
公益財団法人　神戸やまぶき財団　第8回「平成２８年度（前期）」助成先一覧表 

（助成先 対象区分別）

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 ホーム塩屋 神戸市 社福 新しい店舗を本部に設置（建物新築） 2,700

2 ワークプラザすぎの木 宍粟市 ＮＰＯ トイレ及び洗面所の増設改修工事費 1,400

3 新生会作業所 西宮市 社福 バリアフリー化工事 1,750

4 みんなの居場所ニーム 明石市 一社 事業所拡大に伴う改修費 2,720

5 ホームえほん 神戸市 ＮＰＯ グループホームの改修工事費 4,800

6 海 神戸市 ＮＰＯ 店舗開設に伴う改修費 4,600

7 豊芽工房（ゆめこうぼう） 西宮市 ＮＰＯ 事業所移転に伴う外壁改修及び床補修工事 1,590

8 大津ひかり作業所 姫路市 ＮＰＯ トイレの改修工事 400

9 みのり大地 赤穂市 社福 フェンス・植栽外構工事 500

10 ＬＩＮＫ　ＵＰ 宝塚市 一社 新事業所の内装工事 1,850

11 ワンズハウス 神戸市 市認可 ベランダの改修工事（サンルーム取付け） 910

12 ほっとステーションぽてと 神戸市 ＮＰＯ 「カフェポテト移転」に伴う改修工事費 6,000

13 シャトレミノン 神戸市 社福 体験型グループホームへの改修工事 6,000

施設の建設・改築費：実績「１３団体」 35,220

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 桜 姫路市 一社 新事業所（生活介護）で使用する設備・備品の購入 550

2 COOKIESすまいる 加古川 ＮＰＯ 就労設備の購入（業務用の冷凍冷蔵庫） 1,050

3 ラーフウッド 姫路市 ＮＰＯ ビニールハウスの設置工事費 1,550

4 淡路島まあるく 淡路市 ＮＰＯ 交流スペースの備品購入 490

5 生活介護・ジャングル 神戸市 ＮＰＯ 備品(営業事務用）購入 360

6 やじろべえ 尼崎市 ＮＰＯ 就労設備（木工機械）の購入 1,140

7 あんさんぶる 伊丹市 ＮＰＯ 新事業所開設に伴う設備・備品の購入 3,000

8 児童サービスたくみ 西宮市 ＮＰＯ 備品（感覚統合遊具）の購入 1,690

9 めにぃ・のびのび教室 姫路市 ＮＰＯ 超小型ポン菓子器の購入 210

10 ぱっち（Patch) 小野市 ＮＰＯ 就労事業で活用する冷蔵庫・冷凍庫の購入 320

11 ぷらす 神戸市 ＮＰＯ 事業所の環境整備（電化製品の購入） 270

12 兵庫盲ろう者友の会 神戸市 ＮＰＯ 備品購入 960

13 兵庫県視覚障害者福祉協会 神戸市 社福 デイジー図書専用再生機購入 400

14 神戸実業学院 神戸市 社福 児童等の管理システムソフトの導入 2,160

15 長田こどもホーム 神戸市 社福 児童居室エアコンの購入（入替） 2,200

16 個性の作業所　七つの海 神戸市 ＮＰＯ エアコンの購入（買替） 330

17 ライフゆう 伊丹市 社福 調理室の設備・備品購入（買替え） 2,410

18 るぽろ 揖保郡 社福 児童発達支援のための遊具等備品の購入 1,500

19 ポルタ 尼崎市 社福 電気エコ給湯専用機の買換え 550

20 フラーフ 尼崎市 社福 作業所の空調設備の取り替え工事 1,270

21 ふたば 三田市 ＮＰＯ 電気式レトルト釜の導入 3,000

22 ケアット 神戸市 ＮＰＯ 就労事業で活用する設備（複合機） 2,000

23 家庭養護促進協会 神戸市 公社 封かん機の購入 250

24 やすらぎ工房 三木市 ＮＰＯ 資材保管用倉庫（ﾛｸﾞﾊｳｽ）の購入 460

25 西宮すなご医療福祉センター 西宮市 社福 スヌーズレン室の教材購入 630

26 レザーランド 姫路市 一社 道具備品の購入 160

27 ほっとぽっと（あかりや） 神戸市 ＮＰＯ 新事業所の環境設備工事 1,100

施設の設備・備品費：実績「27団体」 30,010



番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 わかば園 赤穂市 社福 送迎用車両の購入（ワゴン車） 1,940

2 立正学園 加古川 社福 車両（ワゴン車）の買替 2,240

3 ひびき福祉会　 姫路市 社福 送迎用（福祉車両）の購入 1,580

4 日高共同作業所 豊岡市 ＮＰＯ 送迎用ワゴン車の購入 2,300

5 はっち 神戸市 ＮＰＯ 施設外実習・レクレーション用ワゴン車購入 2,140

6 ワーキング西播磨作業所 赤穂市 ＮＰＯ 利用者送迎用（福祉車両）の購入 2,310

7 ファミリーホーム和和（にこにこ） 明石市 県認可 ワゴン車両の購入 1,630

8 パラレルサポート 神戸市 ＮＰＯ 福祉車両の購入 1,920

9 くるみ 姫路市 ＮＰＯ 車両（軽自動車）の購入 1,120

10 ワークショップ絆 神戸市 ＮＰＯ 利用者送迎用ワゴン車の購入 1,840

11 尼崎あぜくら作業所 尼崎市 社福 利用者送迎用マイクロバスの購入 3,000

12 ファミリーホーム松野 淡路市 県認可 8人乗りワゴン車の購入 2,320

13 ささやま通園センター 篠山市 社福 車両の購入 2,370

14 作業所はりまっこ福崎店 神崎郡 ＮＰＯ 就労事業および利用者送迎用（ワゴン車両）の購入 1,950

15 愛心園 赤穂市 社福 作業用軽トラックの購入 900

16 天王谷学園 神戸市 社福 事業用（ワゴン車）の購入 2,640

17 ホームなな 神戸市 社福 グループホームで使用するワゴン車両の購入 1,720

18 いぶき作業所 相生市 ＮＰＯ 利用者送迎用（ワゴン車両）の購入 2,000

19 つつじの家ひおか工房 加古川 社福 利用者送迎用ワゴン車両の購入 2,400

20 愛福祉会にじいろ 加古川 一社 利用者送迎用ワゴン車の購入 2,560

21 ソーシャルファームかがやき 川辺郡 社福 就労事業（農作業）で使用する「ダブルキャブ・トラック」の購入 2,500

22 雑居工房 尼崎市 社福 就労用6人乗り「ダブルキャブ・トラック」買替購入の購入 2,260

23 ホーリー離宮 神戸市 社福 送迎用福祉車両の購入 2,910

24 しんしょうこんケアステーション 姫路市 ＮＰＯ 福祉車両の購入 3,000

車両費：実績「24団体」 51,550

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 ぽっかぽかランナーズ 宝塚市 ＮＰＯ 訓練用　足こぎ車いすの購入 1,400

2 点訳ボランティア　楽点一家 神戸市 任意 点訳作業に必要な備品の購入 300

3 知的障がいの余暇活動をサポート 加古川 ＮＰＯ 備品購入 240

4 点訳ボランティア点灯虫 神戸市 任意 テキストデイジー図書製作ソフトの購入 240

5 あじさい 神戸市 任意 視覚障がい者用の福祉関係設備、備品の購入 260

6 Ｐiacere(ピアチェーレ） 三田市 任意 楽器の購入 800

地域密着型助成：実績「6団体」 3,240

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 日本二分脊椎・水頭症研究 神戸市 公益 情報誌作成のための備品の購入 880

難病・小児患者サポート：実績「1団体」 880

第8回「助成金支給事業実績」
助成金額
（千円）

建設・改築費「13団体」 35,220

設備・備品費「27団体」 30,010

車両費「24団体」 51,550

地域密着型助成「6団体」 3,240

難病・小児患者サポート「1団体」 880

採用団体合計「71団体」 120,900


