
むすびえ・厚生労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」
採択団体　一覧（敬称略）

採択番号 団体名 活動地域

1 富津こども食堂 きみはま さっちゃん食堂 千葉県

2 もぐもぐ子ども食堂 愛知県

3 特定非営利活動法人地域コミュニティセンターこころん 福岡県

4 みんなのあそびば 沖縄県

5 NPO法人はぐくみ 愛知県

6 こどもSOSほっかいどう 北海道

7 特定非営利活動法人よのなか塾 京都府

8 一般社団法人非営利型宇都宮市学童保育センター 栃木県

9 子ども食堂こうち実行委員会 高知県

10 特定非営利活動法人ごちゃまぜの街をつくる会 北海道

11 一般社団法人 タウンスペースWAKWAK 大阪府

12 認定 NPO 法人スポーツアカデミー 千葉県

13 岐阜キッズな（絆）支援室 岐阜県

14 三次いしだたみ子ども食堂運営会 広島県

15 かみのやまこども食堂『かえる家』 山形県

16 一般社団法人天理文化の会 奈良県

17 豊洲こども食堂 東京都

18 いしがき市民食堂・金城製麺 沖縄県

19 子ども食堂 無料塾 寺子屋 えがお 石川県

20 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー 兵庫県

21 特定非営利活動法人このまちで暮らす会 埼玉県

22 一般社団法人キッズベース 岐阜県

23 みんなで笑顔の会 山口県

24 NPO法人しんぐるぺあれんとF・福島 福島県

25 特定非営利活動法人ちいきむすび 東京都

26 特定非営利活動法人エム・トゥ・エム 愛知県

27 地域こども食堂 神奈川県

28 たわわタウン谷山子ども食堂 鹿児島県

29 良い子食堂 東京都

30 ぽかぽかこども食堂 和歌山県

31 このゆびとーまれ♪ 埼玉県

32 FigTreeこども食堂 兵庫県

33 つばめ地域食堂プロジェクト 新潟県

34 一般社団法人教育サポート協会 愛知県

35 若王寺子ども食堂の会 兵庫県

36 くすのき子ども食堂実行委員会 大阪府



37 てとてとて玉名郡 熊本県

38 一般社団法人やまと災害ボランティアネットワーク 神奈川県

39 認定特定非営利活動法人 地域たすけあいネットワーク 新潟県

40 みんなの食堂Flat 埼玉県

41 呼吸子ども無料食堂 沖縄県

42 認定NPO法人フリースペース・うぇるびー 静岡県

43 こども食堂・フレッシュＡＭＩ 茨城県

44 あじさいの集い富士見 東京都

45 特定非営利活動法人あっとすくーる 大阪府

46 親子いこいの広場もくもく 長崎県

47 こども食堂なごみ 佐賀県

48 きりんのまち・愛プロジェクト 鳥取県

49 長くつ下のピッピ食堂 埼玉県

50 特定非営利活動法人あそびとまなび研究所 福岡県

51 信州こども食堂 古里こどもカフェ 長野県

52 NPO法人ATTAKA 東京都

53 こども応援隊 長野県

54 こども食堂ぎふネットワーク 岐阜県

55 特定非営利活動法人ＰＥＡＣＥ＆ＳＭＩＬＥ 北海道

56 特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク 山口県

57 こども食堂COCOKU～RU 宮城県

58 NPO法人こどもプロジェクト 東京都

59 てらこや広場 大分県

60 柳本こどもあさごはん部実行委員会 奈良県

61 名護こども食堂 沖縄県

62 みんなの居場所にこにこ 青森県

63 あきしまこどもクッキング 東京都

64 ＮＰＯ法人えき・まちネットこまつ 山形県

65 特定非営利活動法人いちかい子育てネット羽ばたき 栃木県

66 こどもすまいる食堂 神奈川県

67 子ども・地域食堂 はなえみ食堂 熊本県

68 一般社団法人おたまちゃん食堂 静岡県

69 NPO法人よりきど暮しの会 群馬県

70 一般社団法人キラキラヒカル 佐賀県

71 山形てのひら支援ネット 山形県

72 へいなんこども食堂 兵庫県

73 要町あさやけ子ども食堂 東京都

74 特定非営利活動法人クローバー 兵庫県

75 ひよこ食堂・ひよこ塾 兵庫県

76 みんなの食堂こむすび舎＠めいわ町 三重県



77 みよし多世代・子ども食堂 愛知県

78 木更津波岡こども食堂 千葉県

79 潮江南地域連合会 高知県

80 ボランティアサークル ファミリア 秋田県

81 一般社団法人子どもの居場所こばんち 沖縄県

82 特定非営利活動法人わらすば 岩手県

83 なんぶひらがり食堂 石川県

84 一般社団法人さいたま市子ども食堂ネットワーク 埼玉県

85 Salt of the Earth 兵庫県

86 高円寺・子ども食堂の会 東京都

87 NPO法人こころひまわり 沖縄県

88 一般社団法人熊本私学教育支援事業団 熊本県

89 特定非営利活動法人信州協働会議 長野県

90 子どもを守る目コミュ＠文京区 東京都

91 阿蘇燦食堂 熊本県

92 一般社団法人おひさま 東京都

93 NPO法人大宮地区社会福祉協議会 奈良県

94 子どもの居場所　みんなにっこにこ 京都府

95 認定NPO法人CPAO 大阪府

96 NPO法人ふうせん 埼玉県

97 ＮＰＯ法人子育て応援ワクワクピース 大分県

98 特定非営利活動法人ながいく 愛知県

99 チームひだまり 埼玉県

100 わかば子ども食堂 兵庫県

101 特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク 山形県

102 特定非営利活動法人ぼらんたす 山形県

103 あだち子ども食堂たべるば 東京都

104 子ども食堂カフェ北野 東京都

106 特定非営利活動法人Compass 神奈川県

107 一般社団法人KIZUNAWATE（部門）なわてこども食堂 大阪府

108 特定非営利活動法人チームふくしま 福島県

109 一般財団法人　北九州市母子寡婦福祉会 福岡県

110 認定NPO法人NEXTEP 熊本県

111 竹原市母子寡婦福祉連合会　かぐやこども食堂 広島県

112 特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて 埼玉県

113 特定非営利活動法人コハレLABO 千葉県

114 一般社団法人 宮古島こどもこそだてワクワク未来会議 沖縄県

115 NPO法人こどもの居場所づくり in かわぐち 埼玉県

116 松山NPO登録団体ナチュレリーフ 愛媛県

117 特定非営利活動法人シンコペーション 沖縄県



118 ちとせこども食堂スキップ 北海道

119 NPO法人dattochi home 東京都

120 Co-むすび 千葉県

121 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 大阪府

123 一般社団法人地域包括ケアサポート47風鈴研究会議 東京都

124 NPO法人一期JAM 東京都

125 一般社団法人インクルーシブのわみ 愛知県

126 特定非営利活動法人W.Coまつぼっくり 静岡県

127 西尾子ども食堂 愛知県

128 一般社団法人カフェあずま 京都府

129 特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 福岡県

130 つるが子ども食堂ネットワーク 福井県

131 特定非営利活動法人子どもの育ちを応援する会 栃木県

132 社会福祉法人北の大地 北海道

133 認定NPO法人NGO未来の子どもネットワーク 茨城県

134 食育カフェEDEN 東京都

135 あけぼのほのぼの会 沖縄県

136 ボランティア団体信愛えんがわカフェ 群馬県

137 心の森ボランティアサークル 三重県

138 いっちゃん家わくわく子ども食堂 東京都

139 一般社団法人SHOIN 東京都

140 みんなでつくる学校とれぶりんか東京 東京都

141 岡山医療生活協同組合 岡山県

142 特定非営利活動法人 One Dining Table 愛知県

143 特定非営利活動法人わたしと僕の夢 福岡県

144 子ども食堂＠なかぶんボランティアの会 愛知県

145 Amityいちはら 千葉県

146 一般社団法人シングルマザーの幸せな生活研究所 福井県

147 こども食堂waiwai 東京都

148 にじいろこども会 和歌山県

149 一般社団法人子どもソーシャルワークセンターつばさ 岡山県

150 特定非営利活動法人　キリンこども応援団 大阪府

151 ときわこども食堂 大阪府

152 にながわふれあい子ども食堂 富山県

153 浦城っ子こども食堂 沖縄県

154 特定非営利活動法人ささえる絆ネットワーク北陸 石川県

155 はちおうじ子ども食堂 東京都

156 子どもの居場所ＯＺ 栃木県

157 NPO法人地域つながりお茶会ちびチュウ 山梨県

158 特定非営利活動法人 プロミスキーパーズ 沖縄県



159 安堵こども食堂 奈良県

160 ami seed 茨城県

161 NPO法人女性を応援するSHINE 東京都

162 にしっ子食堂 新潟県

163 こども食堂いちごえん 愛知県

164 みどり町5・6丁目自治会 沖縄県

165 NPO法人Happyリレーいろいろ 茨城県


