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ついて。

全 国の 子 ど も 食 堂の 開 設 状 況
と比較して、本県の開設状況に

健康医療福祉部長 全国で２
２８６か所、滋賀県は か所、
小学校区数に対する子ども食堂の開設
の 割 合 で は 全 国 平 均 ・ ５ ％ に 対 し、
滋賀県は ・６％、沖縄県に次いで全
。県
国第２位です
（平成 年３月時点）
内の子ども食堂の数は１１５か所、小
学校区数に対する割合は ・６％、２
小学校区に１つ以上の子ども食堂が開
。
設されています
（平成 年２月現在）
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子ども食堂が抱える主な課題に
ついて。

健康福祉医療部長 地域の子
どもなら誰でも参加でき、安
心して過ごせる居場所づくりが進めら
れています。子どもを真ん中において、
高齢者や保護者も含め、地域の様々な
人 が つ な が る 居 場 所 に な っ て い ま す。
「子どもの笑顔はぐくみプロジェクト」
により多様な主体が参画し、支援の輪
を広げ、継続的に実施できる仕組みづ
くりを行っていることが本県の特徴だ
と考えます。

子ども食堂における滋賀県の特
徴的な成果について。

健康医療福祉部長 ボランテ
ィアグループ等の任意団体や
まちづくり協議会、自治会などの地域
団体が全体の約７割、ＮＰＯ法人や社
会福祉法人での実施も増えています
（県
社会福祉協議会調べ）
。また、地域の民
生委員や学生ボランティア、保護者や
地域の高齢者など、様々な方がスタッ
フとして関わっています。

子ども食堂の運営者の状況につ
いて。
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健康福祉医療部長 ボランテ
ィアグループ等によって運営
されているところも多く、食材の安定
的な供給や人材スタッフ、場所の確保
など、継続的安定的な運営に課題があ

ります。継続的に安定した運営を支援
するための仕組みづくりとして、県社
会福祉協議会とともに
「子どもの笑顔は
ぐくみプロジェクト」
を公私協働で推進
していきます。
子ども食堂つながりネットワー
クSHIGA（ 平 成 年 月
設立）
は、 子ども食堂の安全・安心を高
めるための行事用保険や、 運営の質を高
める研修会、 子ども食堂相互の交流会
などを行なっている。 子ども食堂つなが
りネットワークSHIGAに加盟してい
る子ども食堂が、 公共施設を利用する
際、減免や優先予約などに関して各市町
施設への協力依頼を県として要請するな
どの対応がとれないものか。

健康医療福祉部長 子ども食
堂を公共施設で開催している
市町のうち 市町で減免等の取扱い
になっていますが、一部の市町では減
免になっていません。予約については、
現状市町の取扱いについて把握できて
いません。市町と情報共有するなどし
て、子ども食堂へどのような対応が可
能なのか考えていきます。
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現在の
「子どもの笑顔はぐくみ
プロジェクト」
の状況について。
健康福祉医療部長 スポンサ
ーの登録数は、事業所が１６
（平
０か所、個人 人、合計２００者です
。支援の例として、
成 年２月 日現在）
寄附や商品券、お米の提供、店頭への
募金箱の設置等、各事業者や個人から
食材や場所の提供やボランティアでの
協力などがあります。
子ども食 堂の数に対し、 事 業
所や 人、 モノやお金の応 援 が
全く追い付いていないように思うが、「子
どもの笑顔はぐくみプロジェクト」
の今後
の取り組みはどうか。
健康医療福祉部長 包括連携
協定を締結している企業をは
じめ、様々な団体に様々な機会をとら
えて積極的に働きかけていく他、スポ
ンサー登録している企業の取り組みを
広く告知するとともに、今後さらに効
果的な取り組みができないか検討して
いきます。

も食堂などに寄贈された。 本県でも包
括的連携協定を結んでいるが、 店舗改装
時、 閉店時における在庫商品による子ど
も食堂への支援は得られないか。

健康医療福祉部長 ２月１日
セ ブ ン ー イ レ ブ ン・ ジ ャ パ
ン、県社会福祉協議会、滋賀県の３者
で商品寄贈の協定を締結し、２月 日
に商品の寄贈を受けました。今後も店
舗の改装や閉店時にあわせ、県内の子
ども食堂などで活用できると考えます。

３月よりファミリーマートが全
国 約2000店 舗 で
「ファミマ
こども食堂」
を始めるとのことで、 大い
に活用が期待できるが、これまでの県内
の子ども食堂のあり方とは一線を画す気
もする。 コンビニ各社の方針と県におけ
る子どもを真ん中においた地域づくりを
進める子ども食堂のモデルのそれぞれの
長所を最大限に活かした滋賀独自の連携
モデルを検討してみてはどうか。

健康医療福祉部長 地域の子
ども食堂には、地域の様々な
多くの人たちが関わっているという特
徴があり、コンビニには、馴染みがあ
り 時間オープンしている、常時スペー
スが確保できるというような特徴があ
ります。それぞれを踏まえながら、県
内のコンビニ等で子ども食堂が開催さ
れる際には、地域の子ども食堂と連携
できるよう、県が主体的に関わってい
きたいと考えます。現在、ファミリー
マートにも、地域の取り組みとの連携
について、働きかけをしています。

より多くの事業者がＳＤＧｓの
視点に基づき具体的に行動を起
こしていくことが、 子ども食堂だけでは
なく様々な地域課題や社会課題の解決に
つながり、 各事業者の経営も含め持続可
能な社会の実現につながるものと考える
が、ＳＤＧｓを各事業者のビジネスモデ
ルにつなげる取り組みについて。

プロジェクトの目指すところ

①子どもを真ん中においた地域づくり
②
「遊
 べる・学べる淡海子ども食堂」の安
定的・継続的な運営をサポート
③地産地消で食育・子どもの健康づくり
④虐待から子どもを守る
⑤児童養護施設等で暮らす子どもたちの
社会への架け橋づくり

“子どもの笑顔”
のスポンサー募集中！

本プロジェクト
（はぐプロ）
の趣旨に
賛同し、応援してくださる方を
「
“子
どもの笑顔”
のスポンサー」
と呼んで
います。 支援の内容は、それぞれの
できること何でもOKです！スポン
サーは、企業・事業所、団体、
個人どなたでもなることがで
き、随時募集しています。

滋賀県社会福祉協議会

子どもの笑顔はぐくみプロジェクト
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商工観光労働部長 今年度の
滋賀県産業振興ビジョンの改
定に向け、ＳＤＧｓの視点を取り入れ
た産業振興の施策の基本的方向の議論
を始め、また昨年 月には
「滋賀ＳＤＧ
ｓ×イノベーションハブ」
を産官金の連
携で開設したところです。今後もセミ
ナーやワークショップの開催、社会的
課題の発掘等を通じた案件組成に取り
組み、ビジネスモデルの創出を目指し
ていきます。

甲賀市内の子ども食堂一覧
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昨年セブン―イレブン・ジャパ
ン が 岡 山 県 およ び 県 社 会 協 議
福祉会と協定を結び、 店舗の改装や閉
店時に在庫商品を生活困窮世帯や子ど

滋賀県内100 ヶ所以上にひろがる
「遊べる・学べる
淡海子ども食堂」の継続的な運営のバックアップなど、
子どもを真ん中においた地域づくりをさらにすすめる
ための応援団をつくるプロジェクトです。

「夢の学習」
料理教室 水口（特定非営利活動法人 地域で創る土曜日 夢の学習）
（柏木地区地域福祉協議会）
かしわぎ
「わいわい食堂」
（てるてるぼうず）
子ども食堂
「てるてるぼうず」
たんぽぽ食堂（伴谷たんぽぽの会）
あやの子ども食堂（綾野自治振興会（綾野学区まちづくり協議会））
アモーレ子ども食堂（アモーレ子ども食堂）
「夢の学習」
料理教室 信楽（特定非営利活動法人 地域で創る土曜日 夢の学習）
「夢の学習」
料理教室 甲南（特定非営利活動法人 地域で創る土曜日 夢の学習）
宇川みんなのはなまる食堂（宇川みんなのはなまる食堂）
smile door（smile door）
ふか輪っ子（ふか輪っ子）
スマイル甲賀 大原っ子（大原自治振興会）
「夢の学習」
料理教室 土山（特定非営利活動法人 地域で創る土曜日 夢の学習）
「夢の学習」
料理教室 甲賀（特定非営利活動法人 地域で創る土曜日 夢の学習）
いろどり食堂（いろどり食堂）
こども食堂サボテン（こども食堂サボテン）
みんなの食堂 ひとやすみ♬ひとやすみ（みんなの食堂 ひとやすみ♬ひとやすみ）
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月定例会議 一般質問
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子ども食堂と
ＳＤＧｓについて
ＳＤＧｓが掲げる目標の一つに
「貧困
をなくそう」
があります。国内でも社会
問題化しつつある子どもの貧困は、そ
の家庭の所得が国の平均所得の半分以
下になる
「相対的貧困」で、ひとり親や
親が非正規雇用の家庭が多いようです。
統計によると子どもの７人に１人が貧
困状態にあるといわれています。
１日の食事を給食に頼る子どもを助
（東京
けようと平成 年に近藤博子さん
大田区）
が始めた子ども食堂は、今や社
会インフラになりつつあります。県で
「みんなで淡海子ども
は平成 年度から
食堂をつくろう！応援事業」
を実施し３
年間の助成を行った結果、県内各地に
１１５の子ども食堂が開設され、全国
的に見ても滋賀県の取り組みはかなり
進んでいると思います
（応援事業は 年
度で終了）
。
平成 年度からは、子ども食堂の継
続的な運営のバックアップ等をさらに
進めるため、滋賀県社会福祉協議会に
よる
「子どもの笑顔はぐくみプロジェク
ト」
がスタートしました。それぞれがで
きる形で、「子どもの笑顔スポンサー」
と
して子ども食堂の応援団になっていた
だくという取り組みです。子ども食堂
はそこに通う子どもたちだけではなく、
運営に関わる方々や地域の方との交流
の場としても機能しています。しかし、
場所が恒常的に確保できない、資金や
物資が足りないなど解決しなければな
らない問題もまだまだあります。
ＳＤＧｓでは、２０３０年までに貧
困をなくすことをゴールの１つにして
いますが、子ども食堂は貧困をなくす
根本的解決には繋がりません。しかし、
県内での子ども食堂の急激な普及から
子ども食堂に求められる役割がより多
岐にわたることは明らかです。子ども
食堂への取り組みをさらに加速し、県
民や事業者との連携による
「子どもの笑
顔はぐくみプロジェクト」
への取り組み
が確実に機能すれば、国からもＳＤＧ
ｓの取り組みとして十分評価される内
容になるのではと期待しています。県
民一人一人が自分の事としてＳＤＧｓ
の視点に基づき行動できるようになる
ことを期待しつつ、以下の質問を行い
ました。
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期４年の節目を迎え、
今期最
後の議会を無事終えることがで
きました。
今定例会議の最終日に
は行財政働き方改革特別委員会
委員長として本会議場において
委員長報告も行いました。
４年間で実現できたこともあ
りますが、
まだまだ課題は山積し
ております。

県 政レ ポ ート

２
※ＳＤ
（ 号）
をご参照ください。
 Ｇｓについては前回
15

委員長
プロフィール ■1972年 滋賀県甲賀市生まれ ■甲賀市甲賀町 在住 ■環境・農水常任委員会、
行財政・働き方改革特別委員会
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滋賀県議会議員

事務所 甲賀市水口町北脇436-1 TEL.0748-63-5340/FAX.0748-63-5341

