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コロナ禍における子どもの居場所  

―こども食堂を通して―  

The Place Called "Ibasho" for Children in the Age of Covid-19 

Pandemic：Through the Case of "Kodomo Shokudo" (Children’s 

Cafeterias) in Wakayama Prefecture 
 

岡定紀※ 1  江口怜  

※1 わかやま子ども学総合研究センター特別研究会員、おのみなとこども食堂の会理事  

 

子どもが一人でも安心して利用できる無料または低額の食堂である「こども食堂」は、

近年全国で急増し、コロナ禍においても創意工夫をこらしながら子どもや親子を支援し

ている。本論文では、和歌山市で「おのみなとこども食堂」を運営する岡と和歌山信愛大

学の江口とが共同でコロナ禍のこども食堂の取り組みを検討し、日常の居場所で築かれ

た信頼関係がコロナ禍という非常事態においても人々のつながりを持続させる重要な意

義を持っていたことを明らかにした。  

キーワード：子どもの居場所、こども食堂、コロナ禍、つながり  

 

 

1 はじめに―コロナ禍のこども食堂 

 こども食堂とは、子どもが一人でも安心して利用できる

無料または低額の食堂である。2012年に社会的に注目され

た後に急増し、2020年には全国で4960か所を数えた。こ

ども食堂は、地域づくりと子どもの貧困対策の2つの柱を

持ち、多世代交流を中核とする多様な機能を果たしながら、

地域共生の拠点として多方面から注目されている（湯浅編  

2020）。 

本稿では、和歌山市内で 2018 年に開設した「おのみな

とこども食堂」の運営に携わってきた岡が、コロナ禍にお

ける実践的模索の軌跡を記し、こども食堂に関心を寄せる

和歌山信愛大学の江口と共同でその意義を考察するもので

ある 1)。 

こども食堂に関しては、その多義的な活動形態を背景に、

食育・共食、ソーシャルワーク、地域活性化・地域コミュ

ニティ形成、子どもの貧困対策、居場所等、様々な文脈に

おいてこれまで論じられてきた（柏木 2017、白井 2018、

七星 2019、濱田 2019、松田・陣内 2019等）。中央省庁に

おいても、内閣府は「子どもの貧困」、農林水産省は「食育」、

厚生労働省は「地域共生」の観点からそれぞれこども食堂

の意義を認めてきた（阿部 2020）。緩やかなつながりの中

で食事をとる「縁食」の可能性を論じる歴史学者の藤原辰

史は、その好例としてこども食堂を挙げ、その多機能性・

「弱目的性」にこそ魅力があると指摘している（『京都新聞』

2020年12月13日）。また、こども食堂のルーツとしても、

働く親たちが共同で子育ての場を創り出した共同保育運動

（湯浅編 2020 p.10）や、貧困地域で支援を行うセツルメ

ント（阿部 2020 p.108）等が挙げられており、子育てや貧

困者支援に関連する多様な市民活動・社会活動の系譜が

様々な形で影響を与えているものと考えられる。 

本稿で取り上げるおのみなとこども食堂は、後述の通り、

既存の地域での子どもの見守り活動等を継承し、地域交流

拠点としての性格が当初から意識されていたため、幅広い

対象者にアピールしてきたところに特徴がある。こうした

こども食堂の特徴は、コロナ禍の取り組みにも影響を与え

ることになった。 
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 本稿がこども食堂の事例を通して子どもの居場所に関し

て考察する理由は2点挙げられる。第一に、こども食堂は

皆で楽しく会食することが活動のメインであるため、コロ

ナ禍の影響を最も直接に受けたためである。第二に、にも

かかわらず、コロナ禍において非常に活発に子ども支援を

継続したのがこども食堂の関係者だったことである。筆者

らは、コロナ禍においてこそ、こども食堂のような居場所

活動の意義が鮮明に見えてくるのではないかと考えている。 

 以下ではまず、和歌山県下のこども食堂の状況を概観し

た上で、おのみなとこども食堂においてコロナ前後で活動

がどのように変容していったかを述べる。それらの活動の

振り返りを踏まえて、こども食堂に見られる「居場所」の

意義について、考察する。 

（江口怜・岡定紀） 

 

2 和歌山県内のこども食堂の成り立ちと現状

―おのみなとこども食堂を中心に 

2.1 和歌山県・和歌山市のこども食堂 

 和歌山県内のこども食堂は、2015年に和歌山市楠見中で 

始めた「こ・はうす」の取り組みが最初である。その後、

年々増えていき、2018年4月には28カ所、2020年12月

には39カ所に上る（NPO法人全国こども食堂支援センタ

ー・むすびえ 2021）2)。 

 市町別の内訳は、和歌山市16、海南市 2、橋本市 5、有

田市4、御坊市2、田辺市3、新宮市2、紀の川市2、紀美

野町1、湯浅町1、すさみ町1である。 

 湯浅（2017）によるこども食堂の類型に従うと、課題の

ある子どもなどに対象を限定するケア付き食堂が 4 か所、

残りは対象に条件を設けない共生食堂である。共生食堂の

うち、参加者が 100 名を超えるような食堂は 5カ所ある。 

 なお、和歌山県は、2016年度より「和歌山県子供食堂支

援事業」を開始し、同年度末に策定した「和歌山県子供の

貧困対策推進計画」においても子どもの貧困連鎖を断ち切

るための独自施策の一つに「和歌山こども食堂支援」を挙

げている（和歌山県 2017）。こうした行政の後押しによっ

て、和歌山県内でこども食堂の開設が進んでいる。 

 和歌山市内では、和歌山市が把握するだけで 13 団体が

15 カ所でこども食堂を開催している（和歌山市 2021）。

2017年に和歌山市内のこども食堂を調査した渡邊は、その

時点で 8 団体が 12 か所で開催していることを確認し、地

理的な偏りによって子ども食堂にアクセスが難しい子ども

が存在することを指摘している（渡邊 2018 pp.253-254）。

図1で示した通り、現在でもこども食堂の開催地域には一

図1 和歌山市内のこども食堂の位置 

（出典：和歌山市 2021） 
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定の偏りが見られるものの、少しずつ空白地域が減少しつ

つある傾向が見られる。 

 

2.2 おのみなとこども食堂誕生の経緯 

 和歌山市の「おのみなとこども食堂」は、2018年4月に

地域交流を目的に開始した。月1、2回の頻度で開催し、参

加者は常時100人を超える共生食堂である。 

 開設の発案者は年配の女性であり、仕事で大変な娘の子

ども、つまり孫の世話取りも終え、もっと地域の子どもを

見守る機会を持ちたいとの思いを持っていた。この女性は

以前から児童福祉のボランティアに携わっており、ファミ

リーサポートセンターのスタッフとして、子どもの送迎や

預かりなどの経験もあり、また子どもの電話相談であるチ

ャイルドラインのボランティアにも関わってきた。その中

で電話越しでの支援の限界を感じており、普段から地域の

子どもと顔の見える関係でつながるこども食堂の活動を知

り、強い関心を持っていた。 

 一方、2016年4月の熊本地震の直後、復興支援金を募ろ

うとチャリティーバザーを開催した天理教会は、近所の高

齢者から喜ばれ、定期的に開催して欲しいとの声を受けて

いた。天理教会はそれから数か月毎にバザーを開催してい

たが、この取り組みに従事していた筆者（岡）は、自然災

害が起きた際、近所の被災者を受け入れる必要性も出てく

ると感じ、非常時の迅速な助け合いには平常時のつながり

が土台になると考えるようになった。無縁社会と呼ばれる

昨今、そのような平常時のつながりをもっと手軽に作れな

いかと考えたのだ。 

 以上の背景のもと、子どもの電話相談を通して、地域の

子どもと普段からつながることが大切だと痛感していた女

性が、こども食堂を実施する場所として教会に依頼した。 

教会も地域の繫がりの場所を提供することに賛同し、月１

回のペースなら無理なくできると快諾した。ここに「おの

みなとこども食堂」が誕生した。 

 

2.3 コロナ前までのおのみなとこども食堂の取り組み 

 地域交流が主な目的であった「おのみなとこども食堂」

は、最初からチラシ配布など広報には積極的に努め、150人

を超える時もある賑わいあるこども食堂であった。参加者

も子どもと、大人・高齢者の割合が半々であり、0 歳から

95歳まで集う多世代交流の場となっていた。場所も自治会

館や市の公共施設を無償で借りられるようになり、寄付も

食材だけでなく、物品も寄せられ、バザーを開催してその

売り上げを活動資金にするなど自立したエコシステムを構

築していた。 

 

 
図2 2020 年2 月・3 月おのみなとこども食堂のチラシ 

 

ボランティアは調理だけでなく、学習支援や、折り紙や

切り絵など、各自の長所を生かせる場を設定し、一人でも

多くの方に何らかの形で心を寄せてもらうように努めてい

た。地域の全ての人が「こども」と「食」でつながるはず

だという強い信念をもって運営していたのである。 

（岡定紀・江口怜） 

 

3 コロナ禍における模索  

3.1 一斉休校の波紋―学童保育への弁当配付を通して 

 2020 年 3 月、新型コロナウィルス感染拡大防止の為に

全国一斉臨時休校が始まった。 

 会食が主な活動である全国のこども食堂は大半が開催を

中止せざるを得なくなった。大勢で賑やかな会食を特徴と

してきた、おのみなとこども食堂も例外ではなく、真っ先

に活動を自粛することになった。 
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 しかし臨時休校が始まってから、こども食堂でつながっ

ていた家庭から、次のような悩みがあることを知る。 

 その家庭は父子家庭であり、親は仕事に行かなければな

らないので子どもを朝から学童保育に預けなければならな

いが、学童保育では給食は出ず、弁当を持参しなければな

らない。夏休みなどあらかじめ分かっている長期休暇では、

実家の母に弁当づくりを頼むことができるが、急に休校に

なり、離れて住む親に頼ることができず、自分で不得手な

弁当づくりをしなければならなくなった。 

 そこでこのような家庭だけでなく、突然の弁当づくりの

ストレスを抱える家庭が多いのではないかと考え、その負

担を少しでも軽減しようと、こども食堂として弁当を作り、

学童保育に届けることを企画した。 

それまで和歌山市の学童保育は、出前のように外部から

弁当を持ち込むことは許可していなかったが、コロナ禍に

おいて、ローソンやワタミがおにぎりや弁当を各地に支援

しており（『時事通信（デジタル版）』2020年3月11日）、

和歌山市でもローソンのおにぎりを学童保育に受け入れた

先行例があったので、こども食堂による弁当の提供も許可

された。 

 しかし、特定の子どもにだけ届けるのではなく、学童保

育利用者全員を対象にするという条件付きである。その結

果、70食を用意することになり、飲食店に支援をお願いし

て、こども食堂がおにぎり弁当を半額で買い取って届ける

ことになった。 

 当日は新聞やテレビなど取材があり、学童保育に通う子

どもの「みんなと同じ弁当が食べられて楽しかった。」とい

う声を拾った記事が掲載された（『読売新聞』『朝日新聞』

2020 年 3 月 20 日）。それらの記事は、背後にあるもう一

つの問題を示唆している。すなわち、弁当には立派なもの

を作ってくる家庭もあれば、そうでない家庭もあるという

問題である。ある母親から、「子どもの時、学童保育に通っ

ていたが弁当が質素過ぎて嫌だった」という声も聞いたが、

質素な弁当は作れないというプレッシャーが、特にシング

ルファザーにはあったと思われる。 

 これを解決する最も良い方法は給食の提供であると考え

られる。年々、夏休みなど長期休暇中の学童保育において

も給食の需要は高まっており、八王子市などは試験的に幾

つかの学区で行っているようである（『朝日新聞（デジタル

版）』2019年6月19日）。 

 また、中学校になると弁当持参になるが、中学では弁当

を外注することができる。しかし実費が掛かる為、大半は

弁当を持ってくる状況である。このような状況で、ひとり

親など条件を満たした家庭は、外注の弁当代が補助される

が、注文しているとひとり親家庭だと見られるので嫌だと

いう子どもの声を筆者（岡）は耳にしたことがある。そこ

で弁当を作ってくるのだが、ひとり親にとっては身体的、

経済的な負担につながるのである。 

 以上のような課題があることを知り、学校給食というの

は素晴らしいシステムであることを改めて知ると同時に、

学童保育や中学校など、まだまだ弁当を必要とする場面も

あることが分かり、こどもと食の問題の奥深さを感じるこ

とになった。結局、学童保育への弁当支援は、70食という

量なので毎日作ることはできず、以降は電子レンジで簡単

に調理できる手作りハンバーグを前日に届けるなど、形を

変えて続けることになった。民間のボランティアの限界を

痛感するできごとであった。 

 

3.2 コロナ禍における子どもの見守りの必要性 

 4 月以降も臨時休校が延長される中、新たな問題が生じ

た。子どもは原則、自宅待機であるが、体を動かさずにス

トレスを抱えると健康を害するということから、公園など

外に出て適度な運動をすることは、文部科学省も推奨して

いた。 

 しかし学校の校庭は開放されなかったので、公園に行く

子どもが多く、かえって密度が高い状態が生まれていた。

しかも自粛生活からストレス発散を兼ねて出て来た子ども

は危険なことをしたり、喧嘩をしたりすることもあった。

公園は無法地帯という報道もなされたが（（『J タウンネッ

ト』2020 年 4 月 18 日）、おのみなとこども食堂の近くの

公園でも同じような光景が見られた。 

 4 月中旬、一人の児童が、こども食堂に泣きながら駆け

込んできた。公園で喧嘩したとのことである。いったんは

その場を収めたが、数日後に再び同じことが起きた。公園

は子どもが多く、危険な遊びをする子もいたが、それを注

意する大人が居なかったのである。いや、正確には若いお

母さんなど居たが、注意できなかったのである。高学年の

男の子を注意するのは難しかったのか、そもそも他人の子

に干渉しないという意識があったのかは定かではないが、
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とにかく仲裁に入ることができなかったので、市の教育長

に相談し、学校の先生に公園に見まわりに来てもらうこと

になった。これはこども食堂が提案し、実現した一つので

きごとであった。 

 

3.3 こどもペイフォワード企画 

 そのような中、長引く休校のストレスを抱える子どもに

対して、ある男性から「こどもの日に何かしたってよ。」と

頼まれた。例年ならゴールデンウィークにピクニックや家

族旅行に行くだろうが、今それができない状況の子どもを

不憫に思ってのことである。大勢集めての会食ができない

今、何ができるかを考えた末に以下のような計画を立てた。 

 当時コロナで客が激減した飲食店は経営の危機に立たさ

れていた。特に小規模で持続体力がない飲食店は打撃が大

きかった。ちょうどその頃、和歌山商工会議所が、市民が

もっと地元の店で消費して地元で経済を循環させようとす

る「Buy Local運動」を提唱していた。 

 こども食堂の目指すところは、「子ども」と「食」でつな

がる地域共生社会の実現である。そこで地元の飲食店のテ

イクアウト弁当を買い取り、子どもにプレゼントすること

で、飲食店にも子どもにも喜んでもらおうということにな

った。 

具体的には学区内の飲食店のテイクアウト弁当の写真を

載せ、5月 5日の昼に無料で提供する旨を書いたチラシを

作成し、臨時登校日に配布物として配ってもらった。小学

生 500 人強のうち、200 人ほどの申込があった。各店は、

子どもにお菓子や折り紙を付けるなどのサービスを独自に

行っており、売り上げ増加より子どもを喜ばそうという思

いが見られたのは嬉しい誤算であった。 

 このような取り組みは全国的にも初めてだったので、

多くの新聞やテレビで報道された。これらの新聞報道では

「ママとパパと三人で食べるのが楽しみ」（『読売新聞』

2020年5月6日）という声や、「子どもも助かり、店も助

かって一石二鳥」（『朝日新聞』2020年5月6日）という声

が取り上げられたが、これらは保護者にどのように受け止

められたかを示唆している。テイクアウト弁当は子どもの

分をこども食堂が買い取り、大人の分は追加購入で自己負

担であったが、大人も子どもの喜びだけでなく、飲食店も

支援したいという意識があったため、多くの追加購入があ

ったのである。こども食堂が買い取った子どもの弁当購入

費が約 10 万円であったのに対し、大人が追加購入したの

は17万円に上り、計27万円が飲食店に費やされたことに

なる。これは経済の地域循環という意味でも企画が成功し

たことを示す証拠である。 

 

 

図3 こどもペイフォワード企画チラシ 

 

 そもそもこの企画は、公園でのこどもの喧嘩など、コロ

ナで子どもの見守り力が低下していることを憂う高齢者の

思いから始まった。校区内に分散する地元の飲食店が子ど

もと接する機会を作り、見守り意識の向上につながればと

の思いで実現したが、想定以上の効果があり、現在はこれ

を他の校区でも実施しようと新たなプロジェクトが継続中

である。 

学校から保護者への不審者情報のメールが多い昨今、高

齢者は子どもとの距離を掴みかねていると言える。店も苦

しい中ではあるが、子どもの為にと折り紙を付けたり、お

かずを増やしたり、安くしたりとそれぞれ対応して頂いた。

これらのことはこちらが頼んだわけではないが、自発的に

そのようにされた姿に主催者も胸が熱くなった。地域の大

人が子どもを見守り、育てるという雰囲気を作るためにも、

従来のこども食堂の活動の枠に囚われない柔軟な発想が必

要であるが、この日は地域の飲食店が、こども食堂になっ
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た一日であった。 

 

3.4 コロナ禍の食品ロスと困窮に陥る家庭への支援 

 上述の企画を立てていた4月下旬、一人のシングルマザ

ーが筆者（岡）を頼ってきた。仕事が休業になって収入が

減り、経済的に苦しいので何か食料を頂けないかというこ

とである。 

 それまでおのみなとこども食堂は、食料を配布する活動

であるフードパントリーを実施していなかったが、全国の

こども食堂でフードパントリーをしているニュースが流れ

る中、こども食堂に行けば食料の支援を受けられると思っ

て連絡してきたのである。 

 早速、米5kgなどを渡したが、周りにも困っているシン

グルマザーの友達がいることを知る。ひとり親家庭は相対

的貧困率が50％を超えるなど、貧困状態にある人が多いが、

コロナで収入が減ることで、より厳しくなっていることが

分かってきた。 

 そのような状況において、和歌山県共同募金会は、コロ

ナ禍の緊急助成を出したり、こども食堂への助成金を困窮

家庭へのフードパントリーに使えるように変更してくれた

こともあり、5 月以降は困窮家庭へのフードパントリーに

力を入れることになった。 

 さてここで、コロナで生活困窮に陥った家庭は、どこに

いて、どのようにつながれるのかという問題が出てくる。 

その頃、社会福祉協議会が緊急小口助成や、生活福祉資

金貸付制度による窓口を拡大して開設しており、連日多く

の人が頼って来ているということを知ったので、掲示板に

食料支援のチラシを貼ってもらうことになった。市役所で

も、ひとり親世帯の現況届の時期を迎える前だったので、

掲示板にチラシを貼ってもらった。これらは個人情報保護

法に抵触せず行政ができる協力の方法と言える。またポス

ト投函型の情報誌であるリビング和歌山（15万部発行）に

も、ひとり親世帯への食料支援の広告を掲載してもらった。 

 申込者は日に日に増加し、7月の時点で 100世帯に達し

た。そこで助成金で食料を購入するだけでなく、廃棄食材

を必要な家庭に届ける活動であるフードバンクに相談する

ことになったが、この時、コロナで行き場を失った食材が

相当あることが分かってきた。 

 例えば、今まで飲食店に卸していた食材は、コロナで客

が激減した為、行き場を失っていた。また長引く臨時休校

により、給食で使う予定だった食材も行き場を失っていた。

このうち牛乳は、特に6月は年間のうちで最も搾乳される

時期であり、搾乳しないと乳牛も病気になるので搾乳する

が、既存の流通ルートが閉ざされた為、どこに廻すかとい

う問題があった。そのような背景のもと、行政が買い上げ

て病院や福祉施設に廻す取り組みが見られたが、こども食

堂にも牛乳の無償提供の話が来たのである。 

 休業により収入が減り、食に困るひとり親などの家庭が

出てくる一方、行き場を失った大量の食材が、そのままで

は廃棄される状況が実際に起きていたのである。 

 そこでおのみなとこども食堂は、コロナで行き場を失っ

た食材を仕入れ、同じくコロナで困窮に陥った家庭に廻す

活動を優先的に始めた。5月、6月は毎週のように食料配布

をしていたが、ただ流れ作業的に配布するだけでなく、生

活相談にも応じた。社会福祉協議会の緊急小口助成を紹介

したり、こども食堂に集まった寄付金から現金給付をした

りして、ひとりでも多くの家庭に、物質的、精神的支援を

展開した。 

 この時に感じた課題の一つは、行政と社会福祉協議会の

連携不足である。行政は現況届に来たひとり親家庭に対し

て、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付窓口を紹介するよ

うな動きは無く、また社会福祉協議会も行政につなげて欲

しいと相談することは無かったようである。やはり普段か

らお互いどういう支援をしているのかを知ることが、緊急

時の連携に欠かせないと感じるできごとであった。 

 これは食料配布にしても同じことが言える。食品ロス削

減に取り組むフードバンクと、地域の困窮家庭を支援する

こども食堂が、普段からもっと連携をしていれば、もっと

多くの家庭を支援できただろう。 

 一連のできごとを通して、官官、官民、民民という連携

が非常時にできるかどうかは、普段からのつながりがある

か否かに左右されることが浮き彫りになったと言える。 

 

3.5 コロナ禍における居場所の意義 

 ここまで、コロナ禍においておのみなとこども食堂が展

開した実践の軌跡を記してきた。これらの実践を通して浮

かび上がってくる居場所の意義について、3 点を指摘した

い。 
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 第一に、日常的な居場所における関係性は、今回のコロ

ナ禍を始めとする非日常的な事態において、社会的に弱い

立場に置かれた人たちを支える上で重要な役割を果たすこ

とである。本稿で紹介した活動は、子どもの弁当づくりに

悩む父子家庭の父親、公園で喧嘩に巻き込まれた子ども、

食料支援を求めるシングルマザーらの声を聴いたところか

ら、何ができるかを模索する中で展開したものである。こ

うした声を聴きとることができたのは、それまでこども食

堂という居場所を通してつながりを持ち、信頼関係を築い

ていたからにほかならない。 

 第二に、第一のことにも関わるが、居場所を通して築か

れた関係性は、「困っている子どもに何かしたい」という市

民の声を現実化するためのベースになることである。こど

もペイフォワード企画は、こうした市民の声に押される形

で始まった。何かをしたいという想いや願いを多くの人が

抱いていたとしても、それを現実化することは容易ではな

い。おのみなとこども食堂がこれまで築いてきた行政、市

民、諸団体との関係があって初めて、市民の声を具体的な

取り組みへと現実化していくことが可能になったと言える

だろう。 

 第三に、物理的な場所を共有できない事態に陥ったとし

ても、具体的な人と人とのつながりさえあれば、居場所を

生み出すことができることである。電話や電子機器等を用

いたコミュニケーションを通して、これまでの関係性と同

じものではなくとも、安心できるつながりや関係性を維持

することは可能であり、そうした信頼関係こそが居場所活

動の核心にあることがコロナ禍において浮き彫りになった。

逆に言うならば、いかにこども食堂という場所を用意して

も、そこに人と人との信頼関係が構築されていなければ、

そこは「居場所」とは言えないということである。 

 ただし、第三の点に関しては留保も必要である。やはり

こども食堂の活動においては、身体と身体が触れ合う範囲

で食を共にするという経験の持つ意味は重要だからである。

新型コロナウィルスの感染者数を一定抑え込めていた和歌

山県内のこども食堂は、感染収束時期に限定してこども食

堂を開く、人数制限をしながらこども食堂を継続するなど、

様々な対応がとられていた。場を共にしなくてもなしうる

ことは何か、場を共にしなければなしえないことは何か、

これまでの経験をふり返りながら議論を深めていくことが

今後必要となるだろう。 

（岡定紀・江口怜） 

 

4 おわりに―ひたすらなるつながりを求めて 

 湯浅誠は、居場所について次のように記している。 

 

カラオケができなければ川に向かって歌う、居場所が

開けなければ弁当を配る、弁当も配れなければ文通す

る、……居場所とは「つながりつづけるためには何で

もやる」場所だ。そのことが今回のコロナ禍ではっき

りした。（湯浅 2020、p.1） 

 

 この湯浅の論稿が掲載された滋賀県社会福祉協議会の広

報誌のタイトルは「ひたすらなるつながり」である。コロ

ナ禍のこども食堂は、子どもの居場所として、また子ども

の親や子どもとつながろうとする地域の様々な人びとの居

場所として、まさにひたすらにつながろうとしてきた。本

稿が記したのは、このつながりの軌跡である。 

 コロナ禍の終わりは当面見通せず、またコロナ・ショッ

クが与えた社会的影響は長く続くことが予想される。そう

した中で、こども食堂が築いてきたつながりや信頼関係を

土台として、すべての子ども、すべての人びとが共生でき

る地域社会を今後も目指していくことが求められる。 

（江口怜・岡定紀） 

 

註 

1） 和歌山信愛大学教育学部では、「ボランティア実習」の

科目を通して 2019 年度よりおのみなとこども食堂と

連携を深めてきた経緯がある（江口 2021）。 

2） 和歌山県として 2020年 9月時点で把握していたのは

35ヵ所であり、若干増加していることがわかる（和歌

山県 2020）。 
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