
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 札幌チャレンジド 9430005003434
障害のある方のテレワーク推進のための動画制作および

普及啓発事業
1,800

2 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
ひろげよう！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
5,259

3 北海道 一般財団法人 北海道国際交流センター 7440005000168
困窮するシングルマザーなどのための子育て・就労基盤

整備事業
4,720

4 北海道 特定非営利活動法人 コミュニティワーク研究実践センター 3430005009610 若者居住支援を普及させる事業 7,000

5 北海道 特定非営利活動法人 北見ＮＰＯサポートセンター 3460305000357 小規模福祉ネットワーク化・協働・協創推進モデル事業 4,600

6 岩手県 特定非営利活動法人 もりおかユースポート 6400005005378 「わっコイン」がつなぐ地域の共助のわづくり事業 7,000

7 宮城県 特定非営利活動法人 アスイク 4370005003247
コロナ禍で不登校・高校中退になった子どもたちの居場

所（北部）事業
3,775

8 宮城県 一般社団法人 フードバンクいしのまき 5370005009994
フードバンクの持つ多様性を活かした包摂的な食糧支援

事業
5,000

9 宮城県 特定非営利活動法人 仙台傾聴の会 9370005003845
傾聴による「心のケア」、コロナ禍の電話相談・傾聴カ

フェの拡充事業
3,495

10 福島県 特定非営利活動法人 りょうぜん里山がっこう 3380005002372
地域で安心して暮らし、子どもを育むための住民による

まちづくり事業
6,172

11 福島県 特定非営利活動法人 あいづ安心ネット 5380005012287
広域連携により中核機関を設置するためのネットワーク

構築事業
3,262

12 栃木県 特定非営利活動法人 そらいろコアラ 7060005009801
医療機関を発見元とする、要支援妊婦や要支援児童の居

場所・相談事業
6,975

13 栃木県 特定非営利活動法人 宇都宮まちづくり市民工房 9060005001756
コロナ禍における市民活動団体の新たな活動プログラム

開発事業
2,280

14 群馬県 特定非営利活動法人 北関東医療相談会 2070005008641
医療へのアクセスが難しい困窮者への医療相談と新型コ

ロナ対策事業
11,227

15 埼玉県 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
3,020

16 埼玉県 特定非営利活動法人 志木総合型地域スポーツレクリエーションクラブ 3030005007068
屋外開放空間及び学校体育施設を活用した巡回常設型体

力アップ事業
4,026

17 千葉県 特定非営利活動法人 千楽ｃｈｉ－ｒａｋｕ 8040005004720
シェルター付き伴走型支援と「ひきこもり文化」創出事

業
5,797

18 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地域ぐるみの家庭サポート事

業
3,504

19 千葉県 特定非営利活動法人 みんなの居場所ありのまま 1040005021078 すべての人が安心して過ごせるフリースクール運営事業 2,457

20 千葉県 特定非営利活動法人 ウィーズ 8040005018992
オンラインによる離婚家庭の子ども向け法教育プログラ

ム普及事業
2,414

21 千葉県 関東多胎ネット
多胎妊産婦へのピアサポーターによる個別相談支援活動

の体制構築事業
3,804

22 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歳児と親が笑顔になるワークと施設スタッフの

支援力向上事業
3,000

23 千葉県 特定非営利活動法人 アフタースクール 5040005003270
民間学童アフタースクールを活用しての若者、貧困児童

の包括支援事業
5,174

24 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
野外遊び場とオンライン併用室内居場所等で自立を支え

る若者支援事業
2,939

25 東京都 特定非営利活動法人 ＩａｍＯＫの会 3011605001560
切れ目のない発達支援のためのファーストストップ

「OKハウス」事業
5,087

26 東京都 一般社団法人 日本農福連携協会 7010005029374 農福連携6次化WEBマルシェ（WEBカタログ）事業 2,996

27 東京都 一般社団法人 ハビリスジャパン 8010005025620
義肢活用により手足に障害のある児童の成長を支える仕

組みづくり事業
5,768

28 東京都 特定非営利活動法人 ＰＬＡＹＴＡＮＫ 6011605001649
親子で“育ち合う”異年齢でインクルーシブな「森のよう

ちえん」事業
4,937

29 東京都 一般社団法人 マジェルカ 7012405004519 自主製品流通拡大のための商品力向上及び販売促進事業 1,930

30 東京都 一般社団法人 日本ＡＬＳ協会 6010005019624 介護の地域間格差是正に向けた介助者確保促進事業 3,786

31 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 6,997

令和３年度　社会福祉振興助成事業（WAM助成）　通常助成事業　内定一覧
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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
1,146

33 東京都 特定非営利活動法人 ウイズアイ 8012705001363
子ども・若者の安心・安全な場つくりと自立を応援する

事業
7,000

34 東京都 一般社団法人 ウイズタイムハウス 1011605002148
情報のユニバーサルデザイン化を進め、共生社会を実現

する事業
1,801

35 東京都 特定非営利活動法人 森の学校 6010005006325
新型コロナ影響下における父親の子育て参加のための自

然体験推進事業
1,375

36 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病院とオンラインで遊びを通じた病児と家族の

心のケア事業
5,310

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

ン」事業
5,312

38 東京都 特定非営利活動法人 ピープルデザイン研究所 6011005003799
障害者、ひきこもり、ホームレスの方々の就労体験プロ

ジェクト事業
2,320

39 東京都 社会福祉法人 国立市社会福祉協議会 3012405000075
農で拓く！ソーシャルインクルージョンのまちづくり事

業
7,000

40 東京都 公益財団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 4010405010465
新しい生活様式の中で近隣住民による訪問型介護予防等

を推進する事業
4,564

41 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ママ/パパの産前産後サポート

事業
3,192

42 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、子どもたちの自殺や親の虐待を予防

する事業
1,605

43 東京都 特定非営利活動法人 ３ｋｅｙｓ 5013305001756
悩みを抱えた子どもへの啓発・相談窓口へつなげる情報

発信強化事業
8,579

44 東京都 特定非営利活動法人 ＰＯＳＳＥ 1010905001727
若者・女性の雇用と住まいを守るための労働・生活相談

事業
6,994

45 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 在日ブラジル人児童への心理・発達・学習サポート事業 6,785

46 東京都 特定非営利活動法人 ぱっぷす 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

47 東京都 特定非営利活動法人 なんみんフォーラム 6010705000981
日本に逃れた難民の困窮防止に向けたセーフティーネッ

ト強化事業
1,488

48 東京都 特定非営利活動法人 Ｍｏｔｈｅｒ’ｓＴｒｅｅＪａｐａｎ 2013305003103
外国人居住者の産前産後の安心安全な『としまモデル』

の構築事業
4,236

49 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多様なコーディネーション実

践研究集会事業
2,530

50 神奈川県 特定非営利活動法人 カプカプ 6020005006869
障害福祉施設におけるアーティストとのワークショップ

定着事業
2,492

51 神奈川県 特定非営利活動法人 ピアサポートＦ．Ａ．ｃａｆｅ 6021005011561 食物アレルギーを子ども同士で支え合う事業 4,160

52 神奈川県 特定非営利活動法人 アレルギーを考える母の会 1020005006576 小児アレルギー疾患の「保健指導」を充実させる事業 2,063

53 神奈川県 特定非営利活動法人 さくらんぼ 6020005004468 来店型フードバンクの実施とそれに伴う相談対応事業 3,264

54 神奈川県 一般社団法人 栄樹庵 2021005011607
認知症をもつご本人とご家族が安心して暮らせる居場所

作り実現事業
2,580

55 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
5,121

56 神奈川県 特定非営利活動法人 農スクール 2020005011195
農の力で、誰もが生き生きと働く社会をつくるトレー

ナー育成事業
6,641

57 神奈川県 特定非営利活動法人 ＡＢＣジャパン 5020005005896
外国人市民の心と身体：相談・ケア・エンパワーメント

事業
7,927

58 神奈川県 特定非営利活動法人 アルペなんみんセンター 3021005011845
難民のエンパワメントと社会参画を通した回復から自立

までの支援事業
8,884

59 神奈川県 特定非営利活動法人 パノラマ 3020005012003 高校内居場所カフェを起点とした包括的支援事業 5,990

60 神奈川県 国際文化交流研究会
横浜の失業外国人労働者と地域の高齢者の交流促進によ

る孤立防止事業
2,977

61 福井県 つるが子ども食堂ネットワーク つるが子ども食堂ネットワーク子育て応援事業 5,232

62 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、障がい者、高齢者、外国籍の人との共生社会創

生活動事業
7,000
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63 長野県 特定非営利活動法人 長野県ＮＰＯセンター 8100005001835
高校生の孤立防止とICTを活用した探究学習の機会保障

事業
6,639

64 長野県 一般社団法人 ソーシャルファームなかがわ 6100005012454
包括的相談支援を基礎としたアウトリーチ及び社会的資

源の開拓事業
4,385

65 長野県 特定非営利活動法人 フードバンク信州 8100005011801 「食」でつながる地域プラットフォームの構築事業 7,000

66 岐阜県 フードバンクぎふ 　ひとりひとりを支え、寄り添うフードバンク事業 750

67 静岡県 特定非営利活動法人 母力向上委員会 9080105005630 「今を支えて未来を創る」子育て環境デザイン事業 3,961

68 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
重度知的障害者の健康で文化的な暮らしを実現するため

の提言作成事業
3,100

69 静岡県 子どもと家族の相談室寺子屋おーぷん・どあ
新型コロナ禍による困難を抱える子どもと家族への「伴

走型支援」事業
7,000

70 静岡県 特定非営利活動法人 ＰＯＰＯＬＯ 8080005006424 コロナ禍における生活困窮者のための総合支援事業 5,614

71 静岡県 特定非営利活動法人 浜松ＮＰＯネットワークセンター 2080405001451
多様な困難をもつ子どもへの寄り添いとその支援力向上

を図る事業
3,786

72 愛知県 特定非営利活動法人 コネクトスポット 1180305008901 当事者によるローカルリポーター育成事業 1,010

73 愛知県 特定非営利活動法人 フードバンク愛知 7180005018336
福祉行政から外れている困窮者食品支援（母子家庭、外

国人）事業
7,000

74 愛知県 特定非営利活動法人 びすたーり 6180005015689
育ちの保障と権利擁護のための、学齢期児童の居場所・

シェルター事業
7,000

75 愛知県 一般社団法人 あいち多胎ネット 5180005017942 Hello! 妊娠期からつながろう! あいち多胎育児支援事業 3,293

76 愛知県 特定非営利活動法人 ひだまりの丘 5180005006788 児童虐待予防推進事業 5,442

77 愛知県 一般社団法人 ＨＡＴＯ 9180305009157
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
4,800

78 愛知県 ちたハンターズ
コロナ禍で声をあげにくい人々が、相利共生にて自信を

取り戻す事業
4,823

79 愛知県 特定非営利活動法人 名古屋難民支援室 9180005015026
東海地域に暮らす難民のための「食・住」の緊急支援及

び法的支援事業
5,374

80 愛知県 特定非営利活動法人 シェイクハンズ 3180005009454
多文化子育てネットワーク拡充とコロナ禍での居場所づ

くり事業
7,900

81 愛知県 一般社団法人 日本海外協会 1011105004041
外国人労働者が立ち上げる外国人のためのフードバンク

事業
2,209

82 三重県 特定非営利活動法人 セイラビリティ三重 7190005011257
全スポ大会の成功とボランティアインストラクター

（VI）の充実事業
1,876

83 三重県 公益財団法人 鈴鹿国際交流協会 2190005004091 夏休み・冬休み時の外国につながる児童の学習支援事業 738

84 滋賀県 特定非営利活動法人 わっか 3160005010513
安心できる関係を基盤とした子ども・若者への包括的支

援事業
1,378

85 滋賀県 特定非営利活動法人 四つ葉のクローバー 2160005009762 自立援助ホームにおける包括的シェルター支援事業 7,493

86 滋賀県 特定非営利活動法人 芹川の河童 7160005010435
地域共生社会の実現に向けた地域課題を解決する「みん

なの食堂」事業
6,997

87 大阪府 特定非営利活動法人 輝 8122005003388 ほっとな居場所でマナビング事業 2,423

88 大阪府 特定非営利活動法人 チェンジングライフ 1122005003246
「段階的自立」を阻む壁を対策するアフターハウス基盤

強化事業
6,120

89 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 タンデム自転車の全国調査と体験の共有化事業 1,983

90 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
5,400

91 大阪府 特定非営利活動法人 ウィークタイ 9120905005065
ひきこもり等の孤立した若者と既存の社会資源を橋渡し

する事業
2,793

92 大阪府 一般財団法人 大阪府人権協会 1120005003968
人とコミュニティのエンパワメント支援と官民協働の課

題解決支援事業
5,217

93 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 対象を限定しない仕事と居場所の小規模多機能拠点事業 6,024
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94 大阪府 特定非営利活動法人 エスビューロー 9140005003620
小児がん経験者・家族の健康増進と社会参加を促進する

卓球療法事業
1,993

95 大阪府 一般社団法人 シンママ大阪応援団 5120005020084
困窮するシングルマザー世帯と障がい福祉をつなぐ食糧

支援事業
6,120

96 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
4,498

97 兵庫県 特定非営利活動法人 にしのみや次世代育成支援協会 1140005020524
その人らしく輝ける地域の『お茶の間』的な居場所づく

り事業
2,448

98 兵庫県 特定非営利活動法人 つなげる 1140005024186
オンラインで全国の多胎育児家庭をつなげる子育てひろ

ば事業
4,065

99 兵庫県 特定非営利活動法人 なごみ 9140005021944 全世代・住民運営型の生活支援「まちのよろず屋」事業 4,300

100 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
5,451

101 奈良県 特定非営利活動法人 ＧｅｎｋｉＦｕｔｕｒｅＤｒｅａｍｓ４７ 3150005009036
地域共生、助け合いのみらい食堂、みらい塾、みらい

BOX事業
1,417

102 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 1,149

103 和歌山県 特定非営利活動法人 子どもの生活支援ネットワークこ・はうす 9170005006752
相談と地域交流のできるカフェ併設フードパントリー事

業
1,550

104 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と予防のための子ども・子育

てサポート事業
6,000

105 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
7,000

106 山口県 空みずきの会
目に見えない障害に寄り添う～アレルギーっ子のための

災害支援～事業
987

107 香川県 特定非営利活動法人 子育てネットくすくす 7470005003151 ほっこりパントリー事業 3,361

108 愛媛県 特定非営利活動法人 フェロージョブステーション 3500005005668 障がい者・児にリモートツール勉強会を実施する事業 2,100

109 愛媛県 松山さかのうえ日本語学校 外国人総合駆け込み寺事業 1,959

110 福岡県 特定非営利活動法人 いるか 3290005014699
だれ一人取り残さない！九州全域への多機能型学習支援

連携展開事業
7,000

111 福岡県 特定非営利活動法人 サイエンス・アクセシビリティ・ネット 9290005004117
就労支援施設と協働で行う発達障害者の読み書き支援プ

ロジェクト事業
8,760

112 福岡県 特定非営利活動法人 フ－ドバンク福岡 5290005016529 ひとりでも多くの方が食べ物に困らない地域づくり事業 4,339

113 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
多様な形態の食料支援及び地域と連携して行う子育て包

括的支援事業
6,982

114 福岡県 特定非営利活動法人 ふくおかＮＰＯセンター 7290005003368
withコロナ下の課題共有および協働誘発のための共通基

盤構築事業
8,202

115 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
3,399

116 長崎県 特定非営利活動法人 子どもの権利オンブズパーソンながさき 8310005008388
不登校児童生徒の学習機会確保及び学校内別室への支援

員派遣事業
1,470

117 熊本県 特定非営利活動法人 熊本ＹＷＣＡ 2330005010133
誰もが安心して利用出来る複合的かつ横断的な居場所づ

くり事業
2,476

118 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

労支援事業
5,871

119 熊本県 特定非営利活動法人 トナリビト 2330005010158
社会の狭間で孤立する子ども・若者を支えるセーフティ

ネット事業
6,835

120 熊本県 一般社団法人 熊本県こども食堂ネットワーク 3330005010231
フードバンクシステムによる熊本県内子ども食堂への総

合サポート事業
2,433

121 鹿児島県 一般社団法人 パーソナルサービス支援機構 2340005008936
「訪問・送迎・宿泊型」不登校・ひきこもり自活準備支

援事業
7,000

122 沖縄県 一般社団法人 ある 2360005006351 沖縄県の10代ママのための子育て及び自立支援事業 7,000

通常助成事業　122事業 550,462



【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 東京都 特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 1010005025981
被災者支援コーディネーション機能を確立するための基

盤整備事業
7,318

2 岐阜県 一般社団法人 サステイナブル・サポート 1200005012341
若者の孤立・生活困窮の予防を目的とした中間的就労機

会創出事業
8,992

3 鹿児島県 一般社団法人 居住支援全国ネットワーク 3340005008794
居住支援の発展に必要な政策や制度を実現する全国実践

事業
7,841

モデル事業（1年目）　3事業 24,151

【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 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（2年目）　1事業 10,000

【３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 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

2 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 8,540

3 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
7,300

モデル事業（3年目）　3事業 22,652

令和３年度　社会福祉振興助成事業（WAM助成）　モデル事業　内定一覧


