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「こども食堂」って
どんなところ？

こども食堂とひと言でいってもさ
まざまな形があります。

とえば高齢者の食事会に子どもが参
加している場合なども「こども食

主・近藤博子さんは、こども食堂に

八百屋だんだん こども食堂」の店
事を提供するだけでなく、子どもが

左のイラストです。こども食堂は食

そんな雰囲気を端的に表したのが

堂」と広くとらえています。

ついて「子どもが１人でも安心して

子どもたちどうしで、あるいは地域

その名づけ親である「気まぐれ

来られる無料または低額の食堂」と

のさまざまな大人たちと触れ合うこ
えています。

とができる交流の場所でもあると考

言います。
今回の「全国ツアー」ではこれに
ならい、
「
（困難を抱える家庭の）子
どものための食堂」だけでなく、た

どうして
「全国ツアー」が
必要なの？

こども食堂はいま、全国に広がっ

ています。報道によれば、今年５月

末時点で全国に３００ヵ所以上あり、

その後も各地で増え続けています。

一方で、現在こども食堂に取り組

んでいるのは、ボランティア活動や

子どもをめぐる問題に強い関心のあ

る方々にとどまっているのも事実で

す。

地域活動に長く関わってきた自治

会や婦人会の方々、社会福祉協議会

や民生委員、行政関係のみなさんに

もこども食堂の活動を理解していた

だくことで、
「一部の人たちの取り

組み」から「地域住民の誰もが理解

し関わっていける取り組み」へと広

げていきたいと思っています。

国や地方自治体、企業、そして一

般の方々も、子どもの６人に１人が

貧困状態にあるといわれる現状を

「なんとかしなければ」と思い、解

決へ向けて動き始めています。この

機運を逃すことなく、さらにこども

食堂の活動のすそ野を広げるため、

「全国ツアー」を行ないたいのです。

「全国ツアー」で
何をするの？

との連携が深まっていくのもいいで
域の実情に根差した「こども食堂の

その地域のすべての人たちにとって

「こども食堂がその地域でどんな役
「地域の人たちがこども食堂にどん

あり方」についても、多様な立場の

欠かせない空間になり、子どもが抱

すね。

なふうに関わっていけるんだろう」

方々をお招きしながら話し合ってい

動を始めた「先輩こども食堂」のみ

めたいという方々へむけて、先に活

また、これからこども食堂をはじ

る子どもたちが１人でも減ることが

―。最終的には、地域から困ってい

援へとつなげる場所になっていく―

人たちで解決の方法を考え、次の支

こども食堂が、子どもだけでなく、

こうしたこども食堂の理念やあり

える問題を発見し、そこに集まった

たとえば高齢者給食が進んでいる

なさんから、ノウハウの共有や先進

私たちの願いです。

などを通して考えていきたいと思い

地域であれば、
「高齢者給食とこど

事例の紹介もしていただきます。

ます。

も食堂との連携方法」といった、地

方について、講演会やシンポジウム

きます。

割の場所になっていけたらいいのか」

しいですし、学習支援や地域の活動

堂がたくさん生まれたら最高にうれ

す。もちろん、あたらしいこども食

つでも増えていくことを願っていま

り、子どもたちのための活動がひと

その場で出会った人たちがつなが

「全国ツアー」の、
その後…

基礎編

こども食堂のつくり方講座
こども食堂ネットワーク・編

そこで、地域でこども食堂の活動をされている方々の連絡会
「こども食堂ネットワーク」が開催する
「こども食堂のつくり方講座」から、

こども食堂をはじめたいけれど、まずは何から手をつければいいのか……。
そう思っている方も多いのではないでしょうか。

こども食堂をはじめるための基本の
「キ」について教えてもらいました。

こども食堂をはじめる前に

間と一緒に始められる例も多い。

だれでも開くことができるのが

● どんな人に来てほしいのか
すでに始まっているこども食

こども食堂の魅力のひとつです。

こども食堂には多様性があり、

堂を見ると、おおよそ週に１回、

こども食堂を実際に見たこと

さまざまな形があっていいと思

あるいは月に１、２回開催する

います。
そこでこども食堂をはじめる

のない方は、一度、地域のこど

ＮＰＯなどの市民団体が母体

食以

● どの程度の頻度で開くのか

になり開いているところも多い

の雰囲気がつかめると思います。

ィアとして参加してみると、そ

も食堂を見学したり、ボランテ

ところが多く、１回に ～ 食
程度（ 多いところでは

前に、まずは次の３点をなんと
なくイメージしてみることをお

● １回で何人くらいの利用者

「ネットワーク」が大切と言い

は、こども食堂には「場所」と

ーク」事務局長の天野敬子さん

どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワ

を運営するＮＰＯ法人「豊島子

豊島区内で４ヵ所のこども食堂

椎名町こども食堂をはじめ、

る。さらに、子どもたちが集ま

きて、衛生面もしっかりしてい

いいですね）で借りることがで

なるべく安価（無料だとさらに

ると継続することがむずかしい。

ていますが、場所代が高額にな

な場所でこども食堂は行なわれ

なネットワークがつながってい

……。そうした地域のさまざま

営資金をカンパしてくれる方

養士の資格を持っている方、運

提供してくれる方、調理師や栄

る方、お米や野菜などの食材を

子どもたちと密につながってい

心強いと思います。そのなかで、

また、こども食堂の活動を一

っていきます。

えでとても心強いサポートにな

くと、こども食堂を運営するう

りやすい場所が見つかると最高
などの公共施設、個人の自宅や

緒にやってくれる仲間がいると

ですね。
飲食店の休業日など、さまざま

お寺や教会、あるいは公民館

ます。

﹁場所﹂と﹁ネットワーク﹂が大切です

ですが、ふつうの主婦の方が仲

上）を提供しています。
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を想定するのか

すすめします。
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幼稚園の関係者、民生委員・児

会福祉協議会、学校や保育園・

を担当している部署、地域の社

役所・役場で「子ども」
「福祉」

がいちばん詳しいと思います。

いては、やはりその地域の方々

地域の子どもたちの事情につ

国には、こども食堂の活動を行

して無駄足にはなりません。全

に知らせることになるので、決

人がいる」ことを地域の人たち

ても、
「こども食堂をやりたい

たとえ協力を得られないとし

くことになるかもしれません。

一緒にこども食堂を運営してい

「孤食」の問題を解決する力に

とんどは、
「子どもの貧困」や

こども食堂をはじめる方のほ

な答えはありません。

あります。そして、そこに簡単

めた多くの方が抱える課題でも

実はこれが、こども食堂を始

のように子どもたちに伝えるか」

「こども食堂があることを、ど

なっていただければと思います。

人にとって重要な〝居場所〟と

子どもたちだけでなく、多くの

っている方々の協力を得ながら、

そして、子どもたちに深く関わ

できる場所になっていくこと。

こども食堂が地域のなかで信頼

かなか難しいのが現状です。

てもらう場所をつくることはな

毎回︑試行錯誤の連続です

童委員さん、児童館や学童クラ
政が支援している自治体もいく

なりたいと思っています。しか

【 問合せ 】
こども食堂ネットワーク事務局
電話：03-5365-2296（平日10時～18時）
メール：info@kodomoshokudou-network.com

※メールの場合、
すぐに対応できないこともあります。

地域の人に相談してみましょう

ブのスタッフ……、そのほか子
つかあります。
「こども食堂が

し、最初からそうした問題で苦

については、自治体によって異

つくり方講座に参加したい方は…

http://kodomoshokudou-network.com/

「つくり方講座」
は不定期
（２～３ヵ月に１度）
で開催しています。
ご希望の方は、
上記のウェブサイトからお申込みをお願いします。
また、
過去に行なった講座のアーカイブ映像も見られます。

毎回、試行錯誤を重ねながら、

どもに関わるあらゆる人に相談
必要」という市民の声が、行政

しんでいる子どもたちだけに来

こども食堂をはじめるには、

なる点も多いので、地域の先輩

豊島区で４軒のこども食堂を運営する
「 豊島子どもWAKUWAKUネットワー
ク」さんが、こども食堂の立ち上げ準備
から運営のコツまで体験談を交えな
がら紹介しています。
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してみてはいかがでしょうか。
を動かす力にもなるのです。

特別な資格もいりませんし、届

こども食堂さんや保健所の方と

『子ども食堂をつくろう！
〜人がつながる地域の居場所づくり〜』
NPO 法人豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク編著
本体1400 円＋税 明石書店

そこで新たな出会いが生まれ、

け出を出す必要もありません。

相談したうえで、最善の方法を

子どもたちの安全・安心のために

しかし、こどもたちに「食べ物」

また、不測の事態に対処する

模索してください。

心には細心の注意が必要です。

ため、イベント保険やボランテ

を提供するので、その安全・安
多くのこども食堂では、事前

とも、子どもたちの安心のため

ィア保険などに加入しておくこ
食堂の規模や頻度、場所に応じ

におすすめしています。

に保健所に相談をして、こども
た届け出をしています。この点

さらに詳しく知りたい方は…

だんだんの玄関口。

店主の近藤博子さん。

文・写真／

が︑誰のために何をするかをこれ以上ない形
で明確に表わす︒こども食堂の広がりは︑こ

﹁こども食堂とは︑こどもが一人でも安心し

近藤さんの定義はこうだ︒

誤解を生んでいる︑と近藤さんは言う︒

違う︑そうじゃない︒もともとその定義が

介入すべきではない﹂

いわく﹁子どもの貧困は親の責任︒他人が

湯浅誠 （社会活動家・法政大学教授・「広がれ、こども食堂の輪！」全国ツアー実行委員）

名づけ親が言う
﹁こども食堂﹂は﹁こどもの食堂﹂ではない

とっつきやすさが売り

その名付け親が︑近藤博子さんだ︒
﹁気ま

のネーミングを抜きには語れない︒

報道によれば︑全国で３００か所以上が確

ぐれ八百屋だんだん店主﹂の肩書をもつ︑東

こども食堂が急増している︒
認されている︒しかも︑うち２８５か所はこ

京都大田区にある小さな八百屋さんだ︒

それだけ︒
﹁こども﹂に貧困家庭という限

て来られる無料または低額の食堂﹂
︒
たのが２０１２年︒それ以前にも同様の取組

大事なことは︑子どもが一人ぼっちで食事

定はついていない︒
﹁こどもだけ﹂とも言っ
その近藤さんが今︑
﹁こども食堂﹂ブーム

しなければならない孤食を防ぎ︑さまざまな

みはあったが︑こども食堂という概念は︑こ

彼女が﹁こども食堂﹂の呼び名を使い始め

の２年間の開設だというから︑ちょっとした
ブームと言ってよいだろう︒
こども食堂のメリットは︑なんといっても
その﹁とっつきやすさ﹂にある︒
る人は多い︒
﹁親の責任だ﹂と非難していれ

を歓迎しつつ︑懸念も示す︒それは﹁こども

人たちの多様な価値観に触れながら﹁だんら

ていない︒

ば子どもたちの状況が改善する︑というわけ

食堂は︑こどもの食堂ではない﹂ということ︒

ん﹂を提供することだ︒だから︑一人暮らし

こから生まれた︒

でもない︒少子化が進む中での貧困率増加は︑

どういうことか︒東急池上線・蓮沼駅にほど

高齢者の食事会に子どもが来られるようにな

広がり続ける子どもの貧困に心を痛めてい

日本の将来像にも影を落とす︒教育は大事だ

近い﹁だんだん﹂を訪ね︑話を聞いた︒

〝場〟としてのこども食堂

めの︑子ども専用食堂ではない︒

れば︑それも﹁こども食堂﹂だ︒子どものた

が︑勉強を教えられる自信はない︒何かでき
ないかと思うが︑何をすればいいのかわから

貧困家庭の子ばかり集めるところ？
近藤さんがもっとも懸念するのは﹁こども

ない︒︱︱そう思い悩む人たちに︑こども食
堂は格好のツールを提供した︒

﹁むしろ︑より積極的に︑多世代交流型にな

食堂というと︑貧困家庭の子どもたちを集め
て食事をさせるところと思われてしまう﹂こ

事をつくる元気の出ない母親や父親も﹁今日

はない︒若者もお年寄りも︑仕事で疲れて食

孤食をわびしく感じるのは︑子どもだけで

ることが望ましい﹂と近藤さんは言う︒

子どもがかわいそうじゃないか﹂

いわく﹁貧困家庭の子ばかり集めるなんて︑

んでしまった︒

と︒それが︑広がりを生む半面で︑反発も生

﹁これならできるかも！﹂

ネーミングが９割
同時に忘れてならないのが﹁こども食堂﹂
というネーミング︒
﹁こども﹂
﹁食﹂という〝必
殺アイテム〟を並べたこの簡潔なネーミング

調 理 場も ボランティアさんたち
の交流の
〝場〟
になっている。

多様で︑雑多で︑豊かな﹁こども食堂﹂

その子に何もできなかったと思う中で︑他

な〝場〟のイメージをもって﹁こども食堂﹂

もしれない︒しかし︑名付け親が︑そのよう

で過ごしている子どもがいる﹂という話を聞

イスを受けたり︑地域の子育て情報を交換し

にもいるはずのそうした子どもたちが安心し

という言葉を使い始めたことは︑覚えておい

はちょっと食べに行こうかな﹂と寄れればい

たり︑お年寄りは︑子どもと遊んであげるこ

て来られる食堂を開こうと思い立つ︒ファミ

ていい︒

く︒何かできないかと考えているうちに１年

とを通じて子どもに遊んでもらえばいい︒そ

レスでも︑子ども一人ではなかなか入りづら

い︒そして︑子どもは食事後に遊んでもらっ

それはもう︑今﹁こども食堂﹂と聞いて︑

こに障害のある子どもや大人がいてもいいし︑

い︒地域の中に子どもが一人でも行ける場所

普及する中で︑どうしても先駆者が込めた思

半が経ち︑その子は児童養護施設に入所して

外国籍の子どもや大人がいてもいい︒より多

は︑案外少ない︒家庭と学校がその〝場〟に

いというのは︑薄められていってしまうから︒

たり︑ちょっと勉強を見てもらったり︑母親

くの人たちが﹁自分の居場所﹂と感じられる

ならない子どもは︑世の中に居場所を見出し

そしてヘタをすると﹁どこか適当にマンショ

人々がふつうにイメージするものとは違うか

ようになることが理想だ︑と︒

にくい︒
︵私がかつて対談した小説家の重松

ンの一室でも借りて︑子どもを集めて食事さ

しまった︒

おそらくそれは︑壁やドアで仕切られた特

清さんが﹁子どもはしらふで生きている︒す

せれば補助金が出るんでしょ？﹂みたいな勘

や父親は人生の先輩たちから子育てのアドバ

定の空間である必然性もないだろう︒バイク

ごいよね﹂と言っていたのを思い出した︶

してる？ 学校行ってるのか？ と立ち話す

ワルガキどもが寄ってくる︒元気か？ どう

聞かないよ﹂
︒あなたが一人で来てもいい場

んと一緒じゃないの？ どうしたの？ とは

ウチは子どもが来ても﹁お父さん︑お母さ

確保しようとするうさんくさい人たちがやっ

て︑子どもをダシにして︑自らの食い扶持を

そしてそのような勘違いが﹁こども食堂っ

というのも﹁こども食堂﹂が急速に広まり︑

屋の前で︑店主がバイクの手入れをしていると︑

る中で︑いつの間にか進学相談やアルバイト

所なんだよ︒それで﹁こども食堂﹂
︒

〝場〟
︒

で大人たちが立ち話しているような︑そんな

母さんたちも合流して︑子どもたちが遊ぶ中

下校途中の子どもたちが寄ってきて︑そのお

が通りかかって話し込むことになり︑そこに

家の前の掃きそうじをしていると︑近所の人

緯と思いが盛り込まれている︒単に昔の地域

﹁こども食堂﹂という名前には︑こうした経

いる︒

迎する場なんだよ﹂というネーミングをして

て﹁この場はあなたが来ていい︑あなたを歓

に︒そしていつも︑利用する本人たちに向け

ているうちに何かを思いついた︑というよう

のニーズから出発している︒道端で立ち話し

すべてが︑１つの会話から見えてきた１つ

ではない︒もっと多様で︑雑多で︑豊かな

しかし﹁こども食堂﹂は﹁こどもの食堂﹂

かイメージがわかない︒

だろう︒
﹁みんなの家﹂では︑何をする場所

こども食堂がここまで広がることはなかった

﹁こども食堂﹂というネーミングがなければ︑

から︒

ったら︑当の子どもたちに申し訳が立たない

生み出していくから︒万が一そうなってしま

てるんでしょ﹂といった無用の偏見と反発を

違いを生み出していくから︒

相談や恋愛相談になっている︒そんな〝場〟
︒

でなく︑ちょっと留まることによって生まれ

コミュニティをなつかしむのではない︒昔に

ものだ︒
﹁こども食堂﹂の取組みを盛り立て︑

﹁こども食堂﹂の誕生

人々が交差するときに︑ただすれ違うだけ
る〝場〟が︑近藤さんのイメージだ︒

は戻れない現在という地点において︑未来へ

広げつつ︑その理念も失わずにいたい︒

（
「Yahoo!ニュース」2016年 月 日掲載記事より）

向けて新たな〝場〟を創り出していこうとい
近藤さんはあるとき︑知り合いの小学校副

う試みだ︒
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「ここのおかげで、ふだんもう１
品増やす気持ちの余裕ができた」
と話すお母さんもいるという。

この日のメニュー。差入れのアイ
スバーがついて、子ども１００円、
大人５００円。

校長から﹁給食以外は︑毎日バナナ一本だけ
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