
こども明日花（あすはな）プロジェクト
～明日、子どもたちの花を咲かせよう！～
＜ボランティアによる学習支援・生活支援・居場所づくり＞

平成３１年３月１４日

内閣府

「子供の貧困対策

マッチング・フォーラムｉｎ周南」
（周南総合庁舎「さくらホール」）

ＮＰＯ法人山口せわやきネットワーク

こども明日花プロジェクト 代表 児玉頼幸

山口から始まる

子どもたちが未来に希望を持ち続けることのできる
社会を実現する



自己紹介

• 昭和58年山口県庁に就職、担当業務は生活保護ケースワーカー

その後、他業務を経て、再び、福祉へ

高齢保健福祉課、こども未来課、厚政課（生活保護ほか）

今年４月から、山口県身体障害者福祉センター所属

・平成20年5月から、ＮＰＯ法人代表

児玉頼幸 （こだま よりゆき） ５８才

美祢市（旧美祢郡美東町）出身、山口大卒

認定ＮＰＯ法人山口せわやきネットワーク

〔設立目的〕 市民参加によるまちづくりの仕組みづくり

〔業務内容〕 ※山口市から受託事業

〇山口市市民活動支援センターさぽらんて（市民活動支援）

〇ほっとさろん中市 まちのえき（高齢者健康支援）

（平成15年6月認証、認定ＮＰＯ平成30年5月認可）



親から子へ貧困が連鎖する

親が不在がちでひとりぼっち

子どもの成長や健康に悪影響

自信を失くし、将来に希望を持てない

家庭の事情や経済的理由で

教育を受ける機会に恵まれない

毎日、十分な食事を取れない



貧困の連鎖の影響

社会的損失

・生活保護受給、医療費で社会保障費負担増

・将来を担う、教育された優秀な労働力を失う

→ 本来なら健全な納税者、年金納付者

子どもの未来（可能性）を奪う

断ち切る！

子どもの貧困問題を解決する

放置すると４０兆円の損失
（日本財団推計）



平成２７年６月

山口市内の子ども・子育てに関わるＮＰＯ活動等に
携わってきたメンバーが集まり、「子どもの貧困問題」
について意見交換

＜現状認識＞＜関係者ヒアリング＞＜情報収集＞＜対策案＞

→ 行動開始には「人材」＋「活動資金」が必要

○ 地元大学等からボランティア確保
○ ファンドレイジングによる資金調達

平成28年5月発足式、7月から事業開始

こども明日花（あすはな）プロジェクト

明日、子どもたちの花（希望、夢）を咲かせよう！



≪ビジョン≫

どんな環境に生まれ育っても、子どもたちが
明日に希望を持てる社会を実現する

≪ミッション≫
・ 子どもたちが安心して過ごせる居場所と
学びの環境を提供する
・ 近所の大人が子どもたちを見守り受け止
める地域を作る



学習支援

生活支援

居場所づくり

子どもの

地域包括支援の

仕組みをつくる

全国で汎用性のある

モデルづくり

○無料学習塾＋昼食
○児童養護施設等へ学習補助ボランティア派遣

○食料品、不要家電等の提供

○高校等進学の学用品、学資等援助

○学校朝ごはん、子ども食堂（食事提供）

○家庭、学校、もう一つの居場所

○もうひとつの「実家」（継続して支援）

＜目標＞
各中学校区に拠点設置

○学童保育後も安心して過ごせる場所



「こども明日花プロジェクト」の事業内容

〇無料学習会（中学生）
土曜日午前中 ＋昼食付き
当初、市内１か所（白石）
→ ２９年２月から２か所（小郡・平川）増設（計３ヶ所）
→ 30年7月から２カ所（大内、宮野）増設、計５ヶ所

〇居場所づくり事業＜H28県委託→H29～山口市委託＞
（主にひとり親世帯の小学生）土曜日午後 ＋夕食付き
※季節の行事： りんご狩り、餅つき大会

○ひとり親世帯への支援 「シングルカフェ」開催
意見交換会、スキルアップ講座（パソコン研修など）



事業実績

Ｈ２８．７～２９．３ 回数 参加者数 学習 調理

無料学習会 ３６回 ３４２人 １５９人 ７８人

居場所づくり ３４回 ３９８人 １５７人 １２０人

児童養護施設派遣 ３２回 －
入所児童生徒

９１人 －

ボランティア人数

Ｈ２９．４～３０．３ 回数 参加者数 学習 調理

無料学習会（３カ所）
のべ１２１
回

８５１人 ４９３人 ２８６人

居場所づくり ４７回 ５８９人 ２６６人 １３９人

児童養護施設派遣 ３９回 －
入所児童生徒

５９人 －



〇「子どもの問題」啓発セミナー＜県内４か所＞
H28.11.13山口市（80人）、 H29.5.25 周南市（100人）

H29.8.27 萩市（40人）、 H30.1.21 下関市（30人）

〇子どもの貧困に取り組む仕組みづくりセミナー

・H29.2.11 「山科醍醐こどものひろば 村井琢哉氏をお迎えして」

・H29.11.12 「子どもの貧困対策全国キャラバンｉｎ山口」
主催：公益財団法人あすのば、共催：山口県 100人参加

・H30.5.12「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアーｉｎ山口」
主催：全国ツアー実行委員会 共催：山口県立大学 200人参加

〇H29 県委託事業「地域コーディネーター養成研修」
基礎（9･10月 200人）・専門（2月 130人） 県内４会場（各２回）

○H30 周南市委託事業「地域の担い手づくり養成研修」
前期（7月 130人）・後期（10・11月 130人） 周南市内４会場（各２回）

○H30 あすはなカレッジ（ヤングワーカー養成H30.9~31.1 計５回）

＜普及・啓発＞

＜研修事業＞



県内のこども食堂・居場所づくり

７市２０ヶ所 H30.11.11現在

（こども明日花プロジェクト調べ）

下関市
「生野きらきらこども食堂」
「こども食堂ジョイアスキッチン」
「新地町こども食堂１２３」

長門市
「深川ルンルン食堂」

宇部市
「ゆうやけこども食堂」
「ららら♪kitchen」
「みんにゃ食堂」 光市

「Ａｇｏｒａｃａｆｅこども食堂」

山口市
「こども食堂ベストフレンズ」
「宮野なかよしクラブ」
「みんなのふるさと食堂」
「なのはなクラブ」
「ＩＢＳクラブ」

周南市
「今宿こども食堂」
「周陽こども食堂」
「周南こどもハウス久米」
「周南こどもハウス富田」

岩国市
「とりでこども食堂（平田）」
「とりでこども食堂（愛宕）」
「老いも若きもゆうあい食堂」

地域をつなぐ､
こども食堂・地域食堂



こども食堂：
「こどもが一人でも安心して来られる

無料または低額の食堂」
• 親が家にいない → 子どもたちの孤食を防ぐ

・ひとり暮らしの高齢者増加 → 高齢者の孤食を防ぐ

「対象限定型」 → 「地域開放型」 誰でも行きやすい

子どもと親の孤立を防ぐ

地域の人と知り合う機会に

＜現在＞ 山口県内１６カ所、うち山口市内２カ所
新たに、大内(12/1）、小郡(12/9)、吉敷(2/16）を開設！
○地域が子どもと親を見守り支える「きっかけ」づくり
○誰でも「ボランティア」参加できる受け皿づくり

山口市ふるさと納税を利用したクラウドファンディング活用

（困難を抱える家庭
の子どもたち）



子どもに関わる関係者（ステークホルダー）との連携

親子ども

病院・歯科医

小中学校
担任、養護教諭

保育所

学童保育

スポーツ少年団

児童相談所

子ども会

民生委員・主任児童委員

保健所・保健師

地域交流センター

スクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）

学習ボランティア

ＮＰＯ法人

調理ボランティア

協力企業
（寄付・食料品等）

市教育委員会
市児童家庭担当課

警察

小中学校ＰＴＡ

市社会福祉事務所

（学校のプラットフォーム化）→
←（事業委託）

↑↓（情報交換・連携）

（拠点・相談員サポート）
↓

幼稚園

←（虐待
防止）

市・地区社会福祉協議会

社会福祉法人

地 域 母推・食推



ボランティアの確保、関係者との連携

社会を変える仕組み ・・・ ファンドレイジング

地域のヒト・モノ・カネを結びつける

活動資金の確保

食料品の調達・不要家電等の有効活用

※行政に頼らない、独自の資金調達
「子どもの貧困対策宣言企業」協力提携（３社）
※現在は「こどもの未来応援企業」

募金箱（50個）、寄附付き自動販売機（４台）

行政からの委託等の受け皿

内閣府「子供の未来応援基金」（日本財団・福祉医療機構）

赤い羽根共同募金、大和証券福祉財団、キリン福祉財団



こども明日花プロジェクトが目指すもの

【目的】

どんな環境にあっても、子どもたちが未来に希望を持てる社会に！

（子どもの貧困問題を解決して、日本中の子どもたちを元気にする！）

＜＜３つの事業（学習支援、生活支援、居場所づくり）＞＞

【手法】

① 社会的課題を解決する仕組み ＝ ファンドレイジング

② プロボノ活用（ファンドレイザー、ホームページ作成、広報など）

③ 行政機関、学校、地域関係者との連携（将来的には地域に移管）

【目標】

３つの事業（前述）＋資金調達のノウハウ ＝ マニュアル化

全国的に汎用性のあるモデルとして、各地への普及を図る



◎ 子どもの貧困問題の啓発を通じて、関心を高め、正しい

理解を広げる

◎ 今後の事業継続や拠点の増加、内容充実のためには、

多くの人材（専門スタッフやボランティアなど）や活動資金、

その他の御協力、御支援が必要

御寄付のお願い： 「認定NPO法人」認可(5/8)

個人・企業寄付の税制優遇適用
○ワンタイム､マンスリーサポーター ＜クレジットカード決済＞

○ 賛助会員（個人、法人）を開始予定

○ お手元の振込用紙(郵貯)をご利用ください。

こども明日花プロジェクト ホームページをご覧ください。
http://ａｓｕｈａｎａ.ｏｒｇ

お願い：学習や調理などボランティア募集、食材提供、

募金箱設置（紹介）、会場や拠点の利用・提供など


