こどもの居場所づくり
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ごあいさつ
昨年から続くコロナ禍の中で、子ども食堂、学習支援、プレーパークなどの子供の居
場所は、地域の子育て家庭等のセーフティーネットとしての役割が増すなど、その重要
性がいっそう高まっています。
また、子供だけでなく、大人も学生も障害がある方も誰もが集えるみんなの居場所と
して、多くの役割が期待されています。
埼玉県では、これから居場所づくりに取り組む皆さんに、多くの好事例を紹介し、参
考にしていただきたいと考え、毎年、県内のさまざまな地域で行われている先進的な子
供の居場所づくりの取組を集めた「こどもの居場所づくり事例集」を作成しています。
今年度は、コロナ禍で子供の居場所活動が制限される中においても「子供たちとつな
がり続けるための活動事例」や、企業等による活動支援などの事例等、地域の状況やニー
ズに応じた多様な取組を紹介しています。
この事例集では、
「こどもの居場所づくりアドバイザー」を利用して新しい子供の居場
所を立ち上げた方も取り上げています。アドバイザーには、子供の居場所の運営者や衛
生管理の専門家など、多くの団体・個人が登録されていますので、事例をご覧になって
自分でも子供の居場所を立ち上げたい、関わってみたいと思われたら、ぜひお問い合わ
せください。
この事例集を通じて、それぞれの地域で創意工夫を凝らした、その地域ならではの子
供の居場所が生まれ、活動が継続していくことを祈っています。
結びに、本書の作成にあたり、ご協力いただきました多くの皆様に心から感謝申し上
げます。
令和４年３月
埼玉県福祉部少子政策課長

こどもの居場所づくりアドバイザー制度とは
子ども食堂などの子供の居場所づくりに取り組みたいと考えていても、どのように活
動資金や食材を集めたらよいか分からず、行動することをためらってしまう方も多くい
るのではないでしょうか。
埼玉県では、子供の居場所づくりの実践者
●アドバイザー派遣の流れ
や、食品衛生・栄養・広報・福祉制度・法律・
資金等に関する専門家をアドバイザーに任命
子供の居場所を作りたい！
学習支援
子ども食堂
し、子供の居場所づくりに取り組みたい方の
プレーパーク フードパントリー
もとに派遣することで、立ち上げ期のお悩み
事務局
①申込
解決の手助けをしています。
・Web申込
・メール
・TEL

●子供の居場所を始めたい方に、
身近な “先生役を派遣します”
・チラシやホームページづくりを学びたい
・子ども食堂の始め方がわからない
・子供の居場所の現場を見学したい
・衛生管理を学びたい
など

②ヒアリング

個人
市民
グループ
運営団体

③派遣調整
・日程調整
・担当アドバイザー選定

④訪問支援
・お悩み相談
・アドバイス
・ノウハウをレクチャー
※コロナ予防策としてオンラインによる助言も実施

⑤実地研修
・子ども食堂 ・学習支援
・プレーパーク ・フードパントリー など
子供の居場所活動に実際に参加して体験学習
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こども食堂フォーラム基調講演（抜粋）

コロナ禍における子供の現状と
子供の居場所に求められる役割
渡辺由美子さん 認定特定非営利活動法人キッズドア理事長
◆勉強の手前にある「欠けている」子供たちの日常

キッズドアは、2009 年から NPO 法人として活動しています。
経済的に厳しい子供たちの学習支援を行い、最初は週一回２時間ぐらい勉強を教えて、
高校進学を支援してきました。
始めた頃は、
「塾に行けないから勉強ができないのだろう」と思っていましたので、
「塾
の代わりに勉強を教えればいいのではないか」と活動を始めました。しかし実際には、
塾に行けない、勉強ができないという手前で、もっといろんなことが「欠けているんだ」
と感じるようになりました。
今日のテーマは、「子供の居場所」ということですが、子供が安心できる居場所をど
う作っていくかということは、すごく重要です。

◆「早寝早起き朝ごはん」が難しい家庭に目を向ける

学校と家庭だけでは育てきれないお子さんや家庭を支える場所をどう作っていくの
か、という問題への対応の一つに「子供の居場所」があると思っています。
元々経済的に厳しいご家庭は、コロナの影響で益々厳しくなっているわけですね。子
供が、本当は高校出たあとに大学へ行きたい、専門学校へ行きたいんだって言っても「う
ちはお金ないんだから、もう無理よ」「働きなさい」と言われたりする。そういう暮ら
しの中で、子供のやる気も失せてきて、勉強もやらない、だらしなくなっていく…。
家庭だけでは何ともできない、そんな状況で周りの地域の人たちや社会が、子供たち
や家庭を支えていくことが重要だなと思っています。
「早寝早起き朝ごはんをしている子は、学力が高い。だから皆さん早寝早起き朝ごは
んをしましょう」とよく言われますが、できるおうちはいいんですよ。できるおうちは、
もしかしたら子供の勉強を見てあげられるから、塾に行かせられるから子供の学力が高
いのかもしれない。
「早寝早起き朝ごはん」が難しい家庭を、どういう風に支えていくかを考えていくこ
とが必要だと思ってます。

◆学ぶ「機会」以前の「意欲」の源は？

最初の頃は、やっぱり学力が低いから勉強を教えなきゃ、と一生懸命勉強を教えてい
たんです。できるだけ長い時間勉強を教えようと。
でも、それまでも勉強が苦手で、家で勉強する場所もなかったから勉強ができないよ
うな子供たちに、２時間勉強教えるからね、ここで座ってやりなさいって言っても全く
難しいわけですよ。
「もう無理、やらない。」「できなくても、べつにいいの。」「高校行かないから、やら
なくてもいい。」と言う子がいるわけですよね。
その子たちにどう勉強を教えるか。本当に色々考えた結果、勉強とは違うことが必要
なんだと分かってきました。
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◆経済格差が招く文化的資本の不足

なぜ、お金がないおうちの子の学力が低いのか？
「塾に行けないから勉強教える」とか、「ご飯を食べられないからご飯を出す」といっ
た経済的に困っていることを足していくだけでは、上手くいきませんでした。
そこでいろいろ考えて見つけたのが、「文化的資本」の不足という問題でした。
文化的資本とは何かというと、勉強って大事だよとか、教育は必要だよとか、本を読
んだ方がいいよ、という考え方を理解できるようになる、根っことなる子供自身の体験
ですね。
子供を美術館や博物館へ連れて行くとか、旅行に連れて行くとか、そういった体験が
勉強にすごく重要だったんです。
お金がない家のお子さんって、会社って何？っていう子が結構いるんですよ。会社が
どんなことをしている所なのか、わからないんです。
文化的な体験という資本が、子供のこれまでの経験の中で足りないので、そこを足し
ていかないと、学習につながっていくやる気や気力、勉強する意欲が出てこないわけです。

◆社会的資本を担う「子供の居場所」

文化的資本に加えて、もう一つ必要なのが「社会的資本」。これは、皆さん達のことです。
いかに良い大人のネットワークが子供たちを包んでいくかということです。
ロールモデルとなるような人と、たくさん出会うことが重要なんですね。
自分が知っている大人は、パートのお仕事を 2 つも 3 つも抱えて頑張っているけれど、
子供と向き合う余裕をなくしているお母さんだけ。
そういう困窮家庭の子供たちに、いろんな大人との出会いを作ることがとても重要な
んです。
子ども食堂で出会う人々から、「この人はこんな会社で働いているんだ」「いつも仲良
くしている大学生のお姉さんは、こんなこと勉強してるんだ」とか、多様な大人のロー
ルモデルに出会って、自分はどうしようかな、自分はこれやってみようかな、と自分の
人生や将来を思い描ける資本を増やすことも、一緒にやっていく必要があるのです。
子供たちの成長をどう促すか。学習支援だけではなく、食の支援や居場所の支援、家
庭の支援、そういったことを複合的に行っていかなくてはと思っています。
フォーラムの YouTube はこちらからご覧になれます▶
URL：https://youtu.be/2OWXzUGl71o

渡辺由美子さん（認定特定非営利活動法人キッズドア理事長）
プロフィール
2007年任意団体キッズドアを立ち上げる。2009年NPO法人
化。子供への学習支援や居場所運営を行っている。内閣府 子供
の貧困対策に関する有識者会議 構成員。厚生労働省 社会保障
審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員。一般社団
法人全国子どもの貧困・教育支援団体協議会副代表理事。
著書：
『子どもの貧困〜未来へつなぐためにできること〜』（水
曜社 /2018 年 5 月）
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県内140の子ども食堂が連携
埼玉県子ども食堂ネットワーク
ご近所とつながり、県内でつながるネットワーク

子ども食堂は、子供が安心してひとりで来ることができ、地域の皆さんといっしょに美
味しいごはんが食べられる場です。
埼玉県子ども食堂ネットワークは、ご近所と助け合いながら運営されている県内の子
ども食堂の気持ちがつながり、現在約140食堂が加入する、大きなネットワークに成長し
ました。県内を14エリアに分け、ステーションとエリアキャプテンを配置し、寄付食品を
スムーズに無駄なく提供しています。各エリアでは、定期的に話し合いの機会を設け、自
分たちの地域を育てようと協力し、勉強会なども行っています。

ネットワークのいちばんの良さとは？

ネットワークの連携の良いところは、
「困っている様子が分かること」。急な困りごとで
も、子ども食堂同士で助け合うことができます。人手が足りなければ手伝いに行き、お米
が足りないと聞けば届けに行きます。隣の子ども食堂同士がつながり、またその隣へと、
助け合いの輪が広がっています。普段からつながっていると、お互いの「困った」が無理な
く解決できるのです。

コロナ禍で食から日用品へ広がった寄付

コロナ禍では、集まって食事をとることが難しく
なりました。ネットワークのみんなでアイデアを出
し合い、子ども食堂の開催が難しい期間、お弁当を
作って配付する活動を実施しました。
こうした活動を続けていくなかで、休校による給
食中止で余ってしまった食材の提供や企業からの
余剰食品など寄付をいただける機会がどんどん増
えてきました。食材だけでなく、除菌シートや生理
用品などの日用品も提供していただき、大変喜ばれ
ています。企業からの寄付に支えられて、支援
の輪が広がっています。ネットワークでは無
駄にすることなく、必要な方々へお届けして
います。

▲ナカタケトレーディング様から除菌シートの寄付

感謝の気持ち笑顔を届ける「お礼シート」
企業をはじめとする寄付者の皆様へ、提供
を受けた子ども食堂から、写真つきの「お礼
シート」を送っています。シートには、提供食
材をどう調理したか、どのようにお届けした
か、受け取った子供たちや子ども食堂の喜び
の声などを掲載しています。
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▲感謝の気持ちを込めたお礼シート

イベントで配付する牛丼弁当を提供してくださった吉野家の店舗さんに、受け取った
方々の笑顔の写真入りのお礼シートを送っ
たところ、大変喜ばれ、店先に飾ってくださ
いました。こんな風に感謝の気持ちを届ける
ことで、支援と笑顔が広がっています。

「今できることをやる」気持ちを持って

埼玉県内の子ども食堂は、コロナ禍でもお
弁当配付などで対策を取り、模索を続けてき
ました。もちろん、やむを得ず休止していた
食堂もあります。感染予防対策がどんなもの
か分かってきた今、再開する食堂も増えてき
ています。決して無理をせず、ひとりひとり
が、
「今できることをやろう」という気持ちを
持って活動しています。

▲ヤオコー様からのお米が各子ども食堂へ

直面している課題とは

食材をいただける機会は、このところ増え
ました。しかし、冷蔵庫・冷凍庫・冷凍車・倉庫
がまだ不足しています。特に冷凍車は、14エ
リアの内、4拠点にしかなく、多くの拠点が
必要としています。ご支援を求めています。
▲関東ダイエットクック様の寄付を使用したお弁当

●本間香さんの思い 埼玉県子ども食堂ネットワーク代表
ネットワークが大きくなるにつれ、他県から見学にもいらっしゃいます。まずは隣近
所を気にかけることが、ネットワークづくりの第一歩。難しく考えることはありません。
お互いを思いやる人が集まり、仲間に恵まれていることに感謝しています。
【団 体 名】埼玉県子ども食堂ネットワーク
【所 在 地】さいたま市緑区原山 3-20-9
【問 合 せ 】048-789-7340（本間）
E-mail：saitamakodomoshokudo@ai-kenchikukoubou.jp
HP：https://saitama-kodomoshokudou-network.org/
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▲HP

withコロナafterコロナ、継続し続ける思い
越ヶ谷こどもかふぇ食堂ぽらむの家
きっかけは昔のお母さん像

仕事と子育ての両立で孤独に葛藤していたとき、昔、母がお芋を大量に揚げて、近所の
子供に配っていたことを思い出しました。
「あんなふれあいが、今も地域にあったらいい
のになぁ」と懐かしく思ったことが、子ども食堂を始めるきっかけです。その後、古民家を
修繕・改装し2018年4月に「ぽらむの家」をオープンさせました。
「ぽらむ」は韓国語で「や
りがい」を意味する言葉です。ぽらむの家を利用するみんなが、
「やりがい」を見つけられ
る場所にしたいと名付けました。

開けたい時に開けられるみんなのおうち

コロナ禍の最初の緊急事態宣言で子ども食堂を閉じたとき、来ていた子供たちのこと
が気になって仕方ありませんでした。結局、お休みしたのは２週間だけ。公共施設や行政
主導の子ども食堂が閉じてしまうなかで、自主運営のぽらむの家は、感染予防対策を徹底
し、自分たちの判断で開くことができました。
給食センターから行き場のなくなった食材を大量に
いただき、みんなにシェアすると、これまで子ども食堂
を利用していなかった人もやって来ました。食材配付
のニーズを実感し、以来、お弁当の配付とともに、子供
が一人で準備して食べられる食材提供も始めました。

元気をもらえる居場所

大人はコロナとうまく付き合う術を身につけつつあ
るようですが、子供たちは、いまだに学校行事の中止や ▲サンタクロースになってプレゼントを渡す代表青山さん
活動制限などで、寂しい思いや我慢が続く不自由な日常を強いられています。そんな子供
たちみんなを、どうにか救いたい。将来、キッチンカーを買って、市内30の小学校を毎日
巡回したいと、夢を膨らませています。ぽらむの家での活動が、多くの子供たちに届くよ
う考える日々です。
●青山享美さんの思い ぽらむの家代表
何かやりたいと思ったら、考えるだけではなく、口に出して話してみましょう。言葉
にすることで、誰かに伝わり、共感が広がり、あなたの思いが形になっていくでしょう。
自分の子供を育てるように、おせっかいおじさんおばさんになって、地域みんなで子育
てできるよう、願っています。
Facebook▶
【名
称】越ヶ谷こどもかふぇ食堂ぽらむの家
【開催日時】毎週月曜日
【開催場所】ぽらむの家（越谷市越ヶ谷本町 8−3）
【利 用 料】子供：100 円（大学生まで） 大人：300 円
【申 込 み 】事前予約制
【問 合 せ 】TEL：080-6785-4551（青山） E-mail：kodomoshyokudou@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/KoshigayaKodomoCafeshokudou/
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それぞれの得意分野を活かして、楽しみながら活動
深谷はなっ子食堂
安心安全は最優先。でも支援は止めない

深谷はなっ子食堂は、花園更生保護女性会を母体として、2020年1月から活動をス
タートさせました。花園地区に子ども食堂がなかったこと、近隣の子ども食堂を見学し、
「自分たちもできるかも！」とオープンに向けて動き出しました。
しかし活動開始後、コロナの影響で会場にしていた公民館が休館になってしまい、子ど
も食堂は休止せざるを得なくなりました。
「安心安全は何よりも優先。でも子供たちを支
援したい」と、お弁当や食品の配付に切り替えて活動を続けてきました。

スタッフ全員で感想が共有できるよう、意見ポストを設置

調理担当3人と栄養士さんとで毎回のメニューを考案しているキッズ弁当には、成分表
を添付し、お母さんたちが真似して作れるよう、素材もひとつひとつ表示しています。お
弁当配付の際には、利用者にお鍋を持参してもらい、温かいスープも一緒にお渡ししてい
ます。
裏方の調理担当には、受け取られる皆さんの様子が分かりませんので、ポストを設置し
て、感想等を書いて入れてもらったら、嬉しい言葉をたくさんいただけました。親御さん
や子供たちからの温かい言葉は、活動の原動力になっています。

最初は広く、その中の一握りでも本当に必要とし
ている家庭へ

始めたばかりの頃は、本当に子ども食堂を必要とし
ている人に届いているのだろうか、という気がかりが
ありました。最近は、少しずつではありますが、子ども
食堂の存在が浸透し、必要としている人たちと繋がる
ことができるようになってきたと感じています。お母
さんが一食分ご飯を作らずに済めば、その分子供と接 ▲キッズ弁当の盛付中
する時間が長くなるはず。そんな光景を願いながら、これからも続けていきます。
●町田きみ子さんの思い 深谷はなっ子食堂代表
コロナの影響で、集まること、みんなで楽しくご飯を食べること、本来の「子供の居
場所づくり」ができていない状況ですが、多方面からご支援ご協力を頂いています。「責
任を持って続けていかなければ」と、応援してくださる皆様に、背中を押されながら歩
んでいます。
【名
称】深谷はなっ子食堂
【開催日時】毎月第 2・第 4 水曜日
【開催場所】深谷市花園公民館
【利 用 料】一食 100 円
【申 込 み 】事前予約制
【問 合 せ 】Twitter：https://twitter.com/hanakkof
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Twitter▶

出会いの場となる地域のコミュニティ
わ・和・輪の会子ども食堂
子供からお年寄りまで、地域をつなぐお弁当

わ・和・輪の会子ども食堂は、2016年7月のオープン以来、地域の子供や大人が集うコ
ミュニティの場として活動を続けてきました。
2020年の年初は、新型コロナウイルスの影響で学校が休校になり、お弁当販売に切り
替えて活動を続けてきました。昼と夜、1日20食前後を一人で作って販売していると、昼
には一人暮らしのお年寄りの利用も増えました。夜には、仕事を終えたお母さんが、子供
を連れて立ち寄られます。
コロナ禍でも、いろんな方たちがお弁当を求めて訪れて、おしゃべりを楽しんでくだ
さっています。

日々、いろんなお手伝いに支えられています

ありがたいことに、毎月お米や野菜を提供してくださる方々がいます。気持ちを大事
に、子供たちにおいしく食べてもらおうと続けています。同じメニューを作ったことは、
これまでほとんどありません。
「今日はどんなお弁当かな？」と楽しみにしてもらいたく
て、料理本を眺めながら、作る側も楽しく調理しています。
子ども食堂を続けていくうちに、
「手伝うよ」と声をかけてくれる人も現れました。ひと
りで留守番している子供へ、お弁当の配達もできるようになりました。パソコン操作やチ
ラシ作成は、ボランティアの大学生が来てくれます。周りの
支えもあって、やりたいことが次々と実現しています。

出会い、つながり、広がる「輪」

子ども食堂で知り合ったお母さん同士が、バーベキューを
したり、子供服のお下がりを分け合ったりしています。子ど
も食堂が地域の皆さんの出会いの場になり、その輪が広がっ
ていくことは、大変嬉しいことです。子供の喜ぶ笑顔を楽し
みに、今日もお弁当を作ってお待ちしています。

▲色とりどりのお弁当に心を込めて

●両角さんの思い わ・和・輪の会子ども食堂代表
何か気が付いたことがあれば、自治体に出向き、問題提起をしています。今は、「朝
ごはんを食べない子」が気になっています。自分に何かできることはないか、少しでも
地域の力になりたいという思いで、活動を続けています。
【名
称】わ・和・輪の会子ども食堂
【開催日時】月〜金 昼 11 時〜 14 時 夜 16 時 20 分〜 19 時
【開催場所】朝霞市本町 2-18-1 武蔵野サンハイツ 1F
【利 用 料】昼 200 円 夜 300 円 未就学児無料
【申 込 み 】事前予約制
【問 合 せ 】TEL：048-487-7618
Twitter：https://twitter.com/wawawa̲asaka
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なくなり次第終了
Twitter▶

専門性を生かしつつ、子供たちに寄り添う
わっか食堂
ずっと通い続けられる自分の居場所

「社会福祉士の資格を生かして、子供の貧困の連鎖という社会問題を解決したい」とい
う思いからわっか食堂を始めました。2016年の立ち上げ当初から来てくれている子が高
校生になり、今も通ってくれています。わっか食堂に決まったルールはありません。勉強
する子もいれば、ギターを弾く子、ゲームをしている子、スタッフとおしゃべりする子な
ど、思い思いに過ごしています。

コロナ禍だからこそ、やるべきこと

市内の公共施設を借りて開催していましたが、コロナ禍で利用できなくなり、去年の8
月からは、長屋のようなテラスハウスを借りて開催しています。コロナの中でも休止する
ことなく、基本的な感染対策をしながら開け続けました。スタッフの中では、コロナ禍の
今こそ開催すべきとの声が強かったからです。やり始めたことを、とにかく続けることを
大切に、来ている子供たちが安心できる居場所を作り続けています。

課題を抱える子供たちに寄り添う

わっか食堂には、福祉や教育の現場に携わってい
るスタッフがたくさんいます。そのことを聞きつけ
た民生委員や主任児童委員、学校相談員さんたちが、
わっか食堂に子供たちを連れてくるようになりまし
た。その結果、課題を抱える子供たちが集まるように
なりました。スタッフは立ち位置や心がけに注意を
払いながら、基本的には伴走するスタンスで対応し
ています。
「 いただきます。ごちそうさま。ありがと
う。」など当たり前の言葉を、子供が自ら言いたくな ▲感染対策を行いながらの食事風景
る食堂の雰囲気づくりも大切にしています。
●石川哲也さんの思い わっか食堂代表
子ども食堂は、自由であるべきです。法律に基づいた活動ではでありませんからね。
自分にとって心地良い場所が、みんなの心地良い居場所になっていく。そんな風に、自
由に子ども食堂を作ってもらいたいです。自己肯定感が低い子供が多いと言われる現代、
子供たち一人ひとりに「あなたは大切な存在だよ」と伝えることが大事だと思います。
【名
称】わっか食堂
【開催日時】毎週土曜日
【開催場所】川口市並木地区
【利 用 料】子供：無料 大人：200 円
【申 込 み 】不要
【実施団体】NPO 法人子どもの家わっか
【問 合 せ 】E-mail：ooo.wakka@gmail.com
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次世代を担う仲間として手を差し伸べたい地域の子供
ひだまり塾
「わからない」
から始まる不登校や中退

「ひだまり塾」を運営する“チームひだまり”は、小学校教員や主任児童委員を経験するな
かで、深刻な子供たちの現実に直面しました。学習の遅れから始まる、登校しぶりや不登
校、高校への進学拒否や中退といった道筋を辿る子供たちの存在です。こうした子供たち
のために学習支援を始めたいと、まず最初にコミュニティカフェをオープンしました。そ
の後２年半、力になってくれる人脈や資金作りに奔走し、2014年5月に学習支援・ひだま
り塾を開始しました。

一人ひとりに寄り添い、
意欲を引き出す

経済的理由などで塾に行けないひとり親家庭の小中高校生を対象に、
毎週土曜日に無料
で学習支援を実施しています。大学生と教員免許を持つ地域の大人が講師になり、学習進
度が異なる子供ひとりひとりに寄り添いながら、わかる
ように教える体制を、
みんなで支えています。
ひとり親家庭の多くは保護者が仕事で不在がちのた
め、
宿題などの家庭学習を見てもらえないまま、
授業がわ
からなくなって困っている子供がいます。日々の勉強を
見守り、
励ましてくれる大人の存在は、
子供の学習の意欲
を引き出す上でも有効なのです。
▲マンツーマンで子供たちの学習をサポート

子供も大人も、
心が成長していく

ひだまり塾でサポートを受けた子供は、意欲や自信を取り戻していきます。高校を無事
卒業し元気に働いている様子を報告してくたり、遊びに来てくれたりしています。塾に通
わせられず、切ない思いを抱えていた親も、子供が成長し自立していく姿に安堵の顔を見
せてくれます。
講師として４年間勉強を見てくれた大学生が卒業の際に
「最初はアルバイト感覚だった
けれど、
ひだまり塾での出会いで、
自分の進むべき道がわかった気がする」
という手紙をく
れました。
学びに来る子供だけでなく教える学生も育つ、
貴重な経験の場になっています。
●上蓑礼子さんの思い ひだまり塾代表
子供の居場所で行う学習支援の良さは、できない自分をさらけ出せること。比べたり、
馬鹿にしたり、笑ったり、誰もしません。子供だけじゃない、みんなが、その人らしく
居られる場なのです。小学生の宿題を見てあげたい、そんな気持ちがあれば困っている
子供の力になれます。次世代の仲間を一緒に育てましょう。
【名
称】ひだまり塾
【開催日時】毎週土曜日●小学生 午前 10:00 〜 11:30 ●中学生 午後 7:00 〜 9:00
【開催場所】川越市川鶴 2-11-1 コミュニティカフェ ひだまり
【申込み・問合せ】080-6593-8109（上蓑）
HP▶
HP：https://www.communitycafe-hidamari.jp/
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子供の声が、みんなの声が喜び溢れる居場所
比企聖学塾
４人に１人が貧困家庭というニュースがきっかけ

学校に通う子供たちの4人に1人が貧困家庭です。貧困家庭の子供たちは食事もままな
らず、学習意欲が湧かず授業中は寝ている子が多いとニュースで報じられました。貧困家
庭の子供たちに無料で学習支援をしようと思い立ったのが比企聖学塾の始まりです。
2016年2月に塾生募集のチラシ1000枚を地域に配ったものの、申込はゼロ。安心して
利用してもらうにはNPO法人になるのがいいと友人から助言を得ました。早速、設立総会
を開き、8月にNPO法人に認証され、11月にはNPO法人登記が完了しました。

調理及び講師ボランティアに恵み

活動拠点は東松山市市民福祉センターと比企聖学塾です。開始に当たり、比企聖学塾で
は調理衛生及び学習室に相応しく照明やトイレを改装しました。
開塾当初2年ほど、教員を目指す2名の大学生が講師を務めてくださいました。現在は調
理、講師、買物＆宅配ボランティア20名ほどで運営しています。ボランティアは老若男女
です。一人暮らしの高齢女性達は調理と食事が楽しそうです。比企聖学塾は子供たちだけ
でなく、大人の居場所にもなっています。教師を目指す学生達に
は、教室と異なる子どもの現実と出会う貴重な場です。
勉強していると、いい匂いが漂って来て、献立は何かなぁ、なん
て思いながら、もうひと頑張りする。これは、何気ない家庭の日常
です。
でも、
そんな日常を失っている子供たちが増えているのです。

無料塾から生活支援に。
継続から広がる信頼

▲無料バス旅行宿泊先玄関で

コロナ禍で休校となり、比企聖学塾も休塾としました。代わりに毎日のお弁当の提供を
始めました。取りに来るのが大変だと、毎日が週1回となり、お弁当に食料を加えた支援に
変化しました。
そうこうすると民生委員及び東松山市子育て支援課から、別々に、子育て家庭の生活支
援の要望を受けました。現在12家庭を支援しています。食料だけでなく、調理器や自転車
などの生活用品も、相談が来ればNPO法人比企聖学塾会員や多くの知人に声をかけて調
達します。献品がない場合は購入して提供します。続けることで、活動が信頼され、支援の
輪が広がっています。
●鈴木善雄さんの思い NPO 法人比企聖学塾代表理事
ろう学校に通う高校３年生がいます。筑波技術大学受験に向けて、一生懸命頑張って
います。英語と国語を手話で指導しています。世には様々な暮らし、多様な子供たちが
います。家庭と子供たちの健全な成長をこれからも比企聖学塾は支援していきます。そ
の為に、多くの皆様の支援及びボランティア登録をお願いします。
【名
称】NPO 法人比企聖学塾
【開催日時】学習塾：月木金の夜 子ども食堂：中止中 昼食他食品材提供：土曜日 生活支援：随時
【開催場所】比企聖学塾：東松山市松本町 1-10-10、東松山市市民福祉センター
【利 用 料】無料 【申 込 み 】塾生登録は必要
【問 合 せ 】TEL：090-2646-9138（鈴木）
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子供たちの「やってみたい」心に寄り添う、プレーパーク
埼玉冒険遊び場づくり連絡協議会（さぼれん）
自由に遊ぼう、プレーパーク

近年、子供たちが自由に遊べる環境が減少しつつあります。制約のある社会環境の中で
も、子供たちにはのびのびと遊んでほしい。埼玉冒険遊び場づくり連絡協議会（さぼれん）
に加入している県内のプレーパークでは、地域の大人が見守る中、子供自身がやりたいこ
とを選んで行動できる環境づくりに取り組んでいます。

居場所としてのプレーパーク

様々な事情で学校に行けないけれど、プレーパークになら来られる、という子が少なか
らずいます。
異年齢で遊び、
自然と生まれる子供同士の関係もあります。
外から見ているだ
けだった中学生・高校生の子が、幼い子供に慕われ、面倒を見るようになったりします。思
いを否定せず、
受け入れてくれる場は、
子供たちにとって貴重な居場所となっています。

プレーパークが連携して、アイデアが生まれる

さぼれんは、県内20箇所以上のプレーパークが協
力し合い運営しています。個性の違った団体がアイ
デアを出し合い、研修の場を設けることで、課題解決
に取り組んでいます。
子供の居場所を増やしたいという思いから、手軽
に遊び場づくりを始められるキット「あそむーぶ」を
作製しました。スーツケースに様々な材料や遊び
グッズが詰め込まれているので、屋外の小さなス
ペースでも遊び場を作れます。

▲あそむーぶでどんな場所も遊び場に変身

子供を見守る専門家「プレーリーダー」

プレーリーダーは、
子供たちの遊びを見守り、
必要に応じて手助けをする役割をしていま
す。子供たちのありのままの姿を受け止め、心に寄り添います。さぼれんでは、プレーリー
ダーの育成や、
社会的認知を得るための活動、
研修プログラム作りなども進めています。

●佐藤美和さんの思い 埼玉県冒険遊び場づくり連絡協議会代表
きちんとしなければならない場所では、自分の気持ちを言えずに、苦しい思いをして
いる子もいます。悩んでいた親御さんから「この場があって良かった」と言葉をかけら
れることもあります。プレーパークで夢中で遊び、他の子と関わり、元気になっていく
子供たちの姿は、私たちのいちばんの喜びです。
【名
称】埼玉県冒険遊び場づくり連絡協議会
【問 合 せ 】TEL：090-7179-5436（佐藤）
E-mail：saboren2007@gmail.com
HP：https://saboren.jimdosite.com/
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HP▶

赤ちゃんから大人まで、みんなでつくるプレーパーク
NPO法人越谷にプレーパークをつくる会
子供たちの「やりたい」を尊重する大人の力

「越谷プレーパークをつくる会」は越谷市と協働で市内2か所の公園でプレーパークを
実施しています。
プレーパークには、遊びの専門家「プレーリーダー」がおり、木登り、水遊び、泥んこ遊
び、木工や火を使用した遊びなど、子供のやりたい気持ちに寄り添い活動しています。大
人にとっては「あぶない」
「きたない」
「うるさい」
（AKU）と思えることをちょっと我慢して
見守る、禁止事項のない遊び場です。

遊びを通して笑顔になれる、みんなの居場所

興味関心を源に、自らの頭で考え、行動し、みんな
と遊びを作り楽しむ経験は、子供の生きる力を育て
ます。自然や身の回りの素材を利用して、創造的で、
個性豊かな遊びが展開されています。
プレーパークには多様な大人が集います。１年か
けてみんなでロープを編んで大きなハンモックを
作ったり‥‥、地域に根づいたプレーパークだから
こそのダイナミックな遊びや関係性が生まれます。
家庭に課題があったり、校外に居場所を求めてい
る子供たちも、ここでは笑顔を見せてくれます。

▲皆でつくったハンモックで遊ぶ子供たち

親子で成長。参加者から支える仲間に

乳幼児親子に外遊びの魅力を伝え、交流の場をつくる遊び場「ちびころ」を開催してい
ます。
「ちびころ」ではお母さんたちが主体となり運営を行い、ブログの記事を交代で書く
など活躍。活動を通して親として成長しプレーパークを支える頼もしい仲間にもなって
くれています。
●渕野彩子さんの思い NPO 法人越谷にプレーパークをつくる会代表
子供たちの遊び環境が制限される社会にあって、のびのび過ごせるプレーパークは大
きな力を持っています。居場所を求める子供たちが、いつでも来られるプレーパークを
つくりたい。常設のプレーパーク開設実現に向けて、仲間を増やしていきたいです。
【名
称】NPO 法人 越谷にプレーパークをつくる会
HP▶
【開催場所】※2022年4月より越谷市内の公園整備が始まるため、開催場
所が変更になる場合があります。必ずホームページをご
確認の上、ご参加ください。
【申 込 み 】予約不要
【問 合 せ 】TEL：090-7411-4693（渕野）
E-mail：koshigaya.asobo@gmail.com
HP：https://koshigaya-playpark.jimdofree.com/
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支援を必要とする家庭とつながるために
NPO法人 埼玉フードパントリーネットワーク
食品配付で子育て世帯を支援

埼玉フードパントリーネットワークでは、ひとり親家庭や子育て中の生活困窮世帯を
対象に、食品を配付する支援を行っています。コロナ禍で困窮する家庭はますます増え、
状況が深刻化している家庭も少なくありません。
配付する食品は、フードバンクや企業からの寄贈品がほとんどです。県内全域へ安全か
つスピーディーに食品を届けるため、８つの中間拠点を設置・運営し、その地域で配付す
る食品をまとめて保管しています。フードパントリーの利用者は年々増加傾向にあり、ひ
とつの中間拠点で1,000世帯もの家庭を受け持っているところもあります。2021年11
月現在、57団体がネットワークに加盟して活動を支えています。

地産地消のパントリーを目指して

近年、SDGsや地域貢献に取り組む企業が増えてきました。余剰品や外箱に傷があるも
のなど、ちょっとした理由で企業が廃棄していた食品がこれまで多くありましたが、食べ
られるものを捨てずにフードパントリーで利用することで、食品ロスの削減にも貢献で
きます。
地産地消での食糧確保も、私たちは重視
しています。近くで支援を得られれば、輸送
距離が短くて済み、様々な負担を減らすこ
とができます。地域の子供を地域の生産者
が支えることで、持続可能な支援・顔の見え
る支援へとつなげていくことも目指してい
ます。

増えてきた寄贈品・増やしたい倉庫

▲越谷市場をお借りして開催

せっかくの寄贈品も、荷受けする場所
や設備が整っていなければ、受け取るこ
とができません。冷凍食品を扱う場合、配
付会場に冷凍庫は不可欠です。企業から
の大量一括の寄贈は、大きな倉庫がなけ
れば受け取ることができません。
そんな状況を理解し、倉庫の提供や配
送の協力をしてくださる企業も現れ、大
きな支えとなっています。しかし、県全域
で見ると、倉庫も輸送手段もまだまだ不
▲JA ふかやの倉庫提供と高脇基礎工事の配送支援
足しており、大きな課題となっています。
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利用者のSOSをキャッチする

フードパントリーの魅力のひとつに、利用者さんと一対一でのコミュニケーションが
あります。一家庭ごとに食料品をお渡しして、他愛もない会話をすることが信頼関係につ
ながります。
「食品はいくらあっても足りないので本当に助かる」
「お菓子はぜいたく品だからふだ
んは買えず、パントリーでもらえるのを子供が楽しみにしている」など、喜びの声も多く
寄せられます。会話の回数を重ねていくと、利用者さんと少しずつ打ち解けることがで
き、やがて、ひとり親の悩み、経済的な事情など、打ち明けてくれるようになります。
困難な状況が深刻化し、殻に閉じこもるような状態が続くと、訪問して会うことも難し
くなってしまいます。そうなってしまう前に、食品を自ら取りに来られる時期に、つなが
ることが大切です。何気なく見える関係が、実は大切なセーフティネット。SOSのサイン
を見逃さず、必要な支援や専門機関につなげることができるのです。

始めようフードパントリー

県内63市町村のうち、フードパントリーがある
のは30市町村です。すべての困窮家庭をカバーす
るには、まだまだ数が足りていません。ネットワー
クでは、始めたい方のために、手引きとなるスター
トブックを作成し、アドバイスも行っています。
フードパントリーは、始めたい人が、できる範囲で
行える地域活動です。困窮家庭の孤立化を防ぎ、地
域で子供を育てる社会を目指していきます。
▲利用者さんと対話しながら

●草場澄江さんの思い 埼玉フードパントリーネットワーク代表
自分の食事を減らしてでも、子供に何とか食べさせている家庭がたくさんあります。
食品を渡して話を聞くと、気持ちが軽くなったと笑顔を見せてくれます。フードパント
リーは対象世帯と直接つながることができる、奇跡のような活動です。この活動がもっ
と周知され、広がっていくことを願っています。
【名
称】NPO 法人 埼玉フードパントリーネットワーク
【所 在 地】越谷市千間台西 5-1-1 プラネせんげん台 306
【問 合 せ 】TEL＆FAX：048-978-5774（草場）
E-mail：saitama.pantry.network@gmail.com
HP：http://saitama-fpn.main.jp/
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HP▶

対面で渡すことで反応が見られてやりがいを感じるフードパントリー
みんなのいえ
始まりは青年会議所の３カ年プロジェクト

「みんなのいえ子ども食堂」は、2017年に、久喜市青年会議所の事業としてオープンし
ました。事業期間が終了するころに、子供やボランティアさんから継続を願う声が出さ
れ、
「一般社団法人みんなのいえ」を発足し、継続することになりました。しかし、コロナに
よって子ども食堂は休止状態。そんな最中に子ども食堂連絡会に参加し、フードパント
リーに取り組んでいる団体の話に感銘を受け、2020年9月からフードパントリーの取組
みを始めました。

支援者の方への感謝の気持ちを伝える
「みんなのいえ通信」
日頃の活動を知ってもらうために、活動報告や寄付情報を掲
載した「みんなのいえ通信」を毎月発行し、寄付や支援をしてく
ださっている方、市役所などに届けています。寄付品をどう活
用しているのか、どう配っているのか、寄付していただいた品
物が必要とする人たちに届けられ、笑顔と感謝が循環している
ことを伝えています。

お父さん、
お母さんにも誕生日プレゼントを

フードパントリーを始めた当初は、12世帯ほどでした
が、現在は約30世帯に配付しています。挨拶程度だった
人も、お互い顔見知りになり、世間話もできるようになり
ました。利用者さんに嬉しい言葉をかけてもらえたり、子
供からお手紙をもらうこともあります。お父さん、お母さ
んの誕生月には、ささやかなプレゼントも一緒に渡して
います。利用者さんに直接手渡しできるフードパント
リーだからこそできる取組みです。

▲みんなのいえ通信

▲フードパントリーの様子

●町田大樹さんの思い みんなのいえ代表
子ども食堂やフードパントリーの活動を通して、感謝の気持ちを色々な方に伝えるこ
とができるようになりました。これから子供の居場所を始めよう、困っている人達を支
援したい、と考えている人は、まずはその人たちのことを考えるだけでもいいと思いま
す。自分の出来る範囲で、少しずつ活動してみてください。
【名
称】みんなのいえフードパントリー
【開催日時】毎月第 2 火曜日
【開催場所】久喜市上内 886（旧鷲宮第二保育園）
【申 込 み 】事前予約制
【実施団体】一般社団法人みんなのいえ
【問 合 せ 】E-mail：minnanoie0731@gmail.com
HP：https://minna-no-ie.com/food/
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HP▶

社会福祉士によるフードパントリー
ほっとポット
きっかけは、県営住宅集会所活用の呼びかけ

NPO法人ほっとポットは、貧困問題の根絶を目的として、社会福祉士が集まり、さいた
ま市岩槻区を拠点にホームレス支援を中心に活動しています。2006年から様々な活動を
するなかで、地域に開かれた活動をしたいと考え始めていたところ、県営住宅の集会所を
活用してフードパントリーを行う団体を県住宅課が募集していると知り、“社会福祉士に
よるフードパントリー”を始めました。

社会福祉士の国家資格を持ったスタッフが対応

集会所を活用したフードパントリーは、2021年6
月から2ヶ月に1回開催しています。第1回目は10世
帯、第2回目は20世帯、第3回目は30世帯と、利用者は
少しずつ増えています。社会福祉士の資格を持つス
タッフと資格取得を目指している実習生にも手伝って
もらいながら、食材を受け取りに来た方、一人ひとりに
声をかけながら手渡しています。
▲12 月ほっとサロン実施風景

食材提供プラスαの活動を目指して

ほっとポットのフードパントリーは、食材の提供と
ともに社会福祉士に相談できる場でもあります。まだ
始めたばかりなので、利用者さんとの信頼関係を築く
時期ですが、子供のこと、暮らしのこと、お金のこと…。
とにかくなんでも相談してもらえるような雰囲気づく
りを大切にしています。この活動をきっかけに、ほっと
ポットを多くの方に知ってもらって、食支援だけでな
く、相談もできる、楽しいレクレーション活動も提供で
きるといいな、と考えています。
▲NPO 法人ほっとポットの事務所
●吉高湧さんの思い NPO 法人ほっとポット副代表理事
子育て中のご家庭をはじめ、フードパントリーの支援を必要としている方々が、地域
に大勢いらっしゃいます。力になりたいと思われたら、必要性に気づかれたら、近くの
フードパントリー活動を覗いてみてください。協力や支援の仕方はいろいろあります。
支援の輪を広げていきましょう。
HP▶
【名
称】ほっとサロンフードパントリー
【開催日時】2 ヶ月に 1 回
【開催場所】さいたま市岩槻区諏訪 3-3
岩槻諏訪山下住宅第五集会所（新棟）
岩槻諏訪山下住宅第三集会所（旧棟）※詳細についてはお問い合わせください
【申 込 み 】事前予約制【実施団体】NPO 法人ほっとポット
【問 合 せ 】TEL：048-793-5160 HP：http://npo-hotpot.sakura.ne.jp/index.html
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自社の技術を生かした支援を！
（株）システムインテグレータ
（株）システムインテグレータは、イベント開催時のスポン
サー支援金の一部を活用し、子ども食堂のホームページを作成
しました。
きっかけは、金銭の寄付をしようとインターネットで子ども食
堂を探していたところ、子ども食堂の多くが、ホームページはあっ
ても情報更新されていなかったり、そもそもホームページがない
という現状に気が付いたことでした。寄付やボランティアをした
いと思っている側から見た時に、現在も活動しているのか、どのよ
うな活動をしているのかを知るためのホームページが必要なので
はと考え、IT企業としての強みを生かし、ホームページを作成する
という技術で支援することに。子ども食堂の運営団体を思い、操作
がしやすく、スマートフォンからも更新できることを意識して、作
成しました。
作成ホームページ例▶
【企業概要】株式会社システムインテグレータ 本社：さいたま市
業務内容：ソフトウェアおよびクラウドサービスの企画開発
従業員：231 名

身近な自動販売機で気軽に寄付を！
ダイドードリンコ（株）
ダイドードリンコ（株）は、
「こども食堂応援自販機」の売上の
一部を、県社協の「こども食堂応援基金」に寄付しています。
令和３年４月には、
「埼玉県、ダイドードリンコ株式会社及び
埼玉県社会福祉協議会との子ども食堂等子供の居場所を支援
するための協働に関する協定」を締結するなど、子供の貧困問
題の解決に向けた啓発活動やこども食堂応援基金の周知拡大
も行っています。
この自販機は、現在県内15か所に設置しています。身近にあ
る自販機で日常的に寄付ができるようになることで、社会貢献
への参加意識の高まりも期待できます。
こども食堂応援自販機▶

【企業概要】
ダイドードリンコ株式会社
業務内容：飲料等の販売
従業員数：780 名

本社：大阪府大阪市
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子ども食堂に良質なたんぱく質を！
日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）
日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）は、2020年9月から定期的に、埼玉県子ども
食堂ネットワークを通じて、県内の子ども食堂へチキンを提供しています。
店舗でひとつひとつ手づくりするケンタッキーのチキンは、いつでもお客さまにおい
しく提供できるよう調理しておくため、閉店時にはどうしても“まだ食べられるおいしい
チキン”が残ってしまうことがあります。
「捨ててしまうのはもったいない、食品ロスの観
点からもどうにかしたい」と考え、店舗で冷凍・保管し、子ども
食堂へ食材として提供する仕組みを構築しました。
子ども食堂では、一度ほぐしてから骨を取り除き、加熱調理
するなど、安全面にも配慮したルールを守りながら、チキンを
食材として利用しています。現在、県内100か所以上の子ども
食堂でケンタッキーのチキンが利用され、子供たちのお腹を
満たしています。
チキンの調理風景▶
【企業概要】日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
業務内容：フライドチキン等の販売（小売業）
店舗数：1,138 店舗（埼玉県内 68 店舗）
従業員：862 名

本社：神奈川県横浜市
※2021 年３月末時点

ボートレース×子供の居場所！
「TUGBOAT PROJECT」
「TUGBOAT PROJECT（タグボートプロジェクト）」は、2020年9月に、女子ボートレー
サーの前田紗希選手が立ち上げたチャリティープロジェクトです。
ボートレースで活躍す
る女子選手たちがバトンを繋ぐ形で、
自身のオリジナルTシャツをデザイン販売し、
得た利
益を、
子供たちを支える団体や施設などへ全て寄付しています。
前田紗希選手は、
コロナ禍で多くの子育て家庭が生活苦に陥っていると知り、
自分にも何
かできることはないかと考え、
ご飯を食べること、
子供が好
きなことなどから、
子供の居場所へ支援することを決意。
こ
れまで、
4 回の販売を行い、
合わせて約67万円を6つの子ど
も食堂団体に寄付しています。
（2021 年11月時点）
その他にも、子ども食堂やフードパントリーなどにボラ
ンティアとして参加したり、子供の居場所の実情を知って
もらうために、
SNS から情報発信なども行っています。
▲フードパントリー参加の様子
【前田紗希選手について】
さいたま市出身。第115期、登録番号4845。ボートレーサーの父親の背中を追いかけるよ
うに、2014年11月23日に戸田ボートレース場でデビューを果たす。アグレッシブなター
ンでファンの人気を集めている。父・光昭さんも、同じ埼玉支部所属のG1優勝歴を持つ
ボートレーサー。自身もトップレーサーの証であるＡ級昇格に向けて奮闘中。
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外国人の子供の居場所
ふじみの国際交流センター（FICEC）
異文化での子供の育ちを、
温かく支える

FICEC子どもクラブは、外国人労働者として働く親を持つ外国籍の子供たちを支援して
います。言葉や生活習慣・学校制度が全く異なる日本にやって来て、不安な気持ちで学校
に行く外国籍の子供たちを、生活と学習の両面から支援。温かく迎え入れ、信頼関係を築
ける環境作りを大切にしています。

言葉の壁を乗り越える高校受験に、
もっと支援を

毎週15〜16人の様々な国の子供たちが、日本語の勉強をしたり、学校の宿題を教えて
もらいながら、FICECで過ごしています。学校で友達ができた子供は、いきいきと学校生活
を送れます。
外国籍の子供の高校受験には大きな壁があります。合格できなければ、勉強をしたくて
も進路が断たれてしまいます。受験の壁をどう乗り越えるか、勉強する場をどう提供して
いけるかが課題となっています。

県内外国籍人口は20万人。
高まる食支援のニーズ

FICECでは、去年10月から外国人の方への食料支援
を目的としたフードバンクの活動も始めました。生活相
談に来る方や勉強をしに来る子供たちを中心に、昨年は
延べ600人ほどの利用がありました。埼玉県には約20
万人の外国籍の方がいます。今後は、多言語のフードバ
ンクガイドを活用しながら、外国籍の方に利用してもら
える取組みを広げていきます。
▲学習の後みんなと遊ぶのが楽しみ

●山畑さんの思い 子どもクラブ担当
不安な気持ちで来日した子供たちが、歓迎されている、ここにいても良いんだ、と思
える環境やつながりを作っていきたいです。
●永田さんの思い フードバンク担当
「もったいないから、ありがとうへ」を合言葉に、外国籍の方も含めて支援を広げて
いきたいです。
Are you having any diﬃculties with daily living, school learning or food deﬁciency ？
Please contact Fujimino International Cultural Exchange Centerimmediately.
Letʼ s solve it together with us!

【名
称】ふじみの国際交流センター（FICEC）
【開催日時】●子どもクラブ：毎週土曜日 ●フードバンク：月〜金・土
【開催場所】ふじみ野市上福岡 5-4-25
HP▶
【利 用 料】無料
【申 込 み 】不要
【実施団体】NPO 法人ふじみの国際交流センター
【問 合 せ 】TEL：049-256-4290 HP:https://www.ﬁcec.jp/
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こども応援ネットワーク埼玉
貧困の連鎖の解消に向け、県が発起人とともに共同で立ち上げた、社会貢献活動などを
行う個人や団体、企業のネットワークです。
会員の得意分野を生かし、自分たちでできることを自分たちで考えて実行することに
よって、すべての子供たちがチャンスと希望を持って素敵な大人になれるような社会を目
指します。
埼玉県内で下記の①〜⑩の社会貢献活動を１つ以上実施する団体、個人ならどなたでも
無料で会員になれます。
登録はポータルサイトから行うことができます。
①金銭の寄付 ②子ども食堂等の子供の居場所づくり ③食材・物資提供、サービス
の提供 ④体験活動の提供 ⑤学習支援 ⑥ボランティア活動 ⑦親子への支援（暮
らし全般の援助） ⑧場所の提供・フードドライブＢＯＸの設置
⑨広報・啓発活動 ⑩その他の社会貢献活動・公益活動
★ポータルサイト（https://kodomoouen.pref.saitama.lg.jp/)

●埼玉県が応援すること
①マッチング
支援をしたいと考える企業や個人と支援を受けたいと考える団体とのマッチングをします。
②情報発信
会員の社会貢献活動などを Facebook から発信します。
★Facebook （https://www.facebook.com/kodomoouen.saitama/)
③有益な情報をお届け
セミナーやイベントの案内など、会員にとって有益な情報をメールでお届けします。

Facebookで最新情報を提供しています
埼玉県民だけでなく全国の子供の貧困問題に取り組む多くの
関係者がフォローする「こども応援ネットワーク埼玉」の
Facebook。有益な最新情報を日々発信していますので、ぜ
ひ「いいね」ボタンを押してフォローしてください。タイム
リーな情報をお見逃しなく。
上記URLまたはQRコードからご覧になれます▶
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子供の居場所づくり推進事業

こどもの居場所づくり 事例集

埼玉県のマスコット
コバトン さいたまっち

●発行者・問合せ●
埼玉県福祉部少子政策課 こどもの未来応援担当

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1
TEL:048-830-3348 FAX:048-830-4784 Email:kodomoouen@pref.saitama.lg.jp

●発行日●

令和４年 3 月

事業受託者
特定非営利活動法人 新座子育てネットワーク

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢 1-4-5 2 階
TEL:048-482-5732 FAX: 048-482-5731 Email:saiibasho@ccn.niiza-ksdt.com

