
№ 団体名 種別 地区 助成案件名
助成金額

（千円）

1 あまやどり NPO 姫路市 屋根の葺き替え・外壁塗装工事 1,750

2 やまびこ NPO 姫路市 浄化槽トイレを改修する工事 1,000

3 グリーン NPO 姫路市 駐輪場の増設等の工事 770

4 ワークショップ　ふぇにっくす 社福 西宮市 農園小屋（トイレ・食堂）建設 5,000

5 さをり工房ゆう NPO 姫路市 グループホーム開設改修工事 8,000

6 大津ひかり作業所 NPO 姫路市 旧作業所の改修（作業室増設） 6,360

7 きらら　 社福 姫路市 施設外部塗装改修工事 3,800

8 神戸実業学院 社福 兵庫区 女児洗面室ユニットシャワー設置 2,590

9 エニシバホーム 神戸市認可 垂水区 ホーム（中古住宅）改修工事 3,590

10 つばめのお家 NPO 三木市 屋根改修工事 4,130

11 一圭会 一社 東灘区 食堂の改修工事 3,720

12 オフィスカレッジ 一社 明石市 新作業所改修工事 4,480

13 Link　up 一社 宝塚市 事業所間取りの変更及びトイレの増設 1,400

14 シュピーレン NPO 長田区 トイレ改修工事 1,000

15 工房四つ葉 NPO 明石市 トイレの改修工事 1,000

16 ひふみ園 社福 北区 男子棟「車椅子対応便所」新設工事 2,330

17 みにょんち NPO 三木市 ブロック塀耐震工事 1,000

18 café iiyo(かふぇ　いいよ） 社福 垂水区 新事業所（cafe iiyo）の改修 6,400

19 passo(ぱっそ） NPO 西脇市 新規拠点事業所となる工場の改装工事 8,000

20 GOGO（ごーごー） NPO 須磨区 事業所移転に伴う改修工事 8,000

21 夙川さくら作業所 NPO 西宮市 シャッターの取替え工事 770

22 ひまわり畑 NPO 東灘区 指導訓練室床のカーペット張替え等 430

23 陽だまりげんき店作業所 NPO 篠山市 水廻りの改修工事 230

24 きっと・もっと・みらい NPO 赤穂市 改修工事（階段・間仕切り等） 1,100

25 グループホーム浜坂 NPO 新温泉町 グループホームの建設費用 8,000

26 キッズスター NPO 明石市 事業所の改善（照明器具入替え等） 1,000

27 ハーモニー NPO 姫路市 作業所の増改築 4,240

　施設の建設・改築費等：実績【27団体】 90,090
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（千円）

1 ひびきdeほっと 社福 姫路市 エアコン取付、照明器具取替(LED) 1,670

2 西神ファーム 社福 西区 ビニールハウス修繕工事 940

3 あすなろの郷 NPO 多可郡 ビニールハウス天井、サイド張替え工事 800

4 すみれ 社福 宍粟市 真空パック機の購入 1,180

5 多機能型つくしんぼ 社福 北区 施設、空調機器の更新 5,000

6 琴弾の丘 社福 養父市 特殊浴槽の更新 5,000

7 May NPO 尼崎市 コロナ対策(備品等購入) 480
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8 しらさぎ作業所 NPO 姫路市 就労事業用「乗用草刈り機」購入 1,140

9 ゆとり作業所 NPO 垂水区 ガラス細工用「電気炉」の購入 340

10 いかり共同作業所 社福 兵庫区 厨房機器の買替 420

11 三木光司園 社福 三木市 農業機器（さつまいも採取機等） 860

12 いちょう園 社福 佐用郡 スチームコンベクションオーブンの購入 1,870

13 ドリームボール NPO 西脇市 就労用設備（冷凍冷蔵庫・オーブン等）の購入 1,000

14 ジンジャークラブほっと NPO 東灘区 事業用・訓練用の「PC等」の購入 600

15 ほっとスペースあまーち 社福 尼崎市 ミストバスの新規購入 2,280

16 リバティ神戸 社福 西区 チェアインバス（特殊浴槽）の新設 3,480

17 希望の家サンホーム 社福 宝塚市 昇降式介護特殊浴槽の設置 5,000

18 ワークホームもあ NPO 丹波市 作業所のエアコンの更新 1,090

19 マイワーク NPO 中央区 事業所のエアコンの更新 1,150

20 ワークホーム柿の木 NPO 尼崎市 ガス給湯器の更新 70

21 アメニティホーム光都学園 社福 たつの市 児童居室のエアコンの更新 2,330

22 愛信学園 社福 兵庫区 業務用オーブン及び温冷カートの購入 1,610

23 神河町社会福祉協議会 社福 神崎郡 障害者施設開所に伴う介護備品の購入 2,790

24 あさごふれ愛の郷あおぞら 社福 朝来市 複合型多機能施設整備に必要な什器備品等 2,880

25 ゆうあい園 社福 加古郡 施設備品（家具）の購入 4,000

26 つくしっこ園 NPO 尼崎市 肢体不自由児の生活向上(道具等の購入） 450

27 シーズゆう 社福 伊丹市 療育備品（遊具）の購入 580

28 放課後等デイサービス　ジョイ NPO 東灘区 療育環境の整備（ノートPC・テーブル等） 680

29 萌友（ほうゆう） NPO 須磨区 授産事業に使用するPCとソフトの購入 380

30 Birth生田川 NPO 中央区 障害を持つ人達の表現活動（アート・音楽）の推進 260

31 えみのき（咲の樹） 社福 北区 シャワーキャリーの配備 890

32 兵庫むつみ会 社福 兵庫区 作業室のエアコン更新 720

33 サプライズ 一社 伊丹市 事業所の環境整備（自動ドア等） 1,450

34 ちゃいさぽ教室 一社 東灘区 パーテーション購入 570

35 菜の花 NPO 姫路市 新築施設用の備品を購入 180

36 トークゆうゆう NPO 三田市 業務用オーブンの購入 2,560

37 豊芽工房 NPO 西宮市 新事業所開設に伴う備品等の購入 890

38 ともしび共同作業所 NPO 尼崎市 作業に関する備品（作業台）の購入 490

39 若葉福祉作業所 社福 姫路市 地域コミュニティショップの備品等の購入 650

40 ポポの家 NPO 伊丹市 調理食材保存用「冷蔵庫」の更新 140

41 f（エフ） NPO 東灘区 キャビネットの新規購入・買替え 160

42 ラーフ・ファイト NPO 姫路市 稲作有機栽培用機械一式 4,360

43 COOKIESすまいる NPO 加古川市 就労設備(電動シーラー・ラベルプリンター）の導入 670

44 ほほえみ・もやの会 NPO 尼崎市 事業用「PC」の購入 120

　施設の設備・備品等：実績【44団体】 64,180
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1 地域活動センターのぎく NPO 新温泉町 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,200

2 なないろ NPO 東灘区 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,940

3 元気アップみのり NPO 相生市 事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,000

4 ぶったぁ 社福 淡路市 送迎用「ワゴン車両」の買替 1,740

5 芦屋みどり作業所 社福 芦屋市 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,040

6 すてっぷあっぷ NPO たつの市 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,060

7 あけびの輪 NPO 姫路市 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,490

8 日高共同作業所 NPO 豊岡市 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,040

9 ひまわりの家　おおくぼ作業所 NPO 明石市 送迎用・事業用「軽自動車」の購入 1,000

10 みんなの麦の家 NPO 芦屋市 送迎用・事業用「福祉ワゴン車両」の購入 2,390

11 ファミリホームみんなの家あじま 兵庫県認可 篠山市 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,050

12 夢野母子ホーム 社福 兵庫区 事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,200

13 ステップハウス 社福 高砂市 送迎用「福祉軽ワゴン車両」の購入 1,240

14 ファームハウスなるい NPO 加古川市 送迎用・事業用「ワゴン車両」の購入 2,040

15 みのり大地 社福 赤穂市 事業用「ワゴン車両」の購入 1,900

16 ハピネス川西作業所 社福 川西市 送迎用・事業用「ワゴン車両」の購入 2,330

17 川西もみの木 NPO 川西市 事業用「ワゴン車両」の購入 2,360

18 善照学園 社福 西宮市 事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,040

19 児童家庭支援センター虹の丘 社福 加古川市 送迎用「軽ワゴン車両」の購入 1,150

20 TODAY（とぅでぃ） NPO 三木市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,390

21 ポプリデイ NPO 北区 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,350

22 こころkirari 一社 加古川市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,480

23 ぶるうみぃ NPO 伊丹市 送迎用・事業用「福祉ワゴン車両」の購入 2,420

24 クオーレ NPO 垂水区 送迎用「福祉軽ワゴン車両」の購入 1,330

25 ハート・ケア・ステーション NPO 加古川市 事業用「福祉軽ワゴン車両」の購入 1,320

26 こぐまくらぶ明石ウエスト NPO 明石市 作業兼送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,960

27 のじぎく高砂 NPO 高砂市 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,300

28 たんば園 社福 丹波市 送迎用・事業用「ワゴン車両」の購入 1,820

29 おひさま園 NPO 姫路市 利用者送迎用「幼児バス」の購入 2,730

30 サルビア園 社福 たつの市 送迎用「軽ワゴン車両」の購入 1,080

31 さつき園 社福 宍粟市 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,280

32 清流園 社福 尼崎市 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,610

33 もちの木園 社福 神崎郡 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 1,840

34 アイクロッソ 一社 三田市 利用者送迎並び納品用「軽ワゴン車両」の購入 1,030

35 ゆめさき舎 NPO 姫路市 送迎用「軽ワゴン車両」の購入 680

36 ライフサポートはりま NPO 姫路市 送迎用・事業用「福祉ワゴン車両」の購入 3,090

37 ヴィ・リール生活支援センター伊丹 社福 伊丹市 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,040

38 こむの事業所 認NP 宝塚市 食事サービス事業用「ワゴン車両」の購入 2,060

39 野いちごの会 社福 北区 送迎用・事業用「ワゴン車両」の購入 2,040

40 きたベジふぁーむ NPO 北区 送迎用・事業用「ワゴン車両」の購入 2,120

41 きずな事業所 NPO 宝塚市 送迎用・事業用「福祉軽ワゴン車両」の購入 1,330

車両費：実績【41団体】 82,510
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（千円）

1 宝塚市手をつなぐ育成会 一社 宝塚市 OA機器の更新 ¥990

2 眼の会 任意 西区 携帯型活字文書読み上げ機器の購入 ¥740

3 点訳グループひまわり 任意 たつの市 点字プリンター購入 ¥1,250

4 点訳ボランティアグループ連絡会 任意 中央区 点字ラインプリンター2面印刷機の購入 ¥2,000

5 要約筆記サークルOHP但馬 任意 豊岡市 活動に必要なPC等の購入 ¥200

6 権利擁護・神戸心の相談センター NPO 長田区 事業用「パソコン」の購入 ¥160

7 ひょうごセルフヘルプ支援センター NPO 東灘区 「名鑑・20年の歩み」発刊 ¥740

地域貢献の社会福祉助成：実績【7団体】 6,080

№ 団体名 種別 地区 助成案件名
助成金額

（千円）

1 全国パーキンソン病友の会兵庫県支部 任意 中央区 講演会等で使用する機器 ¥990

2 チャイルド・ケモ・ハウス NPO 中央区 療育環境整備のための備品購入 ¥470

対象区分4 難病・小児患者サポート：実績【2団体】 1,460

第16回「2020年度（前期）」助成対象団体 
助成金額

（千円）

　施設の建設・改築費等：実績【27団体】 90,090

　施設の設備・備品等：実績【44団体】 64,180

車両費：実績【41団体】 82,510

地域貢献の社会福祉助成：実績【7団体】 6,080

難病・小児患者サポート：実績【2団体】 1,460

助成対象団体 【121団体】 244,320


