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【豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワークとは】 
 2012 年 6 月、豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク（以下、WAKUWAKU）を事

務局長の天野敬子氏ととともに立ちあげ、2013 年（平成 25 年）8 月に NPO 法人に認証さ

れた。天野は 20 年前から不登校の子どもと親の支援を始め、2008 年（平成 20 年）から

スクールソーシャルワーカーの仕事もしている。問題を抱える子どもと関わってきた経験

から、貧困は孤立を生むことが多く、虐待や不登校といった問題につながりやすいという

。 
筆者は 2003 年から池袋本町プレーパークの代表として活動してきた。次男のアレルギ

ーがきっかけで、安全な食環境から始まり、暮らし環境、遊び環境へと関心の幅が広がっ

ていった。 
子どもが小さかった頃は、週末になると朝から夕方までプレーパークで過ごした。する

と我が子だけではなく、そこにいる子ども全てが大切な子どもに思えるようになっていっ

た。そしてプレーパークで出会った気になる子どもには、継続的な「おせっかい」をして

きた。 
WAKUWAKU は地域住民主体の NPO 法人であり「地域を変える、子どもが変わる、未

来を変える」をキャッチフレーズに、地域の子どもを地域で見守り育てるために活動して

いる。 
 

【なぜ、はじめたのか】 
2003 年に開設した池袋本町プレーパークにやって来る子どもは、主に小中学生であっ

たので、昼ご飯も食べずに一日中滞在する子が複数いた。「昨日からご飯を食べていない

、何かちょうだい」と毎週のように言ってくる子、親は土日曜も仕事で毎回１０００円札

を持って来て、プレーパークとコンビニを何往復もして、友達の分までカップ麺やお菓子



を買い、食べちらかして過ごす子もいた。 
自分たちは親でも先生でもないが「土日曜日だけでも、プレーリーダーや地域のおとな

が子ども達にしっかり向きあおう」と決め、子どもの「ねえねえ、聞いて！」に応えてき

た。 
2011 年夏、プレーパーク常連の T 君が「俺、高校に行けないかもしれない」とつぶや

いたことがきっかけとなり、我が家で無料塾を始めることに。Ｔ君は母子家庭で母親はダ

ブルワーク、夕飯はいつも一人でコンビニのお弁当を食べていて、朝食はいつも食べない

と話してくれた。小数点や分数の意味や勉強のやり方がわからないこと、毎日お金の心配

をしていることもわかった。 
「教育者でもないのに、受験に失敗したときに責任が取れるのか？」という批判も聞こえ

てきたが、目の前で困っているＴ君をほっとくわけにはいかなかった。 
勉強を伴走してくれるボランティア大学生を募り、一緒に夕飯を食べ勉強する環境をつ

くった。さらに模擬試験や冬期補習塾につなげたために、お金が必要だったので地域の知

り合いに塾代 1000 円のカンパを募ったところ、約 80 人から 12 万円の支援が集った。物

心ともに地域に見守られ受験した T 君は 2012 年春、都立高校に進学した。 
ちょうどその頃、厚労省が子どもの相対的貧困率は 7 人に 1 人と公表した。「子どもの

貧困」は見かけではわからないが、経済的に困窮している子どもは、プレーパークだけで

なく町全体にいる。 
そこでＴ君への 1000 円カンパでつながった仲間に、地域の子どもを地域で見守り育て

るための、緩やかなつながりを創りましょう！と呼びかけ「豊島子ども WAKUWAKU ネ

ットワーク」（以下ＷＡＫＵＷＡＫＵ）を設立した。設立当時、活動の青写真は何もなか

った。 
 
【子どもの声から創った 3 つの活動】 
WAKUWAKU では「遊びサポート」「学びサポート」「暮らしサポート」の 3 つの事業

で子どもの生活全体を支え、多様な居場所が点在することをめざしている。居場所は子ど

もや保護者が安心して過ごせて、地域の人とつながる場である。 
 

 
 
遊びサポート 



2003 年、豊島区子ども課が開設した池袋本町プレーパークは、火を焚いたり、木に登

ったり、穴をほったり、泥んこ遊びなど、自然の中の素材や道具を使いながら、子どもが

「おもしろうそう！」「やってみたい！」を実現できるところだ。プレーパークには子ど

もの安全を見守るとともに、遊びたいという気持ちを引きだす遊びの専門職であるプレー

リーダーがいる。 

誰もが自由に出入りできる遊び場だから、自ら相談窓口に行くすべを知らない子どもの

SOS を直接キャッチでき、継続的に見守っていける。また柔軟な対応が可能であるため、

子どもから始まり家庭の支援へと発展するケースも多い。 

2014 年度からは、WAKUWAKU が豊島区子ども若者課より池袋本町プレーパーク事業を受託

し、常設プレーパークとして運営している。子どもの成長に欠かすことができない外遊び

を思いっきりできる場を広げるために、豊島区内の公園や保育園などで「出張プレーパー

ク」も実施している。 

 

学びサポート 

2013 年春、無料学習支援「池袋ＷＡＫＵＷＡＫＵ勉強会」の活動をはじめた。T 君の

受験サポートで中学生からの支援では遅いと痛感したため、基礎学力が定着する小学生低

学年の子どもが参加できるように区民集会室が会場だ。毎週火曜日、15 時～20 時の開催

で、約 20 名の地域住民と学生ボランティアが 50 名の子どもに寄り添っている。不登校や

外国にルーツを持つ子どもも、年齢も様々ごちゃまぜの勉強会である。ボランティア学生

は勉強を教えるだけではなく、一緒に遊び、困りごとや悩みを相談してもらえる関係づく

りに心かけている。 
ある小学生の「海を見たことない」というつぶやきが、ボランティア学生の心を動かし

、早速海水浴キャンプを実行した。いまや学生は子どものつぶやきから、様々な経験の場

を創出している。例えばバーベキュー、遊園地、博物館、劇場や映画館に子どもたちと出

かけ、時には高校見学や学校説明会にも同行する。 
外国にルーツをもつ中学 3 年 B 君は「修学旅行に行かない」という。母親に尋ねてみ

ると、給食費や旅行費を滞納していた。早速修学援助を申請してもらい修学旅行に行くこ

とができた。両親が日本語の読み書きができなければ、学校から案内文を配布しただけで

は制度につながらない。そこで 2015 年から、親のための勉強会も併設している。 
 ※修学援助制度 義務教育である小中学生の子どもがいる困窮家庭に、学用品費や学校

給食費や修学旅行費など、義務教育に資する費用を市町村が援助する制度。対象家庭でも

、毎年保護者が自己申請しなくては受給できない。 
 
暮らしサポート 
子ども食堂 

受験をサポートした中学 3 年生 T 君は、小学校低学年の時から、毎日母親から 500 円

をもらい、好きな時間に好きな弁当を一人で食べる孤食であった。 
他方、連れ合いを亡くし、大きな一軒家でひとり孤立していた地域の Y さんが「子ども

食堂をやりたい」とつぶやいた。半年後の 2013 年春、自宅で「要町あさやけこども食堂

」をＷＡＫＵＷＡＫＵの仲間とともにはじめた。 
 当初は「子どもにご飯を食べさせるのは親の仕事だ。こども食堂が出来れば親が怠けて

しまうのではないか！」という批判もあったが、ここ数年で子ども食堂は食を介して交流



する場として注目されている。ともにご飯をつくること、食べることで関係も深めていく

。 
現在 WAKUWAKU では 4 か所の子ども食堂を運営している。開店日は月に 2 回、開店

時間は夕方の 2～3 時間で、ボランティアスタッフと食材の寄付で成り立っている活動で

ある。果物付きの定食をおとな 300 円で提供している。子どもやひとり親家庭は無料であ

る。 
 
夜の児童館 
2014 年より孤食の子どもを対象とし、毎週火曜日、16 時から 20 時に夜の児童館を始めた

。登録制で無料である。お寺の施設を借りて開催している。 
  
ホームスタートわくわく 
2016 年より、地域の先輩ママが乳幼児親子の家に無料で訪問し、ママの話を聴いたり、

一緒に家事をしたり、外出したりするホームスタートを始めた。キーワードはフレンドリ

ーである。専門職には難しいフラットな関係をつくり、プレーパークや子ども食堂につな

ぐことができる。なるべく早い時期から関わることで、子育てのストレスを分かち合い、

地域から孤を防ぐことが目的である。 
 
ＷＡＫＵＷＡＫＵホーム 

2017 年春、５ＤＫＫの一軒家を借りてＷＡＫＵＷＡＫＵホームという拠点ができた。 
「宿泊機能をもつ居場所をつくりたい。保護者が疲れた時や親子関係が煮詰まった時に

、親子が少し距離を置ける場がることで、虐待予防になる。親戚の家に行くような感覚で

、地域の中に泊まれる場所があれば、救われる子どもはたくさんいる」という天野事務局

長の思いがカタチになった。 
宿泊できるのは小学生以上で、親の承諾を得て預かっている。豊島区に暮らすひとり親

家庭は大半が狭い借家住まいで逃げ場がない。そのため思春期で親とぶつかってやって来

る中高生も増えている。親自身も離婚や仕事のストレスで精神的に不安定になり、子ども

はネグレクトや心理的虐待を受けており、なおかつ貧困家庭である場合が多い。 
天野夫妻が管理人としてホームに住んでいるので、様々な活動でつながった親子が、い

つでも利用できる。 
 

 



 
【包摂するためのネットワークづくり】 
 WAKUWAKU では、子どもを支援する有機的なネットワークの構築を目指している。

また支援者同志のネットワークづくりも手がけている。 
豊島区内のすべての子どもが地域の無料学習支援や子ども食堂に行けるような環境に

するには、居場所を点在化させることが必要である。居場所でつながり継続的に子どもや

家庭を伴奏支援するには、地域の人が居場所づくりに関わること好ましいと思う。これま

でに豊島区では、それぞれの地域で無料学習支援や子ども食堂、プレーパークを創りたい

という地域住民が現れ、WAKUWAKU がバックアップしてきた。 
 2015 には社会福祉協議会が事務局となり「としま子ども学習支援ネットワーク」が設

立した。貧困の連鎖を断つための、地域に根ざしたネットワークで、毎月 1 回開催される

定例会には学習支援団体と、行政の関連部署の職員や社会福祉協議会のコミュニティーソ

ーシャルワーカーが活発な意見交換を行っている。 
 2015 年、豊島区内で開催した「子ども食堂サミット 2015」がきっかけとなり、都内で

子ども食堂を立ち上げた団体とともに「こども食堂ネットワーク」が発足した。現在は㈱

カタログハウスが「全国こども食堂ネットワーク」の事務局を担っている。 
 2016 年からは「広がれ、子ども食堂の輪！全国ツアー」と銘打って、子ども食堂の啓

発イベントを実施した。研究者・貧困問題に取り組む団体や老人給食支援団体、全国社会

福祉協議会等に呼びかけ実行委員会を結成し、2019 年 3 月までの 3 年間に貧困問題やフ

ードバンクをテーマとしたイベントをすべての都道府県で実施した。 
2019 年現在、子ども食堂は全国に 3700 か所以上に増え、県や市町で大小さまざまなネ

ットワークが構築した。また子ども食堂の中間支援団体も複数発足し、継続的に子ども食

堂が運営するための資金調達や衛生管理、立ち上げ支援情報をネットワークを通じて発信

している。 
 豊島区でも 2016 年に「豊島子ども食堂ネットワーク」を設立し、豊島区子ども若者課

が事務局を担っている。また「多文化としまネットワーク」（外国にルーツを持つ子ども

と家庭支援のためのネットワーク）、豊島遊びネットワーク準備会も地域住民が積極的に

創っている。 
 他方、行政は豊島区福祉課に子ども若者支援員を 2 名、子ども若者課に子ども若者支援

コーディネーターを 2 名配置し、さらに子ども若者総合相談「アシスとしま」を開設した

。つなぎ支援でつくる子どもたちのセーフティーネットが少しづつ、カタチになってきた

。 
 



 
 
【多者協働で「くう、ねる、まなぶ」の支援を創る】 

居場所が点在化することで、子どもや親のニーズやウォンツが見えてくる。それは子ど

もが安心して成長するために必要な「くう、ねる、まなぶ」の支援である。2013 年に子

ども貧困対策推進法が成立して、貧困家庭の子どもの支援制度は少し前進した。しかし児

童扶養手当の拡充、住宅手当や家賃補助、高校の修学援助など、まだまだ支援の必要性を

感じている。ネットワークや異分野の社会資源との連携で、制度ではカバーできない支援

づくりに挑戦している。 
 
フードパントリーピックアップ 
2014 年から 3 年間、給食がない夏・冬・春休みに「おなかいっぱいプロジェクト」と称

し、つながりのあるひとり親家庭に段ボールいっぱいの食材を配送してきた。 
2018 年からは「パントリーピックアップ」にチャレンジしている。これはひとり親世帯

や困窮世帯に豊島区内の会場に直接来てもらい、フードバンクの食材や、洋服・日用品な

どを、自由に選び無料で持ち帰ってもらう取組だ。毎回ボランティアスタッフが約 20 名

、ピックアップに参加するひとり親が約 40～70 名集まる。会場にはカフェスペースをつ

くり、情報交換や悩みを分かちあっている。 
2018 年度は年間 10 回のパントリーピックアップを開催した。1 回に平均 60 世帯が参加し

、５０００円前後の食材等を持ち帰る。計算すると延べ 300 万円分の経済支援と、食品ロ

ス削減を可能にした。 
 
WAKUWAKU 入学応援給付金 
 「高校受験が終わって子どもは喜んでいるが、制服代や教科書代が工面できない」 
シングルマザーの声を聞き、2015 年からチャリティー子ども食堂を開催し、つながりの

ある子どもに制服代を給付してきた。 
2018 年からは、企業からの寄附を原資に困窮家庭の公立中学 3 年生 50 名に、4 万円の

高校入学応援金を直接会って渡した。渡す際にはプロボノ弁護士が同席し、ヒアリングを

する。ヒアリングから面会交流や養育費などの相談につながるケースもある。2019 年か

らは、豊島区立小学校 1 年生に入学する児童 20 人にも 2 万円の入学応援金を給付した。



給付をきっかけに早期に地域がおせっかいできる関係を築き、孤立しがちな親子を包摂す

ることがねらいである。 
 
居住環境の整備は喫緊の課題 

豊島区は全国でも空家率が高く、住宅困難者が多い。そのため誰もが安全で安心して住

み続けられるまちづくりと多様なライフスタイルの実現のために豊島区空家活用条例を

2019 年 4 月に制定した。これまでにも 2012 年に居住支援協議会が立ち上がり空家のリノ

ベーションや空き家調査を実施してきた。 
WAKUWAKU 独自の調査でも、ひとり親家庭の多くが低水準の居住環境で暮らしてい

ることがわかった。そこで 2016 年、豊島区居住支援協議会に加盟し、これまでに 2 世帯

のひとり親家庭を空家にマッチングした。 
今後は子ども食堂に関わっている地域のおせっかいさんが、空家の発掘やオーナーの説

得を担い、子どもの住環境を積極的に改善していきたい。 
 

困難な状況にある人がいると、ほっとけない。支援する側と支援される側に分けること

なく「やってみたい」に寄り添っていく。これからも WAKUWAKU の活動は小地域の枠

を超えることなく、小さな活動団体としてあり続けたい。一方で同じような地域の小さな

活動団体が全国に広がり、つながれば、おせっかいの連鎖は加速するだろう。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


