子どもの貧困とこども食堂
国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率の全国平均は、2015（H27）年
で13.9％となっており、７人に１人の子どもたちが経済的に厳しい状況にあ
ると言われています。
こうしたなか、親の世代の貧困が、子どもの教育格差、不利な就職を経て次
の世代につながる「貧困の連鎖」を防ぐため、学習支援や居場所づくりを行う
取組みが全国的に増えてきています。
富山県においても、子どもたちに無料または低額で栄養バランスのとれた食
事の提供や居場所づくりを行う「こども食堂」の取組みが広がりつつありま
す。こども食堂は、子どもたちの孤食を防ぐだけでなく、食育や地域交流の場
としても大きな役割を担っています。

こども食堂を応援してみませんか？

【活動資金】

【食 材】

【ボランティアスタッフ】

多くのこども食堂はボランティアによって成り立っており、地域の方や企業
等からの寄付や支援が不可欠です。何かお手伝いしてみたいと思った方は、そ
れぞれの食堂に直接お問い合わせください。
（ネットワークへの寄付やご相談
は、下記事務局にお問い合わせください。）

富山県子どもほっとサロンネットワークとは
平成30年４月に、県内のこども食堂の取組みや支援の輪を広げること
を目的に、団体間の交流や情報共有、意見交換を行うネットワークを設
立しました。平成31年３月時点で、15箇所のこども食堂がネットワーク
に加入しています。

富山県子どもほっとサロンネットワーク
（富山県厚生部子ども支援課内）
〒930−8501 富山市新総曲輪１−７
TEL：076（444）3136 FAX：076（444）3493
http://www.pref.toyama.jp/cms̲sec/1201/

富山県子どもほっとサロンネットワーク
（富山県厚生部子ども支援課内）
子ども支援課HP
QRコード
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寺子こども食堂
●実施場所：寺子クラブ（真教寺内）
（南砺市本町2-32）
●開 催 日：小学校の春・夏・冬休み期間
平日のお昼ごはんを週1、2回実施
●料
金：小学生300円
●担 当 者：齊藤 優華
●連 絡 先：090-1395-6400
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くるみの森こども食堂

●実施場所：御旅屋セリオ6階
（高岡市御旅屋町101）
●開 催 日：毎月第2、4土曜日 12:00〜15:00
（14：30までにお入りください）
●料
金：高校生以下無料、同伴の大人300円
●担 当 者：田辺 惠子
1
●連 絡 先：0766-25-3821

木津ふれあい食堂
●実施場所：高岡市立木津公民館
（高岡市木津613-1）
●開 催 日：毎月第1、3土曜日 11:30〜13:30
●料
金：小学生以下100円、
高齢者（70歳以上）300円
●担 当 者：横越 啓子
2
●連 絡 先：0766-21-0214

●実施場所：藤見台公民館
（氷見市柳田940-1）
●開 催 日：毎月第2、4土曜日 11:00〜15:00
●料
金：無料（大人からは協賛金）
●担 当 者：向 優子
5
●連 絡 先：090-8965-2494

ひみキトキトこども食堂『あさひがおか』
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●実施場所：くるみの森（高岡市佐野548-2）
●開 催 日：不定期
●料
金：小学生以下100円、大人500円
●担 当 者：吉田 壯哉
3
●連 絡 先：0766-54-5703

みやびこども食堂
●実施場所：
【京 田】
デイサービス 雅−みやび−
（高岡市京田281-1）
【問屋町】
地域密着型小規模特別養護老人ホーム雅
（高岡市問屋町190-1）
●開 催 日：
【京 田】毎月第3土曜日
【問屋町】毎月第1土曜日
●料
金：高校生以下無料、大人300円
●担 当 者：田中 智之
●連 絡 先：
【京 田】0766-50-8773
4
【問屋町】0766-92-3500

みずはしこども食堂

豊田こども食堂

●実施場所：水橋ふるさと会館
（富山市水橋舘町312-1）
●開 催 日：不定期
●料
金：高校生以下100円、大人200円
●担 当 者：藤枝 卓哉
●連 絡 先：090-3629-2677
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芝園子ども食堂

ちょっこおいでまこども食堂キャンバス

●実施場所：せきの屋工場2階
（富山市七軒町4-2）
●開 催 日：毎月第3土曜日 11:30〜13:30
●料
金：高校生以下無料、大人300円
●担 当 者：前川 京子
11
●連 絡 先：076-432-5104

●実施場所：宮田学童保育館
（氷見市島尾1417）
●開 催 日：毎月第2、4土曜日 11:30〜13:30
●料
金：無料（大人からは活動応援金）
●担 当 者：屋敷 夕貴
7
●連 絡 先：0766-91-6761
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●実施場所：富山国際大学呉羽キャンパス
（富山市願海寺水口444）
●開 催 日：毎月第4土曜日 11:00〜15:00
●料
金：中学生以下無料、大人300円
●担 当 者：石浦 亜実
●連 絡 先：076-464-6466（研究室直通） 13

なかま食堂
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ひみキトキトこども食堂『みやだ』

●実施場所：CO・OPとやま北部センター2階
（富山市城川原1-1-28）
●開 催 日：毎月第2土曜日 12:00〜14:00
（変更あり）
●料
金：高校生以下無料、大人300円
●担 当 者：林 𠮷夫
12
●連 絡 先：076-438-3156
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●実施場所：あんどの里（魚津市仏田3468）
●開 催 日：毎月1回（土曜日）11:45〜15:30
●料
金：300円
●担 当 者：北島
●連 絡 先：0765-22-8808
14
andosato@nice-tv.jp

スマイル魚津こども食堂
●実施場所：SLOW LIFE（魚津市吉島793）
●開 催 日：毎月第1、3木曜日 17:30〜19:30
●料
金：小学生以下無料、
中学生以上300円
●担 当 者：佐野 慶人
15
●連 絡 先：080-4251-3701

魚津市

氷見市

ひみキトキトこども食堂『ふじみだい』

●実施場所：まちなかサロンひみ
（氷見市本町19-20）
●開 催 日：毎月第3土曜日 11:30〜13:30
●料
金：無料
●担 当 者：南市 いく代
●連 絡 先：080-1950-2324

●実施場所：射水市放生津コミュニティセンター
（射水市立町10-20）
●開 催 日：毎月第1、3土曜日
12:00〜15:00
●料
金：高校生以下無料、大人300円
●担 当 者：池田 茂
●連 絡 先：0766-84-1200
（新湊中央ロータリークラブ） 9

富山市

高岡市

オタヤこども食堂

いみず子ども食堂

射水市

南砺市

ぜひお近くの「こども食堂」を
利用してみてください！
アレルギー対応等については、
それぞれのこども食堂に直接お
問い合わせください。

