
番号 団体名 地区 種別 助成案件名 助成金額（千円）

1 ファミリーホーム ゆずの木 三木市 県認可 ファミリーホーム増改築 4,450

2 ぷらす 小野市 NPO 作業所の改修工事 8,200

3 フロンティア 赤穂市 NPO 老朽化したトイレの改修工事 660

4 グリーン 姫路市 NPO 老朽化した第2作業所の建替え工事 10,000

5 きんとーん作業所 西宮市 NPO 施設老朽化による部分改修工事 3,300

6 訪問介護ハバナケア 加古川市 NPO 入浴設備を増設するための改修工事 7,100

7 ほっと 豊岡市 NPO 特殊浴槽の購入とそれに伴う設備整備 10,000

8 軽食喫茶の木立 加古川市 NPO 店内リフォーム 360

9 aiaiひろば 尼崎市 NPO 事業所（キッチン・トイレ）の改修工事 4,270

10 ぴあセンター　あゆみ 神戸市 NPO 新店舗の内装工事 4,750

11 とんぼの家 神戸市 NPO 新設、児童発達支援事業所の改修工事 2,800

12 障害者支援センターぶったぁ 淡路市 社福 多機能事業所の改修工事 10,000

13 オフィスカレッジ 明石市 一社 障害者就労支援事業のための改修工事 1,720

14 ボレロ 神戸市 NPO ボレロ灘北事務所の改修工事 2,740

15 みにょんち 三木市 NPO 環境整備のための改修工事 580

16 放課後等デイサービス ご-ご- 神戸市 NPO 事業所の改修工事（追加工事） 3,940

17 ホットステーション 三田市 NPO 出張所「第2ホットステーション」の改築 5,600

18 三光塾 西宮市 社福 三光塾のぞみホーム改築工事 4,490

施設の建設・改築費：実績「18団体」 84,960

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 環境整備のための備品購入 160

2 長田むつみ会 神戸市 社福 パソコンの更新 240

3 ジョブサポート希望 宝塚市 社福 農機具等の購入事業（耕運機) 1,030

4 長田こどもホーム 神戸市 社福 厨房機器の買替え 4,660

5 生活介護・ジャングル 神戸市 NPO 調理設備取替え工事と器具の購入 460

6 愛心園 赤穂郡 社福 蓄電池の購入（災害時用） 770

7 三愛園 姫路市 社福 天井走行用リフターの設置工事 5,000

8 ゆめさき舎 姫路市 NPO 玄関の下駄箱の購入 160

9 パラレルサポート 神戸市 NPO 環境整備（パソコン3台）の購入 490

10 新生会作業所 西宮市 社福 就労用A3複合機（2台）の買替え購入 590

11 ソーシャルコープひょうご 神戸市 社福 老朽化した深井戸ポンプ及び揚水管の取替 1,160

12 シューズ工房らんらん 神戸市 一社 就労用の「ミシン」の購入 640

13 ラーフ・ウッド 姫路市 NPO 水稲（10反）を農作業するための機械一式 4,760

14 みのり大地 赤穂市 社福 ミニ耕運機の購入 180

15 あすなろ製作所 尼崎市 社福 エアコンの買替え、設置工事 920

16 京口共同作業所 姫路市 NPO 掃除機・電動ポットの購入 30

17 神愛子供ホーム 神戸市 社福 支援管理ナビシステム導入 1,760

18 わかば 相生市 社福 設備および備品の購入 2,730

19 あんず 神戸市 社福 カラー複合機の購入 470

20 アメニティホーム夢野 神戸市 社福 防犯カメラ及び周辺機器の購入 2,260

21 一圭会　深江事業所 神戸市 一社 脱水洗濯機入替え工事 5,000

22 ワークショップふぇにっくす 西宮市 社福 パン工房のオーブンの買替 2,660

23 ウイングコウベ 神戸市 NPO バリアフリー観光ガイドブックの制作 1,390

24 大津ひかり作業所 姫路市 NPO 作業所「食堂」の備品購入 480

25 愛福祉会にじいろ 加古川市 一社 新規事業「焼き菓子」作り等の備品購入 910

26 そら 豊岡市 NPO 施設の整備を目的とした備品の購入 1,950

27 上野丘更生寮 神戸市 社福 光選別機と精米機の購入 2,480

公益財団法人　神戸やまぶき財団　第11回「平成29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）

28 ちゃいさぽ教室 神戸市 一社 療育場所増設に伴う備品の購入 750

29 清心ホーム 神戸市 社福 利用者が使用するテーブル・椅子の購入 2,550

30 アイクロッソ 三田市 一社 スヌーズレンルームの備品の購入 1,000

施設の設備・備品：実績「30団体」 47,640

番号 団体名 地区 種別 助成案件名 助成金額（千円）

1 オリンピアながみね 神戸市 社福 消防用設備（スプリンクラー等）の設置 5,000

2 ほうむ・すまいる 姫路市 NPO 消防用設備の新設 3,300

3 ふぁみーゆ 姫路市 社福 スプリンクラー設備設置工事 5,000

4 クローバーホーム 尼崎市 NPO 火災通報装置の設置 340

5 ホームはぎわら台 川西市 NPO スプリンクラーの設置 5,000

6 上坂部なかまの家 尼崎市 社福 スプリンクラーの設置 5,000

7 ケアホームあんも 加東市 社福 スプリンクラーの設置 4,160

8 ネクスト八千代工場 多可郡 NPO 自動火災報知設備の設置 5,000

消防用設備等：実績「8団体」 32,800

番号 団体名 地区 種別 助成案件名 助成金額（千円）

1 波の家職業訓練センター 明石市 一社 事業用「ワゴン車両」の購入 1,800

2 あいキッズ 神戸市 NPO 送迎用「幼児バス」の購入 2,650

3 あまやどり 姫路市 NPO 送迎用「小型車両」の購入 1,260

4 かいのき 明石市 社福 事業用・送迎用「福祉ワゴン車」の購入 2,450

5 愛神愛隣舎 神戸市 社福 事業用「小型車両」の購入 1,500

6 つくしくらぶ 神戸市 NPO 利用者送迎・事業用の「小型車両」の購入 1,040

7 あすなろの郷 多可郡 NPO 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,160

8 同朋学園 神戸市 社福 児童送迎用「ワゴン車両」の購入 2,640

9 睦の家 丹波市 社福 送迎用・事業用「ワゴン車両」の購入 2,500

10 あかね 川西市 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 1,760

11 ぱれっと 神戸市 NPO 送迎・外出（作業、行事等）の車両の購入 2,110

12 ひまわり会それいゆ 小野市 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 1,920

13 さをり工房ゆう 姫路市 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 1,830

14 とよおか作業所　郷・とーぷ 豊岡市 社福 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,480

15 ワークセンター　わっそ 伊丹市 社福 作業用・送迎用「バン」の購入 1,690

16 バンビ＆ポニー 神戸市 一社 利用児送迎用「ワゴン車両」の購入 1,720

17 おーるはーと 加古川市 一社 利用者送迎用「軽ワゴン車両」の購入 1,490

18 あしたばの家 高砂市 NPO 送迎用「軽ワゴン車両」の購入 890

19 むぎのめ作業所 川西市 社福 就労事業で活用する「軽ワゴン車両」の購入 1,440

20 あんさんぶる 伊丹市 NPO 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,200

21 にこにこハウス 神戸市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,030

22 桃李園 加東市 社福 送迎・事業用「福祉ワゴン車両」の購入 2,750

23 CILひめじりぷるす 姫路市 NPO 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,400

24 野口ホーム 神戸市 市認可 療育事業で使用する「軽ワゴン車両」の購入 1,280

25 陽だまり 篠山市 NPO 給食配達用「軽ワゴン車両」の購入 1,000

車両費：実績「25団体」 49,990

番号 団体名 地区 種別 助成案件名 助成金額（千円）

1 眼の会 神戸市 任意 パンフレット制作 160

2 ポップンリンガーズ 宝塚市 任意 楽器とユニフォームの購入 330

3 神戸アイフレンド 神戸市 NPO 勉強会に必要な機器や資料の購入 220

地域密着型助成：実績「3団体」 710



番号 団体名 地区 種別 助成案件名 助成金額（千円）

1 兵庫さい帯血バンク 西宮市 認定N 「プログラムフリーザー」の購入 9,600

2 チャイルド・ケモ・ハウス 神戸市 NPO 職員とボランティアの制服の製作等 3,430

難病・小児患者サポート：実績「2団体」 13,030

通常募集分：実績「86団体」 229,130

　第11回「平成29年度（追加募集分）」

助成金申請先 一覧表（受付番号順）

番号 団体名 地区 種別 助成案件名 助成金額（千円）

1 白国ホーム 姫路市 NPO スプリンクラー及び自動火災通報装置の設置 1,620

2 新生会作業所 西宮市 社福 自動火災報知設備等の設置 1,100

3 とんぼの家 神戸市 NPO 消防設備の新規設置 420

4 の～ら（グループホーム） 豊岡市 一社 火災報知器および誘導灯の設置 650

5 あすなろの家 姫路市 社福 小規模施設火災報知器の設置 400

6 れんげ荘 神戸市 社福 自動火災報知機の設置 240

7 第2れんげ荘 神戸市 社福 自動火災報知機の設置 90

8 みどり荘 相生市 社福 火災通報装置 1,620

9 やどかり荘 尼崎市 社福 消防設備の設置 2,200

10 ヴィリール生活支援センター伊丹 伊丹市 社福 自動火災報知設備の設置 1,870

11 くぬぎホーム甲子園・鳴尾 西宮市 NPO 防火設備の設置及び防炎備品購入 1,230

11,440

第11回　助成金支給事業実績 助成金額（千円）

施設の建設・改築費：実績「18団体」 84,960

施設の設備・備品：実績「30団体」 47,640

消防用設備等：実績「8団体」 32,800

車両費：実績「25団体」 49,990

地域密着型助成：実績「3団体」 710

難病・小児患者サポート：実績「2団体」 13,030

追加募集分：消防用設備等：実績「11団体」 11,440

採用団体：「97団体」 240,570

追加募集分：消防用設備等：実績「11団体」


