
公益財団法人　神戸やまぶき財団　第13回「平成30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 オフィスカレッジ 明石市 一社 増フロアの改修 3,550

2 おひさま園御着 姫路市 NPO 移転新築工事 8,000

3 希望のみぎわ 姫路市 社福 作業所新築工事 8,000

4 西神ファーム 神戸市 社福 トイレ改修 400

5 みどり荘 相生市 社福 屋上・居室改修 5,000

6 ぬかちゃん福祉作業所 姫路市 社福 改修工事費 1,800

7 大和西ホーム 川西市 NPO グループホーム改修工事 3,840

8 オリンピア魚崎 神戸市 社福 新規事業所の改修工事 6,710

9 兵庫盲導犬協会 神戸市 社福 老朽化した犬舎の改修工事 900

10 ネクスト八千代工場 多可郡 NPO 電気設備改修工事 1,140

11 ざくろ 三木市 NPO 作業用コンテナハウスの設置 3,200

12 放課後等デイサービスごーごー 神戸市 NPO 事業所の改修工事 440

13 てくてく 赤穂市 社福 トイレと手洗い場の改修工事 610

14 さつき園 宍粟市 社福 旧作業所の改修 4,750

15 アースクルーズ 姫路市 NPO 作業部屋の改修 620

16 あい・ランド 神戸市 NPO 療育施設の修繕費 1,010

17 あおぞら太陽の家 宍粟市 NPO 増築工事（作業場） 7,340

18 六甲ふくろうの家 神戸市 NPO 保育室全面改修 4,100

19 はなの家　広坂 揖保郡 NPO グループホームの新設に伴う改修工事 6,710

20 ソーシャルコープひょうご 神戸市 社福 簡易トイレの設置　 1,310

施設の建設・改築費：実績「20団体」 69,430

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額

（千円）

1 ネットワーク神戸 神戸市 NPO 「高速ミキサー」の購入 350

2 神戸ゆめ工房 神戸市 NPO パンフ＆ウエブサイトの制作 660

3 JSブリッジ西明石 明石市 NPO 自動缶バッジマシンの購入 860

4 みちくさ 篠山市 NPO 作業場2カ所環境改善 620

5 アゲインファーム 神戸市 NPO 野菜直売所開設の為のPOSレジ他の購入 5,000

6 愛ランド たつの市 NPO 発酵機（ホイロ）の買替 1,880

7 私の食卓ぐりん・どあ 神戸市 NPO 電動自転車の購入 170

8 障害者支援センターぶったぁ 淡路市 社福 厨房機器の購入 2,000

9 ラーフ・ファイト 姫路市 NPO カット野菜製造機器一式の購入 2,880

10 TODAY 三木市 NPO 作業・訓練用パソコンの購入 180

11 くららベーカリー 神戸市 NPO 複合機の購入 920

12 ともしび共同作業所 尼崎市 NPO 複合機の購入 530



番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額

（千円）

13 シュピーレン 神戸市 NPO スヌーズレンルームの設置 1,000

14 サポートセンター翔 明石市 社福 療養器材の購入 2,740

15 児童デイサービスたくみ 西宮市 NPO 面談室の整備（発達検査キット等の購入） 550

16 ふれんず 加古川市 一社 療育環境の整備 560

17 ワークプロジェクトにし 加古郡 NPO ペダル移動式作業台の購入 280

18 ウェルフェアサポート ユニ 姫路市 NPO 業務用ミシンの購入 520

19 いちばん星 南あわじ市 NPO 業務用エアコン設置 640

20 てらだ 加古川市 社福 入居者居室の「エアコン」買替え 2,480

21 長田むつみ会 神戸市 社福 事業用エアコンの更新 960

22 オンサルデ 養父市 NPO アトリエの環境改善（エアコン設置） 820

23 就労継続支援B型事業所　ハイジ 加東市 社福 就B作業所立上げ用「備品一式」の購入　 470

24 ホームしおや 神戸市 社福 ガスオーブンレンジの購入 200

25 ワークホーム大地 豊岡市 NPO パン焼き用オーブン購入および設置工事一式　 1,500

26 元浜ホーム 尼崎市 社福 グループホームの環境整備 720

27 さわらび学園 神戸市 社福 業務用大型洗濯機の更新 1,590

28 さくらっこ園 西宮市 NPO 防犯カメラの設置 240

29 天王谷学園 神戸市 社福 児童棟・厨房内のエアコン更新工事 2,590

30 二郎苑 神戸市 社福 照明設備（安定器）の改修工事 5,000

31 フロンティア 赤穂市 NPO スポットクーラーの購入 300

32 みにょんち 三木市 NPO 手すり設置工事 280

33 いまーる 姫路市 NPO 就労事業で使用する「ボール盤」の購入 600

34 たんぽぽ 神戸市 社福 そば作り機器一式の購入 410

35 篠山市こども発達支援センターわかば 篠山市 社福 利用児情報管理システムの導入 1,510

36 にこにこハウス医療福祉センター 神戸市 社福 特殊浴槽の更新　 4,660

37 放課後デイサービスなないろ 神戸市 NPO 床・カーペットの張替 260

施設の設備・備品：実績「37団体」 46,930

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額

（千円）

1 同朋学園　北町ホーム 神戸市 社福 送迎及び食事等運搬用「ワゴン車両」の購入 1,990

2 子供の家 尼崎市 社福 送迎用「ワゴン車両」の購入 1,670

3 木下ファミリーホーム 姫路市 県認可 事業用「ワゴン車両」の購入 2,030

4 Wel（うぇる）くれよん 神戸市 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,430

5 作業所　くう 尼崎市 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入　 1,480

6 ワークランド トライアングル 伊丹市 NPO 事業用「軽トラック」の購入 910

7 菜の花　 姫路市 NPO 送迎・事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,080

8 がじゅまる 神戸市 NPO 送迎用「軽福祉ワゴン車両」の購入 1,540

9 ステップハウス 高砂市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入　 3,400

10 ゆめさき舎 姫路市 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,200

11 つばめ会 加東市 一社 送迎・事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,000



番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額

（千円）

12 ファミリーホーム松野 淡路市 県認可送迎・業務用「軽ワゴン車両」の購入 1,240

13 ひまわり高砂 高砂市 社福 送迎・事業用「軽ワゴン車両」の購入 870

14 ワークホーム高砂 高砂市 社福 就労用「冷凍車両」の購入 1,440

15 ゆうゆう 伊丹市 社福 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 2,070

16 にじの空 明石市 NPO 作業用「ワゴン車両」の購入 2,690

17 そら 豊岡市 NPO 送迎・事業用「小型車両」の購入　　 1,360

18 やすらぎ工房 三木市 NPO 事業用「ワゴン車両」の購入 2,240

19 尼崎あぜくら作業所 尼崎市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,940

20 コーヒーハウスYUME 神戸市 NPO 事業・送迎用「ワゴン車両」の購入 1,440

21 上野丘更生寮 神戸市 社福 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,150

22 ゆうゆうクラブ 神戸市 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 1,960

23 第一松の園 西宮市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,960

24 ソーシャルファームかがやき 川辺郡 社福 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,430

25 ライフスペース・プロペラ 神戸市 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 2,480

26 ぱっそ（passo) 多可郡 NPO 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 2,040

27 エントリー 明石市 社福 送迎・事業用「ワゴン車両」の購入　 1,630

28 杭瀬福成園 尼崎市 社福 送迎用「ワゴン車両」の購入 1,950

29 乳児ホームるり 姫路市 社福 事業用「ワゴン車両（4WD)」の購入 2,280

30 信和学園 姫路市 社福 事業用「ワゴン車両」の購入　　　 1,600

31 リバティ神戸 神戸市 社福 送迎用「福祉ワゴン車両」の買替 3,350

32 いっぽいっぽ山の街 神戸市 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,430

33 さくら工房 明石市 NPO 事業用「ワゴン車両」の購入　 1,880

34 ひだまりの木 神戸市 NPO 送迎用「ワゴン車両」の購入 1,960

車両費：実績「34団体」 67,120

番号 団体名 地区 種別 助成案件名
助成金額

（千円）

1 視覚障害者上郡STT 赤穂郡 任意 視覚障害者用卓球台の購入　 500

2 点訳サークル さよう 佐用郡 任意 点訳に使用するパソコン等の購入 150

3 ひょうごセルフヘルプ支援センター 神戸市 NPO 事業用「電動自転車」の購入 140

4 朗読ボランティグループ かたりべ たつの市 任意 デイジー図書作成機材一式 670

地域貢献の社会福祉助成：実績「4団体」 1,460

第13回( H30年度 後期）助成事業実績 助成選考金額

施設の建設・改築費：実績「20団体」 69,430

施設の設備・備品：実績「37団体」 46,930

車両費：実績「34団体」 67,120

地域貢献の社会福祉助成：実績「4団体」 1,460

採用団体95団体 184,940


