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地域 日時 場所 内容 
主催団体 

問い合わせ先/担当者 

全国 

年中無休・365日、 

24時間相談受付 

電話相談（よりそいホット

ライン/フリーダイヤル 通

話料無料） 

どんなひとの、どんな悩みにもよりそ

って、一緒に解決する方法を探しま

す。生活一般のほか、専門相談の外国

語、性暴力・DV、セクシュアル・マイ

ノリティ、自殺防止、他については、

ガイダンスに従い番号を選びます。 

よりそいホットライン「電話

相談」 

一般社団法人社会的包摂サポ

ートセンター 

TEL：0120-279-338 

TEL:0120-279-226（岩手、宮

城、福島の3県からのみ） 

SNS 相談は２４時間書き込み可

能、メールは１週間をめどに返

信します。 

https://comarigoto.jp/ 

困りごと情報提供 

（メール・SNS による情報提

供） 

ホームページから専用フォームでアク

セスしていただくと専門のスタッフが

チャットで相談対応します。 

・なんでも相談（毎日⒗時から22時） 

・外国語での対応（随時） 

・女性の悩み（月・水・木・土 15 時か

ら21時） 

・セクシュアルマイノリティの悩み

（水・金・日16時から22時） 

・被災者の悩み（月・水・金 13 時から

19時） ・メール相談 

よりそいホットライン 

「困りごと情報提供」 

一般社団法人社会的包摂サポ

ートセンター 

https://www.since2011.net/ 

 

 

メール相談・SNS 相談は 24 時間

書き込み可能。2 日以内をめど

に返信します。 

https://www.since2011.net/chank
an/ 
ChanKanプロジェクト 
（メール・SNS による相談窓

口） 

住まいがない、住まいを失うおそれが

ある、一時的に住まいが必要な若年層

と外国人の方の相談窓口です。 

ホームページから専用メールフォーム

もしくは SNS フォームでアクセスして

いただくと、専門のスタッフがメール

とSNSで相談対応します。 

・メール相談 

・SNS相談 

・ビジネスホテル等への宿泊支援 

一般社団法人社会的包摂 

サ ポ ー ト セ ン タ ー 

新型コロナ対応「緊急生活支

援 地 域 体 制 整 備 」 事 業

（ChanKanプロジェクト） 
https://www.since2011.net/chankan/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 12 月 27 日(10:00〜

13:00) 

旧清流ホーム 
衛生改善事業(シャワー、洗濯機会提

供、食事提供、相談対応) 

NPO法人仙台夜まわりグループ 

090-9423-5697/担当：青木 

http://www.yomawari.net 

 

2021 年 12 月 29 日(20:00〜

22:00) 

仙台市内各所 
夜まわり（巡回、食料配布、相談対

応） 

NPO法人仙台夜まわりグループ 

090-9423-5697/担当：青木 

http://www.yomawari.net 

2021 年 12 月 30 日〜2022 年 1月

4日 (各日9:30〜10:00) 

 

みやぎNPOプラザ門前 

 

越冬食糧支援会（食糧提供、相談対

応） 

NPO法人仙台夜まわりグループ 

090-9423-5697/担当：青木 

http://www.yomawari.net 

 

2022年 1月6日(9:30〜11:00) 

 

みやぎNPOプラザ 
大人食堂（食事提供、散髪、血圧測

定、健康相談、生活相談対応） 

 

NPO法人仙台夜まわりグループ 

090-9423-5697/担当：青木 

http://www.yomawari.net 

年中無休（8:00〜21:30） 

 

相談電話予約 050-5539-6789 

 

「HELPみやぎ」 、対面相談対応 

NPO法人仙台夜まわりグループ 

050-5539-6789/担当：塩見 

http://www.yomawari.net 

2021年 12月 26日（日）～ 
2022年 1月 7日（金） 
毎日 9時～18時 

宮城県仙台市青葉区二日町

4-26 リバティーハイツ二日

町 102 

電話、ホームページ問合せフォーム、

来所による相談対応。当番職員のみ出

勤しているため、別件対応中で不在だ

ったり、すぐに電話やメールを折り返

せない時間帯あるので、その際は時間

をおいて問い合わせください。 

特定非営利活動法人ワンファ

ミリー仙台 
022-398-9854 
https://www.onefamily-
sendai.jp/contact/index.html 
 

2021年 12月 26日（日）～ 
2022年 1月 7日（金） 
毎日 9時～18時 

宮城県仙台市 

居所喪失者のためのシェルター相談対

応。場所は非公開、電話またはホーム

ページ問合せフォームから相談を受

け、シェルター利用となる場合はスタ

ッフが迎えに行きます。当番職員のみ

出勤しているため、別件対応中ですぐ

に電話やメールを折り返せない時間帯

あります。 

特定非営利活動法人ワンファ

ミリー仙台 
022-398-9854 
https://www.onefamily-
sendai.jp/contact/index.html 
 



 

 

 

 

 

 

 

東北 

 

 

2021年 12月 31日（金）、 
2022年 1月 7日（金） 
17時～20時 
2022年 1月 1日（土） 
15時～18時 

宮城県仙台市 

LINE チャットによる相談対応。当番

職員のみ出勤しているため、同時間帯

に相談が重なる等ですぐに応答を返せ

ない場合あり 

特定非営利活動法人ワンファ

ミリー仙台 
LINEで友だち追加して相談 
@onefamilysendai 
 

2022年 1月 5日（水） 
7:30～8:30ごろ 

JR仙台駅西口～勾当台公園 

530（ゴミゼロ）クリーンボランティ

ア活動。7:30 仙台駅西口集合、本部事

務所（二日町）付近の公園まで各自で

ごみを拾って歩き、再集合した公園に

て、参加者に 200円と弁当等を配布。 

特定非営利活動法人ワンファ

ミリー仙台 
前日 18時までに 022-398-9854 
https://www.onefamily-
sendai.jp/contact/index.html 
 

2021年 12月 31日 12時～ 

榴岡公園 
（仙台市宮城野区） 
＊詳しくはお問い合わせくだ

さい 

 

炊出し 

NPO法人 萌友 
022-719-9117 

npo-houjn-

houyuu@almond.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 12月29日～ 

2022年 1月3日 

 

瓜連キリストの教会 

（茨城県那珂市瓜連５７３

－１） 

メール・電話による相談受付 

（電話は留守番電話で折り返しになる

こともあります） 

アガペミニストリー 

urizurachurch@gmail.com 

029(296)1851 キムラ・コトク 

 

2021年 12月29日～ 

2022年 1月3日 

瓜連キリストの教会 

（茨城県那珂市瓜連５７３

－１） 

食糧・食事提供 

＊電話にて時間他お問い合わせくださ

い 

アガペミニストリー 

urizurachurch@gmail.com 

029(296)1851 キムラ・コトク 

 

2021年 12月 26日 (日）～ 

2022年 1 月 7日（金） 

9:00 ～16:00 

東京 23 区、東京多摩地区、

神奈川県、埼玉県、千葉

県、茨城県 

住まいや生活にお困りの方から電話相

談を受けつけます。 

※各地域のフリーダイヤルよりご連絡

ください。 

NPO法人エスエスエス 

http://www.npo-sss.or.jp/ 

東京23 区 0120-346-850 

東京多摩地区0120-127-374 

神奈川県0120-776-799 

埼玉県0120-862-767 

千葉県0120-853-733 

茨城県0120-242-188 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 

12/29(水)16:00～ 

12/31(金)16:00～ 

2022年 

1/2(日)16:00～ 

東池袋中央公園 

16:00 衣類配布、鍼灸 

17:00 医療相談、生活相談 

18:00 お弁当配布 

TENOHASI 
090-1611-1970 

＊事務局長: 清野（せいの） 

直通 /受付時間 平日10時か

ら17時 
相談対応などで出られないことが

ありますのでその場合は留守電に

メッセージをお願いします。 

 

2021年 12/29(水)21:30～ 

2022年 1/5(水)21:30～ 
※年末年始に限らず毎週水曜実施 

池袋駅前公園→池袋駅周辺 

21:30 公園にておにぎり配布 

終わり次第、駅周辺の見回り 

※12/29はおにぎり配布無し 

TENOHASI 
090-1611-1970 

＊事務局長: 清野（せいの） 

直通 /受付時間  

平日10時から17時 

 

2021年 12月28日（火）9時 

～2022年 1月3日（月）16時 
千葉県 

電話相談  

（面談・食糧支援、シェルター提供も

含む） 

相談先電話番号 070-4293-1693 

特定非営利活動法人 

ディープデモクラシー・セン

ター 

TEL 047-701-5350 

2021年 12月27日（金） 

～2022年 1月3日（月） 
千葉県内数カ所 

アウトリーチ（声かけ・毛布、食料配

布） 

特定非営利活動法人 

ディープデモクラシー・セン

ター  

 TEL 047-701-5350 

2021年 12月29日（水）17時 

松 戸 中 央 公 園 

（JR・新京成線松戸駅 

東口より徒歩7分 ） 

 

スープキッチン（炊き出し・相談対

応） 

特定非営利活動法人 

ディープデモクラシー・セン

ター  TEL 047-701-5350 

2022年 1月3日（月）17時 

松 戸 中 央 公 園 

（JR・新京成線松戸駅 

東口より徒歩7分 ） 

 

スープキッチン（炊き出し・相談対

応） 

特定非営利活動法人 

ディープデモクラシー・セン

ター  TEL 047-701-5350 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年１２月～2022年 1月 
随時受付（終日） 

埼玉県内 

メールや LINE による相談対応、情報

提供 
メール samaria@jewel.on.ne.jp 
LINE https://lin.ee/AwVCQbw 

特定非営利活動法人サマリア 
担当 黒田 和代 

12月 31日(金)19:30～21:30 

1月 4日(火)19:30～21:30 

1月 7日(金) 19:30～21:30 

市川八幡キリスト教会出発

～市川市内各所 

路上パトロール 

（食料・衣料・医薬品等配布） 

 

NPO法人ガンバの会 

☏ 047-704-9915 

メール；ichikawa-

gamba@abelia.ocn.ne.jp 

12月 26日(日) 

12月 29日(水)～1月3日(月) 

      8:30～11:00 

【休日・年末年始】 

NPO法人ガンバの会 

市川市八幡3-28-23-3F 

☏ 047-704-9915 

メール；ichikawa-

gamba@abelia.ocn.ne.jp 

 

諸相談受付 

（シェルター利用、食料・衣類提供

等） 

NPO法人ガンバの会 

☏ 047-704-9915 

メール；ichikawa-

gamba@abelia.ocn.ne.jp 

12月 27日(月) 

12月 28日(火) 

1月４日(火)～1月7日(金) 

      9:30～17:00 

 ＊28日のみ16:00まで 

 【通常業務】 

NPO法人ガンバの会 

市川市八幡3-28-23-3F 

☏ 047-704-9915 

メール；ichikawa-

gamba@abelia.ocn.ne.jp 

 

諸相談受付 

（シェルター利用、食料・衣類提供

等） 

NPO法人ガンバの会 

☏ 047-704-9915 

メール；ichikawa-

gamba@abelia.ocn.ne.jp 

 

2021 年 12 月（2，6、9，13、
16、20、23、27） 
2022 年 1 月（6、10、13、17，
20、24、27、31） 

市民ネットワーク・ふなば

し事務所（JR 東船橋駅南口

徒歩 1分） 
＊電話にて時間他お問い合わ

せください 

相談業務、食品や使い捨てカイロ等の

配布 

反貧困ささえあい千葉 
事務局担当：大野 
090―5213-5254 

2021年 12月 30日 

市民ネットワーク・ふなば

し事務所（JR 東船橋駅南口

徒歩 1 分）＊電話にて時間他

お問い合わせください 

相談会、炊き出し、食品や使い捨てカ

イロ等の配布 

反貧困ささえあい千葉 
事務局:担当：大野 
090―5213-5254 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週土曜日（下記以外にも実施） 
2021年 12月 18・25日 
2022年 1月 8日・15日 
11時半～13時半 
（1月 1日(土)はお雑煮会＠立川

市緑町公園） 

さんきゅうハウス前（〒

190-0021 東京都立川市羽衣

町３丁目 14-13） 
山本ようすけ市議会議員事

務所前（〒190-0011東京都

立川市高松町 2丁目 19-1） 
 

生活に困窮する人にお弁当や食糧、日

用品等の配布をしています。 
ご希望や必要に応じて相談も実施して

います。 

NPO法人さんきゅうハウス 
080-5088-3897/吉田（理事） 

2022年 １月１日元旦 

立川市緑町公園 
（立川市緑町４－２/立川駅

北口徒歩 7分モノレール沿

イケア手前）） 

2022新年お雑煮会 
さんきゅうハウスの利用者など生活困

窮者で単身、高齢など孤立しがちな人

とスタッフが顔を合わせてお雑煮を食

べ交流します。ビンゴゲームやおせち

料理なども用意する予定です。 
 

NPO法人さんきゅうハウス 
080-5088-3897/吉田（理事） 

2021年末 
夜回り：12 月 23 日 22 時～23
時 
河原回り：12月 25日 
12時～14時 

夜回り：JR立川駅周辺 
河原回り：立川、国立、日

野市流域の多摩川河川敷 

夜回り、河原回り 
夜回りは立川駅周辺。河原まわりは多

摩川河川敷のホームレスを対象に食

糧、マスク、薬の配布を通して相談、

安否確認を行います。 
 

NPO法人さんきゅうハウス 
080-5088-3897/吉田（理事） 

2021年１２月２５日（土） 
 ９：３０～１１：３０ 

川崎区多摩川 河港水門 

炊き出し 
食品の配布 
衣類・衛生用品配布 
法律相談 

カワサキ共生会 
080-1622-2172 / 福田 

2021年１２月３０日（木） 
 ２１：００～２２：３０ 

川崎駅周辺、中心部 

夜回り 
生活相談 
おにぎり・衣類・衛生用品配布 

カワサキ共生会 
080-1622-2172 / 福田 

 

2021年 12月29日(水) 

  

 

 

寿公園 

(横浜市中区寿町3‐9‐4） 

 

・各種相談（医療･法律･生活･労働）                

パトロール（20時～） 

 
 

第48 次寿越冬闘争実行委員会 

横浜市中区寿町3-12-2 寿生

活館4階 事務局長 高沢  

045-641-5599 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東 

 

 

2021年 12月30日（木）  

炊き出し（切り込み：9時～、

配食：15時～）   

 

 

寿公園 

(横浜市中区寿町3‐9‐4） 

・炊き出し（切り込み、９時～ 

配食：15時～） 

・各種相談（医療･法律･生活･労働） 

・パトロール（20 時～）                

第 48 次寿越冬闘争実行委員会 

横浜市中区寿町3-12-2 寿生

活館4階  事務局長 高沢 

045-641-5599 

2021年 12月31日（金） 

炊き出し（切り込み：9時～、

配食：15時～）   

 

 

寿公園 

(横浜市中区寿町3‐9‐4） 

・炊き出し（切り込み：９時～ 

配食：15時～） 

・各種相談(医療･法律･生活･労動） 

・パトロール（20 時～） 

第48 次寿越冬闘争実行委員会 

横浜市中区寿町3-12-2 寿生

活館4階 事務局長 高沢  

045-641-5599 

2022年 1月1日（土） 

・炊き出し(切り込み：9時、配

食：13時～） 

・芝居 15時～ 

 

 

寿公園 

(横浜市中区寿町3‐9‐4） 

・炊き出し（切り込み：9時～、配

食：13時～） 

・芝居：さすらい姉妹 (15時～) 

・各種相談（医療･法律･生活･労働） 

・パトロール（20 時～）                

第 48 次寿越冬闘争実行委員会 

横浜市中区寿町3-12-2 寿生

活館4階 事務局長 高沢 

 045-641-5599 

2022年 1月2日(日） 

・炊き出し（切り込み：9時

～、配食：15時～）  

 

 

寿公園 

(横浜市中区寿町3‐9‐4） 

・炊き出し（切り込み：９時～ 

、配食：15時～） 

・各種相談（医療･法律･生活･労働） 

・パトロール（20 時～）  

第48 次寿越冬闘争実行委員会 

横浜市中区寿町3-12-2 寿生

活館4階 事務局長 高沢 

045-641-5599 

2022年 1月3日（月） 

・カレーライス（切り込み：9

時～、配食：15時～）  

・学習会： 11時～ 

 

 

寿公園 

(横浜市中区寿町3‐9‐4） 

・カレーライス（切り込み、配食） 

・学習会「故・矢島祥子さんを偲ん

で」11時～［寿生活館2階］ 

【人数限定】 

・各種相談（医療･法律･生活･労働） 

・パトロール（20 時～） 

第48 次寿越冬闘争実行委員会 

横浜市中区寿町3-12-2 寿生

活館4階 事務局長 高沢 

045-641-5599 

2022年 1月4日（火） 

厨房・テント解体（9 時～） 

 

寿公園  集合 

→ 中区役所移動 

・中区集団生活保護申請 

（寿公園集合：8時→中区役所移動） 

第48 次寿越冬闘争実行委員会 

横浜市中区寿町3-12-2 寿生

活館4階 事務局長高沢 

045-641-5599 

甲信越 

2021年 12月23日（木） 

14:00～16：00 

2022年 １月6日（木） 

14：00～16：00 

（毎週木曜日随時） 

甲府カトリック教会 

（梨県甲府市中央２丁目７−

１０） 

食料配布、 

健康相談、 

生活相談 

就労相談 

 

NPO法人やまなしライフサポー

ト  事務局長 芦沢 

055 241 2545 



 

 

 

東海 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 12 月 29 日～2022 年 1
月 4日 

のわみ相談所・のわみサポ

ートセンターの施設内 
（愛知県一宮市向山町 1-10-

4） 

ホームレスの相談・支援 
住まい・食事・衣類・日用品の提供 
就労支援 

のわみ相談所/ 
0586－72－9697/三輪憲功 
nowami38@yahoo.co.jp 

 

年末年始を含む 随時 
 

静岡県富士市、静岡市 
＊詳しくはお問い合わせく

ださい 

様々な理由で住まいを失った方向けに

一時生活する場所と食料を提供し、本

人の状況に応じた相談援助を行う 

特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 
理事長望月、事務局長鈴木、担当

長谷部 
【 静岡事務所 】 静岡市葵区

宮ヶ崎町 53番地 2F 
 TEL 054-254-5718  
【 富士事務所 】 富士市本町

4-6 フジスカイビル 5Ｆ 
TEL 0545-62-8255 

2021年 12月 20日～ 
2022年 1月 6日 

静岡県内全域 
＊詳しくはお問い合わせく

ださい 

道の駅、地下街などで野宿や車中泊し

ている方に対して、相談対応および、

支援物資提供を行うとともに、過去に

一時生活施設を利用した方やフードバ

ンクで食料支援した方に連絡を取り、

自宅まで訪問し、その後の自立状況を

確認する 

特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 
理事長望月、事務局長鈴木、担当

長谷部 
【 静岡事務所 】 静岡市葵区

宮ヶ崎町 53番地 2F 
 TEL 054-254-5718  
【 富士事務所 】 富士市本町

4-6 フジスカイビル 5Ｆ 
TEL 0545-62-8255 
 

 

 

 

北陸 

 

 

 

 

2021年 12月 20日 17時～ 
2021年 12月 27日 17時～ 
2022年 1月 05日 17時～ 
 

富山駅前α-1広場 
 

クリスマス会 
年末弁当その他配布 
新年おせち・雑煮配食 

グループ駅北食堂   
090-5175-3756 
担当：堀江節子 

年末見回り・相談（随時） 
＊電話にて時間他お問い合わせくだ

さい 
富山駅地下道など 毛布、衣類、食料品などの配布 

グループ駅北食堂   
090-5175-3756 
担当：堀江節子 
 



 

 

 

 

北陸 

２０２１年１２月２１日（火） 

２１：１０～ 約40分間 

 

金沢市武蔵が辻交差点地下

「クロスピア」 

軽食、弁当差し入れ、日用品の提供な

ど 

 かなざわ夜回りの会 

問い合わせ先：森 一敏  

090-8099-2369 

２０２２年１月 ４日（火） 

２１：１０～ 約40分間 

 

金沢市武蔵が辻交差点地下

「クロスピア」 

軽食、弁当差し入れ、日用品の提供な

ど 

 かなざわ夜回りの会 

問い合わせ先：森 一敏  

090-8099-2369 

2021年 12月 30日 
９：00～15：00 

野々市内各所 
＊詳しくはお問い合わせく

ださい 

市内数か所を巡回し、食糧配布、衛生

用品を配布します。 

TEO TORIATTE株式会社 
石川県野々市市本町 5 丁目 11
番 17号  
076-227-8014（担当 平） 
teotoriatte.hira@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

関西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 12月29日㈬ 

am6：20～am7：20 

2022年 1月5日㈬ 

am6：20～am7：20 

大阪市内（阪神地下通路・

扇町公園・天神橋筋商店街

阪神高速下交差点・西梅田

公園・若松浜公園・阪急三

番街等）＊詳しい場所はお

問い合わせください 

テント・段ボール敷き（移動層）の

方々に直接出向き、おにぎり・お茶・

カイロ・マスクなどを渡し、安否・健

康状態・相談事業を行います。 

特定非営利活動法人 

大東ネットワーク事業團 

0120-165-194 

通年（年中無休） 

am9：00～pm5：00 

対象地域：大阪市周辺・兵

庫県（阪神間） 

フリーダイヤルにて困窮相談対応をし

ております。 

特定非営利活動法人 

大東ネットワーク事業團 

0120-165-194 

2021年 12月29日㈬ 

am6：00～am7：00 

2022年 1月5日㈬ 

am6：00～am7：00 

神戸市内（市役所周辺・地

下道・税関前交差点阪神高

速下・三ノ宮駅周辺・元町

駅周辺等）＊詳しい場所は

お問い合わせください 

テント・段ボール敷き（移動層）の

方々に直接出向き、おにぎり・お茶・

カイロ・マスクなどを渡し、安否・健

康状態・相談事業を行います。 

一般社団法人 近畿パーソナ

ルサポート協会 

06-6535-2903 

2021年 12月 31日㈮ 
am9：00～am11：00 

武庫川河川敷（西宮市側・

尼崎市側） 

＊詳しい場所はお問い合わ

せください 

テント・段ボール敷き（移動層）の

方々に直接出向き、おにぎり・お茶・

カイロ・マスクなどを渡し、安否・健

康状態・相談事業を行います。 

一般社団法人 近畿パーソナ

ルサポート協会 

06-6535-2903 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 12月28日（火） 

～2022年 1月3日（月） 

  

   

 

大阪市西成区萩之茶屋周辺

（釜ヶ崎） 

炊き出しは萩之茶屋南公園 

18：00…萩之茶屋南公園（三角公園）

周辺にて炊き出し。 

20:00～22：00（予定…人民パトロー

ル（難波、梅田、天王寺等）情報・支

援物資の配布（ただし、12/29～1/3） 

21：45～23：30（予定）…医療パトロ

ール、緊急の寝場所提供あり。 

 

 

第 52 回釜ヶ崎越冬闘争実行委

員会 

（TEL：06-6632-4273）まで 

 

2021年 12月30日（水） 

～2022年 1月3日（月） 

10:00～15:00 

小さなよりどころ  

東田ろーじ 

(大阪市西成区太子1-13-14) 

※ウェブ相談可 

https://peraichi.com/landi

ng_pages/view/coronasoudan 

 

各種相談（生活・就労等）、緊急宿泊

支援 

及び食糧支援 

新型コロナ住まいとくらし緊

急サポートプロジェクトOSAKA 

連絡先：080-1400-5088 

daigo@npokama.org 

（釜ヶ崎支援機構 小林） 

2021 年 12 月28 日～ 

2022 年 1 月4 日 

10:00-15:30 

東遊園地（神戸市中央区加

納町） 

（12 月 31 日は阪神尼崎駅

前でも年越しそばの提供を

実施） 
＊会場に来られた方には検温

と手指のアルコール消毒、マ

スク着用をお願いしていま

す。 

＊食料品配布、相談コーナー

は準備ができ次第開始します

が時間が前後することがあり

ます 

炊き出し、生活相談、法律相談、医療

相談、歯科相談、追悼のつどい、越年

歌声テントなど 

（炊き出し担当団体とメニュー） 

12 月 28 日はあもにい（海鮮がゆ） 

12 月 29 日カトリック社会活動神戸セ

ンター（カレーライス） 

12 月 30 日日本基督教団兵庫教区（マ

ーボー豆腐丼） 

12 月 31 日バプテストホームレス支援

ネット兵庫（年越しそばとごはん） 

1 月1 日カトリック社会活動神戸セ

ンター（雑煮とごはん） 

1 月2 日バプテストホームレス支援

ネット兵庫（豚汁とごはん） 

1 月3 日神戸公務員ボランティア

（ぼっかけうどんとごはん） 

1 月4 日日本基督教団兵庫教区（中

華丼） 

神戸越年越冬実行委員会 

（問い合わせ先：觜本/はしも

と090-6735-8138） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 1 月8 日～ 

2022 年 1 月10 日 

10:00-14：00 

橘公園（尼崎市東七松町） 
＊同上のご配慮をお願いします 

炊き出し、生活相談、法律相談など 

神戸越年越冬実行委員会 

（問い合わせ先：觜本/はしも

と090-6735-8138） 

2021年 

12月 28日 15時～19時 
宝塚市・西宮市夙川 弁当配食・巡回 

一般社団法人つばさ 

0797－20－4953/佐藤・山脇 

2021年 

12月 29日14時～18時 

一般社団法人つばさ 

宝塚市小林5丁目8－40 
食料提供・相談支援 

一般社団法人つばさ 

0797-20-4953/佐藤・山脇 

2021年 

12月 30日 18時～21時 

するめ食堂(Café いのちの

木)宝塚市小林２丁目１２－

２６ 

食事提供・相談支援 
一般社団法人つばさ 

０７９７－２０－４９５３ 

2021年 

12月 31日18時～21時 

一般社団法人つばさ 

宝塚市小林5丁目8－40 
大晦日食事会 

一般社団法人つばさ 

０７９７－２０－４９５３ 

2022年 

1月1日11時～ 

一般社団法人つばさ 

宝塚市小林5丁目8－40 
新年食事会 

一般社団法人つばさ 

０７９７－２０－４９５３ 

2022年 

1月4日１５：３０～ 

宝塚市・西宮市 

＊詳しい場所はお問い合わ

せください 

弁当配食・巡回 
一般社団法人つばさ 

０７９７－２０－４９５３ 

2022年 

1月6日18時～ 

するめ食堂 

宝塚市小林２丁目12－26 
食料提供 

一般社団法人つばさ 

０７９７－２０－４９５３ 



 

 

関西 

 

2022年 

1月7日１５：３０～ 

宝塚市・西宮市夙川 

＊詳しい場所はお問い合わ

せください 

弁当配食・巡回 
一般社団法人つばさ 

０７９７－２０－４９５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021／12／29／（水）～ 

2022／1／3（日） 

各日10時～15時開館 

安楽亭（岡山市北区下中野

70番地） 

☆コロナ対策として入館制

限あり 

※待機用テントと相談ブ

ースの設営あり 

お弁当配布（12時半～13時半） 

臨時相談窓口設置（生活相談等） 

※12／31（金）と1／3（月）は路上生

活者向け入浴・洗濯サービスあり 

NPO法人岡山きずな 

電話：086-221-2822 

MAIL：okayamakizuna@gmail.com 

（担当：川元） 

2021／12／29（水） 

23：30～24：30頃 
岡山駅一番街周辺 巡回相談 

NPO法人岡山きずな 

電話：086-221-2822 

MAIL：okayamakizuna@gmail.com 

（担当：川元） 

2021 年 12 月 29 日(水) 
18 時開始 

以下、二か所 
広島商工会議所前 
広島駅前大橋東側「川の

駅」 

年末にあたり、おせち風弁当、カップ

ラーメン、ミカンなどの食料品、カイ

ロなどの配布 

野宿労働者の人権を守る広島

夜回りの会 
090-8715-5186／副代表 播磨 聡 

上記以外の通常活動 
2021年１２月１日（水）～ 
毎週水曜日 夜９時頃から 

広島駅地下  平和公園 
八丁堀福屋西側 
市立図書館。・シャレオ地下

街ほか 

夜回り 
・食べ物（おむすび、みそ汁、他）の

提供 
・衣類等の提供 
・相談活動 

野宿労働者の人権を守る広島

夜回りの会 
090-8715-5186／副代表 播磨 聡 

2021年１２月１１日、２５日 
2022年 １月８日、２２日 
午後このほか随時の臨時使用も

可能 

広島市西区横川 くつろぎ入浴サービス 

公益社団法人広島県社会福祉

士会 
事務局：082-254-3019 



 

 

 

 

 

中国 

 

2021年 12月 19日（日） 

カトリック幟町教会内 
 
＊詳しくはお問い合わせ

ください 

よろず生活相談会 
・散髪 
・衣類の提供 
・食べ物の提供 

公益社団法人広島県社会福祉

士会  事務局：082-254-3019 
カトリック幟町教会等 

2021年 12月25日（土）１２時 

2022年１月22日（土）１２時 
広島市総合福祉センター 

おとな食堂 

・弁当の提供 

公益社団法人広島県社会福祉

士会  事務局：082-254-3019 

2021年 １２月８日（水） ＿ 電話相談 
ＮＰＯ法人反貧困ネットワー

ク広島  
０９０－４８９０－１５７９ 

四国 
2021年 12月25日 

11：00～14：00 

 

高知市中央公園北口 

＊詳しくはお問い合わせ

ください。 

相談会、食糧支援を行います 

くらしあったか村実行委員会 

高知県労連 

088‐872‐3406（担当 牧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州 

 

 

 

 

 

 

 

通年（年末年始も開けていま

す） 

 

福岡市東区多の津５－５－

８ 
緊急時には相談可能 

社会福祉法人グリーンコープ  

抱樸館福岡 

092-624-7771 

2021年 12月 26日（日） 

2022年 1月7日（金） 

21：00～22：00 

市内各所 

（西鉄天神駅、博多駅の周

辺、および公園等） 

＊詳しい場所はお問い合わ

せください 

炊き出し夜回り 

福岡おにぎりの会 

事務局：木戸 

TEL:092-431-5785 

Mail:onigirinokai.gmail.com 

2021年 

12 月 26 日（日）、12 月 28 日

（火）、12 月 30 日（木）、12 月

31日（金） 

2022年 

1月4日（火）、1月6日（木） 

美野島司牧センター 

（福岡市博多区美野島2-5-

31） 

電話、来訪による生活相談、食糧支援 

など 

 

福岡おにぎりの会 

事務局：原山、木戸 

TEL:092-431-5785 

Mail:onigirinokai.gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 12月23（木）20:00～ 福岡県北九州市勝山公園 
炊き出し（弁当配付、衣類配布） 
＊八幡・戸畑・若松、下関方面のみ夜回り

による弁当配布他 

NPO法人抱樸（ほうぼく） 

TEL：093-883-7708 

2022年 1月３日（月）午後 

（時間は調整中。ホームページ

で公開予定） 

福岡県北九州市勝山公園 

追悼集会 
弁当配付、衣類配布 
＊八幡・戸畑・若松、下関方面のみ夜回り

による弁当配布他 

NPO法人抱樸（ほうぼく） 

TEL：093-883-7708 

2021年 12月28日（火）13:00- 

福岡県北九州市小倉北区大

門1-6-48 

ホームレス自立支援センタ

ー 

相談会 

ホームレス自立支援センター

北九州 

TEL：093-571-1304 

2021 年 12 月 29 日（水）～2022

年 1月３日（月） 

福岡県北九州市小倉北区大

門1-6-48 

ホームレス自立支援センタ

ー 

土日祝に関わらず緊急相談受け付（12

月28日までは通常対応） 

ホームレス自立支援センター

北九州 

TEL：093-571-1304 

2022年 

1月5日14～16時 

熊本市民活動支援センター 

あいぽーと 

熊本市中央区大江5-1-1 

電停バス停「交通局前」 

おしゃべり会（毎週水曜日午後、ひと

り暮らしの方々が自由に語り合い、生

活相談希望の方にはスタッフが応じま

す。予約不要） 

 

NPO法人でんでん虫の会 

熊本市中央区九品寺3丁目3番

26号 

TEL：096-297-8116 

（24時間365日転送） 

2021年 12/26（日） 

１４時半～１６時 

県民交流センター 

東棟５Ｆ調理室 

調理室を使用し、出来立ての料理を提

供する料理会 

ＮＰＯ法人かごしま 

ホームレス生活者支えあう会 

099-285-8030 事務局青山 

2021年 12/28（火）12/30（木） 

2022年 1/4（火）1/6（木） 

いずれも１７時～ 

中央公園東家 

おにぎり配りの他、飲み物や持ち帰り

できる食糧 

カイロ、マスク、タオルなどの生活物

資も配布 

ＮＰＯ法人かごしま 

ホームレス生活者支えあう会 

099-285-8030 事務局青山 



 

NPO法人 ホームレス支援全国ネットワーク 作成 

 

 

 

 

 

 

九州 

/沖縄 

 

 

2021年 12/31（金） 

2022年 1/1（土） 

両日とも１１時半～１４時 

教育会館（中央公園裏） 
越冬炊出し 大晦日（年越しそば等） 

      元旦 （お雑煮等）  

ＮＰＯ法人かごしま 

ホームレス生活者支えあう会 

090-3016-0074 担当：小川 

2022年 1/2（日） 甲突川武之橋左岸緑地帯 

おにぎり配りの他、飲み物や持ち帰り

できる食糧 

カイロ、マスク、タオルなどの生活物

資も配布 

ＮＰＯ法人かごしま 

ホームレス生活者支えあう会 

099-285-8030 事務局青山 

2021年 12/31（金） 

12：00～15：00 

・那覇市新都心公園  
水の道 

 

炊き出し（年越しそば、お弁当）、持

ち帰りできる飲み物や食糧の提供をす

る。マスク、アルコール消毒携帯用、

風邪薬、胃腸薬などの配布 
衣服、毛布（リサイクル）日用品等の

提供。 

NPO法人 

ファミリーサポート愛さん会  

担当： 平良 090-8294-3515 

2022年 1/3（月） 

12：00～15：00 

・那覇市新都心公園  
水の道 

炊き出し、お弁当、サーターアンダギ

ー、持ち帰りできる飲み物や食糧の提

供をする。 
マスク、アルコール消毒携帯用、風邪

薬、胃腸薬などの配布 
衣服、毛布（リサイクル）日用品等の

提供。 

NPO法人 

ファミリーサポート愛さん会  

担当： 平良 090-8294-3515 

2022年 1/15（土） 

12：00～15：00 

・那覇市新都心公園 
水の道 

炊き出し、お弁当、配布の持ち帰りで

きる飲み物や食糧を提供する。 
マスク、アルコール消毒携帯用、風邪

薬、胃腸薬などの配布 
衣服、毛布（リサイクル）日用品等の

提供。 

NPO法人 

ファミリーサポート愛さん会  

担当： 平良 090-8294-3515 


