
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 ウエルフェアサポート　ユニ 姫路市 NPO 新事業所の改修費 4,620

2 麦わら帽子 神戸市 NPO トイレ入れ替え             240

3 地域活動支援センターのぎく 美方郡 NPO 施設の増改築費用          6,400

4 グリーンコート新生 神戸市 社福 長尺シートに貼り替え工事             860

5 みのり大地 赤穂市 社福 作業室増築          8,000

6 福祉作業所りんどう 川西市 NPO 男女トイレの改装工事          5,150

7 なかよし工房 芦屋市 社福 建物外壁改修工事          5,000

8 Ｙｕ・Ｉ（ゆい） 神戸市 一社 キッチン改修工事             790

9 のびのびあい・ランド 神戸市 NPO 移転先の改修          4,730

10 ゆめさき舎 姫路市 NPO 活動スペースの増築工事          1,450

11 自立の家 ホームしおや 神戸市 社福 事業所2階の改修工事          2,640

12 コーヒーハウスYUME 神戸市 NPO 弁当製造作業場の新店舗改装          5,090

13 ゆうゆう 伊丹市 社福 ゆうゆう喫茶の改修             800

14 あろは 姫路市 NPO 生活介護施設の新築工事          8,000

15 ざくろ 三木市 NPO 改修工事（トイレ等）          1,560

16 大津ひかり作業所 姫路市 NPO 新築工事（作業所の倉庫）          5,600

17 芦屋メンタルサポートセンター 芦屋市 社福 グループホームの開設のため改築工事          8,000

18 兵庫むつみ会 神戸市 社福 食堂及び女子トイレの改修          2,520

19 かおるかぜ 神戸市 NPO 放課後等デイ事業所の改修工事          4,960

20 ねがい星 明石市 一社 事業所の改修          6,320

21 アンソレイエ 加古川市 一社 多機能事業所のトイレの増設工事          1,350

22 みちくさ本舗 明石市 NPO 作業室の環境整備             680

施設の建設・改築費：実績「22団体」        84,760

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 さわやかの部屋 揖保郡 NPO コピー機の買替 930

2 グループホームひろたけ 宍粟市 NPO 車いす用玄関昇降機の設置 460

3 ウイングコウベ 神戸市 NPO 就労事業で使用するパソコンの入れ替え 1,200

4 あしたばの家 高砂市 NPO 事務所移転に伴う、備品の購入 600

5 絆・みらい 加東市 NPO 複合機購入 510

6 長田むつみ会 神戸市 社福 デジタル印刷機の購入 560

7 多機能事業所たんぽぽ 神戸市 社福 作業部屋のエアコン購入（環境整備） 580

8 にこっと 西脇市 NPO 就労カフェの設備購入 1,000

9 暮らしの学校農楽 豊岡市 一社 就労用「トラクター」の購入 1,380

10 なでしこデイサービスセンター 南あわじ市 社福 特殊浴槽等の取り替え工事 5,000

11 神戸アイライト協会 神戸市 NPO 視覚障害者用ソフトに対応したOA機器の購入 700

12 ラーフ・ファイト 姫路市 NPO 就労設備「保冷庫・精米機」の購入 1,890
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番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

13 ライズワーク 伊丹市 NPO 就労訓練で使用する「ＰＣ」の購入 790

14 ボレロ 神戸市 NPO お菓子製造用機器の購入 1,300

15 やすらぎ工房 三木市 NPO リサイクル資源保管コンテナの購入及び設置 390

16 菜の花　 姫路市 NPO 老朽化した備品「ミシン等」の買替 420

17 ラポートたるみ 神戸市 社福 機能訓練器具「平行棒他」の購入 740

18 希望の家グリーンホーム 宝塚市 社福 介護用リフトの設置 2,210

19 軽食・喫茶の木立 加古川市 NPO オーブンレンジとシーラーの購入 680

20 COOKIESすまいる 加古川市 NPO 環境整備（設備）の購入 520

21 新生会作業所 西宮市 社福 就労事業で活用する製本機の購入 3,880

22 つつじ会作業所 加東市 NPO 事業で活用する備品「PC・コピー機」の購入 650

23 サレムファクトリー 神戸市 NPO 事業用・訓練用「ＰＣ等」の購入 300

24 アイクロッソ 三田市 一社 就労設備（パソコン、複合機）の購入 880

25 珈琲焙煎工房Hug 宝塚市 一社 事業用備品（PC・タブレット）の購入 510

26 ぱれっと 神戸市 認定N 就労事業で活用する「樹木粉砕機」の購入 1,240

27 ひまわり宝殿 高砂市 社福 作業台、移動式白板の購入 480

28 はばたきの丘 三木市 社福 起立訓練用傾斜ベットの導入 1,200

29 上野丘更正寮 神戸市 社福 栗の自動皮むき器の購入 330

30 くるみ 姫路市 NPO 農作業の効率化のための「刈払機＆耕運機」の購入 150

31 作業所ゆう 三田市 NPO 米の色彩選別機の購入 1,000

32 えみのき（咲の樹） 神戸市 社福 シャワーキャリー配備 1,560

33 いまーる 姫路市 NPO 施設外就労用「スポットクーラー」の導入 250

34 神戸少年の町 神戸市 社福 システムキッチン等の設置（４ユニット） 3,990

35 播磨同仁学院 加古川市 社福 全自動水洗機の購入 1,840

36 愛信学園 神戸市 社福 処遇ソフト（管理ソフト）の導入 2,560

37 こむの事業所 宝塚市 認定N コンベクションオーブンの購入 1,350

38 みどりの家 多可郡 NPO 利用者作業用テーブル及び椅子の購入 1,390

39 ホットステーション 三田市 NPO 第2ホットステーションの環境整備 3,840

40 ワークらんど加西 加西市 NPO 「温水器・洗濯盤」の設置 540

施設の設備・備品：実績「40団体」 49,800

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 すまいる・フレンズ 神戸市 NPO 自動火災報知設備等の設置 1,450

2 第５やまゆりの家 明石市 社福 スプリンクラーの設置 4,140

3 あすなろの郷 多可郡 NPO 自動火災報知設備の設置 640

消防用設備等：実績「3団体」 6,230

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 就労用「軽トラック」の買替 750

2 あおぞら太陽の家 宍粟市 NPO 送迎用「軽福祉車両」の購入 1,620

3 つばめ会 加東市 一社 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,160



番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

4 みちくさ 篠山市 NPO 就労用「貨物ワゴン車両」の購入 1,880

5 ほほえみ・もやの会 尼崎市 NPO 就労用「軽ワゴン車両」の購入 1,150

6 ワークハウス・くれよん 加古川市 社福 事業用＆送迎用「ワゴン車両」の購入 1,600

7 Trunk 西宮市 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,180

8 TODAY（とぅでぃ） 三木市 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 1,960

9 ぐろ～りあ 尼崎市 NPO 就労用「ダブルキャブトラック」の購入 3,180

10 地域生活支援かわにし 川西市 NPO 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,570

11 ポプリデイ 神戸市 NPO 送迎用「福祉ワゴン車両」の買替 1,790

12 琴弾の丘 養父市 社福 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の買替 1,710

13 ホーリーツリー東部 神戸市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,460

14 さち 加古川市 NPO 送迎・事業用「福祉ワゴン車両」の購入 2,890

15 にじのかけ橋 神戸市 NPO 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,830

16 神戸実業学院 神戸市 社福 事業用「ワゴン車両」の購入 2,770

17 聖智学園 淡路市 社福 児童送迎用「ワゴン車両」の購入 2,150

18 天王谷学園 神戸市 社福 事業用、送迎用「ワゴン車両」の購入 1,610

19 ファミリーホーム　ゆずの木 三木市 県認可 児童送迎及び事業用の「ワゴン車両」の購入 2,290

20 たんば園 丹波市 社福 送迎用「ワゴン車両」の買替 1,920

21 友が丘作業所 神戸市 社福 事業用「ワゴン車両」の購入 1,930

22 えすぽると（Esporte) 多可郡 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,440

23 Present Garden to 神戸市 認定N 事業・送迎用「ダンプ」の購入 3,400

24 夙川さくら作業所 西宮市 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 2,010

25 さくらの木ホーム 西脇市 県認可 事業・送迎用「ワゴン車両」の購入 2,450

26 Jobステーションぽてと 神戸市 NPO 事業用「ワゴン車両」の購入 1,500

27 ひびきdeほっと 姫路市 社福 送迎用「軽福祉ワゴン車両」の購入 1,310

28 自立の家きらら 宝塚市 NPO 作業用「軽ワゴン車両」の購入 900

29 カラーズ 加西市 NPO 送迎用「軽ワゴン車両」の購入 1,320

30 らいふステーション 豊岡市 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 2,770

31 ワークステーション　フレニード 神戸市 社福 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,300

32 兵庫盲導犬協会 神戸市 社福 盲導犬事業で活用する「ワゴン車両」の購入 2,000

33 ふらっと 宝塚市 NPO 事業用「軽トラック」の購入 980

34 神戸市社会福祉協議会 神戸市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,560

35 こころniji 加古川市 一社 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,270

36 V・NEXT 宝塚市 NPO 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,340

37 ポレポレハウス 尼崎市 社福 送迎・事業用の「福祉ワゴン車両」の購入 2,720

38 カラフル 伊丹市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,330

39 作業所 風 尼崎市 NPO 就労事業用「ダブルキャブトラック」の購入 1,800

車両費：実績「39団体」 83,800

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

1 チャレンジひがしなだ 神戸市 NPO 備品の購入 210

2 ひかりグループ たつの市 任意 ディジー図書作成機器購入 670



番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額
（千円）

3 兵庫障害者センター 神戸市 NPO 事務用「印刷機」の買替 640

4 てとて 神戸市 一社 グランドゴルフ用品購入 210

5 ほっとぽっと（あかりや） 神戸市 NPO カラー複合機の購入 760

6 ぽっかぽかランナーズ 尼崎市 認定N 足こぎ車いすの購入 1,690

7 和太鼓ふたば 西宮市 任意 和太鼓の購入 1,250

地域密着型助成：実績「7団体」 5,430

第12回( H30年度 前期）助成事業実績
助成金額
（千円）

施設の建設・改築費：実績「22団体」 84,760

施設の設備・備品：実績「40団体」 49,800

消防用設備等：実績「3団体」 6,230

車両費：実績「39団体」 83,800

地域密着型助成：実績「7団体」 5,430

採用団体「111団体」 230,020


