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チュラキューブのウェブサイト

（左上下）週に3回、350円で提供するラ
ンチ　（右）配食サービス用にお弁当も
準備する
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活動エリア

チュラキューブのウェブサイト

地域の食堂「平野宮町みんな食堂」は、近所の子どもたちの憩いの場

団体設立経緯
　私たちの団体は、高齢者や障が
い者などの社会的弱者を支援する
事業の実施及び、高齢化社会、障
がい者の生活の不自由さなどの社
会問題を解決する手助けとなること
を目的に、2012年に設立いたしま
した。人口減少時代のなかで発生
する地域課題、農業や伝統工芸な
どの産業の担い手不足の問題、障
がい者雇用の問題などを解決する
ため、それぞれをつなぐ新しいプロ
ジェクトを立案し、運営しています。

地域・コミュニティ活動助成

NPO法人 チュラキューブ（継続）
大阪市平野区
大規模マンションの1階空き店舗を障害者が働く
「みんな食堂」で高齢者の孤食防止と地域交流を図る活動

活動概要と活動対象範囲
　JR関西本線平野駅近くの平野
宮町地区に立地する集合住宅「メ
ガロコープ平野」は、1号棟320戸、
2号棟384戸、3号棟164戸、5号棟
140戸の合計1008戸からなる分譲マ
ンションです。1970年代に建てられ
半世紀を経る中で、高齢居住者の
数が増えるだけでなく、独居の高齢
者や老老介護の世帯が増えてきて
います。1号棟のショッピングモール
も利用客の減少により空き店舗が増
加し、耐震補強もままならないなど、
厳しい状況に直面しています。
　大阪市内で一番、高齢者と子ど
もの数が多く、こども食堂の数も多
い平野区。この場所で週に2～3回、
多世代のサードプレイスとなる地域
食堂「平野宮町みんな食堂」を運営
しています。当法人が手がける障が
い者訓練と連携し、2020年2月に
オープンしました。

活動に至った理由や背景
　築半世紀となるメガロコープで
は、居住する高齢者の孤食や孤独
死などが頻発していました。1号棟
の1・2階にあるスーパーマーケット
「イズミヤ」は、購買層の高齢化とと
もに、その子ども世代が成人し転
出していることから、売り上げは右
肩下がり。地域の商店会の空き店

舗にはクリニックと介護施設が増
え、健康な住民が気軽に集える場
が少なくなっています。
　そこで、当法人が市内住吉区で
2018年から運営している「杉本町み
んな食堂」での経験を生かし、地域
住民の孤食とつながりを守る場所
にするべく、地域食堂をスタートさ
せました。障がいのあるスタッフが
働く訓練場所として、食堂を運営し
ています。

活動内容と成果
●地域食堂の立ち上げから困窮者
支援へ
　2020年2月にイズミヤ平野店の空
き店舗を活用した「平野宮町みん
な食堂」を立ち上げ、地域の高齢
者や子どもたちに向けて週に3回、
350円のランチを提供。しかし、
3月末時点で緊急事態宣言を受け、
食堂運営を休止しておりました。一
方、小学校の休校措置が続くなか
で、連携する地域の心療内科医へ
の相談件数は増え続け、3月下旬か
らは以下のような差し迫った内容が
増えてきました。
・今月は何とかなりそうだが、いつ
食料が底をつくかわからない。

・アルバイトをして生活しているが、
大幅にシフトを減らされ、家賃を
払うことができない。

・親（義父母、祖父母含む）から虐
待されている。助けて欲しい！

・自分のバイト代を親に取り上げら
れた。

・（義父）親に性的な関係を求めら
れ、断ったら殴られた。

・今日でお米がなくなる。お金もなく、
どうすればいいかわからない。

・もう（家に）何もない。子どもを殺
して自分も死にたい。

　今まで私たちは、高齢者団地で
のランチ支援をソーシャルビジネス
モデルで取り組んできたり、伝統工
芸の職人や農業に従事する農家さ
んたちと一緒に動いてきたりしてき
ましたが、「生活困窮者支援」という
のは初めての経験でした。コロナウ
イルス感染に気をつけながら、まず
は配食のためのお弁当をたくさんつ
くったり、お米を寄付してくださる方
とオンラインでお会いしたり、思いつ
く限り動いてみることにしました。
　決してすべてが上手く進んだわけ
ではありませんが、「食べるを守る」
ということ、「居場所をつくる」とい
うこと、「関係機関につなぐ」という
ことに力を注いでいくなかで、生活
困窮に悩む若い親子の支援対象者
が増えてきました。
　平野宮町みんな食堂はいつしか、
当初予定していたメガロコープに暮
らす高齢者のための孤食支援の拠



34 352020年度　住まいとコミュニティづくり活動助成 一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

食堂を手伝う、平野区内の中学生ボランティア クッキング体験イベント、餃子づくり体験の様子 食堂で働く、障がいを持つスタッフ。出向とすることで人件費を抑制 外部組織の理解と協力は欠かせない。JA大阪市は野菜を寄贈

課題は今でも続いており、みんな
食堂にも通っています。
　別の事例では、児童養護施設で
育った身寄りのない20歳の大学生
が、コロナの影響で学校に通う意
味を見出せず退学。頼れる近親者
がいないので、縁をたどって我々に
連絡をしてきました。「生きたい気
持ちが少しある。誰かとつながり
たい」というのが彼女の正直な気持
ち。我々は、まずは住まいを確保
するべく、知り合いの助産院に住み
こませてもらいました。そして、食
堂のボランティアとして手伝ってもら
い、お知り合いのご縁で2021年4月
からは、新聞配達会社の正社員と
して無事に就職につなげることがで
きました。
　事例を挙げればきりがありません
が、新型コロナウイルスがもたらし
た生活者への影響は計り知れませ
ん。収入の柱である仕事を失ってし
まうこと、今までの家族の距離感
を大きく変えていくこと、外部との
接点を断ち切ってしまうこと。力な
き生活者を取り巻く根深いネガティ
ブな状況を改善に向かわせるのは、
とても難しいと痛感します。
●地域食堂での活動
　それでも、なんとか明るく、そし
て親子のためにできることを探そう
と、平野宮町みんな食堂は基本的

点だけではなく、「子どもたちの居場
所の運営」「多世代に向けたランチ
の提供」、そして「困窮者の生活再
建に向けての一部サポート」「困窮
者の住まいの確保と就職支援のサ
ポート」という拠点へとステップアッ
プしていきました。現在は平野区役
所のこども支援課、区内の7カ所の
こども食堂、母子家庭の支援団体
などと連携しています。
●コロナ禍での支援事例
　平野区役所からは、日本で暮ら
す在留外国人の母子についての支
援相談を多く受けています。そのな
かで、「日本国籍の夫と離婚後、本
人も精神疾患を持ち金銭的余裕が
ない。転居先である平野の小学校
に2人の子どもを通わせるにも、必
要になる制服代を捻出できない」と
いう相談がありました。この制服集
めをどう進めるかについて、登校先
である小学校に確認をするもなか
なか解決に結びつきません。
　例年開催している古着の交換会
があると聞いて区内のママに相談
をしたところ、今年はコロナの影響
もあって中止とのこと。しかし、相
談をしたママたちの動きで、必要な
2着の制服の古着を手に入れること
ができました。今では、姉と弟の
2人の子どもたちは元気に小学校に
通っています。この親子の金銭的な

には木・土曜日の週2日、多い時に
は火曜日も含め週に3日オープンして
ます。生活に課題を抱える親子が、
数多く利用しています。「こども食堂」
の多くが直面する「本当の困窮者に
アプローチできない」という問題を
考えると、今、さまざまな状況に困
難を抱えている親子に対して活動が
できているということは、非常に意
義深いことかと思います。
　特に土曜日は、多い時には40人
もの親子が集まることもあります。
密には気をつけながらも、団子づく
りやホットケーキづくりといったクッ
キング体験イベント、習字体験イベ
ントなどを開催。2020年の秋には、
平野区役所から「学習サポーター制
度」の対象に認定され、平野区の周
辺にある在留外国人を対象にした
寺子屋、元中学校の先生などと連
携し、子どもたちの勉強を手伝って
います。
●障がい者スタッフの雇用
　こども食堂の最大の課題は、継
続していくための人件費の確保で
す。食事の提供だけでは収益を生ま
ない地域食堂は、家賃や人件費をど
う捻出するかが大きな壁となります。
コロナ前に全国で4000軒を超えるこ
ども食堂があるなかでも、近年は主
催側の経済基盤の脆さから、閉鎖し
てしまう食堂も少なくありません。

　そこで導入したのは、杉本町みん
な食堂で先行して動いていた、「企
業に採用された障がい者スタッフ
が、『出向』として地域食堂で働く」
というソーシャルビジネスモデルでし
た。平野宮町みんな食堂には、障
がいのあるスタッフが数名、働いて
います。彼らはボランティアではな
く、時給1000円を受け取りながら
働く、企業の社員たちでもあるので
す。このコロナ禍でも、出向してい
るスタッフたちは穏やかな職場環境
と誰かの役に立つ仕事が確保され、
誰1人として辞めることもなく、働き
続けることができています。
●まとめ
　コロナウイルス感染拡大の影響
により、当初予定していた計画と
は大きく方針転換をした今期の事
業になりましたが、ハウジングアン
ドコミュニティ財団の助成のお陰
で、助けられた命がたくさんありま
した。また、ハード面に目が行きが
ちな団地再生や空き店舗再生の本
来の目的こそ、この困難に直面する
方々のサポートにあるのではないか
と改めて気づかされる機会となりま
した。障がい者雇用・団地の空き
家食堂・高齢者支援に加えて、コ
ロナ禍での困窮者支援。全国でも
珍しいソーシャルビジネスの事例が、
今、ここに誕生しています。

課題と解決方策
　当初計画していたメガロコープに
暮らす高齢者住民を対象とした支
援活動は、思っていたように進める
ことができず、コロナ禍での親子支
援にシフトしました。日に日に状況
が変わっていくなかで、食堂がある
イズミヤ側からの、運営やコロナ感
染防止の対策に翻弄された部分が
少なくありませんでした。本来なら
マスクを外して集まれるであろう場
を生み出すにも、なかなか実現が
難しい状況が続きました。
　プラスの面としては、コロナ禍で
の困窮者支援ということで、想像を
超えるスピードで地域間連携が進
められたことです。地域食堂を立
ち上げる際には、これまでの経験
では、地域を管轄する行政や周辺
の地域食堂、社会福祉業議会など
の社会支援機関との連携、調整に
かなりの時間を要するものなのです
が、非常時ならではの経験でした。
　また、食堂で出向を受け入れる
企業の障がい者スタッフについて

は、企業連携が思うように進まず、
人数を増やすことができませんでし
た。テレワークにより担当者が不
在がちであること、企業の経済状
況が芳しくなく、障がい者雇用どこ
ろではないなど、新たに雇用する
企業側の状況の変化が大きく見ら
れました。

今後の予定
　4月以降も平野宮町みんな食堂の
運営を継続しています。4月25日か
らの3回目の緊急事態宣言では、弁
当の配食のみで店内への立ち入り
を禁止するなど、素早い対策にも慣
れてきました。
　私たちに課せられているミッショ
ンは、コロナ禍で困窮者が増え続
ける状況下で、この居場所をどう維
持していくかということです。まだ
まだ続くコロナに対応しつつも、ハ
ウジングアンドコミュニティ財団に
応援いただいた集いの場を拡充し
ていけるよう、力を尽くしたいと考
えております。
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私たちは、これからの未来に増え続ける社会課題──産業縮小・まちづくり・
障がい者福祉・教育関連──を解決するために、企業やNPOなどと連携した
新しいソーシャルビジネスを提案し続けます。


