（第二部）調査主体・出所・市町村別内訳データ
都道府県名 調査主体

（箇所数出所）

市町村別内訳
※十勝管内のみ

北海道

こども食堂北海道ネットワーク

同左

青森県

弘前大学ボランティアセンター

同左

岩手県

こどもの居場所ネットワークいわて

同左

十勝管内10（帯広市2箇所、芽室町1箇所、士幌町1箇所、大樹町1箇所、幕別町1箇所、足寄町1
箇所、池田町1箇所、音更町2箇所）（2019.5）（WEWとかち(おびひろこども食堂、風の子めむ
ろ）
青森市4箇所、弘前市6箇所、八戸市5箇所、大鰐町1箇所
7か所

盛岡市

陸前高田市
1か所

宮城県

せんだいこども食堂

秋田県

秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課

山形県
福島県

山形県子どもの居場所づくりネット
ワーク
ふくしまこども食堂ネットワーク

企業・自治体・社会福祉協議会・
団体など複数から情報を収集
同左

平泉町

1か所

1か所

花巻市

大槌町2か所

1か所

北上市

2か所

釜石市
1か所

矢巾町1か所

洋野町1か所

2か所

宮古市

久慈市1か所

滝沢市

⾦ヶ崎町1か所

所在地開示不可の団体さんが数団体いるため、県内総数のみ

秋田市４、能代市２、大館市２、横手市１、鹿角市、由利本荘市１
山形市9箇所、米沢市4箇所、鶴岡市3箇所、酒田市1箇所、新庄市1箇所、上山市2箇所、村山市1

同左

箇所、長井市1箇所、山辺町1箇所

福島県こども未来局
日立市3箇所、常陸太田市1箇所、ひたちなか市2箇所、常陸大宮市1箇所、那珂市2箇所、東海村

茨城県

認定NPO法人 茨城NPOセンター・コ
モンズ

2箇所、⽔⼾市6箇所、笠間市3箇所、⼩美⽟市1箇所、茨城町1箇所、⼤洗町1箇所、⼟浦市4箇

同左

所、石岡市2箇所、龍ケ崎市1箇所、取手市4箇所、牛久市1箇所、つくば市8箇所、守谷市3箇
所、稲敷市1箇所、つくばみらい市1箇所、古河市2箇所、結城市1箇所、下妻市1箇所、常総市1
箇所、筑西市2箇所、坂東市1箇所、八千代町1箇所、鹿嶋市3箇所、神栖市2箇

栃木県

こども食堂サポートセンターとちぎ

同左

群馬県

こども食堂ネットワークぐんま

群馬県こども未来部

宇都宮市11 那須塩原市4 足利市4 鹿沼市4 大田原市2 佐野市2 壬生町2 栃木市1 矢板市1 小山
市1 さくら市1 高根沢町1 上三川町1 茂木町1 市貝町1
前橋市５箇所・高崎市10箇所・伊勢崎市3箇所・渋川市2箇所・富岡市3箇所・藤岡市1箇所・沼
田市3箇所・桐生市3箇所・館林市1箇所・太田市3箇所・みどり市2箇所・安中市3箇所・玉村町2
箇所・邑楽町4箇所

埼玉県

埼玉県福祉部少子政策課

千葉県

千葉県子ども食堂連絡会

越谷市（4か所，2019.3，データ出所：埼玉県こども食堂ネットワーク

同左

野口，回答団体：NPO

法人地域こども包括支援センター

千葉県健康福祉部児童家庭課ひと
り親家庭班

こども食堂ネットワーク、東京ボラン
ティア・市民活動センター、みなと子
ども食堂、新宿こどもネットワーク、
台東区の子育てを支え合うネットワー
ク、みなみすなこども食堂、しながわ
子ども食堂ネットワーク、としま子ど
東京都

も食堂ネットワーク、北区子ども食堂
ネットワーク、あらかわ子ども応援
ネットワーク、かつしか子ども食堂・
居場所作りネットワーク、えどがわっ

１）東京ボランティア・市民活動 千代田区,1 中央区,2 港区,2 新宿区,8 文京区,12 台東区,10 墨田区,13 江東区,8 品川区,18 目黒区,9
センターより、都下の市区町村社 大田区,15 世田谷区,32 渋谷区,36 中野区,14 杉並区,18 豊島区,14 北区,23 荒川区,12 板橋区,17 練
協へ照会。２）こども食堂ネット
ワークより、各地の地域ネット

馬区,14 足立区,18 葛飾区,11 江戸川区,24 八王子市,14 立川市,16 武蔵野市,6 三鷹市,6 青梅市,3 府
中市,8 昭島市,4 調布市,6 町田市,10 小金井市,5 小平市,6 日野市,8 東村山市,3 国分寺市,3 国立市,6
福生市,1 狛江市,6 東大和市,3 清瀬市,14 東久留米市,5 武蔵村山市,3 多摩市,11 稲城市,4 羽村市,0

ワークへ照会。３）むすびえによ あきるの市,2 西東京市,10 瑞穂町,1 日の出町,0 檜原村,0 奥多摩町,0 大島町,0 利島村,0 新島村,0 神
津島村,0 三宅村,0 御蔵島村,0 八丈町,0 青ヶ島村,0 小笠原村,0
る各市区町村へのヒアリング。

子食堂ネットワーク、八王子食堂ネッ
トワーク、各市区町村役所・役場、社
会福祉協議会
各自治体のこども食堂ネットワー
神奈川県

神奈川こども食堂ネットワーク

クと行政や社協などに問合せして
集計。
新潟市23（北区2，東区4，中央区5，江南区3，秋葉区2，南区1，西区5，西浦区1），長岡市

新潟県

特定非営利活動法人にいがた子育ちステ 新潟県社会福祉協議会
イション
社会福祉協議会

/

新潟市

5，三条市5，柏崎市5，新発⽥市1，⼩千⾕市1，⼗⽇町市2，村上市3，燕市2，⽷⿂川市1，妙⾼
市1，上越市2，佐渡市2，阿賀野市3，胎内市1（2018.9.1時点，新潟県：新潟県社会福祉協議会
調査データ，新潟市：新潟市子ども食堂ネットワーク事務局管理データ・事務局新潟市社会福祉
協議会地域福祉課）

富山県

富山県子どもほっとサロンネットワー
ク

同左
石川県およびかなざわっ子

石川県

かなざわっ子nikoniko倶楽部

福井県

こども食堂青空

福井県社会福祉協議会 地域福祉課

山梨県

一般社団法人育みの会

同左

長野県

公益財団法人長野県みらい基金

nikoniko倶楽部独⾃調査による

富山市４カ所、高岡市４箇所、氷見市３箇所、魚津市２箇所、射水市１箇所、南砺市１箇所
石川県46（金沢市13箇所、七尾市2箇所、小松市1箇所、輪島市3箇所、加賀市7箇所、白山市8箇
所、能美市5箇所、野々市市2箇所、津幡町1箇所、内灘町1箇所、穴水町1箇所，他2箇所データ
出所：社協と自分のネットワーク，回答団体：金沢市社会福祉協議会，2019.1）
福井市6、敦賀市2、小浜市2、勝山市1、鯖江市2、あわら市2、越前市3、坂井市1、越前町2、美
浜町2、高浜町1
甲府市8か所、山梨市2か所、中央市1か所、都留市1か所、北杜市1か所、富士吉田市1か所、中
巨摩郡昭和町1か所、南都留郡富士河口湖町1か所

信州こども食堂ネットワーク、長
野県県民文化部こども家庭課
可児郡御嵩町（子ども食堂のみは、岐阜市5、各務原市2、羽島市2、岐南町2、大垣市1、海津市
1、関市2、美濃加茂市３、可児市4、御嵩町1、坂祝町1、多治⾒市2、瑞浪市2、恵那市1、⾼⼭

岐阜県

こども食堂ぎふネットワーク

同左

市3.、飛騨市2 学習支援・子ども食堂セットは、岐阜市6、瑞穂市2、大垣市1、池田町1、関ヶ
原市1、関市1、美濃加茂市1、恵那市1、飛騨市1、高山市3，2019.3，岐阜こども食堂ネット
ワーク）

静岡市22、浜松市9、富士市5、三島市5、藤枝市4、伊豆の国市3、函南町2、湖西市2、沼津市

静岡県

静岡県社会福祉協議会

同左

2、袋井市2、焼津市2、熱海市1、伊東市1、磐⽥市1、御前崎市1、掛川市1、島⽥市1、下⽥市
1、⻑泉町1、富⼠宮市1

愛知県

あいち子ども食堂ネットワーク

三重県

三重こども食堂ネットワーク

滋賀県

京都府

滋賀県社会福祉協議会子どもの笑顔は
ぐくみプロジェクト（黄瀬、浅香）

愛知県健康福祉部地域福祉課

子

ども未来応援Ｇ
三重県子ども・福祉部 子育て支
援課 子育て家庭支援班

津市4箇所、桑名市7箇所、四日市市7箇所、伊勢市5箇所、松坂市7箇所、名張市2箇所、鈴鹿市1
箇所、尾鷲市1箇所、亀山市1箇所、鳥羽市1箇所、熊野市1箇所、いなべ市1箇所、伊賀市1箇
所、玉城町1箇所

同左

京都市社会福祉協議会 ボランティア

京都市社協(京都市内実数)、京都

支援部

府社協(京都府下実数)

京都府37箇所、京都市73箇所

堺市（46，さかい子ども食堂ネットワーク（2019.4.26時点）），大阪市（152，各区のこども
支援に関する現況調査（大阪市社会福祉協議会

平成３０年８月１０日作成，北区9、都島区4、

福島区0、此花区2、中央区3、西区0、港区8、大正区2、天王寺区5、浪速区6、西淀川区4、淀川
区8、東淀川区19、東成区3、生野区10、旭区8、城東区5、鶴見区6、阿倍野区1、住之江区4、

大阪府

大阪府HPおよび堺市社協の独自

大阪市社協・堺市社協

調査

住吉区10、東住吉区14、平野区12、西成区9（2018年7月時点））／大阪府329，2018.9時点大
阪府111，堺市39，岸和田市15，豊中市17，池田市6，吹田市2，泉大津市5，高槻市0，貝塚市
4，守⼝市3，枚⽅市21，茨⽊市14，⼋尾市14，泉佐野市7，富⽥林市7，寝屋川市8，河内⻑野
市0，松原市4，大東市3，和泉市1，箕面市2，柏原市1，羽曳野市3，門真市9，摂津市3，高石市
3，藤井寺市1，東⼤阪市13，泉南市0，四條畷市2，交野市2，⼤阪狭⼭市1，阪南市0，島本町
2，豊能町0，能勢町1，忠岡町1，熊取町1，⽥尻町0，岬町0，太⼦町3，河南町0，千早⾚阪村
0）

兵庫県生活支援課、神戸市子ども
兵庫県

兵庫こども食堂ネットワーク

家庭局、尼崎市社協、その他、各 神戸市77、姫路市12、赤穂市2、明石市38、尼崎市33、宝塚市18、芦屋市2、加古川市4、川西
地のこども食堂を通じて問い合わ 市3、伊丹市2（？）
せ

奈良県

奈良こども食堂ネットワーク

奈良市10、大和高田市3、大和郡山市1、天理市4、橿原市2、桜井市5、御所市2、生駒市
奈良こども食堂ネットワーク（事務
2、香芝市1、宇陀市1、斑鳩町1、安堵町1、三宅町1、田原本町1、上牧町2、王寺町2、河
局・奈良県社協）
合町1、大淀町1、東吉野村1

和歌山県

和歌山県

同左

鳥取県

島根県

岡山県

とっとり子ども未来サポートネット
ワーク
島根県社会福祉協議会

地域福祉部

こどもを主体とした地域づくりネット
ワークおかやま

同左

（市町村別データはない）
鳥取市18ヵ所、倉吉市6ヵ所、米子市9ヵ所、境港市3ヵ所、八頭町2ヵ所、智頭町1ヵ所、岩美町
1ヵ所、湯梨浜町1ヵ所、琴浦町1ヵ所、⼤⼭町1ヵ所、南部町1ヵ所

島根県健康福祉部青少年家庭課およ 松江市5箇所（うち1箇所休止中）、浜田市1箇所、出雲市3箇所（うち1箇所休止中）、益
び島根県社会福祉協議会地域福祉部 田市3箇所、大田市3箇所（うち1箇所休止中）、安来市3箇所、江津市2箇所、美郷町1箇
地域福祉係
所

同左

広島県

公益財団法人ひろしまこども夢財団

同左

山口県

NPO法⼈⼭⼝せわやきネットワーク

同左

徳島県

フードバンクとくしま

同左

香川県

香川県社会福祉協議会

同左

愛媛県

えひめこどもの城

同左

高知県

高知県児童家庭課

同左

広島市33、呉市1、竹原市1、三原市3、尾道市3、福山市15、府中市1、庄原市1、東広島市4、
廿日市市1、府中町1
【こども食堂・地域食堂】下関市５、宇部市６、長門市１、山口市６、周南市３、光市１、柳井
市１、岩国市４、以上２７。【居場所づくり】山口市２、周南市２、計４。【昼食付学習会】山
口市５
徳島市9，鳴門市1，阿南市1，阿波市1，美馬市1，三好市1，名西郡1，板野郡2，
高松市１５、丸亀市２、善通寺市１、観音寺市１、さぬき市１、三豊市１、小豆島町１、三木町
１、宇多津町１、綾川町２

北九州市21，福岡市6，大牟田市5，久留米市11，直方市4，飯塚市1（スポット），田川市1，柳

福岡県

NPO法⼈チャイルドケアセンター

同左

川市1，八女市3，筑後市3，行橋市1，中間市1，小郡市，筑紫野市5，春日市5，大野城市22，宗
像市3，太宰府市6，福津市1，宮若市1，嘉麻市1，糸島市3，那珂川市2，篠栗町1，志免町1，水
巻町1，鞍手町1，筑前町1，広川町1，香春町1，苅田町1，みやこ町1，築上町1

佐賀県

さが・こども未来応援プロジェクト実
行委員会

H30⼦どもの居場所相談対応状況

長崎県

ながさき子ども食堂ネットワーク

同左

熊本県

熊本県 子ども.地域連絡協議会

熊本県子ども食堂一覧HPほか 独自
調査

大分県

宮崎県
鹿児島県

沖縄県

社会福祉法人大分県社会福祉協議会地
域福祉部
みやざき子ども未来ネットワーク
かごしまこども食堂・地域食堂ネット
ワーク

佐賀市6か所、唐津市2か所、鳥栖市2か所、伊万里市1か所、武雄市1か所、鹿島市1か所、小城
市1か所、神埼市1か所、嬉野市1か所、上峰町1か所、みやき町1か所
佐世保市9箇所、長崎市9箇所、西彼杵郡2箇所、大村市1箇所、島原市1箇所、東彼杵郡、1箇所
熊本市18、荒尾市2、八代市3、人吉市4、水俣市1、玉名市2、山鹿市1、菊池市1、宇土市1、宇
城市2、天草市2、合志市2、下益城郡美里町2、菊池郡大津町1、阿蘇郡小国町1、阿蘇郡西原村
1、上益城郡御船町1、 同 嘉島町1、同 益城町1、同 甲佐町1、同 ⼭都町1、芦北郡1、球磨郡2
大分市16箇所、別府市8箇所、中津市3箇所、日田市1箇所、佐伯市2箇所、臼杵市4箇所、津久見

同左

市1箇所、竹田市2箇所、豊後高田市1箇所、杵築市3箇所、宇佐市2箇所、豊後大野市3箇所、由
布市4箇所、日出町1箇所、九重町2箇所

同左
同左

沖縄県子ども生活福祉部子ども未来政策
同左
課

宮崎市12 延岡市4 門川町1 日向市2 三股町1 都城市2 日南市1 小林市5 えびの市2 川南町1 西都市
1 新富町1
鹿児島市17 日置市1 指宿市3 南九州市1 南さつま市1 枕崎市1 薩摩川内市1 出水市2 霧島市2 曽於
市4 志布志市1 肝付町1 鹿屋市3 南大隅町2 徳之島町1 奄美市4 瀬戸内町1

那覇市33箇所、宜野湾市６箇所、石垣市４箇所、浦添市19箇所、名護市３箇所、糸満市
６箇所、沖縄市28箇所、豊見城市7箇所、うるま市11箇所、宮古島市7箇所、南城市４箇
所、国頭村２箇所、大宜味村１箇所、東村１箇所、本部町３箇所、宜野座村１箇所、金武
町１箇所、読谷村２箇所、嘉手納町１箇所、北谷町３箇所、北中城村２箇所、中城村３箇
所、西原町５箇所、与那原町３箇所、南風原町３箇所、南大東村２箇所、伊平屋村１箇
所、八重瀬町２箇所

