年末年始における生活困窮支援活動の全国一覧（2019 年‐2020 年） 2019 年 12 月 25 日時点
地域

全国

とき

電話相談
（よりそいホットライン）

場所

年中無休

地域の限定なし

仙台市内各所

夜まわり（市内巡回と食糧提
供）

仙台市内各所

深夜夜まわり（市内巡回と食
糧提供）

電話相談（年中無休）

HEKP みやぎ（電話での生活相
談）

みやぎ NPO プラザ

大人食堂（食事と娯楽、散髪
機会提供）

東北
12/25

12/25

(20:00〜22:00)

(00:00〜2:00)

12/25〜1/7 （8:00〜21:30）

12/27

12/28

（9:30〜11:00）

（12:00〜13:00）

12/29〜1/3 （9:30〜10:00）

1/4

（12:00〜13:00）

内容

五橋公園

炊き出し（カレーライス提供
と物資配布）

みやぎ NPO プラザ前

食糧配布支援（おにぎり等食
糧提供）

仙台福祉プラザ

セミナー・食事会（セミナー
と食事、物資提供）

主催団体
問い合わせ先
一般社団法人
社会的包摂サポートセンター
TEL：0120-279-338
NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789
NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789
NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789
NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789
NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789
NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789
NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789

地域

とき

場所

内容

主催団体
問い合わせ先

東北
1/6

（10:00〜13:00）

旧清流ホーム

衛生改善事業（シャワーと洗
濯機会提供と食事提供）

NPO 法人仙台夜まわりグループ
050(5539)6789

仙台市青葉区二日町４－２６
令和元年１２月２８日（土）～
令和２年１月５日（日）
９：００～１８：００

12月28日（土）から令和2年1月
5日（日）の9日間、
開設時間は9：00～18：00
（相談受付は17：00まで）

リバティーハイツ二日町１０
２
※事務所を留守にしている場
合もありますので、まずはお
電話ください。

仙台市青葉区二日町6-6シャ
ンボール青葉2階

関東
12 月 26 日（木）9 時
～1 月 6 日（月）16 時

12 月 27 日（金）
19 時～20 時 30 分

千葉県

千葉県内数カ所

特定非営利活動法人
相談窓口
ワンファミリー仙台
（住居等にわたる困りごと他
電話022-398-9854
内容に応じて必要な相談支援
メールinfo@onefamily-sendai.jp
対応をさせていただきます）
担当 白鳥（シラトリ）

生活全般にわたるお困りごと
一般社団法人パーソナルサポートセン
についての相談を受け付け
ター 担当：自立相談支援部 大宮
（※相談の際はまずはお電話
022-395-8865
下さい。）
電話相談
（面談・食糧支援も含む）

特定非営利活動法人
ディープデモクラシー・センター

相談先電話番号 070-42931693

TEL 047-701-5350

アウトリーチ（声かけ・配
食）

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

地域

とき

場所

関東
12/25（水）から 1/７（火）
おおむね 10 時～18 時

12 月 28 日・ 30 日
1 月 1 日・ 3 日・ 5 日
どの日も、
16 時 30 分衣類とドリンク配布
17 時医療相談＆生活相談
18 時炊き出し配食

12 月 25 日(水)～27 日(金)･
1 月 6 日(月)･7 日(火)
9:00～17:00
12 月 28 日(土)～30 日(月)･
1 月 2 日(木)～5 日(日)

埼玉県所沢市内

東京都豊島区
東池袋中央公園
サンシャイン 60 となり

茨城県、埼玉県、千葉県、東
京 23 区、東京多摩地区、神
奈川県

9:00～15:00

12 月 25 日(水)･26 日(木)･
1 月 7 日(火)
6:40～

東京都・上野
広徳児童遊園（台東区役所
脇）

内容
メールや電話での相談（電話
は出られない場合あり）
フードバンクとの連携による
食糧支援（全国へ宅配便対応
食糧支援可）
衣類配布 ホットドリンク配
布
医療相談 生活相談
炊き出し
鍼灸＆マッサージ（全日程実
施するかは未定）

電話相談・メール相談
フリーダイヤルまたはメール
にて生活にお困りの方を対象
としたご相談を受け付けてお
ります。
必要に応じ、施設への入所も

主催団体
問い合わせ先
ＮＰＯ法人サマリア
070-5080-3068
samaria@jewel.ocn.ne.jp

特定非営利活動法人 TENOHASI
090-1611-1970 せいの
tenohasi@yahoo.co.jp

NPO 法人エスエスエス
茨城県 0120-242-188
埼玉県 0120-862-767
千葉県 0120-853-733
東京 23 区 0120-346-850
東京多摩地区 0120-127-374
神奈川県 0120-776-799

お受けします。

https://www.npo-ｓ
ss.or.jp/inquiry/form1/

炊き出し（おにぎり、パン、
みそ汁、カレー等）

NPO 法人エスエスエス
東京 23 区 0120-346-850

地域

関東

とき
12 月 25 日（水）～12 月 27 日
（金）
相談受付時間；9:00～17:00

場所
NPO ガンバの会事務所
住所：千葉県市川市八幡 328-23-3F TEL：047-7049915
メール：ichikawa-

内容

主催団体
問い合わせ先

総合相談
食糧支援
シェルター利用相談

主催：NPO ガンバの会
TEL：047-704-9915

総合相談
食糧支援
シェルター利用相

主催：NPO ガンバの会
TEL：047-704-9915

NPO ガンバの会事務所
住所：千葉県市川市八幡 328-23-3F TEL：047-7049915
メール：ichikawagamba@abelia.ocn.ne.jp

総合相談
食糧支援
シェルター利用相

主催：NPO ガンバの会
TEL：047-704-9915

市川八幡キリスト教会
住所：市川市八幡 2-1-10
TEL：047-332-5197

市内各所
炊き出し巡回パトロール
（食糧等の支援）

主催：NPO ガンバの会
TEL：047-704-9915

さんきゅうハウス事務所（立
川市羽衣町 3ー14ー13）集合
後河原まわりに出発します

多摩川河原まわり

連絡先 さんきゅうハウス 吉田
(08050883897saka22ponta@ezweb.ne.jp
)立川市羽衣町 3ー14ー13

gamba@abelia.ocn.ne.jp
12 月 28 日(土)～ 1 月 5 日(日)
相談受付時間；8:30～10:30

NPO ガンバの会事務所
住所：千葉県市川市八幡 328-23-3F TEL：047-7049915
メール：ichikawagamba@abelia.ocn.ne.jp

1 月 6 日(月)～1 月 7 日(火)
相談受付時間；9:00～17:00

12 月 27 日(金)・１月３日(金)
巡回時間；19：30～21：30
12 月 27 日(金)
午前 11 時にさんきゅうハウス集
合

地域
関東

とき

場所

内容

主催団体
問い合わせ先

12 月 27 日(金)
午後 10 時から

立川駅北口ジョナサン前に集
合後 ISETAN 近辺他夜回り

夜回り

連絡先 さんきゅうハウス 吉田
(08050883897saka22ponta@ezweb.ne.jp
)立川市羽衣町 3ー14ー13

2020 年 1 月 1 日

立川市緑町公園(立川駅北口

お雑煮会

連絡先 さんきゅうハウス 吉田

午前 11 時から午後 2 時 30 分

からモノレール下徒歩 7 分
IKEA 手前)

(08050883897saka22ponta@ezweb.ne.jp
)立川市羽衣町 3ー14ー13

大阪市内 （広範囲で実施、
場所はお問い合わせくださ
い）
阪神間・神戸市内（市役所と

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・カイロ等をお渡し

その周辺・武庫川河川と周
辺）

し、安否・健康状態・相談事
業を行います。

通年（年中無休）

大阪府下・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。

2019 年 12 月 28 日（土）
～2020 年 1 月５日（日）
前半 20:00～23:00
後半 23:00～5:00a.m.

ふとん敷きと警備
（医療センター軒下での寝具 第 50 回越冬闘争実行委員会
大阪社会医療センター前
提供）＊野宿をせざるを得ない
TEL：06-6632-4273
（大阪市西成区萩之茶屋１丁
仲間が、襲撃などの心配をしな 〒557-0004
目）
くて済むよう集まって年を越
大阪市西成区萩之茶屋 1-9-7
す。

近畿
12 月 25 日
12 月 27 日
1月 1日
1月 8日

特定非営利活動法人
大東ネットワーク事業團
0120‐165‐194

特定非営利活動法人
大東ネットワーク事業團
0120‐165‐194

地域

近畿

とき
2019 年 12 月 28 日（土）18:00
から～2020 年 1 月５日（日）
18:00 から

場所

釜ヶ崎三角公園

内容
炊き出し
1 月 2 日（木）は昼夜 9:00～
もちつき大会

2019 年 12 月 28 日（土）
～2020 年 1 月６日（月）
21:45～23:30
2019 年 12 月 30 日（月）
～2020 年 1 月 3 日（金）
20:00～22:00

主催団体
問い合わせ先
第 50 回越冬闘争実行委員会
TEL：06-6632-4273

第 50 回越冬闘争実行委員会
医療センター前

医療パトロール（夜まわり）

医療センター前

人民パトロール（地区内、地区
外）

TEL：06-6632-4273

第 50 回越冬闘争実行委員会
TEL：06-6632-4273

越冬まつり（三角公園での各種
2019 年 12 月 30 日（月）
～2020 年 1 月 3 日（金）午後
～19:45

釜ヶ崎三角公園（ステージ）

〇あいりんシェルター
事前登録：
2019 年 12 月 26 日（木）
、27 日
（金）の 午前 9 時～午後 5 時 30
分
入所面接：
2019 年 12 月 29 日（日）午前 9 時
～正午

（西成区萩之茶屋 1 丁目 9 番
9 号）入所規模：450 人予定
期間：2019 年 12 月 29 日
（日）～2020 年 1 月 6 日
（月）早朝
〇三徳生活ケアセンター
（西成区萩之茶屋 1 丁目 9 番

（事前登録および入所面接は、 14 号）

パフォーマンス、アーティスト
第 50 回越冬闘争実行委員会
らによる演奏、労働者の仲間に
TEL：06-6632-4273
よるのど自慢大会、餅つき、ソ
フトボール大会等）
あいりん越年対策事業
⇒（原則として）40 歳以上のあ
いりん地域に在住する困窮者
主催団体： 大阪市福祉局
に対し、年末年始のあいだ、あ
問合せ先： 福祉局自立支援課ホームレ
いりんシェルター・三徳生活ケ
ス自立支援グループ
アセンターで生活をしてもら
TEL 06-6208-7925
う。
＊宿泊および食事（朝昼夕）の
無料提供、シャワー、洗濯機、

地域

近畿

とき
西成区保健福祉センター分館で
実施）

12 月 26 日 18:00～21:00

12 月 30 日 18:30～20:30

12 月 31 日 18:00～21:00

1 月 1 日 昼 11:00～13:00
夜 18:00～21:00

1 月２日 18:00～21:00

場所
入所規模：110 人予定
期間：2019 年 12 月 29 日
（日）～2020 年 1 月 6 日
（月）早朝

カフェいのちの木内
するめ食堂
宝塚市小林 2 丁目 12‐26

宝塚市内

一般社団法人つばさ
宝塚市小林 5 丁目 8-40

内容
談話室の無料使用

・主に困窮者・障碍者・高齢
者への食事提供

一般社団法人つばさ 0797-20-4953
つばさ携帯 080-8921-0015

・見回り・配食・相談

一般社団法人つばさ 0797-20-4953
つばさ携帯 080-8921-0015

・大晦日食事会
・主に困窮者・障碍者・高齢
者への食事提供
・相談

一般社団法人つばさ

・新年食事会
・主に困窮者・障碍者・高齢

宝塚市小林 5 丁目 8-40

者への食事提供
・相談

カフェいのちの木内
するめ食堂
宝塚市小林 2 丁目 12‐26

主催団体
問い合わせ先

・主に困窮者・障碍者・高齢
者への食事提供

一般社団法人つばさ 0797-20-4953
つばさ携帯 080-8921-0015

一般社団法人つばさ 0797-20-4953
つばさ携帯 080-8921-0015
一般社団法人つばさ 0797-20-4953
つばさ携帯 080-8921-0015

地域

とき

場所

内容

主催団体
問い合わせ先

近畿
1 月 7 日 18:30～20:30

中国
12 月 25 日（水）
21 時～

宝塚市内

・見回り・配食・相談

一般社団法人つばさ 0797-20-4953
つばさ携帯 080-8921-0015

広島市内

夜回り

野宿労働者の人権を守る広島夜回りの

（駅地下、八丁堀、平和公
園、市立図書館、宇品等）

（おむすび、みそ汁、パン、
カップ麺などの提供）

会
090-8715-5186

12 月 31 日（火）
17 時～

広島駅南口
旧市民球場跡

夜回り・おせち弁当の提供

野宿労働者の人権を守る広島夜回りの
会
090-8715-5186

１月８日（水）

広島市内
（駅地下、八丁堀、平和公
園、市立図書館、宇品等）

夜回り
（おむすび、みそ汁、パン、
カップ麺などの提供）

野宿労働者の人権を守る広島夜回りの
会
090-8715-5186

広島市西区横川新町

くつろぎ・入浴サービス
（入浴と食事を提供）

広島県社会福祉士会ホームレス支援委
員会
082-254-3019

12 月 21 日（土）
13：00〜16：00
12 月 28 日（土）
12 時～
2020 年 1 月 4 日（土）
13：00〜16：00

広島市総合福祉センター6 階
料理室（広島駅南口 BIG
FRONT 6 階）
広島市西区横川新町

おとな食堂

広島県社会福祉士会ホームレス支援委

（食事の提供）

員会
082-254-3019

くつろぎ・入浴サービス
（入浴と食事を提供）

広島県社会福祉士会ホームレス支援委
員会
082-254-3019

地域
中国

九州

とき
12 月 28 日（土曜日）～1 月 3 日
（金曜日） 午後 3 時～午後 7
時（夕食は午後 5 時半に提供）

場所

内容

安楽亭 岡山市北区下中野 70 食事（夕食）、入浴・洗濯の
番地
サービス（水曜日・土曜日）
の提供、生活相談

主催団体
問い合わせ先
問い合わせ先 特定非営利活動法人岡
山・ホームレス支援きずな
086-221-2822（24 時間対応）

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

抱樸館福岡
092-624-7771

2019 年 12 月 26（木）
（20:00
～）
2020 年 1 月 3 日（金）
（13:30
～）

福岡県北九州市勝山公園

炊き出し（弁当配付、衣類あり）

NPO 法人抱樸（ほうぼく）
TEL：093-883-7708

2019 年 12 月 24 日（火）13:00-

福岡県北九州市小倉北区大門
1-6-48
相談会
ホームレス自立支援センター

通年（随時）

福岡県北九州市小倉北区大門
1-6-48
緊急相談受け付けます
ホームレス自立支援センター

2019 年 12 月 25 日（水）
2020 年 1 月 8 日（水）
14:00～16:00

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」

ホームレス自立支援センター北九州
TEL：093-571-1304

ホームレス自立支援センター北九州
TEL：093-571-1304

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 NPO 法人でんでん虫の会
に語り合い、生活相談希望の方 熊本市中央区九品寺 3 丁目 3 番 26 号
にはスタッフが応じます。予約
TEL：096-297-8116
不要）
（24 時間 365 日転送）

地域

とき

九州
2020 年 1 月 11 日（土）
10:30～14:00

2019 年 12 月 22 日（日）
～2020 年 1 月 6 日（月）

場所

熊本中央 YMCA
熊本市中央区新町 1-3-8
電停バス停「蔚山町」

―

内容

主催団体
問い合わせ先

新年会の食事をひとり暮らし
の方々と一緒に作り餅つきな NPO 法人でんでん虫の会
どをして交流会を行います。
熊本市中央区九品寺 3 丁目 3 番 26 号
参加費 500 円（支払い困難な方
TEL：096-297-8116
は要相談）
（24 時間 365 日転送）
でんでん虫の会会員からの生
活相談に応じます。（年会費一
NPO 法人でんでん虫の会
口 500 円）
熊本市中央区九品寺 3 丁目 3 番 26 号
電話を取れない場合は発信者
TEL：096-297-8116
へ折り返し返信しますが、公衆
（24 時間 365 日転送）
電話には返信できないので対
応できない場合があります。

2019 年１２月２４日
（１７：００～）
2020 年 １月 ７日
（１７；００～）

中央公園

おにぎり配り・衣類提供・健
康相談・生活保護相談等

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者
支えあう会 0800-100-0783
事務局 青山

甲突川武之橋左岸緑地

おにぎり配り・衣類提供・健
康相談・生活保護相談等

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者
支えあう会 0800-100-0783
事務局 青山

2019 年
１２月２５日（１２：００～）
１２月２６日（１７：００～）
１２月２９日（１７：００～）
2020 年
１月 ２日 （１７：００～）
１月 ５日 （１７：００～）

地域

九州

とき
2019 年
１２月２７日（１２：００～）
2020 年
１月 ３日（１２：００～）
2019 年
１２月３１日（１２：００～）
2020 年
１月 １日（１２：００～）
2019 年
１２月２８日（１８：３０～）
2020 年
１月 ４日（１８：３０～）

場所

冷水町愛の協会

教育会館

ザビエル公園

主催団体
問い合わせ先

内容

おにぎり配り・衣類提供・健
康相談・生活保護相談等

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者
支えあう会 0800-100-0783
事務局 青山

越冬炊き出し

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者
支えあう会 0800-100-0783
事務局 青山

おにぎり配り・衣類提供・健

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者
支えあう会 0800-100-0783

康相談・生活保護相談等

事務局 青山
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