
子どもの居場所づくりネットワーク交流会参加団体概要

学習支援 プレーパーク

食堂名（事業名）
あす食堂 おかえりこども食堂 ひよこ子ども食堂 うのっこ食堂 子ども食堂・えがお コミュニティしょくどう

こども食堂
東山つながりキッチン 子ども食堂ひだまり さいさい子ども食堂 ふれあい勉強会 プレーパーク 夏休みフリー塾 フリースクール

代表者

近藤　陽子 上平　敏子 林　正則 杉本　美緒(うのっこ食
堂運営委員会)

長崎　司（「子ども食堂・
えがお」運営委員会）

田中　昌子(ひまわり
マーケット）

原　明子 英　千恵子 佐藤　信治（さいさいこ
ども食堂さいさいサ
ポーター）

野々宮　聡大（NPO法
人青少年自立支援すた
んど）

美咲　美佐子（NPO法
人岡山市子どもセン
ター）

美咲　美佐子（NPO法
人岡山市子どもセン
ター）

山本　了輔（志塾フリー
スクールおかやま）

連絡先 ０９０－３３７６－６６１１ ０８６－２３１－２８６９ ０８０－６３１７－７５６９ ０８６－２７２－７３４９ ０９０－４１４８－８９１６ ０８６－２７０－５３３３ ０８０－３８７３－５６２６ ０８６－２６３－１０５１ ０５０－５２４１－２３０９ ０８０－１９９１－０５２８ ０８６－２４２－１８１０ ０８６－２４２－１８１０ ０８６－２３６－１８３２

事業開始年月 H28.8 H28.4 H29.4 H28.8 H28.7 H28.2 H28.4 H29.4 H28.8 H28.10 H13 H13 H27.4

実施場所

岡山市立北公民館
岡山市北区津島東1丁
目3-14

岡山市北区大供本町
714-20

岡山市北区川入16-1
林正則宅

宇野コミュニティハウス
岡山市中区原尾島1-
9-1

岡山市立東山公民館
岡山市中区平井４丁目
13-33

ちゃいる堂
岡山市中区高屋187-4
１階

東山公園集会所
岡山市中区

南公民館
岡山市南区芳泉3-2-2

特別養護老人ホーム中
野けんせいえん
岡山市東区西大寺中
野677-1

きらめきプラザ・幸町図
書館

国際児童年記念公園こ
どもの森
岡山市北区学南町3-
6-1

市内公民館、小学校、
コミュニティハウス等

岡山市北区中山下2丁
目2-55日産ビル3階

開催日時

毎月第1日曜日
11:00～15:00

毎月18日（4月のみ15
日）
18：00～19：30

毎月第2土曜日11:00～
13:00

毎月第1・第3木曜日
17：00～19：00

毎月１回 H28.8月から休止中 毎月第3金曜日
15:00～20:00

毎月第１土曜日 毎月第2土曜日 毎週火水木　18:00～
21:00

水～日（4月～9月：10：
00～17：00、10月～3
月：10：00～16：00）

夏期休暇中（10：00～
15：00を主として）

毎週　月・火・木・金10：
00～17：00

内容

みんなでご飯を作っ
て、一緒に食べることを
通して、子どもから高齢
者の方、留学生などの
つながりづくりをしてい
る

食事提供
学習支援

ごはん、みそ汁、おか
ず1品～2品、デザート
（カレーライス、そうめ
ん、チキンライスなど）

手作りの食事
宿題
お遊び

① 居場所づくり、②学
びの場づくり、③みんな
で食べる喜びの提供

子どもの貧困が深刻な
社会問題となっている。
とりわけ懸念されてい
る食への影響によって
健康に問題が出かねな
い。せめて一食でもお
腹一杯食べることが出
来るよう、特に対象を制
限せずだれでも入れる
食堂の運営

子どもを中心に地域内
外の多様な人が食を通
してつながり、困ったと
きに助けてと言える関
係をつくっていく

子ども一人でも　大人
一人でも　お年寄りも
家族連れも　だれでも
気軽に参加して、みん
なで大家族のようにわ
いわいと食卓を囲んで
交流する場所づくり

昼食の提供
あそび
宿題など　居場所づくり

塾に通えない事情があ
る子どもたちに大学生
がマンツーマン形式で
勉強を教えたり話をす
る。

禁止事項をできるだけ
なくし、やってみたいこ
とが自分の手で実現で
きる子どもが主役の遊
び場

子どもが楽しみながら
生きる力を育む体験活
動の場。地域住民とと
もに提供している。

小中高校生に対する不
登校、引きこもり支援
居場所(フリースクール)
訪問支援
通信制高校のサポート
校など

事業参加予約の要否
要 要 先着30名 要 原則予約だが当日参

加も可
不要 要 要 不要 要 不要 要 不要

利用者負担金

未就学児　無料
小学生　100円
中学生以上　300円

子ども　無料
大人　200円

15歳以下　無料
16歳以上　300円

100円 子ども　無料
大人　300円

子ども　無料
大人　300円

0～5歳　無料
小中学生　200円
16歳以上　300円

中学生以下　無料
高校生以上　300円

15歳以下　無料
16歳以上　300円

無料 なし あり 2万～2万5千円/月

参加者人数
（内運営者人数）

20人程度
(5～10人)

40人くらい
（15人）

30人
（5人）

40人
（10人）

概ね４０人程度
（２０人）

６回開催　子ども44人
大人59人
（5～7人）

約35人
（10人）

定員40人　ｽﾀｯﾌｻﾎﾟｰ
ﾀｰ35～40人
（13人）

100～120人
（20～25人）

約100人
（60人）

年間約16,000人 約5,000人 約35人(生徒・ボラン
ティア含む)
(4人)

参加者年齢層

2才～70代 4歳～ 12才以下20人、30～50
才5人、60～80才5人

利用者　7～11歳
運営者　50～79歳
ボランティア　15～75歳

概ね小学生 保育園児、幼稚園児、
小中学生、大人

1歳～80代 幼稚園から小学校高学
年くらい

0歳～80代 小中高生 乳幼児～大人 小学生 生徒：中高生　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｽﾀｯﾌ：大学生～50歳代

連携団体等

北公民館 岡山フードバンク
中山農場

宇野小学校・うのクラブ
（児童保育）・連合町内
会・コミュニティ協議会・
社会福祉協議会・民生
児童委員協議会・子ど
も会・宇野小PTA

「食べ物通信読者会」
や「ワーカーズコープ岡
山」等

町内会、婦人会、児童
委員、民生委員、小学
校、学童保育、公民館

南公民館 町内会、民生委員、公
民館、岡山中央福祉会

岡山大学ボランティア
サークルろっと

公民館、小学校、中学
校、高校、地域の子ど
もに関する団体

岡山市教育委員会、岡
山県男女共同参画青
少年課など

希望する支援

子どもの貧困問題の解
決は本来国及び行政
の役割。本腰をいれて
取り組むことを要請す
る。

ボランティアスタッフ、
食材（なまもの以外）

情報交換 情報交換など ボランティア ボランティア

（注）７月２５日現在の情報です。子ども食堂の参加、見学などの希望者は必ず事前に代表者に確認ください。「子供食堂わっふる」、「サポートセンタースウィング」さんは交流会に参加されましたが掲載を辞退されておりますので概要は省略しております。

子ども食堂 その他


