
No. 都道府県 法人格 団体名 法人番号 事業名
内定額

（千円）

1 北海道 特定非営利活動法人 麻生キッチンりあん 8430005013806
学習支援や子ども食堂を通しての子どもの自己肯定感の

醸成事業
3,305

2 北海道 社会福祉法人 栗山町社会福祉協議会 2430005006914
カフェから発信するケアラー支援と包括的生活支援体制

基盤整備事業
6,311

3 北海道 特定非営利活動法人 子どもと文化のひろばぷれいおん・とかち 7460105001774
親も子も地域も育つ！「プレイセンター」方式子育て支

援事業
1,661

4 北海道 特定非営利活動法人 さっぽろ福祉支援ネットあいなび 3430005004900
北海道の助け合い活動ネットワーク構築で活動促進や担

い手養成事業
2,880

5 北海道 特定非営利活動法人 北海道社会的事業所支援機構 7430005012511
元気シニアを活用し就労困難者との協働による中間就労

モデル作り事業
3,566

6 北海道 特定非営利活動法人 北海道自由が丘学園・ともに人間教育をすすめる会 4430005003868
多様な子ども達を真ん中に！「みんなのお家」＋「親子

カフェ」事業
2,209

7 岩手県 特定非営利活動法人 いわて子育てネット 6400005001030
じぃじ・ばぁばもね♪家族みんなで、地域みんなで子育

て応援事業
4,021

8 岩手県 特定非営利活動法人 フードバンク岩手 6400005005840 フードバンク岩手こども応援プロジェクト事業 6,300

9 岩手県 特定非営利活動法人 もりおかユースポート 6400005005378
地域の居場所と地域コインを活用した地域の「わ」づく

り事業
7,000

10 宮城県 特定非営利活動法人 STORIA 7370005008986
困難を抱えた子どもの居場所の展開と公民連携モデルの

構築事業
3,846

11 宮城県 特定非営利活動法人 仙台傾聴の会 9370005003845 傾聴活動による「心のケア」in宮城.・福島事業 3,218

12 宮城県 一般社団法人 東北圏地域づくりコンソーシアム 8370005003573
広域避難者コミュニティの自走を受入地域が支える枠組

み形成支援事業
2,860

13 宮城県 一般社団法人 まなびの森 7370105001585
宮城県南部地域の子どもたちの学びの支援と心のケアの

基盤づくり事業
4,500

14 福島県 特定非営利活動法人 いわき緊急サポートセンター 7380005011023
多世代交流と多職種連携による「地域で子育て」の居場

所づくり事業
5,935

15 福島県 特定非営利活動法人 ザ・ピープル 3380005006753 安心していわきで暮らすためのフードバンク拡充事業 3,828

16 福島県 特定非営利活動法人 りょうぜん里山がっこう 3380005002372
地域住民や関係機関の連携による、子どもたちを育む体

制の構築事業
5,998

17 福島県 特定非営利活動法人 Lotus 3380005010433
親子でつながる暮らしのための、団体連携カタリバ創出

事業
4,800

18 群馬県 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会 7070005004090 みんなでリサイクル　～上野村型福祉～事業 2,919

19 群馬県 特定非営利活動法人 北関東医療相談会 2070005008641
いのち（健康）をまもる健康診断事業と個別医療支援事

業
9,000

20 群馬県 公益社団法人 群馬県助産師会 4070005008292 助産師による「ママに笑顔をプレゼント」サポート事業 4,744

21 埼玉県 特定非営利活動法人 彩の子ネットワーク 4030005006481
「おおきくなったね！×おおきくなってね！」こども服

交歓会事業
2,315

22 埼玉県 特定非営利活動法人 日本過眠症患者協会 9011505002117
特発性過眠症・クライネ・レビン症候群などの過眠症の

啓発事業
1,665

23 千葉県 特定非営利活動法人 ウィーズ 8040005018992 離婚家庭における子ども向け法教育プログラム普及 2,974

24 千葉県 特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター 4040005000764
0歳～2歳児の親が子どもの発達に寄り添い笑顔になる支

援事業
2,140

25 千葉県 特定非営利活動法人 スマイルクラブ 6040005013987
障がい者スポーツ共生型社会実現によるレガシー構築２

０２０年
8,950

26 千葉県 特定非営利活動法人 ダイバーシティ工房 7040005016766
子どもや社会的孤立にある人へのコミュニティ拠点型ア

ウトリーチ事業
5,396

27 千葉県 特定非営利活動法人 ちば地域再生リサーチ 2040005001830
子どもの発達と安心を創る家庭サポート・プロジェクト

事業
3,377

28 千葉県 特定非営利活動法人 ちば地域生活支援舎 1040005010337 子ども多機能型支援拠点の普及・推進事業 7,000

29 千葉県 特定非営利活動法人 四街道プレーパークどんぐりの森 5040005018979
野外遊び場と室内居場所で自己決定と自己有用感を育て

る若者支援事業
2,708
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30 東京都 特定非営利活動法人 ウイズアイ 8012705001363
孤立し引き籠りになりがちな養育困難家庭の子どもを社

会で育てる事業
7,000

31 東京都 一般社団法人 ウイズタイムハウス 1011605002148
障害者に対する情報保障を進め、共生社会を実現する事

業
1,045

32 東京都  キッズクラフト
居場所のない子どもたちへのアルバム作りワークショッ

プ事業
800

33 東京都 特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン 9010005012122
ひとり親のためのフードバンク「大阪グッドごはん」事

業
6,206

34 東京都 特定非営利活動法人 ケア・センターやわらぎ 6012805000003 児童虐待予防推進事業 5,882

35 東京都 特定非営利活動法人 芸術と遊び創造協会 3011105003834
全国1６病院への遊びを通じた病児とその家族の心のケ

ア事業
3,735

36 東京都 特定非営利活動法人 子どもと文化のNPO子ども劇場西多摩 5013105001205 子どもFREE・CAFÉと居場所学習支援活動事業 6,992

37 東京都  子ども村:中高生ホッとステーション
多世代共生のための居場所「ユニバーサルステーショ

ン」事業
6,919

38 東京都 特定非営利活動法人 在日ブラジル人を支援する会（サビジャ） 6010405003632
ポルトガル語による心理相談・ブラジル人児童への教育

サポート事業
9,212

39 東京都 社会福祉法人 巣立ち会 3012405001775
発達障害者の孤立解消・社会参加の支援と、その啓発や

連携を行う事業
7,000

40 東京都 一般社団法人 ソーシャル・アーティスト・ネットワーク 5010005019006
被虐待児の感情の言語化・内省化・対象化を育む「感情

基盤」醸成事業
4,350

41 東京都 特定非営利活動法人 東京コミュニティミッドワイフ活動推進協議会 2011605001529
助産師によるNICUに入院した児と母親のための継続的

な支援事業
6,397

42 東京都 特定非営利活動法人 東京ソテリア 9011705000977
精神疾患をもつ親の子どもの支援におけるネットワーク

構築事業
7,000

43 東京都 公益社団法人 東京都助産師会 8010005014615
助産師による在日外国人女性と子どもの支援～母親学級

を通して～事業
3,551

44 東京都 特定非営利活動法人 難民支援協会 9011105003275
法的解決の為の法的支援強化とホームレス状態の難民へ

の住居提供事業
9,000

45 東京都 一般社団法人 日本ＡＬＳ協会 6010005019624 介護・福祉における地域間格差の是正促進事業 4,292

46 東京都 特定非営利活動法人 日本ピーススマイル協会 5011105008492
子育て現場を支え、子どもたちやメンタル当事者の自殺

を予防する事業
1,445

47 東京都 特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会 9011105003143
市民の参加と協働を進めるコーディネーションの実践型

研修事業
2,560

48 東京都 特定非営利活動法人 ハーフタイム 1011805002666
生きづらさを抱えた子ども・保護者への地域連携型寄り

添い支援事業
2,250

49 東京都 公益社団法人 母子保健推進会議 7011105000415
妊娠期から子育て期の母親に寄り添い仲間づくりを応援

する事業
3,837

50 東京都 特定非営利活動法人 ポルノ被害と性暴力を考える会 9010005027789
児童ポルノ・リベンジポルノ等の性的画像記録の削除と

その支援事業
9,000

51 東京都 特定非営利活動法人 ReBit 2012405003079
「地域リーダー」としてのLGBT若手講師オンライン育

成モデル事業
3,000

52 東京都 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 3013305000743
フードバンク活動を通して相談事業所、子ども食堂の支

援を行う事業
5,978

53 東京都 一般社団法人 わをん 7012405004444
富山県の医療的ケアが必要な重度身体障がい者への伴走

支援事業
3,156

54 神奈川県 特定非営利活動法人 アール・ド・ヴィーヴル 2021005009725 重度障害者による芸術活動の推進と支援者の育成事業 3,064

55 神奈川県 特定非営利活動法人 ABCジャパン 5020005005896
外国人家庭と地域社会の懸け橋となる心の居場所とリー

ダー育成事業
5,905

56 神奈川県 特定非営利活動法人 こまちぷらす 6020005010887
「対話」の場を広げるためのツール開発及びファシリ

テーター養成事業
3,168

57 神奈川県 特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー 1020005002633
生きづらさを抱える小・中学生・高校生世代へのメンタ

ルサポート事業
4,560

58 神奈川県 特定非営利活動法人 成年後見センターかけはし 5021005009862
知的・発達障碍者が地域で安心して、生き生きした人生

を送る後見事業
3,990
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59 神奈川県 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップ 5020005012595
受動喫煙撲滅！禁煙応援ワークショップ「ご当地結心」

推進事業
4,419

60 神奈川県 特定非営利活動法人 ピアサポートF.A.cafe 6021005011561
食物アレルギーの子ども達、学び理解し自らの命を守る

事業
2,188

61 神奈川県  FUTURE DESIGN
街に多様な学びと多世代交流の場を創る多様な学びプロ

ジェクト事業
2,000

62 神奈川県 特定非営利活動法人 横浜こどもホスピスプロジェクト 3020005013249 こどもホスピス設立・運営事業 1,558

63 神奈川県 一般財団法人 若者自立就労支援協会 5020005009583
８０５０問題　家族同士で支え合う為のサロンと勉強

会、普及活動事業
3,835

64 新潟県 特定非営利活動法人 希楽々 4110005008008 買い物弱者支援・高齢者社会参加事業 1,328

65 新潟県 特定非営利活動法人 はっぴぃmama応援団 5110005015762
医師・助産師・カウンセラー等専門家による妊娠期から

の虐待防止事業
6,999

66 福井県 一般社団法人 健康生きがいサポート互助会 2210005009492
子ども、高齢者、多国籍者、障害者、生活困難者との共

生社会創造事業
6,571

67 山梨県 公益財団法人 住吉偕成会 2090005002840 人・社会・文化が有機的につながる地域共生創造事業 5,647

68 山梨県 特定非営利活動法人 フードバンク山梨 5090005002805
県内全てのこどもを応援するフードバンクこども支援プ

ロジェクト事業
7,000

69 長野県 特定非営利活動法人 ＮＰＯホットライン信州 6100005011472
24H 相談・同行、災害復興の生活困難者支援とフードバ

ンク事業
7,000

70 長野県  こどもの未来をかんがえる会
こどもを中心とした多世代の居場所づくりと母親の自己

実現の支援事業
3,269

71 長野県 特定非営利活動法人 サポートセンターとまり木
 4100005012472 住まいと地域共生社会推進事業 1,000

72 静岡県 特定非営利活動法人 クリエイティブサポートレッツ 7080405003179
重度知的障害者と多様な人たちがともに暮らす暮らし方

提案事業
6,096

73 静岡県 特定非営利活動法人 母力向上委員会 9080105005630 “つなぐ・つながる”産前産後サポート環境デザイン事業 2,638

74 静岡県 特定非営利活動法人 ＰＯＰＯＬＯ 8080005006424
アウトリーチを重視した、助けてと言えない層への相

談・生活支援事業
6,622

75 愛知県 一般社団法人 あいち多胎ネット 5180005017942
大丈夫！妊娠期からつながろう！あいち多胎育児支援事

業
1,741

76 愛知県 特定非営利活動法人 いまから 2180305004296
生活困難や養育環境がない子ども若者の生活全体を支援

する事業
4,782

77 愛知県 特定非営利活動法人 こどもＮＰＯ 3180005005395
公立高等学校内での子どもの居場所づくり・予防支援事

業
607

78 愛知県 特定非営利活動法人 シェイクハンズ 3180005009454 多文化子育て応援ネットワークづくり事業 5,324

79 愛知県 特定非営利活動法人 パンドラの会 6180305005084 障がい者福祉と企業との協働及び連携事業 2,863

80 愛知県  東大手の会
子育て世代の地方での働き方・バックオフィススペシャ

リスト育成事業
1,421

81 愛知県 特定非営利活動法人 ふれあいサポート 7180305007286
認知症カフェとワンデイシェフの協働で常設型カフェを

継続する事業
4,672

82 愛知県 特定非営利活動法人 レスキューストックヤード 5180005005492 「避難生活改善チーム」人材育成プログラム事業 2,268

83 三重県  「e-ケアネットよっかいち」
在宅で医療的ケアが必要な障害児と家族を支える多職種

連携支援事業
5,258

84 三重県 公益財団法人 鈴鹿国際交流協会 2190005004091 長期休み時の外国につながる児童の学習支援事業 658

85 滋賀県 特定非営利活動法人 あめんど 7160005002432
不登校経験のある子ども達の中学卒業後の学習、生活、

就労を支援する事業
2,200

86 滋賀県 特定非営利活動法人 芹川の河童 7160005010435
地域自立型居場所の安定運営・普及拡大と若者の職業支

援事業
6,954

87 滋賀県 特定非営利活動法人 わっか 3160005010513
居場所づくり事業および居場所づくり事業を支える仕組

みづくり事業
843
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88 京都府 公益社団法人 認知症の人と家族の会 2130005012158
家族支援講座の全国普及と人材育成及び専門職とのネッ

トワーク事業
9,000

89 大阪府 特定非営利活動法人 アートコミュニティ 9120105005683
子どもの居場所「アートでトライ＆エラー＆トライ！」

事業
4,681

90 大阪府 特定非営利活動法人 あとからゆっくり 2122005001736 みんなの日曜教室事業 521

91 大阪府 特定非営利活動法人 生きがい事業団かどや 4122005003061
「誰もひとりでない、ひとりにしないお互いさま」の拡

大深化事業
3,706

92 大阪府 一般財団法人 大阪府人権協会 1120005003968
ピアtoピアで支えあう“お互いさまネットワーク”を構築

する事業
3,603

93 大阪府 特定非営利活動法人 NPOかんなびの丘 5120105004994 金銭管理事業推進事業 1,100

94 大阪府 特定非営利活動法人 里親子支援機関　えがお 9120005021178
保護された子どもたちの生活の場である里親家庭のサ

ポート事業
3,672

95 大阪府 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 6120105006098
サブリースを活用した居住支援及び支援付き住居開設に

むけた調査事業
6,453

96 大阪府 特定非営利活動法人 暮らしづくりネットワーク北芝 9120905003663
支援につながりにくい人も包摂する共生型の仕事づくり

事業
5,800

97 大阪府 公益財団法人 公害地域再生センター（あおぞら財団） 8120005014744 インクルーシブ・サイクリング普及事業 2,043

98 大阪府 一般社団法人 住むーぶ全国協議会 9120005020931
高齢者居宅の住環境改善のための片付けセミナー及び教

育支援事業
1,525

99 大阪府 特定非営利活動法人 Deep People 4120005010631
福祉×企業で工賃向上を目指す！福祉未来価値創造大賞

事業
8,998

100 大阪府 特定非営利活動法人 Tender Hugg 5120105008938 外国人と地域・社会を円で繋ぐリファーラル活動事業 3,050

101 大阪府 公益財団法人 とよなか国際交流協会 8120905004695 外国にルーツをもつ若者支援事業 2,046

102 大阪府 特定非営利活動法人 はんもっく 1120905004900
先輩ママと助産師と小児科医が創る乳幼児の親子の居場

所事業
4,282

103 大阪府 一般社団法人 ヒューマンワークアソシエーション 5120005015547
子ども・若年者・子育て世帯を共助で支え、エンパワメ

ントを促す事業
5,647

104 大阪府 特定非営利活動法人 ワークレッシュ 5120105004326
みんながむすぶ、たそがれ時のコミュニティ・パークス

事業
1,177

105 兵庫県 特定非営利活動法人 a little 8140005024808
半径1.5キロで脱ワンオペ育児　ひとり親家庭への子育て

支援事業
4,833

106 兵庫県 特定非営利活動法人 きょうどうのわ 5140005021758 居場所と専門職のネットワークづくり事業 1,179

107 兵庫県 特定非営利活動法人 コミュニティ・サポートセンター神戸 7140005002871 「地域共生拠点・あすパーク」運営事業 4,000

108 兵庫県 特定非営利活動法人 なごみ 9140005021944 全世代・地域運営型の生活支援「まちのよろず屋」事業 5,454

109 兵庫県 一般社団法人 日本多胎支援協会 3030005002498 明日から使える！多胎育児家庭支援事業 7,038

110 兵庫県  被災地NGO恊働センター
被災者の孤立を防ぐ個別的支援とコミュニティ力向上事

業
3,047

111 兵庫県 特定非営利活動法人 フードバンク関西 2140005004617
要支援ひとり親世帯に食品を届ける「子ども元気ネット

ワーク」事業
2,780

112 兵庫県 特定非営利活動法人 ほっと宝塚子育てネットワ－ク 2140005021694
子育て不安のすきまをうめて～スマイルはぐくみプロ

ジェクト　事業
3,746

113 兵庫県 特定非営利活動法人 ほっぺ 9140005024468
全ての母親に産んでよかったと思える地域社会、居場所

をつくる事業
4,250

114 奈良県 特定非営利活動法人 Genki Future Dreams47 3150005009036
げんきなみらいへ地域みんなで助け合い食堂、学習支

援、居場所事業
1,661

115 奈良県 特定非営利活動法人 吉野コスモス会 8150005007745 ほっとはーと南和のつどい事業 600

116 和歌山県 特定非営利活動法人 フードバンク和歌山 5170005006599
困窮世帯を支援し、全ての子供達の未来と地域を明るく

豊かにする事業
3,186
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117 和歌山県  和歌山の教育格差をなくす会 貧困世帯小中学生のための学習支援事業 3,000

118 岡山県 協同組合 岡山県高齢者福祉生活協同組合 2260005002369
地域を支える人財と、地域を支える団体とのマッチング

事業
1,587

119 岡山県 一般社団法人 チカク 5260005004908
0歳児の発達支援を核に多職種連携で親子と地域を支え

る地域拠点事業
1,000

120 広島県 特定非営利活動法人 こどもステーション 8240005010566
ＤＶや虐待被害からの回復のための子ども子育てトータ

ルサポート事業
6,860

121 山口県 特定非営利活動法人 支えてねットワーク 2250005001132 ひきこもりとその家族を地域で孤立させない事業 600

122 山口県 特定非営利活動法人 山口せわやきネットワーク 5250005001113
こども明日花プロジェクト　子どもを見守り支える地域

づくり事業
4,200

123 愛媛県 特定非営利活動法人 ささえる 7500005008023 要配慮者が地域移行するための伴走型自立支援事業 5,788

124 愛媛県 特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ 4500005001880
社会的自立が困難な先天性心疾患児者の発達支援ネット

ワーク形成事業
5,040

125 高知県 特定非営利活動法人 夢創房室戸迎鯨の杜 9490005006084
障がい者の健康、スポ・レク活動の広域的支援プロジェ

クト事業
1,500

126 福岡県  あさ・くる
多様なつながり育成を基にした地域コミュニティの再構

築事業
2,097

127 福岡県 特定非営利活動法人 KID's work 1290805008167
サイレント層に重きをおいた防災・減災のためのプログ

ラム普及事業
8,956

128 福岡県 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 9290805008663
夏・冬休みの食料支援事業及び体験型SDGｓ教育プログ

ラム作成事業
6,931

129 福岡県  ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 不登校支援ネットワークの充実を図る事業 2,020

130 長崎県 特定非営利活動法人 フリースクール　クレイン・ハーバー 7310005001880
子どもが孤立化しないための「第三の（夜間）居場所」

事業
3,423

131 熊本県 特定非営利活動法人 健康生活応援くまもとプロジェクト 3330005009678
健康寿命の延伸を支える健康生活応援講座及び高齢者就

労相談事業
5,824

132 熊本県 特定非営利活動法人 トナリビト 6330005008561 社会的養護から巣立つ若者の自立支援事業 3,719

133 大分県  大分県障がい者スポーツ協会
特別支援学校を拠点とした障がい者スポーツ地域連携事

業
6,500

134 大分県 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 7320005009452
権利擁護支援事業（法的支援と地域共生社会実現の取組

み）事業
7,000

135 鹿児島県 特定非営利活動法人 心音 2340005004621
誰一人置いてきぼりにしない子供の居場所と地域ネット

ワーク創り
4,580

136 鹿児島県 一般社団法人 パーソナルサービス支援機構 2340005008936 送迎付こどもの学習および仕事体験型居場所支援事業 6,361

通常助成事業　136事業 570,545



【１年目】

No. 都道府県 法人格 団体名 法人番号 事業名
内定額

（千円）

1 熊本県 特定非営利活動法人 コレクティブ 5330005001708 小規模多機能の包括的支援機能の強化事業 10,000

モデル事業（1年目）　1事業 10,000

【２年目】

No. 都道府県 法人格 団体名 法人番号 事業名
内定額

（千円）

1 茨城県 特定非営利活動法人 茨城エヌ・ピー・オー・センター・コモンズ 2050005000955
地域の福祉医療機関への多文化ソーシャルワーク導入支

援事業
6,780

2 東京都 特定非営利活動法人 サンカクシャ 5013305002952
子どもの孤立を防ぐ居場所を拠点とした地域連携の包摂

的支援事業
6,812

3 神奈川県 特定非営利活動法人 多文化共生教育ネットワークかながわ 9020005009704 NPO版「多文化子ども・若者支援センター」モデル事業 9,500

4 福岡県 特定非営利活動法人 SOS子どもの村JAPAN 6290005004342
困難を抱えた家族への里親による地域養育支援の仕組み

づくり事業
7,230

モデル事業（2年目）　4事業 30,322

令和２年度　社会福祉振興助成事業（WAM助成）　モデル事業　内定一覧


