
フードパスプロジェクトKOBE∼mögmög∼

今だからこそ

できることを

すこしでも。

地域見守り体制強化促進のための
児童家庭支援センター座談会

神戸真生塾子ども家庭支援センター
ソーシャルワーカー　平郡恵

神戸での実践とこれから



コロナ禍における活動の変遷　　　

2020.3.11

臨時休校延長

～春休み開始

2020.2.28

コロナウイルス感染拡大防

止のため、全国の小中高へ

臨時休校の要請～3/15

2020.4.6

臨時休校延長

～5/4

2020.4.14

「フードパスプロジェクトKOBE～mögmög～」

2020.4.7

全国7都市に

緊急事態宣言が発出

～5/6
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2020.4.16

緊急事態宣言

全国に拡大

2020.5.4

緊急事態宣言

延長～5月末

2020.4.10～6.30

神戸市より子育て相談ダイヤルを受託

 

2020.5~
神戸市内3センターで実施



　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、突然学校は臨時休校とな

り、子どもたちは教育の機会はもちろんのこと、給食を食べられない状

況に見舞われました。

　新型コロナウイルスの影響による失業、休業要請による収入減少、

休校による食費の増加等、子どもや子育て家庭に大きく影響が及ぶこ

とが危惧され、子どもたちや子育て家庭に対する食支援の必要性を強

く感じ、スタートさせた食支援プロジェクトです。

フードパスプロジェクトKOBE～mögmög～　とは　
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フードパスプロジェクトKOBE～mögmög～　とは　
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フードパスプロジェクトKOBE～ mögmög～   活動の経過

第1期：2020年4月　　①個別支援開始

　　　　　　　　　　　　　　　 ②子ども食堂支援開始

第2期：2020年5月　　神戸市内3センターで実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　（個別支援、子ども食堂支援、学童保育等支援）

第3期：2020年5月末　弁当支援開始（栄養を考えた食の提供）

第4期：2020年8月　    持続可能な食支援システムの構築

第5期：2020年9月　　  個別ケースと子ども食堂を繋げる

第6期：2021年4月　　  神戸市の子どもの食支援の事業化に向けた話し合いに参画

第7期：2022年1月　　  支援対象児見守り強化事業受託

　



支援形態の変遷　第１期① ＜2020年4月中旬～＞

①個別支援の開始

教育委員会SSW

フードバンク関
西

区の要保護児童
対策地域協議会

食料のご協力

神戸真生塾
子ども家庭支援センター

食料提供

支援の必要な
家庭の洗い出し

情報提供

紹介のあった
家庭

以前から関わり
のあった家庭

食支援の必要な家庭
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（スクールソーシャルワーカー）



支援形態の変遷　第１期② ＜2020年4月下旬～＞

神戸真生塾
子ども家庭支援センター

子ども食堂
さくらカフェ

フードバンク関
西

この状況を一緒に

乗り越えよう！

活動できない

状況に

子ども食堂を
利用していた

子どもたちの家庭

子ども食堂さくらカフェ

神戸真生塾
子ども家庭支援センター

× おやつを持って訪問

食料のご協力

 

 

  

②近隣子ども食堂との協働
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フードパスプロジェクトKOBE～mögmög～　とは　
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フードパスプロジェクトKOBE～ mögmög～   活動の経過

第1期：2020年4月　　①個別支援開始

　　　　　　　　　　　　　　　 ②子ども食堂支援開始

第2期：2020年5月　　神戸市内3センターで実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　（個別支援、子ども食堂支援、学童保育等支援）

第3期：2020年5月末　弁当支援開始（栄養を考えた食の提供）

第4期：2020年8月　    持続可能な食支援システムの構築

第5期：2020年9月　　  個別ケースと子ども食堂を繋げる

第6期：2021年4月　　  神戸市の子どもの食支援の事業化に向けた話し合いに参画

第7期：2022年1月　　  支援対象児見守り強化事業受託

　



支援形態の変遷　第２期  ＜2020年5月中旬～＞

個別支援

区役所・学校・保育園・スクールソー

シャルワーカー (SSW)・主任児童委員

等との連携で把握できた家庭への支

援

いただいた

助成金や寄贈

 

子ども食堂等支援

3密を避けるために、子ども食堂開催

が難しい状況下で、食料提供や弁当

配布を行っているところへの支援

学童保育等支援

非常事態宣言下において、特別保育

を受け入れている学童保育施設等

へおやつ等の支援

児童家庭支援センター

etc
.
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３センターそれぞれの強みを生かした３本柱



フードパスプロジェクトKOBE～mögmög～　とは　
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フードパスプロジェクトKOBE～ mögmög～   活動の経過

第1期：2020年4月　　①個別支援開始

　　　　　　　　　　　　　　　 ②子ども食堂支援開始

第2期：2020年5月　　神戸市内3センターで実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　（個別支援、子ども食堂支援、学童保育等支援）

第3期：2020年5月末　弁当支援開始（栄養を考えた食の提供）

第4期：2020年8月　    持続可能な食支援システムの構築

第5期：2020年9月　　  個別ケースと子ども食堂を繋げる

第6期：2021年4月　　  神戸市の子どもの食支援の事業化に向けた話し合いに参画

第7期：2022年1月　　  支援対象児見守り強化事業受託

　



支援形態の変遷　第３期  ＜2020年5月下旬～＞

神戸真生塾
子ども家庭支援センター

愛ちゃん弁当
子ども食堂
さくらカフェ

厨房 食料提供

100円弁当

紹介のあった
家庭

以前から関わり
のあった家庭

食支援の必要な家庭

100円弁当

子ども食堂を
利用していた

子どもたちの家庭

さくらカフェ弁当
　（100円で提供）

さくらカフェ弁当
　（100円で提供）
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栄養を考えた食支援の開始
街のお弁当屋さん



フードパスプロジェクトKOBE～mögmög～　とは　
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フードパスプロジェクトKOBE～ mögmög～   活動の経過

第1期：2020年4月　　①個別支援開始

　　　　　　　　　　　　　　　 ②子ども食堂支援開始

第2期：2020年5月　　神戸市内3センターで実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　（個別支援、子ども食堂支援、学童保育等支援）

第3期：2020年5月末　弁当支援開始（栄養を考えた食の提供）

第4期：2020年8月　    持続可能な食支援システムの構築

第5期：2020年9月　　  個別ケースと子ども食堂を繋げる

第6期：2021年4月　　  神戸市の子どもの食支援の事業化に向けた話し合いに参画

第7期：2022年1月　　  支援対象児見守り強化事業受託

　



支援形態の変遷　第4期　＜2020年8月～＞　

2021.4月末現在

助成金

         ・中央区赤い羽根共同募金　　     　　・子どもの食緊急支援プロジェクト　　

協力

・愛ちゃん弁当　　　　　様
・NPO法人クローバー　　  様
・NPO法人神戸こども食堂ネットワーク様　
・おかずふぁくとりー　　様
・社会福祉法人かがやき神戸なでしこの里様
・NPO法人こぐまくらぶ　  様
・お好み焼きてっぱんダイニングこいち　様
・泉台児童館　　　　　　様

寄贈

・フードバンク関西　　様       ・地域のみなさま　　　
・コープこうべ　　　　様　　・北区、西区の農家　　様
・神戸市社会福祉協議会様　　・KOBEにこスプーン　様
・中央区社会福祉協議会様　　・濱田工務店　　　   　様
・兵庫区社会福祉協議会様　　・神戸グリーンキャッチ様
・トーラク株式会社　　様
・社会福祉法人豊益会　神戸ゆたか園　様
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フードパスプロジェクトKOBE～ mögmög～   活動の経過

第1期：2020年4月　　①個別支援開始

　　　　　　　　　　　　　　　 ②子ども食堂支援開始

第2期：2020年5月　　神戸市内3センターで実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　（個別支援、子ども食堂支援、学童保育等支援）

第3期：2020年5月末　弁当支援開始（栄養を考えた食の提供）

第4期：2020年8月　    持続可能な食支援システムの構築

第5期：2020年9月　　  個別ケースと子ども食堂を繋げる

第6期：2021年4月　　  神戸市の子どもの食支援の事業化に向けた話し合いに参画

第7期：2022年1月　　  支援対象児見守り強化事業受託

　



　個別支援

必要なところに必要なだけ、
届けられただろうか・・・

２０２２. ３月末までの総計
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神戸新聞  2020年6月24日朝刊

世帯 訪問回数 食事数 弁当 おやつ

神戸真生塾 ４７世帯  ５３２回 ９０２０食 ５１８食   １８０７回

しらゆり ３１世帯 　１４６回 2１０９食　 0食 　２０３回

おるおる ３７世帯  １８７８回 ３４３６食 ４０７５食 　４５３回

3センター
のべ

１１５世帯 ２５５６回 １４５６５食 45９３食   ２４６３回

フードパスプロジェクトKOBE～ mögmög～   実績



全115世帯

新規５９世帯

既存５6世帯
（以前より支援していた世帯）

ひとり親世帯　・・・　７５世帯

生活保護世帯　・・・　３７世帯

児童相談所のケース

４２ 世帯

区要対協のケース

 ４３ 世帯

20
世
帯
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該当なし５０世帯
ハイリスク

わずか？

それとも…？

　個別支援

２０２2. ３月末現在

フードパスプロジェクトKOBE～ mögmög～   　実際



子ども食堂等支援　

２０２２.３月末現在
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実績 箇所数 回数 のべ人数

神戸真生塾 11箇所 82回 2301名

しらゆり 3箇所 8回 618名  

おるおる 6箇所 23回 1177名

のべ 20箇所 113回 4096名
(内、弁当126食)



✔地域のボランティアさんたちで家庭訪問を

　することを想定して、他センターが使われて

　いたものを参考に

✔どのような視点で子どもや家庭を見守るか

　などのノウハウを詰め込む

『こまったことはないよ』

『朝はたべてへんけど、昼はたべた』

など具体的な言葉での返事があり、子どもたちや家庭の状

況がよくわかるようになった

17

子ども食堂等支援

取り組み・実際①

チェックシートを作成
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見守り機関としての役割を担う子ども食堂

✔地域の「プロ」であるボランティアさんと一緒に訪問することで、その

　地域の歴史や実情を詳しく教えていただく機会となり、スタッフの地域理

　解に繋がった。また、不登校や気になる子どもや家庭の情報提供もあった。

✔家庭訪問によって、食堂に通う子どもたちの家庭環境や、家族構成が垣

　間見え、個別での関わりにより、親・子どもたちとのそれぞれの関係が深

　まった。

✔児家センのスタッフが一緒に訪問することで、要対協で見守っている家

　庭も含まれていることに気づき、子ども食堂が虐待防止の見守りの役割を　も果

たしていたことを知った。また、訪問を重ねる中で、子育てのしんど

　さを吐露される母親もいた。

子ども食堂等支援

取り組み・実際②



２０２０.６月末現在
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学童保育等支援

実績

２０２２.３月末現在

箇所数 訪問回数 人数

神戸真生塾 17箇所 23回 674名  

しらゆり 37箇所 55回 3,909名

おるおる 3箇所 3回 300名

のべ 57箇所 81回 4883名
(内、弁当594名）
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✔緊急事態宣言発出後、特別保育に切り替わり、保育現場や学童保育施

　設では、預かることのできる子どもたちが限られる事態に

✔コロナ禍真っ只中の生活を陰ながら支えている職種に就く親を持つこ

　どもたち。いつどこで感染するかわからない不安な中、預けざるをえ

　ないとの保護者の方も多くいらっしゃいました

✔「子どもたちを預かっている場所」は、保育園や学童保育施設に限ら

　ず、【影響を受けなかった子どもはひとりもいない】との見立てから、学童保育

の枠を超えて支援を拡げていくことに

　　放課後等児童デイサービス事業所・ファミリーホーム・ひとり親家庭支援・外国人留学生

　　支援・社会的養護出身者支援etcへのお届けも実施

学童保育に限らず、一人でも多くのこどもたちへ

学童保育等支援

取り組み・実際
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児家センの認知度をあげる工夫

　
子育て支援機関である児家センとして

・相談を求めている家庭に繋がることができる

・ボランティアさんや職員さんが子どもの相談

　をしたいときの相談先として機能することが

　できる

　✔おやつの袋に機関名や電話番号を載せる

✔電話相談のチラシを学童保育施設や子ども食堂へ



現在の食支援　　　　　　のかたち　
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３.学童保育等支援

助成金

・中央区赤い羽根共同募金 　　

・子どもの食緊急支援

　プロジェクト

寄贈

・社会福祉法人豊益会

　神戸ゆたか園　　　　様

・神戸市社会福祉協議会様

・地域のみなさま　　　　　

協力

・フードバンク関西　　　様

・コープこうべ　　　　　様

・愛ちゃん弁当　　　　　様

・NPO法人クローバー　

・NPO法人神戸こども食堂

　ネットワーク　　　　　様　

様

１.個別支援

教育委員会SSW

区の要保護児童
対策地域協議会

紹介のあった
家庭

以前から関わり
のあった家庭

食糧支援の必要な家庭

２.子ども食堂等支援

子ども食堂を
利用していた

子どもたちの家庭

子ども食堂

児童家庭支援センター

学童保育施設・放課後等児童デイサービス

事業所・ファミリーホーム

ひとり親家庭支援・外国人留学生支援・社

会的養護出身者支援etc

support

依頼

依頼

食支援

食支援

食支援

 

依頼

相談支援

相談の流れ

食の流れ

相談支援

相談支援



食支援から広がる支援の輪①

日用品等の支援

フードパスプロジェクトを進めてい
くことで、支援がの輪が広がり、
地域の方、行政、企業からも支援
の申し出が増えていった。食支援
の枠を超えて、区社協からは歳
末たすけあい募金からの日用品
の提供の申し出もあった。



食支援から広がる支援の輪②

オレンジリボンキャンペーン

2022年度はマグネットシート、ステッ

カー、割りばし、ウエットティッシュを作

成し、啓発活動を実施。また、子ども

食堂を対象とした「子どものSOSの見

つけ方」と題した講演会も開催した。　　



食支援から広がる新たな支援①

シューズパスプロジェクト

食支援の訪問をしている中で、玄関
が散らかっており、子どもたちの靴も
破れていたりしていることを目の当た
りにしてきた中で、クリスマスに靴を
贈り新年を新しい靴で迎えてもらおう
というプロジェクトをスタートさせた。
食支援などで繋がった方々から集
まった募金で2022年度は22人に靴を
プレゼントすることができる見込みで
ある。



食支援から広がる新たな支援②

居場所

▶　子どもの居場所

食支援で出会う子どもたちの中には、

不登校やゲーム依存、ヤングケア

ラー、虐待など、様々な状況におかれ

ていることも多い。それぞれに合わせ

た形での居場所を提供している。



　事例
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・経験不足による極度な偏食のある中学生

・ヤングケアラーの不登校の中学生

・子ども食堂で心配されていた父子家庭で不登校の小学生



見えてきた課題　
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どうする、
児家セン。

　・支援を真に必要としている家庭の洗い出し

　・個人情報が動きづらさに

　・支援と自立　　　　　

これらは、食支援に限った

ものではなく、日頃の子育

て支援業務においての課

題でもある



コロナ禍で得た「つながり」　
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・これまで見えていなかった（見えにくかった）、支援の必要な家庭との「つながり」

・支援をしたいという思いをもったたくさんの人たちとの「つながり」

・地域のプロである地域住民や子ども食堂のボランティアの人たちとの「つながり」



「つながり」を活かしたこれから　

　　

　　「食」を入り口に、専門性の必要な要対協ケースや児相ケースとの新たな出会いをつ
　　かみ、本来の児家センの業務である相談支援へと展開していく

　　経済的に負担の少ない方法で、緊急支援と継続的な食支援を必要に応じて機能させる　
　　仕組みを作りあげる

　　子ども食堂は子どもたちの居場所だけではなく、虐待の見守りの役割を担える社会資
　　源である。子ども食堂への支援を継続し、地域の「つながり」づくりに寄与していく
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１

２

３



　おわりに
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地域との繋がりが希薄

子ども食堂に参加 お祭りの手伝い

児家センのマンパワー不足

地域で子どもを見守る力UP↑

啓発

オレンジリボンキャンペーン

連携の必要性

教育（SSW）との繋がり強化支援が必要なケースとの出会い

子ども食堂

食以外の支援

日用品支援
シューズパス

プロジェクト

フードパスプロジェクトKOBE

課題

対策
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・個別支援で出会うケースから感じた葛藤と可能性

・支援をしたい人と支援を必要とする人を繋ぐ

・食を入り口とした相談支援の形も活かしながら、地域の力を整えていく

　ご清聴ありがとうございました。


