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背景：貧困とは…
相対的貧困
• 当該国・地域の⽔準の中で⽐較し

て⼤多数よりも貧しい状態を指す。
• 世帯主年齢別では⾼齢者が多い。
• 世帯累型別では、単⾝世帯および

⼀⼈親世帯が多い。
• 国⺠⽣活基礎調査では、郡部・町

村居住者が多い

絶対的貧困
• 国・地域の⽣活レベルとは無関係に

⽣きる上で必要最低限の⽣活⽔準が
満たされていない状態を指す。
• ⾐⾷住などの最低限必要な⽣活物資

を購⼊できる所得または⽀出⽔準に
達していないこと
…⼀般的「貧困」のイメージ

• 貧困線とは、世帯の可処分所得（収⼊から税⾦・社会保険料等を除いた⼿取り収
⼊を世帯⼈員の平⽅根で割って調整 した所得の中央値の半分の額をいう。OECD
（経済協⼒開発機構）の作成基準に基づく。

貧困線を下回ると相対的貧困とみなす（世帯⼈数で異なる）

4（出典：2019年国⺠⽣活基礎調査）

⼦どもの貧困率
14％（225万⼈）

⼤⼈が⼀⼈（48.3％）

⽇本における相対的貧困率

7⼈に１⼈の⼦どもが貧困線以下で⽣活している

⽇本の貧困率は15.7％G7
中ではアメリカについで
ワースト2 （2019）

⽣活保護受給の54.1％が⾼齢
世帯、49.5％が単⾝世帯

⾼齢になるにつれて⼥性の貧
困率が⾼くなる傾向

⽇本のひとり親のうち⼆⼈に⼀⼈が貧困
（ OECD加盟国中ワースト3）

⺟⼦家庭の就業率は先進諸国内でも
トップクラスであるにも関わらず…
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✔朝⾷の⽋⾷
「阿部ほか．⼤阪⼦ども調査．2014」

✔野菜少・インスタント麺多
「硲野ほか．“世帯の経済状態と⼦どもの⾷⽣活との関連に関する研究”．栄養学雑誌．2017,Vol75 No.1,19〜28」

（出典：2017 年社会保障・⼈⼝問題基本調査 ⽣活と⽀え合いに関する調査）

低所得グループでは22％
ひとり親世帯では35.9％

過去⼀年間に家族が必要な⾷料を買えなかった経験

13.６％

世帯の経済状況は，⼦どもの⾷⽣活に
影響を与える

＜⾷物摂取＞
⾷事量
⾷事頻度
栄養素

＜⾷習慣＞
孤⾷
⽋⾷
⾷嗜好

⽣活困窮世帯の⾷⽣活の格差は，
⼦どもの⾷⽣活・健康状態に将来にわたって影響を与える

家庭の状況 ⾷格差 ⽣活習慣病の予備軍

⾷格差が与える中⻑期的な影響

⼦どもの⾷格差に対する法的施策

9

<⼦どもの貧困対策⼤綱の基本理念>

• ⼦どもの将来がその⽣まれ育った環境によって左右されることのない社会

• 現在から将来にわたって，全ての⼦どもたちが前向きな気持ちで夢や希望を持つこ
とのできる社会

<⼦どもの貧困対策⼤綱の基本⽅針>

経済的⽀援の重要性
＋

現物給付を含めた様々な⽀援を組み合わせる重要性

⼦どもの貧困対策の推進に関する法律（2013年）
⼦どもの貧困対策⼤綱（2014年）

⼦どもの⾷格差に対する法的施策
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第4次⾷育基本計画
⺠間の⾷⽣活⽀援サービスについて具体的に⾔及

<貧困等の状況にある⼦どもに対する⾷育の推進>
• フードバンク等と連携し⼦どもの⾷事･栄養状態を確保し⾷育を推進
• ⾷事の提供を⾏うこども⾷堂等を含むNPO等に対する⽀援
• 経済的に困難な家庭等に⾷品等を届ける⼦ども宅⾷等に対する⽀援

国⺠の健康の視点 社会・環境・⽂化の視点 横断的な視点

⽣涯を通じた⼼⾝の
健康を⽀える⾷育

持続可能な⾷を⽀える
⾷育

新たな⽇常やデジタル化
に対応した⾷育

⺠間の⾷⽀援サービスの広がり…⼦ども⾷堂
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・⼦どもが⼀⼈でも利⽤できる，ボランティア等の地域住⺠が無料または安価で⾷事を提供する場所
・2012年に東京都⼤⽥区で「気まぐれ⼋百屋だんだん」が発⾜後、2016年に319ヶ所であった数が2021年
では6,014ヶ所（約20倍）となった
・ネットワーク組織もでき，実態調査が進んできた

（出典：全国⼦ども⾷度⽀援センターむすびえ

⼦ども⾷堂のメリット

• ⼿作りの⼼のこもった⾷事を格安で（時には無料
で！）⾷べることができる
• １⼈ではなく複数⼈で⾷事ができる

＊⼦どもだけでなく１⼈暮らしの⽼⼈の⽅にとって
も、コミュニティーへの参加の場となっている

• 仲間で⾷事をとることは、癒しと安らぎに繋がる
• 地域の⼈々と繋がりができる【コミュニティーの

和に参加できる】
＊利⽤者間での情報交換（相談相⼿）
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新型コロナが⼦ども⾷堂に与えた影響と課題
新型コロナ禍においても⼦ども⾷堂数は増加している。

①ソーシャル・ディスタンスを求められるからこそ連帯感を強く持つ⼈々が多数いる。
②⼦どもたちの居場所が減少する状況に危機感を抱く⼈々が多数いる。
③命・暮らしに不可⽋なものを⾒直す機運の⾼まりの中で、⾝近に感じられる安⼼感に敏感になっ

ている。
④SDGsに対する問題意識の⾼まりの中で、こども⾷堂に地域の持続可能性を⾼める効果を⾒出す⼈

の増加。

課題
①本当に必要な貧困層の⼦どもに⽀援が届いているか？
②運営費がかさみ継続が難しい（資⾦不⾜）

＊ボランティアであるが故に収益化が難しい
③⾷材の不⾜（主菜・副菜・果物・乳製品）
④ボランティアの確保が難しい
⑤場所の確保が難しい（会場が使⽤できない）
⑥開催における感染拡⼤の不安・地域の理解が得られない

⾏政の積極的な介⼊

企業の参画
（収益化による基盤強化）

⺠間の⾷⽀援サービスの広がり…フードバンク
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引き取り ⽣活困窮
世帯

フードバンクとは、企業などから寄贈される安全に⾷べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミス
などの理由で、流通に出すことができない⾷品を必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供
する活動

無償提供

・⽣活困窮世帯・障がい者施設等の社会福祉に貢献

提供者・フードバンク・フードパントリー・フードドライブ・利⽤者の関係
フードパントリー
フードバンクの⾷品を受け取り、
最終利⽤者に対して直接サービス
を提供する⽐較的⼩規模な第⼀線
の⾷品配布拠点。⼩⼝で直接⾷品
を受け⼊れ配布。

⾷品の引取り
（フードバンク）

⾷品提供
（フードパントリー）

⾷品企業 農家 ⾷品卸売・⼩売り ボランティア

フードバンク
食品の品質には問題ないが、
通常の販売が困難な食品・食
材を、NPO等が食品メー
カー・農家・卸・小売から受
け取り、福祉施設あるいは利
用者へ直接無償提供するため
の集荷拠点。
アメリカでは1967年、日本
では2000年に発足。

（直営・パートナー）

学校

フードドライブ 家庭で余っている食品を回収拠点
（店舗・学校など）に持ち寄り、フードバンク団体等
を通じて、広く福祉団体や施設などに提供する活動。

こども⾷堂とフードバ
ンクの実態調査
〜東京都を中⼼に〜

１）小島加代子、坂本瑶子、芝田雄司、小暮更紗、渡邊ゆかり、松本雄大、
谷岡由梨、山内 淳、古庄 律，日本食生活学会誌Vol.32, No.4, 2022

東京都におけるフードバンク手渡し食品提供サービス「フードパントリー」が子育て

世帯の食生活へ与える影響

２）小島加代子、小暮更紗、渡邊ゆかり、松本雄大、谷岡由梨、山内 淳、

古庄 律，食農と環境（2022.11 No.30掲載予定）

アンケート自由記述欄の計量テキスト分析からみるフードバンク利用子育て世帯の
食生活の変化

より
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◾調査対象

◾調査項⽬

対象 都内独⾃調べ 既存の全国データ
⼦ども
⾷堂

東京都内で実施が確認できた事業所77か所の
うち，問い合わせの結果協⼒が得られた11件
（⾃記式の訪問留置調査．ただし，直接の訪問
を辞退した事業所については郵送⼜はメール）

農林⽔産省の委託事業として
実施された全国の⼦ども⾷堂
対象者参加事業所274件の
データを使⽤

フード
バンク

農⽔省の調査(2013)にて存在が確認できたフー
ドバンク 35団体のうち，東京都市圏にある4事
業所のなかの3事業所（質問票へ回答を得た2
事業所の結果及び1事業所についての公開情報
収集）

全国フードバンク推進協議会
が公開しているフードバンク
と⼦ども⾷堂71団体の連携に
係るアンケート調査の結果

調査項⽬ ⼩項⽬ 質問内容
⽀援の
状況

①⾷⽀援利⽤者の基本属性
②提供される⾷品・⾷事の内容と

頻度

①対象者⼈数，各回の利⽤者数，年代，性
別，利⽤形態，利⽤頻度等

②提供頻度，考慮する点，主⾷・主菜・副
菜等の提供頻度等

持続性 ③⾷材の調達
④運営に係る⼈材の確保

③調達⽅法，⾷品の分類・量，費⽤確保等
④スタッフ・ボランティアの⼈数等

今後の
介⼊

⑤⽀援⽬的と事業者の考える成果
⑥実施の課題

⑤⽀援の⽬的，成果等
⑥実施上でみられた課題

調査⽅法 都内の⼦ども⾷堂に関する調査の主な結果
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料理グループ別提供頻度（N＝11）⼦ども⾷堂の開催頻度

週に1回程度
18%

2週間に1回程度
46%

1か⽉に1
回程度
27%

その他 9%

（N＝11）

提供する⾷事で意識していること
利⽤者の年齢層

13 14

15 16

17 18
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都内⼦ども⾷堂の実態
 ⼦ども⾷堂では，主⾷・主菜・副菜のそろった⾷事が提供される

（約72％以上）
 ⾷事づくりにおいて，栄養バランスが意識される（約58％以上）
 寄贈品における⾁類・⿂介類の充⾜度は低い（約28％以下）
 寄贈品において穀類が不⾜する割合は低い（約28％以下）
 使⽤する⾷材における寄贈の割合は，各料理群の提供頻度と関連

しない

⼦ども⾷堂では，⾷品が無料で確保できない場合にも，栄養バランスを意識して，主⾷・主菜・副菜がそろった
⾷事が提供されている

 ⼦ども⾷堂は，開催頻度が⽉2回
以下である場合が多い
（約72〜83％）

 ⼦ども⾷堂は，直接⽣活困難な世
帯を対象としている割合が
約10％以下である

⼦ども⾷堂は提供頻度が⽉1〜2回以下であり，⾷事内容の改善の役割を担うことは難しい

⼦ども⾷堂は，⽣活困窮世帯を直接的な対象としていないため，⽣活困窮世帯への⾷⽀援を⽬指す場合は具体
的にどの程度対象者にリーチできているのか不明である

結果｜対象者の属性
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全体の半数が⼦育て世帯,うち56.8％がひとり親，⼦育て世帯は⼥性が有意に多い

⼦育て世帯の割合

フードパントリー利⽤者の実態

サービスの利⽤回数・利⽤期間
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利⽤は短期間に少数回と,1年間より⻑く10回以上の利⽤が多い

⼦育て世帯と⼦どもなし世帯
⼦どものいる世帯は有意に利
⽤期間が⻑い
（p=0.011,利⽤期間については,χ2検
定の後に調整済み残差を算出し残差
分析）

利⽤回数と利⽤期間
相関係数0.70で強い相関関係あり．
各利⽤の間に間隔を空けて利⽤し
ている

拠点間の違い
拠点によって利⽤期間
に有意差がみられた
（ P<0.010,検定⽅法クラス
カル・ウォリス検定）

サービスの利⽤回数・利⽤期間

フードバンクの⾷⽀援 フードバンクの利⽤者調査
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⼦供の有無によって，①⾷事の楽しみ, ②⾷事への意欲, ③共⾷機会, に有意差あり

項目

全体 子供ありの世帯 子供なしの世帯

ｐ𝑛=194 𝑛=95 𝑛=99

𝑛 ％ ｎ ％ ｎ ％
⽀出が減った(𝑛=191)

変化があった 178 93.2% 85 91.4% 93 94.9% 0.337 n.s.
変化がなかった 13 6.8% 8 8.6% 5 5.1%

⾷事の回数・量が増えた(𝑛=190)
変化があった 151 79.5% 73 77.7% 78 81.3% 0.54 n.s.

変化がなかった 39 20.5% 21 22.3% 18 18.8%
主⾷が増えた(𝑛=189)

変化があった 157 83.1% 75 80.6% 82 85.4% 0.381 n.s.
変化がなかった 32 16.9% 18 19.4% 14 14.6%

主菜が増えた(𝑛=188)
変化があった 90 47.9% 43 47.3% 47 48.5% 0.869 n.s.

変化がなかった 98 52.1% 48 52.7% 50 51.5%
副菜が増えた(𝑛=189)

変化があった 90 47.6% 42 45.2% 48 50.0% 0.506 n.s.
変化がなかった 99 52.4% 51 54.8% 48 50.0%

楽しく⾷事する事が増えた(𝑛=186)
変化があった 162 87.1% 87 93.5% 75 80.6% 0.009 **

変化がなかった 24 12.9% 6 6.5% 18 19.4%
⾷事をする意欲がわくことが増えた(𝑛=188)

変化があった 159 84.6% 86 91.5% 73 77.7% 0.009 **
変化がなかった 29 15.4% 8 8.5% 21 22.3%

⼈と⼀緒に⾷事をすることが増えた(𝑛=188)
変化があった 97 51.6% 60 63.8% 37 39.4% 0.008 **

変化がなかった 91 48.4% 34 36.2% 57 60.6%
無回答は⽋損値として扱い除外した。
検定⽅法χ2検定またはFisherの正確確率検定, *: p <.05, **:  p <.01, ***: p <.001

⼦供有無別の質問票結果

結果︓⼦どもの変化
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⼦供がいると答えた95世帯について、多くが利⽤前と⽐べて
⼦供の様⼦に変化を感じている

項⽬
回答数 無回答 変化があった

（とても、まあ）
変化がなかった

（あまり、まったく）

n n ｎ ％ ｎ ％ ｐ

⼦どもが以前⾷べなかったものも⾷べるようになった 86 9 56 58.9% 30 31.6% ＜.010 **

⼦どもが朝⾷を⾷べることが増えた 83 12 60 63.2% 23 24.2% ＜.001 ***

⼦どもが楽しそうに⾷事をすることが増えた 86 9 80 84.2% 6 6.3% ＜.001 ***

検定⽅法χ2検定, *: p ＜.05, **:  p ＜.01, ***: p ＜.001

⼦どもの変化についての結果

フードバンク︓⾷の経験の視点から ⾃由記述欄の分析

24

対象：セカンドハーベスト・ジャパン直営4拠点189世帯(⼦供の数について回答あり）
⼦育て世帯を対象に⽀援を⾏なっているパートナー団体3拠点94世帯

⽅法：世帯の⼦供の有無に注⽬した，アンケート調査⾃由記述回答の計量テキスト分析
（KH Coderを使⽤）

 データクレンジング：誤字修正・英語記述を対象から削除・表記ゆれの統⼀
 形態素解析：単語の抽出・頻出単語確認（特に動詞・名詞・形容詞を抽出）
 共起ネットワーク分析：Jaccard係数*を⽤い，視覚的に単語同⼠の繋がり確認
＊出現する語と語の共起関係の強さの尺度

19 20

21 22

23 24
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⾃由記述欄の分析

25

⼦育て世帯において出現回数上位の単語として⾒られた⼀部の単語は，
⼦供なしの世帯の頻出単語には⾒られなかった

抽出語 品詞 出現回数 順位 出現回数 順位

子供 名詞 57 1 1 46 -45

助かる 動詞 56 2 13 1 1

食べる 動詞 46 3 1 46 -43

野菜 名詞 41 4 4 5 -1

感謝 サ変名詞 40 5 12 2 3

買う 動詞 37 6 1 46 -40

食品 名詞 34 7 5 3 4

頂く 動詞 34 7 - - -

増える 動詞 27 9 4 5 4

思う 動詞 24 10 5 3 7

食材 名詞 19 11 - - -

喜ぶ 動詞 18 12 1 46 -34

料理 サ変名詞 18 12 1 46 -34

食事 サ変名詞 17 14 2 15 -1

いつ 副詞可能 16 15 2 15 0

楽しい 形容詞 16 15 1 46 -31

多い 形容詞 16 15 4 5 10

米 名詞 16 15 1 46 -31

大変 形容動詞 14 19 4 5 14

利用 サ変名詞 14 19 2 15 4

たくさん 副詞可能 13 21 - - -

減る 動詞 13 21 1 46 -25

食費 名詞 12 23 2 15 8

菓子 名詞 11 24 - - -

子供あり 子供なし
順位差

子供あり世帯の頻出単語

⾃由記述欄の分析

26
丸が⼤きいほど出現頻度が⾼い．⽐較的強く互いに結びついた語を⾃動的に検出してグループ分け

⼦育て世帯サブグラフの共起ネットワーク

01

02

03

04

05

06
07

08

破線の枠は, KH Coderによる

色分け描写をもとに著者が追記

⾃由記述欄の分析

27

カテゴリ名称「⼦どもに関連した⾷⽣活の変化 」
普段と異なる⾷品の摂取（特に野菜や菓⼦），⼦どもの喜び

「⼦どもー⾷べる」
・関連する⾷品として野菜と⽶につ

いての⾔及が多い
・野菜については，普段と異なる野

菜，初めての野菜，たくさん⾷べ
させられるなどの⾔及があり

「⾷べるー喜ぶ」
・おやつを⾷べさせられる
・⼦どもがすごく喜んで⾷べる

⾃由記述欄の分析

28

カテゴリ名称「家庭での調理の変化と楽しみ 」
親の調理⾏動の変化がみられ，楽しみにつながっている

「料理ー楽しい」
・⾷べたことのない⾷品を⾷べる機会

が楽しみにつながっている
・料理を楽しむ様⼦についての⾔及

「料理ー減る」
・インスタント⾷品，保存⾷品が調理

の負担軽減につながっている様⼦
・家計への影響ー外⾷，弁当を買う機

会が減る

29

サービスを受けることで発⽣する
 ⾷品の量・質の変化が【普段と異なる⾷品】,
 世帯の既存の⾷習慣に影響を与え【調理機会・⾷事内容の変化】,
 ⼦供の喜びや⾷事の楽しみにつながっている【⼦供の態度・変化】
 家計への好影響や，時間の節約につながる【親の喜び】

⾷事の
楽しみ・

意欲
朝⾷⽋⾷

フードバンク︓⾷の経験の視点から

⾷嗜好

フードバンク・
フードパントリーで
⾷品を受け取る

⼦育て世帯

主なフードバンク取り扱い⾷品

これまで少なかった⽣鮮野菜についても
供給量が増加傾向にある

コロナ禍でフードバンクの利⽤者が増加している

25 26

27 28

29 30
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フードバンク団体数と取り扱い量
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年
フードバンク数の推移

・国内では2000年に誕⽣し、2007年には
6団体であったが，2021年の調べでは158
団体にまで増加

①予算不⾜

②⼈⼿不⾜（ボランティアや兼業の⼈をメインに成⽴）

③インフラ整備不⾜（事務所・倉庫・配送⽤⾞両等）

④⾏政との連携不⾜

⑤⾷品不⾜（量・質）

⑥ノウハウの不⾜（歴史が浅い）

⑦認知度不⾜

⑧⾷品寄贈に伴う法的リスク

「⽇本の寄付⾏動の少なさ」
＊⽇本の寄付指数は世界128位

「公的⽀援の無さ」

フードバンクによる⾷品提供の課題

33

総括

包括的
アプローチ

選別的
アプローチ

中・⻑期的視点

短期的視点

●学校給⾷
●朝⾷プログラム
●家庭科
●保育サービス
●医療サービス
etc.

●⼦ども⾷堂
●フードバンク
etc.

学
校
給
⾷

フ

ド
バ
ン
ク

⼦
ど
も
⾷
堂

⼦ども・⼦育て世帯を対象とした所得保障等経済的⽀援，就労⽀援，社会保障サービス等

現物給付サービスの役割

⾷材提供⾷事提供

⼦
ど
も

宅
⾷

学
校
に
お
け

る
⾷
育

所得保障

●学校
−全国・中学校への給⾷導⼊
−ハイリスクグループに配慮した学校での

⾷育

●⼦ども⾷堂
−学校休暇中の役割強化
−組織的な持続可能性のための経済的⽀援

（⾃治体からの予算配分）

●フードバンク
−⾷育という視点での活動強化
−⾷品調達と輸送の改善（カーボンフッ

トプリント）

●連携
ー⾃然災害・感染症拡⼤・経済危機など

の緊急時を想定した連携強化

アンケート結果が⽰す⽇本のウェルビーイング
・⽇本の⽣活者は総じて「⼼⾝の健康」や「所得・資産」といった⽣活の⾃⽴にかかる要素、そしてセー
フティ（安全）やサステナビリティ（持続可能性）を重視する傾向が明確になった。

・⽣活満⾜度が低く個⼈の⽣活を重視する層におけるウェルビーイングが低く、社会からの恩恵が受けら
れず将来への希望が感じられていない状況が明確に表れた。

（三菱総合研究所2022.3）

総括 ポストコロナ社会におけるウェルビーイング

「ウェルビーイング」（well-being）とは、
⾝体的・精神的・社会的に良好な状態にある
ことを意味する概念で、瞬間的な幸せ
「Happiness」に対して持続的な「幸福」と翻
訳されることも多い⾔葉である。
1948年WHO憲章に謳われている

⽣活困窮
世帯

総括 ポストコロナ社会におけるウェルビーイングのための
⾷の共有

国・⾃治体
企業

ボランティア団体
ゆとりのある個⼈

フードバンク・
パントリー・

ドライブ

⼦ども⾷堂

社会全体の
ウェルビーイング

の向上

社会
〇社会全体のウェルビーイングを⾼めていくにあたり、社会からの恩恵が受けられない層に⼿を差し伸べ

つつ、ゆとりのある層については社会貢献の意識を引き出していくなど、⽣活者の価値観と置かれた状
況に応じたきめ細やかな施策を講じることの重要性が求められる。

31 32

33 34

35
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