
No. 団体名 都道府県

1 救命のリレー普及会 北海道

2 NPO法人ポラーナ 北海道

3 勇者の会 北海道

4 特定非営利活動法人　道南の未来 北海道

5 寺子屋こどもの未来 北海道

6 北海道自閉症協会　道南分会 北海道

7 たすけ愛ふくろう清田 北海道

8 北海道シェルターネットワーク 北海道

9 特定非営利活動法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク 北海道

10 チャイルドラインあおもり 青森

11 こども食堂せいなん 岩手

12 みずさわ思い出パートナーボランティア「モコちゃん」 岩手

13 ナルク仙北 宮城

14 にじいろCANVAS 宮城

15 チャイルドネットジャパン 宮城

16 みやぎっ子『食』・『農』くらぶ 宮城

17 いずみワクワク食堂 宮城

18 寺岡地区社会福祉協議会 宮城

19 東北大学インクストーンズ 宮城

20 わたしのくらしプロジェクト 山形

21 川西町こども食堂なかよしキッチン 山形

22 山形県手話通訳問題研究会 山形

23 みんなの居場所　古民家　玉手箱 山形

24 在宅介護を支える家族の会 山形

25 特定非営利活動法人ウェッブストーリー 福島

26 福島環境カウンセラー協会 福島

27 こおりやま日本語教室 福島

28 ITでNPOを応援する会 茨城

29  つくば子供支援ネット 茨城

30 ぼくらの教室 茨城

31 For Everyone Study 茨城

32 あっとホームたかまつ 茨城

33 特定非営利活動法人ともに歩む認知症の会・茨城 茨城

34 親と子の居場所＆子ども食堂『みんなでごはん・Kiitos』 栃木

35 特定非営利活動法人　そらいろコアラ 栃木
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36 鹿沼市中途失聴・難聴者協会 栃木

37 ぐんま里山学校 群馬

38 ビーイング 群馬

39 NPO法人よりきど暮しの会 群馬

40 NPO法人羽生子育てサポートキャロット 埼玉

41 みさと子育て応援フードパントリー 埼玉

42 こども食堂ネットワークいるま 埼玉

43 NPO法人マイムマイム 埼玉

44 ジョイフルキッチン・みんなの食堂 埼玉

45 川口子育て応援フードパントリー幸栄 埼玉

46 ここにこウードパントリーさいたま西 埼玉

47 特定非営利活動法人志木のまいにちこども食堂 埼玉

48 ゆるカル 埼玉

49 特定非営利活動法人マナ　辻なかよし食堂 埼玉

50 特定非営利活動法人　こどもの居場所づくりin かわぐち 埼玉

51 任意団体　こども広場「エンジ」 埼玉

52 浦和トイライブラリーおもちゃ箱 埼玉

53 スマイルふれあい食堂 埼玉

54 草加子育て応援フードパントリーひろっぱ 埼玉

55 ユニバーサルデザイン・ステップ 埼玉

56 ＮＰＯ法人わわわ工房 埼玉

57
特定非営利活動法人 Education in Ourselves 

教育を軸に子どもの成長を考えるフォーラム
埼玉

58 越ヶ谷こどもかふぇ食堂　ぽらむの家 埼玉

59 特定非営利活動法人BANGBOO 埼玉

60 エブリンかわぐち 埼玉

61 特定非営利活動法人 子供食堂チ、アモ 埼玉

62 幸町陽気こども食堂 埼玉

63 NPO法人チアーズ 埼玉

64 オリーブの会 埼玉

65 ホームかめめ 埼玉

66 かがやきっ子食堂 千葉

67 「みんなのサンタ」　（NPO申請中） 千葉

68 南流山子ども食堂の会 千葉

69 市川大野おもちゃ図書館 ともとも 千葉

70 鎌ケ谷マネジメントラボ 千葉

71 ころころ食堂 東京

72 清瀬市・声のボランティア 東京



73 特定非営利活動法人いつひよファミリー・育はぐ 東京

74 東京スマホ研究会 東京

75 文京手話会 東京

76 大人の寺子屋・三鷹 東京

77 インターネットで部活動をしよう会（ネット部会） 東京

78 フードバンクいたばし 東京

79 こどもの居場所作り＠府中 東京

80 子育て応援フードパントリーしむら 東京

81 フードバンク調布 東京

82 Green heart 東京

83 となん　こども食堂 東京

84 あぴラッキー 東京

85 虹色食堂 東京

86 地域福祉スペース⇒ＣＡＳＡワイワイ！ 東京

87 NPO法人フードバンク狛江 東京

88 清瀬国際交流会 東京

89 こども食堂　サザンクロス 東京

90 大田区ポールdeウォーク推進協議会 東京

91 北区コミュニケーション・モア 東京

92 フードパントリーたまご 東京

93 公益社団法人東京都助産師会江戸川地区分会 東京

94 被災地支援プロジェクトチームEn 東京

95 渋谷ファクト（双子・年子・低体重児のサークル） 東京

96 精神障害当事者会ポルケ 東京

97 東京大学学生団体CO-ONnext 東京

98 特定非営利活動法人PoE International Exchange 東京

99 こころとからだの元気Lab. 東京

100 つるかわ無料塾 結い 東京

101 お結びころりん 神奈川

102 ドリームセンター　子どもカフェ 神奈川

103 たすけあい 神奈川

104 フードコミュニティ 神奈川

105 湘南まぜこぜ計画 神奈川

106 キッズカフェ杉田（子ども食堂） 神奈川

107 なかよし子ども食堂 神奈川

108 こどもすまいる食堂 神奈川

109 みんなの一色子ども食堂 神奈川

110 ユッカの会 神奈川



111 横浜ばらの会 神奈川

112 NPO法人　子育ての輪Lei 神奈川

113 多文化まちづくり工房 神奈川

114 みんなでごはん 神奈川

115 地域のお茶の間研究所さろんどて 神奈川

116 フードバンクさんぽく 新潟

117 かも・すだち食堂 新潟

118 十日町要約筆記サークル　うさぎ 新潟

119 郷見庵プロジェクト 新潟

120 妙高かいけつ市民団 新潟

121 NPOかも小町 新潟

122 MOA健康クラブ三条(みんなの食堂) 新潟

123 富山県放デイゆるゆる大運動会実行委員会 富山

124 特定非営利活動法人フードバンクいしかわ 石川

125 平和こども食堂 石川

126 おおくわこども食堂 石川

127 山田さんちのいちご食堂 福井

128 越前にこにこ食堂実行委員会 福井

129 愛発ん家 福井

130 桜町絆プロジェクトの会　さくら子ども食堂 福井

131 特定非営利活動法人かさじぞう 福井

132 ハレバレ会 福井

133 富士総合食支援協会 山梨

134 実家の茶の間 長野

135 長野県手話通訳問題研究会 長野

136 特定非営利活動法人サポートセンターとまり木 長野

137 ダイバーシティ信州 長野

138 十九条元気体操 岐阜

139 あそびのひろば 静岡

140 特定非営利活動法人　風 静岡

141 ルミナス 静岡

142 はまはっぴー 静岡

143 ふくろい子育てネットワーク　みんなのぽっけ 静岡

144 カサ　デ　アミーゴス 静岡

145 子ども育ちレスキューネット 静岡

146 特定非営利活動法人Cafe de 寺子屋 静岡

147 クローバーの会 静岡

148 蜂ボラ（地域ボランテ） 静岡



149 KHJ静岡県いっぷく会 静岡

150 特定非営利活動法人　オリーブ 静岡

151 みんなのえがお　おたまちゃん食堂 静岡

152 グリーフ相談支援ネットワーク 愛知

153 特定非営利活動法人ハッピーラボ 愛知

154 スマイルプロジェクト 愛知

155 日進絆子ども食堂 愛知

156 豊川市更生保護女性会（子ども食堂ひまわりキッチン） 愛知

157 はじめ良ければ尾張旭好しの会 愛知

158 音訳ボランティアサークル　安城ひびきの会 愛知

159 ふれあいいきいきサロン　【１００縁コーヒー砂子 】 愛知

160 あいち多胎ネット 愛知

161 ワンズパス（one's path） 愛知

162 日進LOVEラボ 愛知

163 一般社団法人教育サポート協会 愛知

164 CoderDojo 稲沢正明寺 愛知

165 サンデーランチわいわいボランティア（極楽学区地域福祉推進協議会） 愛知

166 まほら子ども食堂 愛知

167 特定非営利活動法人5-CHA 愛知

168 うぃうぃの会 愛知

169 町方ふれあい子ども食堂 愛知

170 ＮＰＯ法人リネーブル・若者セーフティネット 愛知

171 人形劇団ゆめぽけっと 愛知

172 非営利団体　ONiGiRi 愛知

173 特定非営利活動法人くわな発達支援塾 三重

174 配食サービスボランティアグループ「つつじ」 三重

175 あけぼの会・あけぼの三重 三重

176 伊賀日本語の会 三重

177 ガーデンキッチンたんぽぽ 三重

178 つどい子ども食堂 三重

179 一般社団法人　異才ネットワーク 滋賀

180 彦根おやこ劇場 滋賀

181 大津市母子福祉のぞみ会 滋賀

182 アモーレ子ども食堂 滋賀

183 ひまわり教室 滋賀

184 特定非営利活動法人　オリーブの実 滋賀

185 老上西学区社会福祉協議会 滋賀

186 あづちわくわくおっぱい塾 滋賀



187 光台九丁目いきいきサロン 京都

188 相楽台お助け隊“ゆう” 京都

189 手をつないで 京都

190 NPO法人長岡京市ふるさとガイドの会 京都

191 強迫友の会　ＯＢＲＩ　オブリ 京都

192 京都女性の回復を支援する会 京都

193 こども食堂「仲」 京都

194 山城小助け隊 京都

195 Quokka 京都

196 嵐山こども食堂 京都

197 朗読ボランテイア「陽声」 京都

198 ふくちやまCAP 京都

199 森之宮コミュニティ国際交流サロン 大阪

200 特定非営利活動法人ななの絵本 大阪

201 居場所作りプロジェクト「ループ」 大阪

202 富田林ほっこり会 大阪

203 モモの木 大阪

204 子ども宅食「にっこり」 大阪

205 NPO法人草の根福祉 大阪

206 NPO法人街角ほっとサロン 大阪

207 特定非営利活動法人ところ 大阪

208 一般社団法人できわかクリエイターズ 大阪

209 特定非営利活動法人児童養護支援協会ポーラスター 大阪

210 虐待どっとネット 大阪

211 場づくりカレッジ「えすけーぷ。」 大阪

212 ネム２１ 大阪

213 ボランティア団体たて×よこ 大阪

214 ボランティアリンク　マインドアイ 大阪

215 介護の応援　ひとの駅・神石 大阪

216 NPO法人　コミュニティ・ガーデン nichi nichi 大阪

217 へいなんこども食堂 兵庫

218 そなえる救急医療情報 兵庫

219 一般社団法人こどもエンターテインメント 兵庫

220 居場所　青い鳥 兵庫

221 特定非営利活動法人ガジュマルの船 兵庫

222 注文をまちがえる喫茶店in丹波　企画実行委員会 兵庫

223 アットホーム「心」 兵庫

224 子育て支援グループ「てとて広場」 兵庫



225 文字通訳サークル ちょうちょ 兵庫

226 みんなのごはん 兵庫

227 特定非営利活動法人にしのみや次世代育成支援協会（NOBARS） 兵庫

228 なかよし食堂 兵庫

229 手話サークル明城会 兵庫

230 おしゃべりかふぇほっこり 兵庫

231 ナルク芦屋 兵庫

232 さとのわ 兵庫

233 東吉野こどもと楽しむ会 奈良

234 河合診療所友の会 奈良

235 鹿ノ台校区　バンビカフェ 奈良

236 フードバンク奈良 奈良

237 無戸籍の人を支援する会 奈良

238 里親ソーシャルワーカーの会「Amo」 和歌山

239 楽しいは美味しい友の会 和歌山

240 冒険こども食堂 和歌山

241 ホウキっこ・チリトリおとな 鳥取

242 おやこ食堂「おかえり」・みんなの食堂「ただいま」 鳥取

243 みとや世代間交流施設「ほほ笑み」サロンボランティアの会 島根

244 笠岡市社会福祉協議会大井支部 岡山

245 NPO法人 まんなか 岡山

246 みみっとの会 岡山

247 笠岡市社会福祉協議会　大島支部 岡山

248 出部地区社会福祉協議会 岡山

249 子どもサポネット「ハートフル」 広島

250 KHJ広島もみじの会 広島

251 よりあい処　西ヶ丘 山口

252 写楽サロン 山口

253 夢すこやか老いも若きも子ども食堂 山口

254 新庄地区社会福祉協議会 山口

255 一般社団法人もも 香川

256 KHJ香川県オリーブの会 香川

257 福岡教育サポート 福岡

258 一般社団法人WingsJob 福岡

259 ＩＣＴサポート福岡 福岡

260 非営利活動法人フードバンク飯塚 福岡

261 手話ダンス・サンダー 福岡

262 NPO法人ゆい 福岡



263 FBOフードバンク大牟田 福岡

264 福岡がん患者団体ネットワークがん・バッテン・元気隊 福岡

265 子ども食堂　食・遊・和　ほとめき 福岡

266 あけぼの会 福岡

267 傾聴ボランティア　でんでん虫 福岡

268 ちくご地域ユースサポート 福岡

269 太宰府いきいきこども食堂 福岡

270 Home～親子の集い場～ 福岡

271 特定非営利活動法人フードバンクさが 佐賀

272 親子いこいの広場もくもく 長崎

273 NPO法人　せいしとらんし熊本 熊本

274 特手非営利活動法人凸凹ライフデザイン 熊本

275 くまにじ 熊本

276 大西生き生きサロン 大分

277 きたく部 大分

278 こども食堂ハッピータイム 大分

279 NPO法人知的障がい者フットサルクラブENTRADA 大分

280 鶴居　こいのぼり 子ども食堂 大分

281 NPO法人子育て応援レストラン 大分

282 特定非営利活動法人　地域ひとネット 大分

283 ART PROJECT OITA 大分

284 子ども食堂ひゅうが絆 宮崎

285 子ども夢募金きずなループ 宮崎

286 東大宮こども食堂 宮崎

287 財光寺切島山１区学習支援励まし隊 宮崎

288 野方deへそ会 鹿児島

289 NPO法人若者・留学生サポートステーション響 鹿児島

290 ルネスかごしま 鹿児島

291 さつま健康＆環境蘇生を考える会 鹿児島

292 あいら未来会議 鹿児島

293 ゆの庵ダイニング 鹿児島

294 喜入子育てコミュニティKADAN 鹿児島

295 伊集院こどもふれ愛食堂 鹿児島

296 スマイルキッチン「にんぎまんま」 鹿児島

297 まなび舎いずみ 沖縄

298 一般社団法人　HOME 沖縄

299 あけぼのほのぼの会　（ほのぼのカフェ） 沖縄

300 特定非営利活動法人　あまのはしだて座 沖縄


