
1 北海道 特定非営利活動法人 あかはなスマイルキッズ 4430005014295 子どもが安心して過ごせる居場所作り事業 4,136

2 北海道 特定非営利活動法人 北見エヌピーオーサポートセンター 3460305000357
子育て世代とＮＰＯの連携で自分らしく働く職場・学びの場づ

くり事業
3,900

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 つながる！プレイセンター方式子育て支援事業 3,000

4 北海道 障がい児の命を守り愛する会 困難を抱えた親子への「こころ」ケアと連携型伴走支援事業 2,880

5 北海道 特定非営利活動法人 楽しいモグラクラブ 7430005003972
共に幸せに生きる！引きこもり等の方に寄添い伴走する支援者

育成事業
2,679

6 北海道 特定非営利活動法人 ねっこぼっこのいえ 5430005013305 地域の居場所「多世代型交流サロン」と連動した相談支援事業 4,186

7 北海道 特定非営利活動法人 フードバンクイコロさっぽろ 5430005013445 地域と企業をつなぎ食の支援を支えるフードバンク事業 6,999

8 北海道 MamaconciergeWednesday おもちゃライブラリーplus子ども食堂事業 2,700

9 岩手県 特定非営利活動法人 心の架け橋いわて 6400005005345
コロナ禍における災害弱者と支援者向けオンライン支援強化事

業
4,621

10 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」、コロナ禍の電話相談、メール相

談等事業
4,268

11 宮城県 特定非営利活動法人 miaforza 4370005010375 ひとり親世帯応援事業 6,956

12 宮城県 一般社団法人 WATALIS 4370805000518
遊休農地の活用によるダイバーシティな地域共生コミュニティ

造成事業
6,800

13 宮城県 特定非営利活動法人 ワンファミリー仙台 2370005002457 無料低額宿泊所入居者に対する就労定着支援事業 7,000

14 秋田県 特定非営利活動法人 あきた子どもネット 9410005001522 子ども・子育て世代への応援事業 3,692

15 山形県 特定非営利活動法人 明日のたね 5390005008359 障がい者の余暇活動の充実を起点とした多様性の学び舎事業 6,722

16 福島県 特定非営利活動法人 あいづ安心ネット 5380005012287 市民後見人養成事業 1,104

17 福島県
よりあいコミュニティソーシャルワー

クス
地域共生社会を推進するCCSWの育成・普及事業 5,485

18 栃木県 特定非営利活動法人 いちかい子育てネット羽ばたき 2060005008007
新たな自然体験活動の実践を契機とした放課後児童クラブ支援

事業
2,950

19 埼玉県 特定非営利活動法人 さいたまＮＰＯセンター 6030005001316
ケアラーズサロンの多様性と持続化支援及びIT情報網の促進事

業
1,199

20 埼玉県 特定非営利活動法人 さいたまユースサポートネット 5030005005532 就労に困難を抱える若者を地域協働で支援する環境作り事業 4,875

21 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
4,216

22 千葉県 特定非営利活動法人 アフタースクール 5040005003270
民間学童と食の支援団体による貧困児童への包括的支援の広域

展開事業
7,000

23 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
0～2歳児と親の笑顔・支援力を豊かに推進するネットワーク強

化事業
4,000

24 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、保護者を助ける地域ぐるみの家庭サポート事業 4,001

25 千葉県 特定非営利活動法人 千楽chi-raku 8040005004720
ひきこもり・困窮者の「居場所」支援と人材育成・情報発信事

業
6,699

26 千葉県 特定非営利活動法人 リンク 4040005018162 身近な地域で通える心の拠り所「ホッとステーション」事業 4,920

27 東京都 特定非営利活動法人 WEL'S 5010005012464
障害者雇用促進と職場定着を図るジョブマッチング指標の可視

化事業
9,000

28 東京都 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
9011105003770

ケアラーのための支援体制づくりー地域型ケアラー支援モデル

構築事業
4,695

29 東京都 一般社団法人 関東多胎ネット 5010405019893
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
5,109

30 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「グッドごはん」関西事業 8,997

31 東京都 一般社団法人 シブヤフォント 3011005009048 障がい者と地域をつなぐ対話型アート鑑賞の運営人材育成事業 4,174

32 東京都 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 9011105004728 宗教施設を活用した防災減災推進事業 3,438

33 東京都 社会福祉法人 巣立ち会 3012405001775 学生等の若者に対するシームレスな学業・生活支援事業 7,000

34 東京都 公益社団法人 青少年健康センター 2010005003219 中高年のひきこもりとの地域共生社会づくり事業 4,384

35 東京都 公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 4010405010465
食支援、介護予防、社会参加を担うご近所食事会を普及する事

業
6,022

36 東京都 特定非営利活動法人 ソシオキュアアンドケアサポート 3010805001908
居場所を設置し傾聴を伴う美容ケアの提供とセルフケア講習を

行う事業
1,630

37 東京都 特定非営利活動法人 タダカヨ 8010805002793
ICTで、介護の生産性向上と要介護者・家族の繋がりを蘇らせ

る事業
4,197

38 東京都 特定非営利活動法人 ディーセントワーク・ラボ 7010405011948
対話によるD&Iを目指す障がい者雇用研修・ネットワーク構築

事業
6,979

39 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 妊娠中から産後まで～地域の助産師が見守り寄り添う支援事業 4,402
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40 東京都 特定非営利活動法人 東京ソテリア 9011705000977 高次脳機能障害者ピアサポーター育成事業 6,500

41 東京都
中野権利擁護センターアクセプト設立

準備会
中野区における権利擁護推進事業 3,124

42 東京都 一般社団法人 日本ALS協会 6010005019624 介護・福祉の格差是正に向けた啓蒙と介助者確保促進事業 4,552

43 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 市民の参加を支える人材の“越境型プラットフォーム”構築事業 2,773

44 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、社会的マイノリティの方々の就労体験プロジェクト事

業
3,788

45 東京都 特定非営利活動法人 フードバンクTAMA 9010105001883
子ども食堂・難民団体等、主に子育て生活困窮家庭への食提供

事業
4,618

46 東京都 特定非営利活動法人 メタノイア 5011805003066
外国ルーツの住民と社会をつなぐ日本語学習支援ネットワーク

構築事業
3,916

47 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
小児アレルギーの「保健指導」充実へ、ツールを作成し活用を

図る事業
3,317

48 神奈川県 特定非営利活動法人 ABCジャパン 5020005005896
外国人市民のメンタルヘルスと教育相談・子どもの居場所づく

り事業
7,285

49 神奈川県 一般社団法人 からこそBOX 7020005015175
移動式屋台カフェによる街の出張相談～今だからこその場づく

り～事業
4,740

50 神奈川県 特定非営利活動法人 後見つぼみ 1020005014851 成年後見制度利用促進事業 2,777

51 神奈川県 国際文化交流研究会 地域住民、食品業界、行政の協働によるフードバンク活動事業 5,955

52 神奈川県 特定非営利活動法人 ピアサポートF.A.cafe 6021005011561 子どもたちと学ぶアレルギー啓発事業 4,212

53 神奈川県 特定非営利活動法人 フリースペースたまりば 2020005008415
支援の届きにくい人たちへの新たな食支援の構築と相談支援事

業
7,000

54 神奈川県 特定非営利活動法人 森ノオト 1020005010719 地域の子育て当事者と支援者をつなぐ情報発信サポート事業 4,318

55 石川県 特定非営利活動法人 クラブぽっと 7220005007689 運動と社会参加の場の構築による介護予防事業 1,300

56 長野県 アトリエももも 多世代かつ多様な人がアートを通じてつながるアトリエ事業 4,605

57 長野県 特定非営利活動法人 フードバンク信州 8100005011801 「食」を通した循環型地域システムの構築事業 7,000

58 長野県 一般社団法人 フォースマイル 9100005012518
どんな子どもの学びと体験の格差を解消するフリースクール事

業
7,000

59 岐阜県 特定非営利活動法人 せき・まちづくりNPOぶうめらん 6200005008095 児童期からの就労への多様なつながり構築事業 2,248

60 岐阜県 特定非営利活動法人 飛騨高山わらべうたの会 9200005012326 誰一人取り残さない、地域ぐるみの子育て環境を作る事業 3,058

61 岐阜県 特定非営利活動法人 人と動物の共生センター 8200005011460
社会福祉と動物愛護管理をつなぐ、無援世帯のペット飼育支援

事業
3,218

62 静岡県
子どもと家族の相談室寺子屋お～ぷん

どあ

「生きにくさ」を抱える少女と家族、関係機関を支える包括的

支援事業
7,000

63 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 多様な子どもの育ちをささえる地域づくり支援事業 4,554

64 静岡県 特定非営利活動法人 はままつ子育てネットワークぴっぴ 2080405004017 ぴっぴドリカムプラン　ひとり親自立応援事業 2,000

65 愛知県 一般社団法人 あいち福祉振興会 4180005015063
「働ける居場所」の活動を通じて社会参加や就労を促進する事

業
6,933

66 愛知県 特定非営利活動法人 外国人医療センター 4180005005527
外国籍住民に対する乳がん啓発講座と乳がん検診実施プロジェ

クト事業
1,164

67 愛知県 特定非営利活動法人
子育て支援を考える会ＴＯＫＯＴＯＫ

Ｏ
7180005012784

「食」を通したふれあい交流で子どもたちがエンパワーできる

事業
7,000

68 愛知県 特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会 3180005005924 災害時における中途失聴・難聴者への通訳＆支援体制構築事業 7,889

69 愛知県 特定非営利活動法人 トルシーダ 8180305001081
外国人への情報発信方法及びコミュニティー通訳支援者育成事

業
593

70 愛知県 特定非営利活動法人 ノーマcafe 5180005007407 TOGO（東郷）食守族（トウゴウショクモリゾク）事業 5,998

71 愛知県 特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ 9180005005415
介護と仕事を両立させるための職務分析と組織体制づくり支援

事業
3,468

72 愛知県 社会福祉法人 楽笑 4180305009161
住民全員参加型インクルーシブ子どもの居場所構築及び地域力

向上事業
5,420

73 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
東日本大震災で避難を経験した子ども・若者エンパワメント支

援事業
4,131

74 滋賀県 特定非営利活動法人 わっか 3160005010513
『安心と信頼』を基盤とした、その人らしく過ごせる地域づく

り事業
1,859

75 大阪府 一般財団法人 大阪府人権協会 1120005003968
地域コミュニティのエンパワメントと官民協働した課題可決支

援事業
6,817

76 大阪府 特定非営利活動法人 市民ネットすいた 7120905003161
北摂地域の活動支援の仕組みづくりと支援団体のネットワーク

構築事業
7,000

77 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 5,094

78 兵庫県 特定非営利活動法人 alittle 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
5,279
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79 兵庫県 特定非営利活動法人 きょうどうのわ 5140005021758 多機能・多世代「コミュニティスペース・RICのわ」運営事業 2,598

80 兵庫県 生活支援サービスグループ：ふりかけ
生活支援で支えるかとうサクセスフル・エイジング(幸福な老

い)事業
1,555

81 兵庫県 特定非営利活動法人 なごみ 9140005021944
日中に相談・活動が困難な方に向けた「陽暮れの居場所」づく

り事業
3,469

82 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

（NOBARS）
1140005020524

つながり、見守り、輝ける地域の「お茶の間」的な居場所づく

り事業
3,620

83 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
6,979

84 奈良県 特定非営利活動法人 大宮地区社会福祉協議会 3150005009192 おしえてスタディーroom・みんなのいばしょ事業 6,972

85 奈良県 特定非営利活動法人 GenkiFutureDreams47 3150005009036 地域共生、助け合いの子ども食堂、学習支援事業 1,356

86 奈良県 特定非営利活動法人 Salondekid'sネット 1150005003627 一時預かり整備拡充及び、産前産後サポート構築事業 2,540

87 奈良県 特定非営利活動法人 T-seed 2150005008633 家庭訪問型子育て支援・ホームスタート事業 1,178

88 奈良県 一般社団法人 無限 7150005008050
地域の子どもを地域の大人が育てる「まほうのだがしやチロル

堂」事業
6,996

89 和歌山県 特定非営利活動法人 フードバンク和歌山 5170005006599
困窮世帯やこども達を地域と共に支援し、明るく豊かな社会に

する事業
2,491

90 和歌山県 和歌山の教育格差をなくす会 生活困窮世帯への教育支援事業 7,000

91 島根県 特定非営利活動法人 YCスタジオ 1280005002137
困難を抱える子ども若者等と共に創る居場所＆ソーシャル

ファーム事業
7,000

92 岡山県 HELLOBABY 妊娠期から切れ目ない支援を実現する事業 1,963

93 広島県 大きな木の下で 赤ちゃんとの暮らしをチームで応援！事業 2,912

94 山口県 空みずきの会
アレルギーっ子家族の支援を通して「やさしい避難所」を増や

す事業
1,796

95 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

96 香川県 特定非営利活動法人 子育て応援NPOフレンズ 9470005004800 みんなが集まるリビングルーム事業 3,703

97 愛媛県 特定非営利活動法人 ささえる 7500005008023 要配慮者支援のためのプラットフォーム構築事業 7,000

98 愛媛県 松山さかのうえ日本語学校 外国人・生活困窮者の方々への総合駆け込み寺事業 3,154

99 愛媛県 特定非営利活動法人 みんなダイスキ松山冒険遊び場 3500005007747
生きづらさを抱えた子どもを支援する子どもの居場所ネット

ワーク事業
5,510

100 高知県 特定非営利活動法人 夢創房室戸迎鯨の杜 9490005006084
健康、スポーツでつなぐ共生社会の実現に向けたプロジェクト

事業
1,751

101 福岡県 特定非営利活動法人 SFD21JAPAN 6290005014028 「隠れた非行」の若者に対する多様な対話を通した支援事業 1,776

102 福岡県
九州・沖縄高度実践看護師活動促進協

議会
COVID-19大規模災害で疲弊した看護職者への総合的支援事業 8,762

103 福岡県
デイジー・シンフォニック・アソシ

エーション

障害福祉サービス事業所と協働で行う発達障害者の読み書き支

援事業
7,899

104 福岡県 特定非営利活動法人 十月の森 1290005008620
障害者へのデザインやイラスト等に特化した就労トレーニング

事業
4,909

105 佐賀県 一般社団法人 おもやい 2300005006885 地域で安心して暮らすための防災の地域づくり事業 6,973

106 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 不登校児童生徒支援における学校内別室への支援員派遣事業 3,971

107 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・若者の権利と生活を守る事業 5,589

108 熊本県 特定非営利活動法人 ワークショップひなたぼっこ 8330005007371 障がいを持たれている方が安心で安全な居場所を創生する事業 696

109 大分県
大分県医療的ケア児者の親子サークル

ここから

医療的ケア児とその家族が輝いて生きていくための総合支援事

業
5,637

110 大分県 大分県障がい者スポーツ協会 チーム大分・未来のスター発掘プロジェクト事業 7,000

111 大分県 特定非営利活動法人 キャリアサポート 3320005007971
育てよう、地域の未来を創る人（ひきこもりゼロを目指して）

事業
1,622

112 大分県 一般社団法人 共生社会実現サポート機構 8320005009542
コロナ禍、“ごちゃまぜ”で取り組む地域共生社会のモデル作り

事業
4,006

113 大分県 公益財団法人 すみれ学級 9320005009500
おなかを満たして勉強しよう！～こども食堂学習支援プログラ

ム～事業
7,000

114 大分県 特定非営利活動法人 地域ひとネット 9320005001746
406から広がる「おおいた・いとでんわシステム」体制づくり

事業
7,000

115 大分県 特定非営利活動法人 マックネットシステム 4320005009348 がん患者のピアサポートのためのネットワーク構築事業 1,315

116 宮崎県 一般社団法人 みやざき公共・協働研究会 1350005004811 多様な主体の連携による地域力向上支援ネットワーク構築事業 6,900

通常助成事業　116事業 536,116
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1 東京都 一般財団法人 日本女性財団 5010005032157 困窮する女性たちを救済するフェムシップドクターのインフラ構築事業 9,882

2 神奈川県 特定非営利活動法人 パノラマ 3020005012003 課題集中校等の福祉機能拡張としての校内居場所カフェ制度化事業 11,000

3 大阪府 シェアリンク茨木 公営住宅を利用した若年女性・シングルマザー・学生シェアハウス事業 9,999

モデル事業（１年目）　３事業 30,881

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 8,223

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 9,105

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 9,815

モデル事業（２年目）　３事業 27,143

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（３年目）　１事業 10,000

令和４年度　社会福祉振興助成事業（WAM助成）　モデル事業　内定一覧

【１年目】

【２年目】

【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）

Ｎｏ 都道府県 法人番号 事業名
内定額

（千円）
法人格 団体名

4


