
団体名 都道府県

1 みんなの食堂 Flat 埼玉

2 子ども食堂　みんなでごはん・Kiitos 栃木

3 みんなのごはん 兵庫

4 地域食堂おいまつ 愛知

5 チアーズ 埼玉

6 宮ノマエストロ 神奈川

7 ワーカーズコレクティブてとて 埼玉

8 コスモナレシピ 埼玉

9 みそらこども食堂 兵庫

10 こどもすまいる食堂 神奈川

11 たからづか子ども食堂 兵庫

12 ひのくにスマイル食堂 熊本

13 女性支援ネットワークゆあら 東京

14 かみのやまこども食堂『かえる家』 山形

15 ハッピーハウス 長野

16 つなぐ舎 福島

17 スポーツアカデミー 千葉

18 なわて子ども食堂 大阪

19 南流山子ども食堂の会 千葉

20 ときわぎキッチン 奈良

21 豊田こども食堂の会 富山

22 刈谷子育て応援団　ほっとライス 愛知

23 eワーク愛媛 愛媛

24 アモーレ子ども食堂 滋賀
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25 つばめ地域食堂プロジェクト 新潟

26 リトルツリーみんなの家 大阪

27 さとの会 SATO☆くろせ 広島

28 卵の木子ども食堂 富山

29 こども食堂たらの芽会 鹿児島

30 わっか 滋賀

31 キッズ未来プロジェクト 東京

32 東灘地域助け合いネットワーク 兵庫

33 ぬくぬくの家 東京

34 おのみなとこども食堂の会 和歌

35 くすのき子ども食堂実行委員会 大阪

36 ミタスカフェ 徳島

37 あつまれ前橋スポット 群馬

38 おおいずみっ子食堂 群馬

39 なかよし子ども食堂 東京

40 こども食堂「ゆんたく」 広島

41 子ども食堂　おひさまキッチン 東京

42 たばたんボランティアグループ 愛知

43 クローバーの会@やまがた 山形

44 みんにゃ食堂 山口

45 障がい当事者　グループ　たんぽぽクラブ 神奈川

46 更別どんぐり福祉会 北海道

47 サステナブルネット 静岡

48 あじさいの集い富士見 東京

49 東吉野こどもと楽しむ会 奈良

50 スマイルわかば 埼玉

51 あさひ子ども見守りネットワーク 大阪

52 ニコニコ食堂 奈良



53 みやきたこども食堂 和歌山

54 羽生の杜 埼玉

55 あかね食堂実行委員会 兵庫

56 ようこそおかえり食堂 大阪

57 子供プラス未来 千葉

58 ひよどりっ子のごはん 兵庫

59 ころころ食堂 東京

60 フードバンクとくしま 徳島

61 子育てネットくすくす 香川

62 コロンブスアカデミー 神奈川

63 Home親子の集い場 福岡

64 榛桐会 群馬

65 チャイルドケアセンター 福岡

66 こもれびカフェ 大阪

67 こども食堂はらまち 埼玉

68 きしょうこども食堂 東京

69 スマイルエンジョイプロジェクト　とだっ子食堂 埼玉

70 ポノポノプレイス 兵庫

71 宇和島市NPO　大好き　宇和島 愛媛

72 ガウラこども食堂 千葉

73 幸町陽気こども食堂・川口子育て応援フードパントリー幸栄 埼玉

74 ねごとこども朝食堂 大阪

75 若王寺・子ども食堂の会 兵庫

76 おだわら児童館連合 神奈川

77 PROJETO CONSTRUIR KODOMOSHOKUDOU 大阪

78 バラエティクラブ 東京

79 ばぁばら 東京

80 地域お茶の間研究所さろんどて 神奈川



81 ゆこびと 千葉

82 志布志こども食堂 鹿児島

83 子ども食堂くすくす 福岡

84 木更津みなと口こども食堂 千葉

85 子どもワクワク食堂実行委員会 群馬

86 にぎわい夢創りプロジェクト　さのだい子ども食堂キリンの家 大阪

87 小幡緑地冒険遊び場の会 愛知

88 子どもの居場所づくりなかよしりぼん 兵庫

89 仲西中学校夢サポートセンター 沖縄

90 ポトフ 埼玉

91 いけいけ子ども食堂 東京

92 寺崎食堂 千葉

93 会津OHANA 福島

94 母と子の生命をつなぐ オーバージーン 新潟

95 地域支援団体えまいま 東京

96 動坂ごはん 東京

97 大宮地区社会福祉協議会 奈良

98 ちゃっと 神奈川

99 あいおい 群馬

100 にっこり食堂Everyone新潟万代ライオンズクラブ 新潟

101 ボラギャング 北海道

102 場とつながりの研究センター 兵庫

103 子ども食堂　はるたま 愛知

104 こどもソーシャルワークセンター 滋賀

105 よりきど暮しの会 群馬

106 Amity　いちはら 千葉

107 えがお子ども食堂の会 福井

108 山王学舎 福岡



109 地域にこどもの居場所をグループ・わいわい 徳島

110 縁側moyai 熊本

111 いづはまスマイル食堂 大阪

112 みんなのえがおおたまちゃん食堂 静岡

113 トロワの畑こども食堂 北海道




