの食堂で複数の
形態がある場合には複数の選択肢に
回答していただきました。 
 無償ボランティア（交通費無し）
が最も多く（92ヵ所77％），続い
て給与（21ヵ所18％），有償ボラ
ンティア（10ヵ所8％），無償ボラ
ンティア（交通費有）（10ヵ所
8％），その他（4ヵ所3％）でし
た。 
 
※その他と回答した中で具体的な説明が記して
あり，他の選択肢に含まれると判断したもの
は，それぞれの選択肢に振り分け直しました。 
※給与と回答した中には，法人の社会貢献活動
として行っている場合が多く含まれます。 

 こども食堂のスタッフをどのように募集しているかを，自由記述形式で尋ね
ました。その回答から類似したものを集め，カテゴリー化しました。 
 「メディア等を使い幅広く周知」「直接的な繋がりを利用」「各種求人サー
ビスを利用」「募集なし」の、4つのカテゴリーに分類できました。 



こども食堂の参加者 
参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加対象 

 

6 

20人未満 

27 (23%) 

20～39人 

41 (34%) 

40～59人  

28 (23%) 

60～79人 

11 (9%) 

80人以上 

7 (6%) 

無回答 

6 (5%) 

一回の平均参加者数(全体) 

10人未満 

15 (12%) 

10～19人 

42 (35%) 
20～29人 

32 (27%) 

30～39人 

13(11%) 

40以上 

12 (10%) 

無回答 

6 (5%) 

一回の平均参加者数（こども） 

誰でも 

59 (49%) 

地域の方なら 

誰でも 3 (2%) 

こども若者と 

その保護者 

もしくは高齢者 

なら誰でも 

2 (2%) 

こども若者と 

その保護者に 

限定 45 

(38%) 

貧困や障害を 

有する場合 

11 (9%) 

参加対象 

 こども食堂への，一回の平均的な参加者数とそのうちのこどもの数を尋ねま
した。一回の平均参加者数は，1～79人までは20人ごとで1カテゴリー，80人
以上はまとめて1カテゴリーとして集計しました。そのうちこどもの数は，1～
39人までは10人ごとで1カテゴリー，40人以上はまとめて1カテゴリーとして
集計しました。 
 全体では20～39人が最多（41ヵ所34％），そのうちこどもの数では10～
19人が最多でした（42ヵ所35％）。 

 こども食堂への参加対象を自由記述形
式で尋ねました。回答を「誰でも」「地
域の方なら誰でも」「こどもと若者とそ
の保護者もしくは高齢者なら誰でも」
「こども若者とその保護者に限定」「貧
困や障害を有する場合」に分類し，その
数を集計しました。 
 「誰でも」と回答した食堂が最
も多く（59ヵ所49％），続いて
「こども若者とその保護者に限
定」 （45ヵ所38％），「貧困や
障害を有する場合」（11ヵ所
9％）でした。「地域の方なら誰
でも」，「こどもと若者とその保
護者もしくは高齢者なら誰でも」
は少数でした。 



食事の価格 
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参加者募集方法 

無料 

72 (60%) 100円 

20 (17%) 

150円  

2 (1%) 

200円 

7 (6%) 

300円 

8 (7%) 

500円 

1 (1%) 

一律でない 

10 (8%) 

食事の提供価格 (こども) 

無料 

8 (7%) 

100円 

4 (3%) 
250円 

1 (1%) 

200円 

11 (9%) 

300円 

54 (45%) 400円 

3 (2%) 

500円 

17 (14%) 

一律でない 

2 (2%) 

寄附 

2 (2%) 対象外 

18 (15%) 

食事の提供価格 (こども) 

カテゴリー カテゴリーに含まれる主な方法 

メディア等を使い幅広く周知 
 

SNS，ホームページ，テレビ，回覧板，チラシ，
チラシ・ポスター，新聞，市町村の広報 など 

直接的な繋がりを利用して 
 
 

口コミ，過去の参加者へのメール，他活動の活動を
通じて，老人会の会合でPR，自治会への呼びかけ，
チラシの直接配布 など 

行政や地域資源との連携 
 
 
 
 

社会福祉協議会・自立相談支援センター・市町村の
こどもに関連する部署・児童相談所・子ども子育て
センター・民生委員・ケースワーカー・スクール
ソーシャルワーカーを通じて，学校への協力依頼，
市との連携 など 

特になし 特に募集はしていません 

 こども食堂での食事の提供価格を，自由記述形式で尋ねました。その際，出
来るだけ詳細に記述して頂くよう補足しました。回答をこどもとおとなでそれ
ぞれ価格ごとに分類し，その数を集計しました。 
 こどもでは無料が最多（72ヵ所60％），おとなでは300円が最多（54ヵ所
45％）でした。また図には示していませんが，事情（例えば生活困窮者）によ
り価格の調整をしていると回答した食堂も多く存在しました。 
※こどもの一律でないには小・中・高校生それぞれで価格が違う場合などが含まれます。おとなの一
律でないには高齢者には安価・無料で提供している場合が含まれます。おとなは有料だがボランティ
アスタッフは無料の場合は，通常のおとなの料金で分類しました。 

 スタッフの募集方法と同様に質問・分類しました。 
 「メディアを使い幅広く周知」「直接的な繋がりを利用して」「行政や社会
資源との連携」「特になし」の，4つのカテゴリーに分類できました。 



こども食堂の運営 

こども食堂の実施場所 
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無料 

83 (69%) 

有料（一部

有料含む） 

 34 (28%) 

無回答 

 3 (3%) 

実施場所の使用料 

カテゴリー カテゴリーに含まれる主な場所 

地域の施設 公民館，コミュニティセンター，児童館，町会館，老人会
館，自治会集会所，商店街サロン，地域ケアプラザ，ふれ
あいセンター，コミュニティカフェ，商店街のホール など 

福祉施設・病院 社会福祉法人施設，保育園・こども園，児童養護施設，障
がい者支援施設，病院内施設，特別養護老人ホーム など 

宗教施設 お寺，教会，神社 など 

飲食店 喫茶店，カフェ，レストラン，店，御旅屋，飲食店 など 

廃施設の再利用 古民家，閉院した病院施設，廃校の食堂，元喫茶店 など 

その他自前施設等 事務局，会社の応接スペース，事業所，法人借り上げ物件，
アパートの一室，借家，自宅，民家 など 

こども食堂の実施場所の使用料 

 

 

 こども食堂を実施している場所の使用
料を，有料・無料で尋ねました。有料の
場所と無料の場所を両方使用している旨
が補足してあった場合は、有料に振り分
けました。 
 無料（83ヵ所69％）と回答した食堂
が，有料（34ヵ所28％）と回答した食
堂よりも多いという結果になりました。 

 こども食堂の実施場所を，自由記述形式で尋ねました。その回答から類似し
たものを集め，カテゴリー化しました。 
 「地域の施設」「福祉施設・病院」「宗教施設」「飲食店」「廃施設の再利
用」「その他自前施設」の、6カテゴリーに分類できました。 



こども食堂にかかる経費の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども食堂で使用する食材の入手 
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カテゴリー カテゴリーに含まれる主な内容 

寄付 寄付，共感者からの募金，各企業からの融資 など  

助成金 助成金，補助金 など 

予算 
 

社会福祉協議会から支給，市の予算，地区センターにて
予算化，組織で活動費を予算化 など  

参加費 参加費，おとなの参加費 など 

自己・法人・団体の負担 
 
 
 

自己負担，園の負担，事業所の経費，店の経費，店の
残った材料，母体の運営資金，団体負担，法人の自己負
担，協力費，個人資金，法人負担，法人の地域貢献活動
という位置づけ など 

食堂以外の収益 
フリーマーケット，自治会のアルミ缶回収収益，手作り
ストラップの販売の売上，野菜販売 など 

その他 地域おこし協力隊の活動費 

カテゴリー カテゴリーに含まれる主な内容 

寄附 
 

寄付（農家，漁師，魚屋，問屋，パン屋，飲食店，お寺，
食品会社，味噌屋，青果店，肉店，近所の方など） 

フードバンク 
 

フードバンク，フードドライブ 
 

購入 
 

スーパー等で購入，農家の方から格安で購入，肉屋さん
が仕入れ値で安価提供，食材にこだわりがあるため全て
購入 など  

自作 自作，家庭菜園 など 

 こども食堂にかかる経費をどのように確保しているかを，自由記述形式で尋ね
ました。その回答から類似したものを集め，カテゴリー化しました。 
 「寄付」「助成金」「予算」「参加費」「個人・法人・団体の負担」「食堂以
外の収益」「その他」の、7カテゴリーに分類できました。 

 こども食堂で使用する食材をどのように入手しているかを，自由記述形式で尋ね
ました。その回答から類似したものを集め，カテゴリー化しました。 
 「寄付」「フードバンク」「購入」「自作」の、4カテゴリーに分類できました。 



こども食堂での活動 

食事の提供以外で行っている活動 
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カテゴリー カテゴリーに含まれる主な内容 

食に関する体験 
 
 
 
 

もちつき、流しそうめん、焼き芋、文化的・季節
ごとの催し物（ひな祭り、端午の節句、七夕 ハ
ロウィン、クリスマス、ＢＢＱ など）みそ造り、
スイカ割、食事の準備・片付けのお手伝い、食育
に関する話、調理体験、農業体験 など 

その他の体験、遊び 
 
 
 
 
 
 
 
 

読み聞かせ、参加者交流（ゲーム大会、カルタ大
会、外遊びなど）、紙芝居等のイベント、本の貸
し出し、折り紙教室、花火、ドッジボール、工作、
音楽鑑賞、定期的に地域の活動（お祭り）などに
も参加・年に一回商店街夜市に出店したり行事に
子どもの店出した、大人のボランティアグループ
によるコンサートや手品、異年齢の交流の場、文
化的・季節ごとの催し物（ひな祭り、端午の節句、
七夕 ハロウィン、クリスマス など）など 

学習支援 宿題、学習支援 など 

その他教育的活動  
 

健康指導，交通安全教室，環境問題の講義，住職
さんからの話，清掃 など 

生活の支援 
 
 
 

居場所づくり、こども服の交換、こども女性相談
コーナー、必要に応じてケースワーク、進路相談、
子育て相談・支援、就労相談、こどもの見守り、
子育て中の親子の情報交換の場 など  

活動資金の確保 
 

フリーマーケット、洋服販売（参加者がこども食
堂の資金にするために持参）、野菜販売 など 

 こども食堂でどのような活動をしているかを，自由記述形式で尋ねました。そ
の回答から食事の提供以外の回答を抽出し，類似したものを集め，カテゴリー化
しました。 
 「食に関する体験」「その他体験・遊び」「学習支援」「その他教育的活動」 
「生活の支援」「活動資金の確保」の、6カテゴリーに分類できました。 



こども食堂の効果 
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カテゴリー カテゴリーに含まれる主な回答 

好き嫌いの改善 嫌いな物を食べる（食べようと試みる）ようになった など 

マナーが身につく 挨拶するようになった，行儀よく食べるようになった など 

様々な経験ができる 体験活動の提供の場，いろいろな経験 など 

生きる力が身につく 生きる力を身につける，意欲が生まれる など 

親以外の大人を知る 大学生（手の届く存在），様々な成人モデルを知る など 

やさしさ・思いやりが生まれる 人にやさしくなる，思いやりが生まれる など 

食育 手作りの味を知る，食育効果，大人の食育 など 

社会性が身につく 団体行動が出来るようになる，社会性が身につく など 

自己肯定感の向上 認められ受け入れられることで自己肯定感が高まる など 

自主性の向上 継続的な食事作りを通して自主性が育まれる 

感性が豊かになる 継続的な食事作りを通して感性が育まれる 

明るく・元気になる 親子の表情が明るくなった，元気で明るくなった など 

楽しみ 大勢で食べる楽しさ，楽しく食事が出来る など 

調理技術の習得 料理を学ぶ，食材の生かし方・調理法などの学び など 

お手伝いするようになる お手伝いが増える，言わなくても手伝うようになる など 

信頼の構築 子供と大人の信頼構築，親子とも人を信頼できるようになる など 

孤立・孤食の防止 孤食を減らす，1人ではないと分かる，1人ではない安心感 など 

他の支援へつなげる 子どもや家族の実態が分かるので他の支援につなげる など 

就労訓練 就労訓練の場 

子供が相談できる ＳＯＳを発信できる，悩みを共有できる など 

貧困対策 
月に一度でも家庭を助けられる，貧困で食事を食べられない子が食
事を食べることができる，こどもの貧困に関心を持つ など 

防災 親が子どもの居場所を把握できる，子どもの見守り など 

子育中の親の負担軽減 何気ない話をしてストレス解消 育児相談を実施 など 

ボランティア参加者の生き甲斐 活動にやりがいを感じる，生き甲斐，高齢者の社会参加 など 

地域の子どもへの理解促進 子どもの様子がわかる，こどもへの理解が深まる など 

地域住民のつながり促進 
こども達が知り合う場所，異年齢の交流，顔見知りが増える，地域
の人のつながりが生まれる など 

地域住民の居場所 
こども達の居場所，親も子供もほっとできる場所，お年寄りも輪の
中心にいられる場所，各自の居場所 など 

分からない・効果は無い 効果は無い，分からない，難しい，効果など考えていない など 

 こども食堂にどのような効果があると思うかを，自由記述形式で尋ねました。
その回答から類似したものを集め，カテゴリー化しました。 
 最終的に，以下の28個のカテゴリーに分類できました。 



必要だと思う支援，困っていること 
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カテゴリー カテゴリーに含まれる主な回答 

実態とイメージの不一致 
子ども食堂というとこどもだけみたいに感じる人が多い、貧困対策という
イメージがあり他の子が来られない など 

食材（費） 
基本的に自腹なので食材の提供が安定すると運営が楽になる、食材費の確
保、食材の提供 など 

備品（費） 活動初期の備品、器具はすべて持ち込んでいる 

資金 
今は寄付があるが、将来的に続くか不安、資金の支援があると良い、回数
を増やすには資金が必要、こどもの食事を無料にするには資金が必要、助
成金、資金が必要 など 

スタッフの確保 
ボランティアの確保、若い人が必要、スタッフを増やしたい、業務量が多
い、活動者不足 など 

会場の確保 
安心して利用できる場所の確保、参加者が多くなると狭い、調理場が狭い、
駐車場が少ない など 

参加者への周知 
支援が必要な子どもに情報が伝わらない、貧困家庭の子どもがあまり来な
い、周知していただくこと、より多くの人にこども食堂を知ってもらいた、
食事に関して悩んでいる保護者とこども食堂をつなげてくれる支援 など 

参加人数の把握 
毎回の人数の把握が難しい、食数の把握、食材の量を決めるのが難しい 
など 

参加者との関わり方 
こどもや親への対応・声掛け、参加者との信頼関係（の構築）、子どもへ
の指導が難しい、言葉遣いや所作などを注意してくれる存在の不足 など 

子どもの安全確保 小学生以下の子どもだけで帰宅させていいか悩む 

スタッフ間の共通理解 
こども食堂の主旨や方向性の共通理解、子どもとの関わり方をどこまでボ
ランティアに求めるか 

衛生 
食中毒の発生、食中毒への対応のガイドラインが必要だと思い作成してい
る、衛生の問題も大切だが（規制が）強すぎて市の施設が借りられなかっ
たり借りずらかったりする など 

こども食堂の数 
特定の地域だけでなく市全体にあると良い、食堂数の不足、区内にさらに
食堂が増えてほしい、こども食堂までが遠く子ども一人で来ることができ
ない など 

行政・学校等の連携 
行政のネットワークづくりの支援があると嬉しい 、学校・教育委員会と
の連携、学校や行政と協力できる仕組み作り、行政が予算を組み地域活動
を支える仕組み、保健所の理解 など 

地域住民の理解・協力 
地域の協力・支え合い、地域の無関心さ、地域住民との交流があると良い、
地域の相対的貧困への理解をもっと深める活動も必要 など 

 現在こども食堂を実施していて必要だと思う支援や困っていることを，自由記
述形式で尋ねました。その回答から類似したものを集め，カテゴリー化しました。 
 最終的に、以下の15個のカテゴリーに分類できました。 



記述統計表 
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      （n=120） 

  回答数または最大/最小値 %   回答数または最大/最小値 % 

活動期間（平成29年3月末現在）     活動開始時間 

  1年未満 44 37    6～9時未満 8 7  

  1～2年未満 62 52    9～12時未満 31 26  

  2年以上 11 9    12時以降 75 63  

  （無回答） 3 3    （無回答） 6 5  

  （最小値） 9ヵ月 -   （最小値） 6 - 

  （最大値） 3年9ヵ月 -   （最大値） 18 - 

活動頻度／月     活動終了時間 

  1回未満 3 3    6時～9時未満 8 7  

  1～2回未満 57 48    9時～12時未満 31 26  

  2～4回未満 30 25    12時降 75 63  

  4～8回未満 18 15    （無回答） 6 5  

  8回以上 10 8    （最小値） 6 - 

  （無回答） 2 2    （最大値） 18 - 

  （最小値） 0.5 - 活動時間数     

  （最大値） 30 -   4時間未満 11 9  

会場使用料       4～5時間未満 20 17  

  無料 83 69    5～6時間未満 21 18  

  有料（一部有料含む） 34 28    6～7時間未満 27 23  

  （無回答） 3 3    7時間以上 25 21  

開店時間       （無回答） 5 4  

    6時～10時未満 3 3    （最小値） 2 - 

  10時～13時未満 37 31    （最大値） 11 - 

  13時以降 77 64  スタッフ全数     

  （無回答） 3 3    10人未満 38 32  

  （最小値） 6 -   10～19人 33 28  

  （最大値） 18 -   20～29人 16 13  

閉店時間       30～39人 14 12  

  6時～13時未満 2 2    40人以上 11 9  

  13時～18時未満 36 30    （無回答） 2 2  

  18時以降 79 66    （最小値） 1 - 

  （無回答） 3 3    （最大値） 60 - 

  （最小値） 8.25 - 1回のスタッフ数     

  （最大値） 21.5 -   5人未満 31 26  

開店時間数       5～9人 42 35  

  2時間未満 12 10    10～14人 25 21  

  2～3時間未満 44 37    15～19人 10 8  

  3～4時間未満 33 28    20人以上 8 7  

  4～5時間未満 18 15    （無回答） 4 3  

  5時間以上 12 10    （最小値） 1 - 

  （無回答） 1 1    （最大値） 30 - 

  （最小値） 1 - 賃金（複数回等可）     

  （最大値） 11.5 -   給与 21 18  

参加者数       有償ボランティア 10 8  

  20人未満 27 23    無償ボランティア（交通費有） 10 8  

  20～39人 41 34    無償ボランティア（交通費無し） 92 77  

  40～59人 28 23    その他 4 3  

  60～79人 11 9    （無回答） 2 2  

  80人以上 7 6  こどもへの食事の提供価格（1食あたり）     

  （無回答） 6 5    無料 72 60 

  （最小値） 0 -   100円 20 17 

  （最大値） 150 -   150円 2 2 

参加こども数       200円 7 6 

  10人未満 15 13    300円 8 7 

  10～19人 42 35    500円 1 1 

  20～29人 32 27    一律でない 10 8 

  30～39人 13 11  おとなへの食事の提供価格（1食あたり）     

  40人以上 12 10    無料 8 7 

  （無回答） 6 5    100円 4 3 

  （最小値） 0 -   250円 1 1 

  （最大値） 80 -   200円 11 9 

対象     300円 54 45 

  誰でも 59 49    400円 3 3 

  地域の方なら誰でも 3 3    500円 17 14 

  子ども若者とその保護者または高齢者なら誰でも 2 2    一律でない 2 2 

  子ども若者とその保護者に限定 45 38    寄附 2 2 

  貧困や障害有する場合 11 9    対象外 18 15 




