
公益財団法人　神戸やまぶき財団　第9回「平成28年度（後期）」助成先一覧表 
助成金申請先 一覧表（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 愛心園 赤穂郡 社福 重度棟のトイレ改修工事 2,400

2 アルブル夢野 神戸市 社福 外壁、屋根等の改修工事 3,760

3 三田わくわく村　大原 三田市 社福 女子トイレの改修工事費 800

4 グリーンコート新生 神戸市 社福 施設の廊下、階段の改修工事（タイル張り替え） 1,440

5 わかば（wakaba） 宝塚市 ＮＰＯ トイレ入口ドア、洗面台の改修工事 385

6 グループホームひろたけ 宍粟市 ＮＰＯ ダイニングキッチンの改修・給排水工事費 1,000

7 そだちね　 神戸市 ＮＰＯ 新設する施設の改築費用 3,320

8 ひふみ園 神戸市 社福 脱衣場（男女）の改装工事 1,190

9 西はりまリハビリテーションセンター たつの市 社福 利用者居室の床・壁の張り替え工事 6,000

10 新生会作業所 西宮市 社福 配食サービス（起業）のための厨房改修工事費 1,710

11 芦屋メンタルサポートセンター 芦屋市 社福 新施設改修工事 6,000

12 はじめの第一歩 西宮市 ＮＰＯ 事業所移転に伴う改修工事 4,750

13 いぶき作業所 相生市 ＮＰＯ 厨房の改装（改修工事） 2,500

14 アンソレイエ・ルミネ 加古川市 一社 就労継続B型事業所開設に伴う、改修工事 3,800

15 東光園 姫路市 社福 天井・外壁補強工事 4,960

16 つくしっこ園 尼崎市 ＮＰＯ 事業所の拡張・改修工事 6,000

17 ご-ご-（GOGO) 神戸市 ＮＰＯ 事業所の改修・設備工事 4,340

18 オーク 明石市 ＮＰＯ 作業室の増設、改修工事 6,000

施設の建設・改築費：実績「18団体」 60,355

番号 申請する団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 もちの木園 神崎郡 社福 脱水洗濯機の購入（更新） 1,440

2 二郎苑 神戸市 社福 特殊浴槽（仰臥位浴槽：ロベリア）更新設置 3,000

3 ジャングルくらぶ 神戸市 ＮＰＯ 児童療育用の備品の購入（PC・机・椅子） 560

4 いちばん星 南あわじ市 ＮＰＯ 就労用環境整備「備品」の購入 600

5 桜 姫路市 一社 就労施設の環境整備（エアコン・照明の購入） 1,000

6 さくら工房 尼崎市 社福 作業場の空調設備の入替 320

7 フロンティア 赤穂市 ＮＰＯ 電動ドライバーの購入（就労備品） 170

8 リバティ神戸 神戸市 社福 ストレッチャー式（機械式）特殊浴槽の買替 3,000

9 YMCAおひさま 神戸市 社福 児童発達支援に必要な設備及び備品の購入 210

10 わむ（Wam）くれよん 神戸市 ＮＰＯ 災害予防対策の備品購入 300

11 菜の花　 姫路市 ＮＰＯ 環境整備（冷蔵庫・エアコン）の購入 520

12 神戸愛生園 神戸市 社福 昇降式介護浴槽の購入・設置 3,000

13 しえろ（Cielo） 加東市 ＮＰＯ 印刷業務拡充の為の機器購入 458

14 アミアミ 洲本市 ＮＰＯ グループホーム開設に伴う、設備・備品の購入 1,020

15 パン工房カラコル 加東市 社福 業務用「換気扇」購入と設置工事 560

16 いかり共同作業所 神戸市 社福 作業環境の整備（設備・備品）の購入 370

17 ざくろ 三木市 ＮＰＯ 農作業器具（耕運機）の購入 780

18 西宮たんぽぽ　 西宮市 一社 療育遊具の設置・購入 580

19 自立の家　ホームしおや 神戸市 社福 新店舗の設備購入、備品整備 1,290

20 エル・ファーロ 加西市 ＮＰＯ 厨房の設備及び備品の購入 3,000

21 のどか（長閑）どんぐりの家 神戸市 ＮＰＯ グループホームどんぐりの家kobeの施設整備 320

22 虹の会工房 西脇市 ＮＰＯ 音楽活動で使用する「楽器」購入 190

23 からーず（COLORS） 姫路市 任意 病棟、施設で音楽療法を行うための楽器購入 210

24 の～ら　地域活動支援センター 豊岡市 一社 農業用ビニルハウスの購入・設置 1,000

25 珈琲焙煎工房はぐ（Hug） 宝塚市 一社 作業所の空調設備取り換え・取り付け工事 390

26 さおりワークショップにじいろ 加古川市 一社 「雑貨屋ギャラリー」の什器・備品の購入 1,000

27 ネクスト八千代工場 多可郡 ＮＰＯ 就労事業で使用するパレットの増備 230

施設の設備・備品費：実績「27団体」 25,518



番号 申請する団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 えすぽると（Esporte) 多可郡 ＮＰＯ 火災通報装置の設置 440

2 わくわくホーム 西宮市 社福 スプリンクラーの設置 1,800

消防用設備費：実績「2団体」 2,240

番号 申請する団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 ふれあいセンター 篠山市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 1,860

2 大地の家 明石市 社福 利用者送迎用の車両の買替え 1,840

3 クローバー　 神戸市 社福 児童送迎用「軽福祉車両」の購入 1,530

4 ぽりっしゅ 伊丹市 ＮＰＯ 事業用・送迎用、「軽ワゴン車両」の購入 950

5 ホザナ・ルーム 神戸市 ＮＰＯ 送迎用（福祉ワゴン車）の購入 2,740

6 ぱっそ（passo) 多可郡 ＮＰＯ 送迎・事業用の「ワゴン車両」の購入 1,930

7 こぐまくらぶ森友 神戸市 ＮＰＯ 送迎・事業用、福祉ワゴン車両の購入 3,000

8 コーポ歌敷山　 神戸市 社福 事業用「ワゴン車両」の購入。 2,370

9 にじ作業所 明石市 ＮＰＯ 事業用車両（バンタイプ）の購入 1,240

10 つつじの家　アワーズ加古川 加古川市 社福 利用者送迎用「バス」の購入 3,000

11 わだち 神戸市 ＮＰＯ 作業効率を図る為の「軽トラック」の導入 1,110

12 ライフスペース・プロペラ 神戸市 ＮＰＯ 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,630

13 おはな(OHANA)　 豊岡市 ＮＰＯ 送迎・事業用の福祉車両「軽ワゴン」の購入 1,500

14 希望の郷 加西市 社福 送迎用・事業用「福祉ワゴン車両」の購入 2,870

15 ひなた（陽） 宝塚市 社福 事業用・送迎用「ワゴン車両」の購入 1,980

16 さつき園 宍粟市 社福 ワゴン車の購入 2,300

17 きらら（そよ風） 西宮市 ＮＰＯ 送迎用・事業用「ワゴン車両」の購入 1,830

18 ソーシャルコープひょうご 神戸市 社福 就労事業で活用する車両（ダブルキャブ）の購入 2,460

19 アクアガーデン 尼崎市 社福 就労事業で活用する「軽ワゴン車」の購入 1,320

20 ワークプラザすぎの木 宍粟市 ＮＰＯ 送迎用「軽ワゴン車」の購入 1,200

21 おひさま園御着 姫路市 ＮＰＯ 送迎用「ワゴン車両」の購入 1,810

22 ワークステップかりん 西脇市 ＮＰＯ 利用者送迎用「ワゴン車」の買替購入 1,890

23 播磨同仁学院 加古川市 社福 事業用（軽車両）の購入 1,100

24 ぬかちゃん福祉作業所 姫路市 社福 送迎用、事業用「軽車両」の購入 850

車両費：実績「24団体」 45,310

番号 申請する団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 夢ふうせん 神戸市 一社 音声・点字（PDA)福祉機器の購入 390

2 点灯虫グループ 神戸市 任意 備品の購入（PCアップグレードソフト・点字編集） 260

3 がっせぇアート 養父市 ＮＰＯ カフェで使用する調理器具等の購入 890

地域密着型助成：実績「3団体」 1,540

第9回「助成金支給事業実績」
助成金額
（千円）

建築・改築費：実績「18団体」 60,355

設備・備品費：：実績「27団体」 25,518

消防用設備等：実績「　2団体」 2,240

車両費：実績「24団体」 45,310

地域密着型助成：実績「　3団体」 1,540

　採用団体　74団体 134,963


