
1 
 

公益財団法人ユニベール財団 平成 28 年度 研究助成 研究報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活困窮者世帯の子どもを対象とした， 

持続的な食支援の方法の確立に関する研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 3 月 
研究代表者 町田大輔 

（高崎健康福祉大学 助手） 

  



2 
 

1. 研究の背景 

 

（1）研究開始当初の日本における子どもの貧困 

日本にも貧困問題は存在する．国民生活基礎調査の結果によると平成 28 年 9 月現在で，

生活保護世帯は 163 万世帯以上，生活保護率は 1.69％となっている．貧困の指標としては，

生活水準が絶対的な意味で低い状態を示す「絶対的貧困（Absolute Poverty）」と，特定の

地域や社会において「普通」とされる生活を享受できない状態を示す「相対的貧困（Relative 

Poverty）」があり，日本で問題となっているのは主に後者である． 

貧困の問題で，現在注目を集めているのが貧困世帯の子どもの問題である．日本の子ど

もの相対的貧困率は 16.3%（約 6 人に 1 人），大人が１人の世帯に限ってみると 54.6%（2

人に 1 人以上）である．大人が１人の世帯の子供の相対的貧困率は OECD 加盟国の中で最

も高い． 

貧困世帯の子供に必要な支援の一つとして，食の支援があげられる．貧困世帯の子供は，

そうでない世帯の子供と比較して，炭水化物の摂取量が多く，肉・魚・野菜・果物などの

摂取が少なく，たんぱく質や微量元素の摂取量が少ないこと，必要な食物を入手できない

頻度が高いことが指摘されている．また，子どもの時期に健康的な食事をする経験が乏し

いことは，生涯の健康的な食事スキルの乏しさにつながり，将来の生活習慣病リスクを高

めるとの指摘もある． 

このような現状から，現在全国各地で貧困世帯の子供を対象とした食支援の取組が行わ

れており，「子ども食堂」はその代表的なものである．現在，全国各地で 300 以上の「子ど

も食堂」が開設されている．そこで本研究では，この「子ども食堂」に着目し，生活困窮

者世帯の子どもを対象とした持続的な食支援の方法を検討することを目的とした． 

 

（2）子ども食堂 

 近年，子ども食堂の活動が広がりをみせている．2016 年 5 月末現在で少なくとも全国に

317 ヵ所あると報告され，その後も増え続けている．2017 年には，埼玉県で 74 ヵ所，滋

賀県で 66 ヵ所，長野県で 41 ヵ所の子ども食堂の存在が報告されている．このような急速

な広がりから，地域資源として認知されつつあることがうかがえる．例えば，農林水産省

は子ども食堂と連携した食育の推進を推奨している． 

子ども食堂に厳密な定義は無い．子ども食堂の名付け親だとされる近藤は，“子どもが１

人でも安心して来られる無料または低額の食堂”と定義している．その他にも子ども食堂

の定義はあるものの，概ね近藤の定義と相違ない．また湯浅は，子ども食堂を，誰でも参

加でき食事の提供と参加者の交流を目的とする共生食堂と，貧困や障害など何らかの社会

的不利を有する者を対象とし生活の支援等も行うケア付き食堂に分類している． 

 

2. 「研究 1」子ども食堂の現状の把握と課題の抽出 
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（1）目的  

インターネット上に公開されている情報の整理および文献レビューより，子ども食堂の

現状を把握し，今後の子ども食堂の持続的な活動に必要な研究課題を抽出することを目的

とする． 

 

（2）方法 

 ① インターネット上に公開されている情報の整理 

こども食堂ネットワークに登録している，全 126 カ所（宮城県 4，山形県 2，茨城県 3，

栃木県 3，群馬県 1，埼玉県 5，千葉県 10，東京都 49，神奈川県 10，新潟県 1，石川県 1，

福井県 3，山梨県 1，静岡県 3，愛知県 1，三重県 1，京都府 2，大阪府 10，兵庫県 4，奈

良県 1，和歌山県 2，広島県 1，山口県 1，香川県 2，福岡県 4，沖縄県 1（2016 年 11 月 29

日現在））の子ども食堂を対象に，開催頻度・食事提供価格の情報の整理を行った． 

 

② 子ども食堂に関する文献レビュー 

国内の文献データベースCiNiiおよび J-STAGEを用いた．検索式は，（こども食堂 OR 子

ども食堂 OR 子供食堂）とし，検索の制限は用いなかった（2016 年 11 月 29 日検索）．検

索したすべての文献を採択対象とし，文献の種類や内容の整理を行った． 

 

（3）結果 

① インターネット上に公開されている情報の整理 

 こども食堂ネットワーク Web サイトに登録している 126 ヵ所のこども食堂の開催頻度お

よび食事の提供価格を調査した．結果は表 1，2 に示す通りである． 

 

② 子ども食堂に関する文献レビュー 

検索された文献 24 編（CiNii: 23 編，J-STAGE: 1 編）のうち，データベース間の重複は

なく，24 編すべてを採択した．24 編のうち，紀要論文が 1 編，学会発表抄録が 1 編，学術

誌または一般誌での特集記事が 22 編であり，学術誌へ掲載された学術論文はなかった．内

容は，研究としてはこども食堂の現状の把握，特集記事では主に事例の報告がされていた． 

 

（4）考察 

「研究 1」の結果から，子ども食堂は月 1 回～週 1 回程度の頻度で，子どもには無料～300

円程度，大人には 300～500 円程度で食事を提供していること，子ども食堂に関する研究が 

ほとんどないことが明らかになった．今後，活動を継続していくために，利用効果の検証

や，運営がうまくいっている事例を分析しその方法を普及させることなどが必要であるこ

とが示唆された． 
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3. 「研究 2」全国の子ども食堂の実施実態調査 

 

（1）目的 

 全国の子ども食堂の運営方法などの実施状況や実施者が感じる子ども食堂の効果を記述

することを目的とした． 

 

（2）方法 

 自記式調査票を用いた横断調査を行った．朝日新聞社の調査で存在の確認された全国の

子ども食堂の実施者を対象とした．この調査では，全国 319 ヵ所のうち 294 ヵ所の一覧を

作成しており，その一覧に掲載されている電話番号，メールアドレス，ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービスを用いた直接連絡で住所を確認し，各子ども食堂へ一部ずつ調査

票を郵送した（2017 年 3 月）．調査票には，「スタッフの皆様で話し合ってご回答下さい」

と注意書きをした．回答の任意性や匿名性，回答をもって同意とする旨，などを記載した

説明文書と返信用封筒を同封した．本研究は，高崎健康福祉大学研究倫理委員会の承認を

得て実施した（2016 年 12 月 5 日承認，高崎健康大倫第 2838 号）． 

調査項目は，実施期間，実施頻度，スタッフ数，スタッフの募集方法，スタッフの賃金，

実施場所，参加者数，参加対象，参加者の募集方法，参加費，活動内容，資金の確保，食

材の確保，困っていること・必要だと思う支援，効果，とした．実施期間は，子ども食堂

を開設した年月をたずね，そこから 2017 年 3 月末までの実施期間を算出した．実施頻度は

月に何回開催しているかをたずねた．スタッフ数は，活動スタッフの全数と 1 回に参加す

るスタッフ数をたずねた．スタッフの賃金は，給与，ボランティア（有償），ボランティア

子ども (n = 126) 大人 (n = 126)

提供価格 n (%) n (%)

無料        60 (47.6) 6 ( 4.8)

100円        29 (23.0) 0 ( 0.0)

200円 5 ( 4.0) 7 ( 5.5)

300円        15 (11.9)       68 ( 54.0)

350円 0 ( 0.0) 1 ( 0.8)

400円 0 ( 0.0) 9 ( 7.1)

500円 1 ( 0.8)        19 (15.1)

600円 0 ( 0.0) 1 ( 0.8)

一律でない
*        15 (11.9) 3 ( 2.3)

メニュー内全品半額
** 1 ( 0.8) 0 ( 0.0)

未定 0 ( 0.0) 1 ( 0.8)

おとなは対象外 - 7 ( 5.6)

500円（シニア
***
は300円） - 4 ( 3.2)

表2 食事の提供価格（1食あたり）

*
：子どもは年齢によって料金が決まる（0～500円），大人はこども同伴の場合減額にな

るなど，
**
：飲食店をこども食堂として開放している事例，

***
：シニアの定義は場所により

異なる（65歳以上，70歳以上など）

開催頻度 n (%)

不定期 4 ( 3.2)

年2回 1 ( 0.8)

2か月に1回 2 ( 1.6)

月1回 56 (44.4)

月1～2回 5 ( 3.9)

月2回 33 (26.2)

月2～3回 1 ( 0.8)

週1回 16 (12.7)

週1回＋月1回 1 ( 0.8)

週2回 4 ( 3.2)

週3回 1 ( 0.8)

日曜以外毎日 1 ( 0.8)

毎日 1 ( 0.8)

n = 126

表1 子ども食堂の開催頻度
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（無償，交通費有），ボランティア（無償，交通費無），その他，でたずねた．参加者数は，

全体の数と，そのうち子どもの数をたずねた．実施場所，スタッフの募集方法，参加費，

参加者の募集方法，活動内容，資金の確保，食材の確保，困っていること・必要だと思う

支援，効果は，自由記述形式でたずねた．実施場所については，その使用料を有料・無料

でたずねた． 

実施期間，実施頻度，スタッフ数，スタッフの賃金，実施場所の使用料，参加者数，参

加対象，参加費は質問項目ごとに集計した． 

実施場所，スタッフの募集方法，参加者の募集方法，活動内容，資金の確保，食材の確

保，困っていること・必要だと思う支援，効果は，質問項目ごとに分類した．原本の記述

を必要に応じて切片化し，それぞれの回答を集めてカテゴリーを作成した．活動内容は，

食事提供以外の活動を抽出し分類した．困っていること・必要だと思う支援と効果は，そ

れぞれの回答を集めてサブカテゴリーを作成し，さらにサブカテゴリーを集めてカテゴリ

ーを作成した．以下，カテゴリーは【】，サブカテゴリーは＜＞，回答例は『』で示す． 

 

（3）結果 

 全 294 ヵ所のうち，郵送先の確認できた 273 ヵ所の子ども食堂に調査票を郵送した．そ

のうち 2017 年 5 月末までに返送のあった 120 ヵ所（有効回答率 44%）の回答を分析対象

とした． 

集計の結果である（表 3）．実施期間は，1 年～2 年未満と回答した食堂が最も多かった

（n=62, 52％）．実施頻度は，月に 1～2 回未満と回答した食堂が最も多かった（n=57, 48％）．

スタッフ全数は 10 人未満（n=38, 33％），1 回に参加するスタッフ数は 5～9 人が最も多か

った（n=42, 35％）．スタッフの賃金は，無償ボランティア（交通費無）が最も多かった（n=92, 

77％）．実施場所の使用料は無料（n=83, 69%）が有料（n=34, 28%）よりも多かった．参

加者数は，全体では 20～39 人（n=41, 34％），そのうち子どもの数では 10～19 人が最も多

かった（n=42, 35％）．参加対象は，誰でも（地域の方なら誰でも）が最も多かった（n=62, 

52%）．参加費は，子どもは無料（n=72, 60%），大人は 300 円が最も多かった（n=56, 47%）． 

分類の結果である（表 4）．実施場所は，【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 つのカテゴリーに分類された．ス

タッフの募集方法は，【メディアなどを利用】，【直接的な繋がりを利用】，【支援サービスを

利用】，【特になし】の 4 つのカテゴリーに分類された．参加者の募集方法は，【メディアな

どを利用】，【直接的な繋がりを利用】，【行政や地域資源との連携】，【特になし】の 4 つの

カテゴリーに分類された．子ども食堂での活動内容（食事の提供以外）は，【食に関する体

験】，【その他の体験，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 つのカテゴリーに分類された．資金の確保は，【寄付】，【助成金】，【予算】，

【参加費】，【自己負担】，【食堂以外の収益】，【その他】の 7 つのカテゴリーに分類された．

食材の確保は，【寄附】，【フードバンク】，【購入】，【自作】の 4 つのカテゴリーに分類され
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た． 

困っていること・必要だと思う支援は（表 5），【実施方法】，【スタッフの意識】，【必要な

資源の確保】，【周囲の理解・連携】，【受け入れ人数・地域】，【参加者との接近方法】の 6

つのカテゴリーに分類された．【実施方法】には＜衛生管理＞など 7 つのサブカテゴリー，

【スタッフの意識】には＜スタッフ間の共通理解＞，＜スタッフの主体性＞の 2 つのサブ

カテゴリー，【必要な資源の確保】には＜食材（費）の確保＞など 5 つのサブカテゴリー，

【周囲の理解・連携】には＜実態とイメージの不一致＞などの 4 つのサブカテゴリー，【受

け入れ人数・地域】には＜参加者数の限界＞，＜子ども食堂の数＞の 2 つのサブカテゴリ

ー，【参加者との接近方法】には＜子ども食堂の周知＞など 3 つのサブカテゴリーが含まれ

た． 

効果は（表 6），実施者が感じる子ども食堂の効果（表 2）は，47 個のサブカテゴリーか

ら構成される 9 個のカテゴリーに分類された．【生きる力の向上】は＜優しくなる＞など 8

個，【食育】は＜好き嫌いの改善＞など 6 個，【気持ちの肯定的な変化】は＜明るくなる＞

など 3 個，【生活支援】は＜貧困対策＞など 6 個，【子育て負担の軽減】は＜育児相談＞な

ど 6 個，【居場所づくり】は＜楽しみの創出＞など 4 個，【人との交流・信頼・理解】は＜

多世代交流＞など 10 個，【防災】は＜非行の防止＞など 3 個，【地域活性化】は 1 個のサブ

カテゴリーから構成された． 

 

（4）考察 

今回，全国の子ども食堂の運営方法などの実施状況を記述した．これまでに，子ども食

堂の運営方法などの実施状況を全国規模で詳細に調査した報告はほとんどない．今回の結

果は，今後の子ども食堂の実践・研究の基礎資料として活用することができる． 

参加対象は「誰でも（地域の方なら誰でも）」が最多であった．一方で「支援が必要な子

ども・保護者」は少なかった．湯浅は，子ども食堂を，誰でも入れる共生食堂と，貧困な

どの社会的弱者のみを対象とするケア付き食堂に分類している．今回の調査結果から，共

生食堂が多いことが分かる． 

子ども食堂の持続可能性を高めるにあたり，困っていること・必要だと思う支援として

抽出されたカテゴリーが参考になる．例えば，【必要な資源の確保】を支援することは，持

続可能性を高めるだろう．地域活動への助成金の情報提供や，公民館などの公的施設の優

先的な使用などの支援が考えられる．【実施方法】や【スタッフの意識】の解決には，【周

囲の理解・連携】の＜他団体との連携＞にある『子ども食堂のネットワーク化』により，

他団体の活動方法を学ぶことが有効ではないだろうか．そのため，子ども食堂のネットワ

ーク化などの周囲との連携を支援することも有効である．今回抽出されたカテゴリーを参

考に，それぞれの子ども食堂が必要としている支援を行うことが，持続可能性を高めるこ

とにつながるだろう．
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n % n %

実施期間（2017年3月末現在） 参加者数

　　1年未満 44 37 　　20人未満 27 23

　　1～2年未満 62 52 　　20～40人未満 41 34

　　2年以上 11 9 　　40～60人未満 28 23

　　（無回答） 3 2 　　60～80人未満 11 9

実施頻度／月 　　80人以上 7 6

　　1回未満 3 2 　　（無回答） 6 5

　　1～2回未満 57 48 参加者のうち子ども数

　　2～4回未満 30 25 　　10人未満 15 12

　　4～8回未満 18 15 　　10～20人未満 42 35

　　8回以上 10 8 　　20～30人未満 32 27

　　（無回答） 2 2 　　30～40人未満 13 11

スタッフ全数 　　40人以上 12 10

　　10人未満 38 33 　　（無回答） 6 5

　　10～20人未満 33 29 参加対象**

　　20～30人未満 16 14 　　誰でも(地域の方なら誰でも) 62 52

　　30～40人未満 14 12 　　　子ども・保護者・高齢者 2 2

　　40人以上 11 10 　　　子ども・保護者 44 37

　　（無回答） 2 2 　　支援が必要な子ども・保護者 13 11

1回に参加するスタッフ数 参加費（子ども）***

　　5人未満 31 26 　　無料 72 60

　　5～10人未満 42 35 　　100円 20 17

　　10～15人未満 25 21 　　150円 2 1

　　15～20人未満 10 8 　　200円 7 6

　　20人以上 8 7 　　300円 8 7

　　（無回答） 4 3 　　500円 1 1

スタッフの賃金（複数回答可） 　　一律でない 10 8

　　給与 21 18 参加費（大人）***

　　有償ボランティア 10 8 　　無料 10 8

　　無償ボランティア（交通費有） 10 8 　　100円 4 3

　　無償ボランティア（交通費無） 92 77 　　200円 10 8

　　その他 4 3 　　250円 1 1

　　（無回答） 2 2 　　300円 56 47

実施場所の使用料* 　　400円 3 3

　　無料 83 69 　　500円 18 15

　　有料（一部有料含む） 34 28 　　一律でない 3 3

　　（無回答） 3 3 　　寄附 2 2

　　対象外 13 11
*
有料の場所と無料の場所を両方使用している旨の補足があった場合は有料に振り分けた．
**
今回の集計では若者という記載は子どもに含めた．「子ども・子どもと保護者」のカテゴリーには，子どもだけを対象としている場合とその

保護者までを対象にしている場合の両方が含まれる．「支援が必要な子ども・子どもと保護者」には，貧困，生活保護，一人親世帯，障が

い，などが含まれる．誰でも入れる曜日と支援が必要な者だけが入れる曜日を分けている食堂が一カ所あったため，合計回答数が121となる．
***
子どもの一律でないには小中高生それぞれで価格が違う場合などが含まれる．大人の一律でないには高齢者には安価・無料で提供している

場合などが含まれる．大人は有料だがボランティアスタッフは無料の場合は大人の料金で分類．寄付は値段を定めずに寄付をお願いしている

場合．対象外は子どもだけを対象としている場合．

表3　子ども食堂実施状況

（n = 120）
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質問項目 【カテゴリー】 『回答例』

地域の施設 公民館，児童館，自治会集会室

福祉施設・病院 保育所，高齢者福祉施設，病院内施設

宗教施設 寺，教会，神社

飲食店 カフェ，レストラン

廃施設の再利用 古民家，元飲食店

その他自前施設 自宅，会社

メディアなどを利用 チラシ，SNS，新聞，回覧板

直接的な繋がりを利用 友人，職員，口コミ

支援サービスを利用 社会福祉協議会，市民活動総合センター

特になし 特になし

メディアなどを利用 チラシ，SNS，新聞，回覧板

直接的な繋がりを利用 過去の参加者へのメール，口コミ　

行政や地域資源との連携 社会福祉協議会や行政と協力，民生委員

特になし 特になし　

食に関する体験 バーベキュー等のイベント，お手伝い（準備・片付け）

その他の体験，遊び 紙芝居，外遊び

学習支援 宿題，学習支援

その他教育的活動 食育，健康指導　

生活の支援 子ども服の交換，子育て相談

活動資金の確保 フリーマーケット，野菜販売

寄付 寄付，募金

助成金 助成金，補助金

予算 市の予算，地区センターで予算化　

参加費 前月の売上げ，大人の参加費

自己負担 個人負担，法人負担

食堂以外の収益 フリーマーケットの売上げ，野菜販売の売上げ

その他 地域おこし協力隊の活動費

寄附 寄付（農家や商店から），差入れ

フードバンク フードバンク，フードドライブ

購入 スーパーで購入，農家から格安で購入

自作 家庭菜園

SNS：Facebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス

資金の確保

食材の確保

表 4　子ども食堂実施状況：質的記述

実施場所

スタッフの募集方法

参加者の募集方法

子ども食堂での活動内容
（食事の提供以外）

【カテゴリー】 ＜サブカテゴリ-＞ 『回答例』

衛生管理 食中毒対応，衛生管理が厳しい

開催頻度・時間 月に一度ではSOSを救い上げる事が難しい，回数や時間

提供する食事の内容 メニューで子どもの参加数が変わる，好き嫌いがある

食事以外の活動内容 食後のすごし方，イベントの内容

参加者数の把握 人数の把握が難しい，食数の把握

参加者との関わり方 参加者への対応・声掛け，参加者との信頼関係の構築

子どもの安全 発熱・けが・アレルギー対応，子どもだけでの帰宅

スタッフ間の共通理解 子ども食堂の主旨や方向性の共通理解

スタッフの主体性 ボランティア主体で実施してもらいたい

食材（費）の確保 食材費の確保，食材の提供

備品の確保 活動初期の備品，器具はすべて持込み

資金の確保 資金支援，助成金

スタッフの確保 ボランティアの確保，仕組みを考えるスタッフ，助成金申請の事務量

会場の確保 安心して利用できる場所の確保，調理場が狭い　

実態とイメージの不一致 子どもだけが対象だと感じる，貧困対策のイメージ

行政・学校等との連携 行政のネットワークづくりの支援，学校や行政との連携

他団体との連携 子ども食堂ネットワーク化，居場所づくりをしている団体との連携

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

参加者数の限界 キャパオーバーになる事がある，多くの子どもの受け入れは無理

子ども食堂の数 市全体にあると良い，食堂数不足，遠くて子ども一人で来られない

子ども食堂の周知 必要な人に情報が伝わらない，保護者と子ども食堂をつなげる支援

周知状況の把握 必要なところに情報が届いているのかの把握

参加者ニーズの把握 ニーズの把握

受け入れ人数・地域

参加者との接近方法

表 5　困っていること・必要だと思う支援

実施方法

スタッフの意識

必要な資源の確保

周囲の理解・連携
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【カテゴリー】 ＜サブカテゴリー＞ 『コード』の例

優しくなる 人に優しくなる

思いやりを持つ 思いやりが生まれる

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

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

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

社会性の向上 親子とも挨拶するようになった，お手伝いが増える

様々な経験 体験活動の提供

生きる力の向上 生きる力を身につける

好き嫌いの改善 嫌いな物を食べるようになった

食事を楽しむ 楽しく食事が出来る

少食の改善 普段あまり食べない子がみんなと一緒だとたくさん食べる

食事のマナーが身につく 行儀よく食べるようになった

食べたことのない物を食べる経験 手作りの味を知る

食育 食育効果，大人の食育

明るくなる 親子の表情が明るくなった

元気になる 親子とも元気になった

穏やかになる 子どもの気持ちが穏やかになる

貧困対策 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

参加者の実態把握 実態把握，情報収集

他の支援へつなぐ 必要な支援へつなぐ

調理技術の習得 料理を学ぶ，食材の生かし方を学ぶ

就労支援 就労訓練，一人親家庭への就労支援

生活支援 生活支援，障がい者支援，一人親支援

育児相談 育児相談を実施

育児支援 子育てサポート

保護者の情報交換 子育てなどの情報交換

保護者の息抜き 母親の息抜き

家族だんらんの時間の確保 夕飯をすませることで家族だんらんの時間を確保できる

子どもへの接し方にゆとりがでる 親にゆとりが出来て子どもへの接し方にもゆとりがでる

楽しみ 楽しんでもらえる

遊び場づくり 子どもの遊び場

地域住民の生きがい 高齢者ボランティアスタッフの生きがい

居場所づくり 親子がほっとできる場所，スタッフの居場所

多世代交流 異年齢の交流

子ども同士の交流 近所の子どもたちが顔見知りになる

保護者同士の交流 母親同士で何気ない話をしてストレス解消

様々な大人との交流 親，先生以外の大人を知る

孤立の防止 親子とも一人ではないと分かる，高齢者の孤立防止

孤食の防止 孤食を減らす

悩みの共有 子どもの悩みを共有できる，親が一人で悩むことがなくなる

信頼の構築 親子とも人を信頼できるようになる

地域住民の子どもへの理解 子どもへの理解が深まる

地域住民のつながり 地域の人のつながりが生まれる

非行の防止 再非行の防止

子どもの安全 子どもの見守り，子どもの居場所が分かり親が安心できる

災害時の対応力 震災等災害時の対応力向上

地域活性化 地域のにぎわいの創出

表6　実施者が感じる子ども食堂の効果

居場所づくり

防災

食育

子育て負担の軽減

生きる力の向上

気持ちの肯定的な変化

生活支援

人との交流・信頼・理解
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実施者が感じる子ども食堂の効果は，47 個のサブカテゴリーから構成される 9 個のカテ

ゴリーに分類された．【生きる力の向上】，【食育】，【気持ちの肯定的な変化】，などの効果

が示唆された．子ども食堂の効果を検討した研究は我々の知る限りない．そのため，今回

得られた結果は今後の子ども食堂の実践・研究に貢献する．例えば，子ども食堂の効果を

定量的に測定する際，今回あげられた効果に基づき調査項目を設定できる． 

子どもに対する効果だけでなく，【生活支援】や【子育て負担の軽減】など保護者に対す

る効果も示唆された．それは，＜生活支援＞や＜育児支援＞など実施者が参加者に対して

行う支援の効果だけではない．＜保護者の情報交換＞という参加者同士の支え合いも含ま

れた．つまり，子ども食堂は同じ悩みを抱える保護者が集まる場となり，セルフヘルプ・

グループのような機能を持つ可能性がある． 

さらに，地域／地域住民に対する効果が示唆された．【居場所づくり】には子どもや保護

者だけでなく，地域／地域住民を対象としたサブカテゴリーが含まれた．それらは，主に

実施者を対象とするコードから生成された．つまり子ども食堂は，参加者だけでなく実施

者自身の居場所となる．また【人との交流・信頼・理解】というカテゴリーが生成された

ことから，子ども食堂が地域のソーシャル・キャピタルの醸成に寄与することが推察され

る．その結果として【防災】や【地域活性化】などの効果へつながるのではないか． 

 「研究 2」の限界を述べる．まず対象の選定方法から，回答に偏りがある可能性がある．

例えば，実施期間が 1 年～2 年未満の食堂が最多であったことは，一覧に掲載されていた子

ども食堂のみを対象としたことが影響している．これ以降も多くの子ども食堂が開設され

ており，今回の結果は現存する子ども食堂全体を反映していない．スタッフや参加者は，

子ども食堂の存在が周知されるにつれて徐々に集まる傾向がある．そのためスタッフ数や

参加者数は，今回の結果と開設されたばかりの子ども食堂とでは異なる可能性がある．ま

た，子ども食堂の効果が抽出しきれているかは分からない．今回子ども食堂実施者を対象

としたため，利用者が感じる効果では今回抽出した以外の効果もあげられる可能性がある．

また，量的な検討をしていない．そのため，それぞれの効果が本当にあるのか，あるとし

たらどの程度あるのか，には言及できない．最後に，参加対象や目的によって効果は違う

であろう．今後，参加対象や目的ごとにその効果を整理することも必要である． 

 

4. 「研究 3」子ども食堂スタッフの活動主体性，満足感，負担感の関連 

 

（1）目的 

子ども食堂は，多くが地域住民のボランティアによる活動である．ボランティアスタッ

フの主体的な取り組みを推進することで，様々な効果の増強につながると思われる．しか

し，子ども食堂スタッフの活動主体性に関連する要因を検討した報告は見当たらない．健

康推進員を対象とした先行研究では，ボランティアスタッフの活動に対するポジティブ・

ネガティブな感情を，活動満足感・負担感ととらえている．活動に対してポジティブな感
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情が増えれば，より主体的に活動するようになるだろう．逆に，ネガティブな感情が増え

れば活動に取り組む意欲が薄れ，主体的な活動が減る可能性がある．つまり，活動満足感・

負担感は活動主体性と関連すると思われる．そこで今回，子ども食堂スタッフの活動満足

感・負担感と活動主体性との関連を明らかにすることを目的とした． 

 

（2）方法 

 「研究 2」の調査票郵送の際，各子ども食堂へ 5 部ずつの調査票を同封した（2017 年 3

月）．各子ども食堂のスタッフのうち 1～5 人が回答すること，回答は任意であり回答しな

いことで不利益が生じることは無いこと，調査は無記名で行い調査票への回答をもって同

意とすること，などを記載した説明文書と返信用封筒を同封した．本研究も「研究 2」とあ

わせて，高崎健康福祉大学研究倫理委員会の承認を得て実施した． 

調査項目についてである．活動主体性は，食生活改善推進員を対象とした調査を参考に

作成した 4 項目（積極的な参加，活動の評価とその活用，要望の把握，目標を持った活動）

について 5 件法（全くそう思わない=1～とてもそう思う=5）でたずねた．4 項目の合計得

点を分析に用いた．この調査では 12 項目からなる自己変革尺度が開発され，そのうち 5 項

目は主体性に関する項目である．今回そのうち 1 項目（自主活動）は子ども食堂スタッフ

には当てはまらないと判断し，調査項目から除外した．残りの 4 項目を，自己変革ではな

く現状の主体性を把握する記述に改変し，用いた．活動満足感・負担感は，健康推進員活

動を対象に開発された尺度の健康推進員活動を子ども食堂の活動に置きかえて用いた．項

目の表面的妥当性を確認し，すべての項目が子ども食堂にも当てはまると判断した．活動

満足感 9 項目（活動が好き，喜びを感じる，楽しい，継続したい，やりがいがある，自身

が成長できる，学びがある，多くの人と知り合える，有意義である），活動負担感 14 項目

（家事・買い物・仕事などに支障がある，他の活動の時間がない，時間に追われる，家族

に迷惑をかける，出費を負担に感じる，活動内容が難しい，働きかけが難しい，人間関係

が難しい，責任が重い，活動内容に興味が持てない，精神的に疲れる，仕事量が多い，忙

しい，体力的にきつい）について 4 件法（全くそう思わない=1～とてもそう思う=4）でた

ずねた．活動満足感，負担感それぞれの合計得点を分析に用いた．その他，先行研究を参

考にし，活動期間（3 ヵ月未満，3 カ月以上～6 ヵ月未満，6 カ月以上～1 年未満，1 年以上

～2 年未満，2 年以上），活動頻度（2 ヵ月に 1 回未満，2 ヵ月に 1 回以上～月 1 回未満，月

1 回以上～月 2 回未満，月 2 回以上～月 4 回未満，月 4 回以上），家族の協力（協力的でな

い，あまり協力的でない，どちらともいえない，まあ協力的，とても協力的），基本属性（性

（男性，女性），年齢（20 歳未満，20～29 歳，30～39 歳，40～49 歳，50～59 歳，60～69

歳，70 歳以上），世帯構成（一人世帯，家族と同居（成人のみ），家族と同居（未成年を含

む）），就労状況（無職・退職・専業主婦，パートタイム，フルタイム，自営業・農林水産

業），地域居住年数（1 年未満，1 年以上～5 年未満，5 年以上～10 年未満，10 年以上～20

年未満，20 年以上））をたずねた． 
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分析方法についてである．活動主体性・満足感・負担感は，いずれも正規分布でなかっ

たため，それぞれ中央値未満と以上の 2 値に分け分析に用いた．また意味内容や分布を見

ながら，活動期間（1 年未満／以上），活動頻度（月 2 回未満／以上），家族の協力（協力的

でない，あまり協力的でない，どちらともいえない／まあ協力的，とても協力的），年齢（60

歳未満／以上），居住年数（20 年未満／以上）も，それぞれ 2 値に分けて分析に用いた．活

動満足感と活動負担感との関連は Fisher の正確確率法で検討した．各調査項目および活動

満足感・負担感と活動主体性との関連はχ2検定または Fisher の正確確率法で単変量の関

連を確認した．そこで有意な関連がみられた項目を共変量とし，二項ロジスティック回帰

分析による多変量解析を行った．すべての分析には IBM SPSS Statistics 23（日本アイ・

ビー・エム株式会社）を使用し，有意水準は 5%（両側検定）とした． 

 

（3）結果 

住所が確認できた 273 ヵ所の子ども食堂に調査票を郵送し，2017 年 5 月末までに 117 ヵ

所から 386 票の回答を得た．活動主体性・満足感・負担感のいずれかに欠損のあった 52 票

を除き，334 票を分析に用いた．回答の分布を表 7 に示す． 

Fisher の正確確率検定の結果（表 8），活動満足感と活動負担感との間に有意な負の関連

が確認された（p<0.001）． 

各調査項目と活動主体性との関連を表 9 に示す．まず，χ2乗検定および Fisher の正確

確率検定を行った．活動主体性と有意な関連がみられたのは，年齢（p<0.001），居住年数

（p=0.002），活動満足感（p<0.001）であった．活動負担感と活動主体性との有意な関連は

なかった（p=0.259）．年齢と居住年数を共変量とした，多変量二項ロジスティック回帰分

析では，活動主体性と活動満足感との有意な正の関連が確認された（調整オッズ比＝2.92，

95%信頼区間：1.81-4.74，p<0.001）． 

 

（4）考察 

 動満足感と活動負担感との有意な負の関連が確認された．また，活動満足感と活動主体

性との有意な正の関連が確認された．しかし，活動負担感と活動主体性との有意な関連は

なかった．子ども食堂スタッフの活動主体性と関連する要因を検討した報告はこれまでに

ない．本研究の結果は，今後子ども食堂スタッフの主体的な活動を支援する際に活用でき

る． 

活動満足感と活動主体性との有意な正の関連から，活動満足感を高めることで活動主体

性を高めることができる可能性が示唆される．今後，子ども食堂スタッフの活動満足感を

高める工夫が必要である．健康推進員を対象とした研究では，活動満足感を高めるための

研修の実施により活動満足感が上がることが示唆されている．子ども食堂スタッフでも，

研修の実施などにより，活動満足感を上げることができるのではないか． 
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一方，活動負担感と活動主体性との間に有

意な関連はなかった．しかし，活動満足感と

活動負担感との間に有意な負の関連が確認さ

れた．つまり，活動負担感は活動満足感を媒

介して活動主体性に影響を与える可能性があ

る．したがって，子ども食堂のスタッフの活

動主体性を高める上で，活動負担感にも配慮

することが望ましいだろう． 

「研究 3」の主な限界を 3 点あげる．第一に，

今回用いた活動主体性，活動満足感・負担感

の信頼性・基準関連妥当性の検討はされてい

ない．表面的妥当性は確認したものの，今回

用いた項目で活動主体性や活動満足感・負担

感が正確に測定できているかは分からない．

第二に，サンプリングの方法である．今回，

各食堂に 5 部ずつ調査票を郵送し，各 1～5 部

の回答を得た．しかし，回答者を無作為に選

ぶような説明を行っていないため，活動に積

極的に参加している者からの回答に偏ってい

る可能性がある．第三に，横断研究であるた

め関連の因果関係には言及できない． 

  

n %

性別

女性 251 75
男性 81 24
（無回答） 2 1

年齢
60歳未満 226 68
60歳以上 107 32

（無回答） 1 0
世帯構成

一人世帯 44 13

家族と同居(成人のみ） 185 55
家族と同居（未成年を含む） 103 31
（無回答） 2 1

就労状況

無職・退職・専業主婦 104 31
パートタイム 80 24
フルタイム 104 31
自営業・農林水産業 43 13
（無回答） 3 1

居住年数
20年未満 144 43
20年以上 185 55
（無回答） 5 1

家族の協力

協力的でない・どちらともい
えない

47 14

協力的 282 84

（無回答） 5 1

参加期間
1年未満 163 49
1年以上 169 51

（無回答） 2 1

参加頻度
2回未満／月 209 63
2回以上／月 122 37

（無回答） 3 1
活動満足感

低い 152 46
高い 182 54

活動負担感

低い 162 49

高い 172 51
活動主体性

低い 124 37
高い 210 63

n=334

表7　回答の分布

活動満足感・負担感・主体性：低い=中央値未
満，高い=中央値以上
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単変量
**

多変量
**

n % n % OR (95%CI) AOR (95%CI)

性別

女性 87 35 164 65
男性 37 46 44 54

年齢
60歳未満 99 44 127 56 1  Reference 1  Reference
60歳以上 25 23 82 77 2.56 (1.52 - 4.30) 2.27 (1.30 - 3.96)

世帯構成

一人世帯 20 45 24 55

家族と同居(成人のみ） 58 31 127 69
家族と同居（未成年を含む） 45 44 58 56

就労状況

無職・退職・専業主婦 38 37 66 63
パートタイム 30 38 50 62
フルタイム 46 44 58 56
自営業・農林水産業 9 21 34 79

居住年数
20年未満 67 47 77 53 1  Reference 1  Reference
20年以上 55 30 130 70 2.06 (1.31 - 3.24) 1.87 (1.14 - 3.07)

家族の協力

協力的でない・どちらともい

えない
23 49 24 51

協力的 99 35 183 65

参加期間
1年未満 69 42 94 58
1年以上 54 32 115 68

参加頻度
2回未満／月 81 39 128 61
2回以上／月 42 34 80 66

活動満足感

低い 74 49 78 51 1  Reference 1  Reference

高い 50 27 132 73 2.51 (1.59 - 3.95) 2.92 (1.81 - 4.74)

活動負担感

低い 55 34 107 66

高い 69 40 103 60

**
二項ロジスティック回帰分析（n=328）,　Hosmer-Lemeshow の検定による判別的中率（多変量）：65.5% (p=0.859)

OR：オッズ比，AOR：調整オッズ比

活動満足感・負担感・主体性：低い=中央値未満，高い=中央値以上

*
Fisherの正確確率法またはχ

2
検定（n=334（欠損値がある場合は334未満））

表9　各調査項目と活動主体性との関連：ロジスティック回帰分析

主体性低い 主体性高い
p値

*

0.086

<0.001

0.054

0.069

0.002

0.075

0.054

0.480

<0.001

0.259

負担感低い 負担感高い

n 　% n 　%

　満足感低い 55 　36 97 　64

　満足感高い 107 　59 75 　41

n=334, 
*
Fisherの正確確率法

<0.001

表8　活動満足感と活動負担感との関連：Fisherの正確確率法

p値
*

活動満足感・負担感：低い=中央値未満，高い=中央値以上
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5. 「研究 4」子ども食堂の視察およびインタビュー調査 

 

（1）目的 

 子ども食堂の運営方法などの詳細を把握し，良い取り組みを探し記述する． 

 

（2）方法 

 「研究 2」の結果や現場での聞き取りから，特徴的な取り組みを行っている群馬県内の子

ども食堂を抽出し，視察およびインタビュー調査を行った． 

 

（3）結果 

 ①大泉町子ども食堂「おおいずみっ子食堂」の活動 

 

Ⅰ はじめに 

 

大泉町子ども食堂「おおいずみっ子食堂」は，2017 年 4 月から毎月一回開催されている．

地域住民団体が主体となって活動し，大泉町がその活動を支援している．食事の提供以外

にも参加する子どもが喜ぶような活動も行っており，その一環として 2017 年 9 月の開催時

には筆者らが食育を行った．住民主体でありながら行政が支援を行っている良い事例であ

る．筆者は開設前から，このおおいずみっ子食堂に関わることができた．そこで，おおい

ずみっ子食堂の開設までの過程と実施概要およびその中で筆者らが行なった食育の概要を

報告する． 

 

Ⅱ 大泉町の概要とおおいずみっ子食堂開設までの過程 

 

大泉町は群馬県南東部に位置する人口 41,202人の町である．大泉町では 2016年 2月に，

町内の小・中学生とその保護者を対象とした子どもの生活実態調査を行った．町内の子ど

もの生活状況などを把握し，必要な事業を検討するためである．結果として，①子どもの

居場所づくり，②子どもの学習支援，③食糧（食育）支援（共食の増加を含む），④ひとり

親家庭への就労支援，などの課題があることが明らかとなった．そこで，大泉町ではこれ

らの課題への対策をとることとなった． 

このような背景の中，全国的に広がりを見せている子ども食堂に着眼した．子どもの居

場所づくりや共食の増加などの効果が期待されるためである．子ども食堂の開設に向けて

は，大泉町役場社会福祉部福祉課（以下，福祉課）の職員が担当となって準備を進めた．  

住民主体の活動とするために必要な人材を探した．2016 年 8 月，まず声をかけたのは民生

委員の S さんである．報道などで子ども食堂に関心を持っていた S さんは，その申し出を

快諾．ここからは S さんを中心に，子ども食堂の運営に必要なボランティアスタッフ（以
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下，スタッフ）を集めた．まずは心当たりのある方に直接声をかけた．さらに町内の民生

委員の会議などでも協力を呼びかけた．地道な呼びかけにより，開催までに 25 人のスタッ

フを集めることができた． 

スタッフを募集するかたわら，集まった数名のスタッフと共に，フードバンクや隣接市

の子ども食堂の視察，隣接県で開催されたこども食堂全国ツアーへの参加を行った．福祉

課職員からの情報提供やツアー参加への同行もあり，開設に向けての準備を進めた． 

2016 年 12 月に，第一回の打ち合わせを行った．ここでは，事前に行ったフードバンク視

察などの報告がされた．また，団体名を「おいしいまごころネット」，食堂名を「おおいず

みっ子食堂」と決めた． 

おおいずみっ子食堂開催に先駆け，2017 年 1～3 月に月に一回ずつ，大泉町役場主導の

子ども食堂プレオープンを実施した．参加者の募集は福祉課が生活保護世帯などを中心に

行った．食事は地元業者に依頼し弁当を提供した．食事提供のほかに，地元専門学生によ

るパネルシアター，地元警察署の少年補導員らによる紙芝居やエプロンシアター，地元消

防署・消防団による消防車，救急車の展示と水消火器体験などのアトラクションも開催し

た．1 月は子ども 56 人，大人 28 人，2 月は子ども 36 人，大人 22 人，3 月は子ども 43 人，

大人 19 人の参加があった．この参加者には，4 月からおおいずみっ子食堂として手作りの

食事を提供することを，おいしいまごころネットのスタッフが告知した． 

2017 年 2 月に，最終打ち合わせを行った．まずは月に一回，第三または第四土曜日に大

泉町公民館のホールで開催することにした．プレオープン参加人数や調理人員から，約 80

名を参加者数の上限と見積もった．提供する食事は，1 年分のメニュー案を作成．さらに食

事提供以外に，可能な範囲で子ども達の喜ぶ活動を取り入れることにした．実施の際は，

フロア担当（受付，座席の準備，参加者対応など）と調理担当に分かれて作業することに

し，分担を決めた．アレルギー対応は難しいと判断し，アレルギー対応できない旨をチラ

シや会場前で周知するようにした．参加費は，子ども無料，大人 300 円とし，スタッフも

毎回支払うことで合意した． 

その他，開催に向けて必要な手続きを順次行った．まず，スタッフが食品衛生責任者の

養成講習会を受講し，飲食店営業許可を取得した．また，飲食サービス業向けの保険にも

加入した．さらに，スタッフは各自でボランティア保険に加入した．告知として，手作り

のチラシを作成し町内の公民館，児童館，保育園などに設置した．大泉町ではじめての子

ども食堂ということもあり，必要に応じて福祉課職員をはじめとした大泉町役場職員が支

援をした． 

 

Ⅲ おおいずみっ子食堂の実施概要 

 

実施概要を表 1 に示す．プレオープンの影響もあり，参加者は多い．メニューは，全体

のバランスや季節を考慮して決めている．食事提供以外の活動として，毎回食事の前に折
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り紙教室を実施している．その他に，5 月にはハンドベル演奏，9 月には食育，10 月にはけ

ん玉教室，11 月にはミニコンサート，12 月にはクリスマス会が行われた． 

開催の流れである．月に一回打ち合わせを行い，必要な食材が開催時に入手できるよう

調整する．食器は開催前日の夕方に洗浄，次亜塩素酸で消毒し，当日使用できる準備をす

る．開催当日，スタッフは午前 9 時に公民館へ集合し，フロア担当は会場や受付の設営，

調理担当は下処理・調理を行う．受付開始時間の 11 時 30 分を過ぎると参加者が徐々に集

まり始める．11 時 45 分ごろから食事の配膳が始まる．手洗い・消毒してから，1 人ずつ食

事を受け取る．待ち時間を使って，食事提供以外の活動を行う．12 時に皆で「いただきま

す」をして食事を始める．この時，スタッフも参加者と交流しながら交代で食事をする．

12 時 40 分ごろ，頃合いをみて「ごちそうさま」をする．食器は参加者が各自で下膳．13

時ごろから食器を調理室へ運び洗浄・消毒する．会場の片付けも順次行う．15 時ごろから

反省会を行い，その後解散となる．  

 

活動資金や食材確保の方法である．主な資金源は毎回の大人の参加費，その他においし

いまごころネットのスタッフは年間 1,000 円の会費を払い，活動資金としている．また，

県からの補助金や大泉町からの支援もある．スタッフは無償ボランティア，会場の公民館

（ホールと調理室）は無料で優先的に使用している．それでも，食材や消耗品の調達に十

開催月 参加人数
* メニュー 食事以外の活動

4月
子ども38人
大人　36人

カレーライス，サラダ，果物，
デザート

折り紙教室

5月
子ども36人
大人　26人

炊き込みご飯，けんちん汁，
サラダ，浅漬け，デザート

折り紙教室
ハンドベル演奏

6月
子ども39人
大人　33人

ご飯，味噌汁，豚の生姜焼き，
粉ふきいも

折り紙教室

7月
子ども41人
大人　24人

カレーライス，サラダ，浅漬け，
デザート

折り紙教室

8月
子ども39人
大人　16人

うどん，天ぷら，浅漬け，デザート 折り紙教室

9月
子ども27人
大人　 5人

ロールパン，卵スープ，
豆腐ハンバーグ，サラダ，浅漬け

折り紙教室
食育

10月
子ども39人
大人　15人

ご飯，親子煮，きんぴら，
浅漬け，みそ汁

折り紙教室
けん玉教室

11月
子ども37人
大人　17人

ワカメおにぎり，ポークビーンズ，
スープ餃子，和え物，浅漬け

折り紙教室
ミニコンサート

12月
子ども55人
大人    27人

ワカメおにぎり，煮込みうどん，
肉じゃが，浅漬け，果物

折り紙教室
クリスマス会

表10　おおいずみっ子食堂2017年4～12月の活動概要

*18歳未満を子どもとして集計．
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分な資金があるわけではない．そのため，地元企業やフードバンクからの食材の寄付は欠

かせない．スタッフの中には，地元食品企業で長年働いていた者や家族が農業協同組合で

働いている者がいる．それらの者が中心となって交渉し，さらに行政が支援しているとい

う信頼感もあり，寄付や安価での食材の提供を受けることが出来ている．時には福祉課職

員がスタッフと共に直接交渉に行くこともあった．それでも足りない食材や調理・衛生用

品などの消耗品は購入している．また開設時には，専用の食器などを購入した．  

スタッフには様々な者がいる．民生委員，栄養士，食生活改善推進員，企業で衛生管理

をしていた者，様々な特技（折り紙，パソコンなど）を持つ者，などである．各々が持つ

スキルを生かして，おおいずみっ子食堂に貢献している．また，おいしいまごころネット

のスタッフ以外に，地元専門学校の学生や福祉課職員，近隣市町村からのボランティアも

毎回手伝っている．参加者へは，町の広報紙を用いて周知しているほか，スタッフが各自

で呼びかけている．福祉課職員も，必要があると感じた家庭に直接声をかけている． 

 

Ⅳ おおいずみっ子食堂での食育 

 

先述の通り， 2017 年 9 月のおおいずみっ子食堂開催時に食育を行った．食育の内容は，

子どもへの食育経験が豊富な元栄養教諭の大学教員が中心となり，ボランティアの学生と

共に決めた．おおいずみっ子食堂に参加する子どもは，幼児から中学生までと，年齢が幅

広い．そのため，内容は幼児でも理解できるものとした．使用教材はエプロンシアター，

テーマは野菜摂取に決めた．野菜摂取量の増加は慢性疾患の予防に効果的である．また子

どもの頃の野菜摂取量が多いほど，大人になってからの野菜摂取量が多い傾向がある．つ

まり，子どもの野菜摂取量を増やすような食育は，その子の将来の慢性疾患予防につなが

ることになる．したがって，テーマとして野菜摂取を取り上げることは妥当であった． 

当日の食育は，食事前の時間を利用して行った．当日提供された食事も教材として活用

した．また食事前に行うことで，提供される野菜料理の摂取量を増やすねらいもあった．

野菜嫌いの男の子が，野菜を食べると体に良いことを教えてもらい，最終的には野菜を食

べるようになる，といった流れの寸劇を行った．教材として使用したエプロンシアターに

は，ピーマン，白菜，人参など，様々な野菜がキャラクターとして登場し，野菜を食べる

と体に良いことを野菜嫌いの男の子に教えた．寸劇中には，「どうして野菜が泣いているか

わかるかな？」，「みんなは野菜すきかな？」などと問いかけ，子どもが参加できる場面を

設けた．さらに，野菜が『ビタミンビーム』で『風邪バイキン』をやっつける描写なども

された．最後に野菜嫌いだった男の子が，その日提供されたサラダを一口．「おいしー！こ

れからはたくさん野菜を食べる！」と言って寸劇を終えた．食事の時間には，野菜料理を

おかわりする子どもの姿が見られた．数名の子どもから，「わたし野菜すきだよ！」などと

声をかけられることもあった．  

 



19 
 

Ⅴ 今後の課題 

 

おおいずみっ子食堂開催までの過程と 2017 年 12 月現在までの実施概要および筆者らが

行なった食育指導の概要を報告した．おおいずみっ子食堂は行政が立ち上げを支援した事

例であり，会場や資金面，運営面で大きな問題もなく，順調に開催されている．今後もこ

の状況が継続することが望まれる． 

おおいずみっ子食堂の今後の課題としては以下の 2 点がある．1 点目は，子ども食堂がも

たらす効果の評価である．参加者が一定数いることから，住民ニーズはある．そのため，

子ども食堂を実施し続ける価値はある．しかし，子ども食堂を行うことで参加者や地域に

とって，実際にどのような効果がどの程度あるのかという評価は行われていない．今後，

周囲の理解を得ながら活動を続けるには，それらを示すことも重要である．2 点目は，子ど

も食堂の数の問題である．大泉町には 4 つの小学校がある．町の小学生が誰でも一人で来

られるようにと考えると，各小学校区に子ども食堂があることが望ましい．しかし実施す

るには，場所やボランティア人員の確保が必要となる．これに関しては，町でも補助金整

備を進めるなど，子ども食堂の活動を推進している．すでに 1 ヵ所開設されているため，

子ども食堂を実施するノウハウは町に根付いてきている．今後も住民活動として，子ども

食堂がさらに広がることが期待される． 

次に，子ども食堂での食育の意義や課題である．子ども食堂での食育は，健康格差対策

として有効な可能性がある．健康格差対策には，社会弱者に特化したポピュレーションア

プローチ（Vulnerable population approach）が有効だとされている．子ども食堂には，社

会的に脆弱な子どもが傾斜的に集まることが推察される．つまり子ども食堂での食育は，

社会弱者に特化したポピュレーションアプローチの一つとなり，健康格差を是正する可能

性がある．しかし，子ども食堂での食育を推進するには課題もある．多くの子ども食堂は，

地域住民がボランティアで行っている．資金や人員が限られる中，食育に当てる余力が内

部にどれだけあるだろうか．子ども食堂での食育推進には，おおいずみっ子食堂のような，

行政の支援や大学との連携などが有効であろう．今回は一度だけの活動であり，評価もし

ていない．今後は複数回の指導計画を立て，客観的な評価を取り入れた食育を実施するこ

とが必要である． 

 

②その他の子ども食堂の活動 

 

Ⅰ はじめに 

 

 おおいずみっ子食堂の他にも，特徴的な取り組みを行っている子ども食堂 2 ヵ所の視察

を行ったので報告する． 
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Ⅱ 子ども食堂 F 

 

 子ども食堂 F は，2017 年 10 月に開設した子ども食堂である．月に 1 回の活動を行って

いる．開設した 10 月に視察，11 月にインタビューを行ったので報告する． 

 実施主体は地域住民の O さんら夫婦である．O さんの自宅には，もともと仲間内で集ま

って食事をしたりサークル活動をしたりするために作ったはなれがあり，そこを子ども食

堂の会場として使用している．子ども食堂を行う際には，もともとそこで集まることのあ

った仲間たちが協力し，食事の提供をしている．子どもの貧困問題を報道で知り，子ども

食堂を始めることにした．子ども食堂を始めるに当たって，地域の社会福祉協議会に相談

した．資金として赤い羽根共同募金の補助を受けることができた．また，近隣市ですでに

開催されている子ども食堂を教えてもらい，そこに見学に行くことを通じて子ども食堂開

催の詳細をイメージすることができた．子ども食堂の開設に必要な飲食店営業許可も得た．

2017 年 10 月の初回開催時，食事代はすべて無料とした．60 名以上の参加者があり，会場

から参加者があふれるほどの大盛況であった．2 回目の開催からは，子ども 100 円，大人

300 円の参加費をもらうこととした． 

 子ども食堂 F の特徴としては，社会福祉協議会との連携がとれている点，都市近郊では

あるが農村部であるため，自宅で野菜を栽培しており，その野菜を食材として使用できる

点である．また，会場が自宅であり，無料であることも利点である．それでも現在困って

いることをたずねると，資金という回答があった．食材や現金の寄付も多少はあるものの，

60 名以上の参加者の食事を用意するのに十分とはいえない．今後は食材や資金を得る方法

を検討していく必要がある． 

 

Ⅲ 子ども食堂 M 

 

 子ども食堂Mは，2016年9月に開設した子ども食堂である．社会福祉法人が主体となり，

週に 1 回学習支援を行い，そのうち月に 1 回の子ども食堂の活動を合わせて行っている．

開設時から数回視察し，2017 年 12 月にインタビューを行ったので報告する． 

 実施主体は，社会福祉法人である．子どもの貧困問題を知り，法人の社会貢献事業とし

てまず学習支援事業を始めた．子どもの貧困問題に興味を持ち，勉強していくうちに，子

ども食堂の存在を知り，これも実施できないかと考えた．民間の助成金に応募し，開催当

初の活動資金を手に入れることができた．食事はすべて無料で提供している．足りない費

用は法人からもちだしとしている．スタッフは有志の法人職員の他，地域の大学にボラン

ティアの案内をだし，大学生のボランティアも毎回参加している．開設当初は，なかなか

情報を届けることができなかったが，開設から 1 年以上たち，徐々に地域の方から認知さ

れ，スクールソーシャルワーカーからの相談が来るまでになった． 

 子ども食堂 M の特徴は，社会福祉法人が社会貢献事業として実施している点である．会
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場として，デイサービスセンターを利用しており，夕方に開催すれば施設の有効活用とな

る．デイサービスセンターあるいは保育園は全国どこにでもあり，食事をする場所も調理

場もある．それらの資源を有効活用し，子ども食堂を開催することができる良い事例であ

る． 

 

6. 本研究の結論 

  

 本研究では，子ども食堂に着目し，生活困窮者世帯の子どもを対象とした持続的な食支

援の方法を検討した．「研究 1」では，子ども食堂に関する研究はほとんどないことが明ら

かになった．「研究 2」では，全国の子ども食堂の実施概要を把握することができた．「研究

3」では，子ども食堂スタッフの活動主体性を高めるには活動満足感・負担感に配慮する必

要性が示唆された．「研究 4」では，いくつかの子ども食堂の実施の詳細を把握することが

できた． 

 研究を進める中で，子ども食堂は子どもの貧困対策だけでなく様々な効果があることが

示唆された．そのことを前面に押し出し，子ども食堂の活動を支援する者が増えれば，持

続的な活動が可能となり，結果として生活困窮者世帯の子どもの食事の支援となるのでは

ないだろうか．また，そもそも貧困対策として行っている子ども食堂は少数派であり，多

くはどんな子どもでも，さらには大人でも利用できることが分かった．しかし，これは子

ども食堂が子どもの貧困対策として役立たないという事ではない．社会的包摂という概念

がある．どんな立場の者も取りこぼさずに包摂する社会を目指す概念である．子ども食堂

は包摂的であり，結果として貧困対策としての機能も兼ね備えていると考える． 

 本研究では，子ども食堂の現状の記述に尽力した．今後は実際の効果の検証やさらに良

い取り組みの検証が必要である． 


