北海道の

子ども食堂

礼文町
稚内市

留萌市[1]
天塩町[1]

浜頓別町
幌延町

雄武町

美深町

初山別村

2

名寄市

幌加内町

下川町

西興部村
紋別市
湧別町

剣淵町

滝上町

士別市

佐呂間町

小平町

羅臼町

網走市

和寒町
愛別町

江別市[7]
恵庭市[6]
石狩市[5]

千歳市[3]
北広島市[2]

留萌市
増毛町

秩父別町
北竜町
深川市
妹背牛町

雨竜町

東川町

札幌市

別海町
新得町

上士幌町

鶴居村

三笠市

栗山町

鹿追町

士幌町

南富良野町
夕張市

本別町

せたな町
室蘭市
八雲町

帯広市

鹿部町
七飯町

北斗市
函館市

浦幌町

中札内村

釧路町

※3 令和元年6月末現在

日高町

胆振総合振興局

大樹町

新冠町
新ひだか町

広尾町
浦河町

苫小牧市[6]
洞爺湖町[1]

様似町
えりも町

日高振興局
平取町[1]

釧路総合振興局
釧路市[12]
弟子屈町[1]

更別村

十勝総合振興局
帯広市[2] 士幌町[1]
芽室町[1] 音更町[2]
大樹町[1] 幕別町[1]
池田町[1] 足寄町[1]

木古内町
知内町

釧路市

豊頃町

平取町

白老町

室蘭市[2]
登別市[2]
白老町[1]

池田町

白糠町

新ひだか町[1]

※1 市町村を通じて把握
した子ども食堂の数
※2 [ ]内は子ども食堂数

厚岸町
釧路市

芽室町

厚真町

壮瞥町

根室市
浜中町

幕別町

むかわ町

千歳市

登別市

松前町 福島町

標茶町

清水町
日高町

苫小牧市

今金町

音更町

占冠村

安平町

伊達市

上ノ国町

中標津町
弟子屈町

足寄町

豊浦町 洞爺湖町

厚沢部町

津別町
陸別町

上富良野町

長沼町 由仁町

恵庭市
ニセコ町
喜茂別町
真狩村
留寿都村

森町

置戸町

江別市
南幌町

標津町

中富良野町

北広島市

蘭越町

小清水町

訓子府町

美瑛町

岩見沢市

小樽市

仁木町

長万部町

江差町

東神楽町

砂川市 歌志内市
上砂川町
月形町
芦別市
奈井江町

石狩市

大空町
美幌町

清里町

滝川市
赤平市

新十津川町

斜里町

北見市
上川町

旭川市

富良野市

黒松内町

乙部町

遠軽町

当麻町

新篠津村
当別町

倶知安町 京極町

島牧村

比布町

美唄市

岩内町

寿都町

鷹栖町

沼田町

浦臼町

共和町

函館市[7] 北斗市[1]
八雲町[1]

根室市[1]

苫前町

赤井川村

渡島総合振興局

中標津町[1]

名寄市[1]
東神楽町[1]
南富良野町[1]

興部町

夕張市[1] 岩見沢市[2]
美唄市[1] 浦臼町[1]
新十津川町[1]

泊村

奥尻町

旭川市[17]
上川町[1]
東川町[1]

枝幸町
遠別町 中川町 音威子府村

積丹町

[0]

根室振興局

佐呂間町[1]
湧別町[1]

中頓別町

天塩町

神恵内村 古平町 余市町

檜山振興局

上川総合振興局

豊富町

石狩振興局（札幌市を除く）

小樽市[6] 倶知安町[1]
岩内町[1] 余市町[2]
寿都町[1] 蘭越町[1]

北見市[4]
遠軽町[1]
美幌町[1]

利尻富士町

羽幌町

後志総合振興局

稚内市[1] 中頓別町[1]

利尻町

空知総合振興局

羽幌町[1]
初山別村[1]

オホーツク総合振興局

猿払村

57 市町村
127か所
留萌振興局

宗谷総合振興局

釧路町[1]
白糠町[1]

北海道内の子ども食堂（札幌市内所在を除く。道のアンケート調査に対する回答について、公表許可が得られたものを掲載しています。）
名称

活動場所

連絡先

開催日時

空知総合振興局
夕張こども食堂

夕張市清水沢宮前町39 宮コ23
清水沢コミュニティゲート

こども食堂～すまいる～

岩見沢市9条西6丁目21

放課後れすとらん
だれでも食堂
みんなの食堂

岩見沢市5条西11丁目2-7
浦臼町浦臼第３－２
「ふれあいの家」会館内
新十津川町中央13-26
新十津川明和会事務所内

070-5604-0628
0126-24-6675
090-2811-8196
090-3897-9715

第２・第４土曜日

年4回程度 土曜日開設
11:30~13:30

地域交流食堂「もとむろランチ」

室蘭市白鳥台５丁目1－４

0143-59-4649

毎月第３日曜日 11：30～13：30

春、夏、秋、冬の各季節1回
年4回開催（平日）16:00~19:00

こども食堂「おいでや」

苫小牧市弥生町２丁目8-25

080-5596-4115

毎月第４土曜日 11:00～13:30

学んで食べる会

苫小牧市見山町1丁目8-23

0144-71-6066

不定期 年３回程度（夏・冬・春の長
期休暇時）10：30～12：30

寺子屋みんなの食堂

苫小牧市日新町4-4-6

080-4366-2011

Ｈｕｇ～ぽっけ～

苫小牧市弥生町2-3-1ななかまど12

080-3089-3856

土日祝休み 平日不定期
第２金曜日 バイキング

木と花の大ぼうけん (R3.11修正)

苫小牧市双葉町２-14-7

050-8883-0380

毎週日曜日 春休み・夏休み・冬休み
毎日 11:00～小学生帰宅時刻まで

のぼりべつ子ども食堂

登別市中央町５丁目２２－２

090-6997-8256

毎日

洞爺湖町地域食堂ほのぼの

洞爺湖町栄町63番1号 地域交流センター内

080-3294-7355

毎週土曜日（年末年始を除く）

代表0144-84-3780

月1回
11:30～13:00又は17:00～19:00

毎月1回いずれかの土曜日（不定）
11:30~13:30
毎月1回 木か金曜日(スタッフが集まれ
る日)16:00~18:30

011-382-2285

毎月1回 日曜日か祝日
10:30~13:00

にこにこ食堂

江別市新栄台46-10・江別市見晴台54-5

011-384-8223

毎月第２土曜日1回10:00~13:00

こども食堂 十彩

千歳市大和1丁目7番5号

080-9615-1648

第1・第３土曜日17:00~19:00

ちとせこども食堂スキップ

千歳市長都駅前4丁目3番5号

090-5208-2686

Café REST（カフェ レスト）

千歳市住吉4丁目3番11号

0123-22-0257

あすなろカレッジ

恵庭市緑町2丁目2-2

0123-39-3355

びばっと・恵庭

恵庭市本町17番

0123-21-9327

ＮＰＯ法人 デリスホーム

恵庭市黄金北3丁目1-5

0123-33-0293

陽だまりくらぶ

恵庭市恵央町3番22

0123-39-2360

陽だまり塾

恵庭市恵央町3番22

0123-39-2360

Smileハウス

恵庭市恵み野北３丁目1-2 恵み野ハイム

0123-39-2232

ふれて子ども食堂

北広島市白樺町1丁目8番地2
北広島団地地域交流ホームふれて

011-372-0100

ちるマルシェ

石狩市花川南2条3丁目91番地2

0133-62-8100

トークこどもサロン

石狩市花川南1条1丁目212番地

090-9438-6312

まるくる こどもｃａｆｅ

石狩市花川北3条3丁目1番地

0133-77-5763

子どもの居場所づくり レタッタ

石狩市花川北3条5丁目183番地

マナビーバ

石狩市花畔2条1丁目9-1 北ガスビル２F

0133-64-5640

たるっこ食堂（in ポッケの家）

小樽市緑1丁目3番23号 小樽ポッケ

080-3296-2014(秋野)

こども食堂

小樽市富岡1丁目5番10号
小樽市総合福祉センター内

0134-32-4111
(内線378)

三世代交流ひろば お茶の間 たけうちさんち

小樽市銭函1丁目37番8号

0134-62-5821

日月火水金 10:00~16:00

毎月第2木曜日・第4火曜日
（変更の場合あり）15:00~19:30
毎週金曜日
16:00~18:50
毎週水曜日
15:30～17:30
毎週木曜日
15:30～21:00
毎週木曜日
15:00~19:00
毎週水曜日 14:30~19:30
毎週金曜日 14:30~18:00

小樽市稲穂２丁目1７番1７号 叫児楼内

小樽市稲穂1-1-８
寿都町字新栄町166-8
地域密着型サービスセンター内
蘭越町蘭越町43番地1
町民センターらぶちゃんホール

090-3893-7677

080-5839-2627

日高振興局
子ども・親子・地域食堂
渡島総合振興局
はこだてこども食堂
～つくってたべよ いっしょにたべよ～

函館市本通1-23-13 本通町会館

0138-76-9865
(八百屋すず辰)

にこにこ子ども食堂

函館市元町14-1

0138-22-0770

ほんわか子ども食堂

函館市大川町1０番５号

0138-41-7088

ふれあい食堂いこい

北斗市本郷２丁目３1番1６号

0138-86-5963

北門子ども食堂

旭川市北門町8丁目 北門児童センター

0166-52-0765

毎月 1回土曜日又は日曜日
10:00～13:30又は18:00~19:30

うれシぱこども食堂

旭川市宮下通23丁目6-157

0166-32-3910

毎月1回（土曜日）10:00~14:00

080-1890-8536

概ね月に1回 日曜日
12:00~16:30

旭川市東光5条2丁目 ２-６

0166-32-1473 (中村)

隔月（奇数月）第3土曜日
9:00~13:00

こども食堂「楽っこルーム」

旭川市神楽３条６丁目 神楽公民館

080-1885-3400
（宮嶋）

毎月1回 土曜日（主に第２又は第
３土曜日）10:30~13:00

地域食堂ハートフレンド

旭川市神居８条６丁目1-２

0166-76-5336

神居中央地区（神居公民館）
神居東地区（神居住民センター）
忠和地区（忠和地区センター・忠和会館）
雨紛地区（上雨紛分館） 12:00~13:30

地域食堂ひまわり

旭川市5条通18丁目1404-1

090-9527-3456

毎週火曜日 15:00～19:00

「ただいま食堂」

旭川市東光1条1丁目1-1６

0166-34-2195

6月、8月、10月、12月の第4土曜日
12:00~13:00

みんなの食堂

旭川市３条通15丁目820-1銀ビル1階

0166-24-2233

おてら食堂ほうおんじ

旭川市金星町1丁目

0166-24-2285

岡っ子サロン

旭川市神楽岡1２条２丁目
神楽岡地区センター

0166-65-4462（佐藤）

地域共生拠点みんなのおうち トクさんの家

旭川市神居８条６丁目1－２

0166-76-5336

なよろ子ども支援プロジェクト

名寄市西4条北8丁目1番地 名寄市立大学
※開催場所は不定

01654-8-7661

子ども・おとな食堂「わくわく」

東神楽町ひじり野北1条1丁目1番5号

0166-83-5916

まちなかサロン きてみんか

上川町南町

01658-2-1144

毎週土曜日 18:00～20:30
毎週水曜日
16:00~18:00
毎月第2日曜日、長期休みの水曜日
12:00～13:00
毎月第２月曜日
17：30～19：30
毎月第４土曜日
11:00～14:00
毎月第４火曜日 16:00~18:00
毎月第３水曜日
15:00~17:00
毎週金曜日（月４回）
年末年始休み 18:00~20:45

後志総合振興局

らんこし地域食堂 たべりば食堂

開催日時

0143-84-8730

江別市緑町西1丁目81

風のごはんや

連絡先

室蘭市東町2丁目3-3 ハートセンタービル

子ども・地域食堂 ななかま堂

暖（はる）カフェ

活動場所

東地区の子ども食堂 なかよし食堂

石狩振興局

小樽ふれあい地域(まち)食堂の会

名称
胆振総合振興局

４月～10月 毎月第４木曜日
（共睦会館） 17：30～19：00
夏・冬・春休みの毎週土曜日
（塩谷児童ｾﾝﾀｰ） 12：00～13：00

不定期 月８～10回程度
11:00～15:00

090-7056-3018
(槌谷)

毎週月曜日 11:00~13:00

090-8901-5804

町内小中学校が長期休暇の間
1回程度 11:00～14:00

子ども食堂たべるば

虻田郡倶知安町南2条西1丁目

ポッポ食堂

岩内町字高台６番地

090-8900-1425

毎月1回（月末）15:30~20:00
毎月第1・第３土曜日
11:00～15:00

よいちニコニコ食堂

余市町黒川町3丁目40

0135-48-5106

毎月第4土曜日

ウィズスタ

余市町入船462-2 ほか

050-3544-6448

月３回日曜日

毎月第3木曜日
16:00～19:00
毎週金曜日
16:00～18:00
月1回（不定期）
17:30～19:30
月～金 10:00～16:00
（土日祝・お盆年末年始休業）

上川総合振興局

無料学習支援とご飯と遊びの場
「おむすびころりん」
わいわい食堂

2か月に1回 第２日曜日
10:00~13:00
隔月（偶数月） 10:00~13:00
開催日、曜日不定期
隔月第２金曜日 夕食時間帯
不定期日祭日ランチタイム
毎月第1金曜日（変更の場合有）
17:30~19:30
毎月1回 土曜日（主に第３又は第
４土曜日）9:00~16:00
月曜日～金曜日
10:00~18:00
不定期（８月～２月に４～５回開
催）10:00~15:00
不定期
16:00~19:00
毎週水曜日
10:00~15:30

留萌振興局
わぃわぃ子ども食堂

留萌市見晴町1丁目2

0164-42-0548

不定期（年7回）17:30~20:00

囲炉裏CLUB、ぞく囲炉裏CLUB

羽幌町寿町2-5

0164-56-1662

月1回 日曜日 10:00～16：00
定期月4回 水曜日 9:00～17:00

なんもなんも食堂

初山別村字豊岬

090-3114-2837

毎月最終土曜日
11:00~14:00

地域支えあいサロンみらくる

天塩町新地通11-1466-240

0164-56-1662

月1回木曜日
17:00~21:00

北海道内の子ども食堂（札幌市内所在を除く。道のアンケート調査に対する回答について、公表許可が得られたものを掲載しています。）
名称

活動場所

連絡先

開催日時

宗谷総合振興局
地域食堂ふらっと

名称

活動場所

連絡先

開催日時

根室総合振興局
稚内市緑４丁目７番２号

090-7054-5710

毎月第２・３土曜日
12:00~14:00

中高生ひろば

中標津町東８条南３丁目２-３

0153-73-2996

18:00~20:00

オホーツク総合振興局
子ども食堂 てんてこまい食堂

北見市北９条東1丁目1４番地

北見高齢者・子ども110番の家
『地域食堂きたほっと』

北見市新生町58番地17

学習支援えぞりす

北見市美芳町５丁目2-13

ふれあいキッチン

北見市高栄西町1丁目４-２

美幌子ども食堂

美幌町字栄町3丁目1番地４

090-1641-6385

毎週火曜日 17:00~19:00

ふれあい食堂ポレポレ（昼食提供型サロン）

湧別町中湧別南町414番地

01586-2-2197

毎月第1・第3水曜日
12:00~15:00

オホーツク学習センターふくろう

北見市青葉町16-23 水元ビル5階

0157-25-3110

十勝総合振興局
おびひろ子ども食堂・学習支援の居場所「歩歩（ぽ
帯広市西21条南3丁目15-26
ぽ）」・フリースクール＆フリースペース「くるみの森」

0157-31-3343

毎週月曜・金曜日
17:30~18:30
毎月 第２土曜日 第4火曜日
10:00~13:00
月～土曜
10:00~17:00
週に1度、木曜日(16:30～19:30）
若しくは土曜日（10:00～13:00）

090-9670-9190

090-6993-3449

子ども食堂 すまいる

帯広市西16条北1丁目27番地127

0155-66-5111
(にれの木)

子ども食堂きらきらはうす

音更町新通４丁目1番地7

0155-42-0742

こども食堂「いまいる。木野店」

音更町木野東通５丁目 木野東会館内

しほろ子ども食堂

毎月第３土曜日
10:00~16:00
毎月第3日曜日
11:00~15:00
原則として、第1日曜日
12:00~14:00
毎月第３日曜日
11:00~13:00
月1回 12:00~13:30

たいき食堂おかわり

大樹町双葉町６番地1

「皆でたべよう.おうちご飯」

幕別町錦町141-4

いけだ食堂「みんなのキッチン」

池田町字利別東町12番地11 池田町西部
地域コミュニティセンター

毎週火曜日開催 14:00~20:00
学校の長期休業期間中の火曜日は、
10：00～16：00
毎月第3土曜日
11:30~13:00
不定・毎月第３もしくは第４土曜日
12:00~13:30
毎月第３日曜日（2019年度は
4月12月除く）11:30~14:00

ひまわり食堂 足寄

足寄町南5条5丁目

毎月第3土曜日 11:30~14:00

風の子めむろ

芽室町東三条3丁目 芽室町中央公民館内 090-6993-3449

釧路総合振興局
阿寒かぞく食堂「おかえり」

釧路市阿寒町富士見1丁目1番４1号

0154-66-1088

毎月1回（不定期）日曜日
12:00~13:30

みはら・かがやき食堂

釧路市愛国191番地5511 釧路市中部地
区コミュニティセンター

0154-54-3939

毎月土曜日1回
11:00~14:00

つるクール食堂

釧路市鳥取北8丁目3番10号 釧路市鳥取
0154-54-3939
コミュニティセンター

年2回程度
12:00~13:00

コア大空食堂

釧路市益浦1丁目20番20号 釧路市東部
地区コミュニティセンター

0154-54-3939

年３回程度 12:00~13:30

Zっと! Scrum (ずっと! スクラム)

釧路市柏木町2番8号

0154-44-5527
(ネットワークサロン・本部)

毎週火・木曜日(通年: 16-18:00)
第1・3土曜日(8-3月: 10-15:00)
毎週月・金曜日(8-3月: 16-18:00)
夏・冬休み各1週間 (10-15:00)

しえすた

釧路市昭和町4-8-10

0154-24-2946

毎月第4土曜日（基本）5月～2月
10:00~14:30

つどーれ☆わたすげ

釧路市興津２丁目３４番1６号

0154-92-3355

毎月第２土曜日 12月は第1土曜日
10:00~15:00

出張まなざし食堂

釧路市美原1丁目３1番1号

080-1898-5257

3か月に1回 日曜日
10:00~14:00

元町おてら食堂

釧路市米町2丁目2番6号

0154-41-2765

2ヶ月に一回(おおむね奇数月の土or
日）11:30~14:00

きずなネットワーク

釧路町柏西７丁目３５番地

090-2692-7955

毎月1回 金曜日・月曜日
15:00~19:00

「憩いの館」

白糠町東1条南1丁目２番地３６

01547-6-0404

毎月第1日曜 11:00~14:00

キッチン みちくさ

弟子屈町中央1丁目6番28号

015-482-2858

毎月第3土曜日 10:00~14:00

（注）この一覧は、令和元年6月末現在の情報に基づいて作成しています。
活動場所、開催日時等は変更になることがあります。詳しい活動内容等は、各子ども食堂に直接お問い合わせください。
保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課
TEL 011-206-6328

ハグクムさん

