
孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム  会員一覧

令和5年1月16日
385 団体

（入会順）

【会員】 243
社会福祉法人全国社会福祉協議会

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会

認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター

特定非営利活動法人新公益連盟

特定非営利活動法人あなたのいばしょ（ＳＮＳ相談コンソーシアム）

特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク

一般社団法人日本いのちの電話連盟

一般社団法人社会的包摂サポートセンター（よりそいホットライン）

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク

認定特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

一般社団法人全国フードバンク推進協議会

認定特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ（シングルマザーサポート団体全国協議会）

特定非営利活動法人全国女性シェルターネット

ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会

特定非営利活動法人BONDプロジェクト

特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター

特定非営利活動法人東京メンタルヘルス・スクエア

一般社団法人若草プロジェクト

特定非営利活動法人OVA
一般社団法人全国妊娠SOSネットワーク

一般社団法人全国食支援活動協力会

認定特定非営利活動法人フローレンス

一般社団法人日本産業カウンセラー協会

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

公益社団法人日本社会福祉士会

特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

特定非営利活動法人ぱっぷす

認定特定非営利活動法人ぷれいす東京

特定非営利活動法人女性ネットSaya-Saya
一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会

特定非営利活動法人ピッコラーレ

公益社団法人日本精神保健福祉士協会

全国子どもの貧困・教育支援団体協議会

一般社団法人LGBT法連合会

特定非営利活動法人ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会

一般社団法人日本農福連携協会

一般社団法人パーソナルサポートセンター

一般社団法人ジャパン・フードバンク・リンク

日本生活協同組合連合会

認定特定非営利活動法人Homedoor
一般社団法人こども宅食応援団

更生保護法人 日本更生保護協会

更生保護法人 全国更生保護法人連盟

更生保護法人 全国保護司連盟

日本更生保護女性連盟

特定非営利活動法人 日本BBS連盟

認定特定非営利活動法人D×P
特定非営利活動法人フェアスタートサポート

一般社団法人全国地域生活定着支援センター協議会



一般社団法人 全国コミュニティ財団協会

特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ

特定非営利活動法人新座子育てネットワーク

認定NPO法人抱樸

認定NPO法人ReBit
ＮＰＯ法人発達わんぱく会

特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン

認定NPO法人PIECES
NPO法人SET
認定NPO法人カタリバ

認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ

一般社団法人全国農業協同組合中央会(JA全中）

特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク

NPO法人ボラナビ

特定非営利活動法人メンタルケア協議会

一般社団法人全国居住支援法人協議会

NPO法人 Learning for All 
一般社団法人日本少額短期保険協会

NPO法人いるか

一般社団法人ママの孤立防止支援協会

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会

社会福祉法人桑の実会

特定非営利活動法人ＦｉｒｓｔＳｔｅｐ

特定非営利活動法人ホッピング

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

NPO法人CLACK
認定特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話

社会福祉法人大阪ボランティア協会

社会福祉法人みかり会

一般財団法人メンタルケア協会

社会福祉法人こうほうえん

一般社団法人ルーデンスジャパン

認定特定非営利活動法人　京都自死・自殺相談センター

社会福祉法人南山城学園

社会福祉法人勝原福祉会

特定非営利活動法人両育わーるど

特定非営利活動法人Light Ring.
特定非営利活動法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン

特定非営利活動法人ユニバーサル就労ネットワークちば

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

一般社団法人埼玉県子ども食堂ネットワーク

ふくしまこども食堂ネットワーク

特定非営利活動法人リカバリー

えひめ地域こども食堂ネットワーク

特定非営利活動法人えひめ311
特定非営利活動法人蜘蛛の糸

一般社団法人ほっと岡山

特定非営利活動法人ワンファミリー仙台

特定非営利活動法人豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク

神奈川こども食堂・地域食堂ネットワーク

子どもの居場所ネットワークいわて

こども食堂ネットワークふくい

子ども食堂サポートセンターいばらき

認定NPO法人 茨城 NPOセンター・コモンズ

認定特定非営利活動法人キッズドア

公益社団法人ユニバーサル志縁センター

NPO法人こども食堂わかやま

一般社団法人フードバンク八王子

公益財団法人長野県みらい基金

一般社団法人ともしびatだんだん



株式会社YOUI
特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク

社会福祉法人みなみ福祉会

認定NPO法人育て上げネット

特定非営利活動法人 岡山NPOセンター

一般社団法人 ひのくにスマイルプロジェクト

特定非営利活動法人U.grandmaJapan
認定NPO法人なんとかなる

特定非営利活動法人せたがや子育てネット

福岡県こども食堂ネットワーク

認定NPO法人チャイルドケアセンター

株式会社ホーン

特定非営利活動法人　NPOホットライン信州

一社）北海道民泊観光協会

WEWとかち

特定非営利活動法人キャリア・ファシリテーター協会

NPO法人Kodomo Saijo
特定非営利活動法人あゆみだした女性と子どもの会

認定ＮＰＯ法人セカンドハーベスト京都

認定NPO法人フードバンク山梨

新潟県フードバンク連絡協議会

認定特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

特定非営利活動法人フードバンクＴＡＭＡ

財部町身体障害者協議会　（フードバンクそお）

認定特定非営利活動法人フードバンク岩手

特定非営利活動法人アクションタウンラボ

認定NPO法人フードバンク湘南

社会福祉法人　神戸ＹＭＣＡ福祉会

社会福祉法人尚仁福祉会

社会福祉法人　照治福祉会

社会福祉法人みささぎ会

特定非営利活動法人あっと

社会福祉法人信濃福祉救護施設旭寮

社会福祉法人千年会

社会福祉法人せんわ

一般社団法人LALASOCIAL
一般社団法人りぷらす

NPO法人こどもエンカレッジアート（かごしまヤングケアラー支援ネットワーク）

一般社団法人ポノポノプレイス

認定NPO法人さいたまＮＰＯセンター

一般社団法人子ども若者応援ネットワーク品川

株式会社ネクステ

フードバンク大隅

社会福祉法人みねやま福祉会

一般社団法人ここみ

特定非営利活動法人フードバンクさが

社会福祉法人　東京武尊会

特定非営利活動法人ＳＫＹ

NPO法人フードバンクイコロさっぽろ

社会福祉法人　晃宝会

特定非営利活動法人青少年就労支援ネットワーク静岡

社会福祉法人八尾隣保館

ゲストハウス ポンギー

社会福祉法人愛生会

社会福祉法人同愛会

ふくおかこども食堂ネットワーク

社会福祉法人愛里巣福祉会

特定非営利活動法人地域で子どもを育む会

社会福祉法人　東方会

社会福祉法人宣長康久会



認定特定非営利活動法人おおいた成年後見権利擁護支援センター

ひきこもり発信プロジェクト

社会福祉法人九十九里ホーム

社会福祉法人末広会

一般社団法人くらしサポート・ウィズ

社会福祉法人六心会

社会福祉法人桃林会

スマイルプロジェクト

社会福祉法人豊悠福祉会

社会福祉法人みなと寮

社会福祉法人 北海道社会福祉協議会

社会福祉法人 青森県社会福祉協議会

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会

社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会

社会福祉法人 富山県社会福祉協議会

社会福祉法人 石川県社会福祉協議会

社会福祉法人 福井県社会福祉協議会

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

社会福祉法人 三重県社会福祉協議会

社会福祉法人 京都府社会福祉協議会

社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会

社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

社会福祉法人 高知県社会福祉協議会

社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

社会福祉法人 清瀬市社会福祉協議会

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会

社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

社会福祉法人 豊中市社会福祉協議会

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

社会福祉法人 新見市社会福祉協議会

社会福祉法人 瀬戸内市社会福祉協議会

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

社会福祉法人 肝付町社会福祉協議会

内閣官房

内閣府

警察庁



消費者庁

デジタル庁

復興庁

総務省

法務省

外務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

防衛省

【協力会員】 118
全国知事会

全国市長会

全国町村会

一般社団法人日本経済団体連合会

日本商工会議所

公益社団法人経済同友会

日本労働組合総連合会

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県



高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

札幌市

足寄町

仙台市

さいたま市

千葉市

松戸市

横浜市

川崎市

相模原市

鎌倉市

座間市

新潟市

南砺市

敦賀市

岐阜市

飛騨市

静岡市

浜松市

名古屋市

高浜市

名張市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

臼杵市

津久見市

石垣市

特定非営利活動法人地域共生政策自治体連携機構

一般社団法人セーファ―インターネット協会（SIA）
公益社団法人全国行政相談委員連合協議会

公益社団法人日本農業法人協会

公益社団法人全国被害者支援ネットワーク

一般財団法人食品産業センター

一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構（SMAJ）
指定都市教育委員会協議会

全国高等学校長協会

NPO クリーン&コネクト和歌山

一般社団法人　ドゥーラシップジャパン

社会福祉法人美芳会

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

社会福祉法人東北福祉会

社会福祉法人慈惠会

社会福祉法人天竜厚生会

社会福祉法人　向陽会

社会福祉法人　生光会



社会福祉法人シルヴァーウィング

社会福祉法人　郁慈会

社会福祉法人よいち福祉会

兵庫県生涯学習インストラクターの会阪神ブロック

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX）
社会福祉法人さくら福祉会　児童家庭支援センターコスモス

Polimill株式会社

認定NPO法人　浜松NPOネットワークセンター

社会福祉法人厚仁会

社会福祉法人和幸園

社会福祉法人　治省会

社会福祉法人旭福祉会

社会福祉法人　慈愛会

【賛助会員】 24
社会福祉法人中央共同募金会

日本郵政株式会社

ヤマト運輸株式会社

日本生命保険相互会社

株式会社ヤクルト本社

キユーピー株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

こくみん共済 ｃｏｏｐ ＜全労済＞

株式会社赤ちゃん本舗

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター

株式会社グラファー

任意団体DataCast
尾鷲みんなの食堂

カイト株式会社

特定非営利活動法人フードバンクとくしま

社会福祉法人　倣襄会

社会福祉法人樅山会

一般社団法人若者協同実践全国フォーラム

公益財団法人原田積善会

特定非営利活動法人消費者スマイル基金

社会福祉法人　海望福祉会

社会福祉法人秋田県民生協会

HHK-Labo合同会社


