
№ 団体名 種別 運営母体 地区 助成案件名
助成金額

（千円）

1 就労継続支援B型事業所　じりつね 一社 リ・シュウニャ 西区 作業スペースの拡張と安全安心の環境保全工事 700

2 フレンドリー NPO 花咲 北区 施設内部改修工事（砂壁改善） 780

3 萌友-for you NPO 萌友-for you 須磨区 萌友作業場　改修工事 800

4 みにょんち NPO あすてる 三木市 トイレ改修工事他 1,000

5 重度障害者通所事業所さち NPO ささゆり会 加古川市 活動広場の整備 1,000

6 あまやどり NPO あまやどり 姫路市 トイレとキッチン（ＩＨ調理台、流し台）及び整理戸棚の設置等 1,360

7 ワークス大久保 一社 ピア・フォーラム 明石市 従たる事業所２階改装工事 1,520

8 三田わくわく村　大原事業所 社福 風 三田市 大原事業所　男子トイレ改修工事 2,110

9 あかしあクラブ六甲アイランド 一社 日本福祉推進協会 東灘区 あかしあクラブ六甲アイランド新設工事 2,490

10 自立の家きらら 認NPO きらら 宝塚市 第2作業所の改修工事 2,750

11 ファミリーホームゆずの木 県認可 ファミリーホームゆずの木 三木市 ゆずの木デッキテラス改修工事 2,900

12 障がい者支援事業所菜の花 NPO 香里菜福祉会 姫路市 プレハブ作業所増築工事 2,920

13 梅花荘 NPO あきら多可 多可郡 GH改修工事（内装・エアコン設置） 3,050

14 ゆうゆう 社福 いたみ杉の子 伊丹市 就労継続支援B型事業所（お菓子工房「リアン」）整備事業 7,920

15 るふれ 一社 るふれ 小野市 るふれ古民家改修（移転先） 8,000

16 グループホームつくしの家 NPO 稲美町つくしとすぎなの会 加古郡 グループホーム（新つくしの家）新築 8,000

17 福祉作業所りんどう NPO みち 川西市 生活介護事業所開設に伴う新築工事 8,000

18 ラーフ・ファイト NPO ラーフ・ウッド福祉会 姫路市 農業倉庫（野菜等保存）の建設 8,000

19 ステップハウス 社福 竜山会 高砂市 浴室改装・介護入浴機器設置工事 8,000

20 こころkirari 一社 こころ 加古川市 こころ大野　生活介護増築工事 8,000

21 ソーシャルコープ　ひょうご 社福 きょうどう 兵庫区 製品化・加工品作業場改修拡張工事 8,000

　施設の建設・改築費等：実績【21団体】 87,300
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1 ともしび共同作業所 NPO ともしび 尼崎市 事務用パソコンの購入事業 90

2 Yu・I 一社 ハートコネクト 東灘区 施設設備費の購入費用 130

3 かめのこグループ 任意団体 かめのこグループ 姫路市 備品購入 150

4 いずみの森 NPO フリースペース群生海 姫路市 コロナウイルス対策用品 190

5 ワークホーム柿の木 NPO ワークホーム柿の木 尼崎市 コロナ対策用「空気清浄機」の購入 270

6 ライフサポートはりま NPO ライフサポートはりま 姫路市 イベント用タブレット端末購入 340

7 ボレロ NPO ボレロ 灘区 パソコン・プリンター 360

8 サレムファクトリー NPO 和気あい愛 西区 コピー機の購入 380

9 ジャングル NPO 神戸ライフ・ケアー協会 東灘区 余暇活動と学習指導に使うタブレット端末の新規購入 440

10 若葉福祉作業所 社福 姫路若葉福祉会 姫路市 就労事業用「野菜乾燥機」の購入 460

11 はりまふくろうの家 社福 兵庫県聴覚障害者協会 姫路市 就労事業用、冷凍庫拡充 500
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12 ステップあっぷ西江井島 NPO かがやき 明石市 事業所内、自動火災警報器の設置 550

13 生活介護みんなのひろば NPO みんなのいえ 姫路市 パン工房の業務用エアコン買い替え 570

14 余部くすの木工房 NPO 余部くすの木工房 姫路市 カラー複合機・パソコンの購入 650

15 こもれびの家 NPO やちよ 多可町 グループホームこもれびの家　防災設備工事 680

16 ネットワーク神戸 NPO WA 兵庫区 玄関及びトイレ洗面ボウル・洗面化粧台設置工事 740

17 こぐまくらぶ　明石事業所 NPO こぐまくらぶ 明石市 作業用（印刷業務）複合機の買替え 760

18 クリーンハウスくりくり NPO ハートフル 西宮市 自動火災警報器の設置 780

19 児童デイサービス　キッズ☆スター NPO 自然処 明石市 療育備品の購入（足裏重心測定器） 810

20 ワーキング西播磨作業所 NPO ワーキングnetにしはりま 赤穂市 急速冷凍庫の購入 860

21 アンソレイエレーヴ 一社 ひょうご若者自立支援センター 加古川市 綿花用ジニングマシン 870

22 障害者就労支援センター オリンピア岩屋 社福 光朔会 灘区 菓子製造事業拡大に伴う厨房設備購入（コンベクションオーブン） 880

23 おひさま園 NPO 姫路子育てサポートセンター 姫路市 騒音防止の為の備品購入 920

24 工房　四つ葉 NPO 恵 明石市 事業所内の環境整備（エアコン2台の更新） 970

25 めにぃ・のびのび教室 NPO 自由空間めにぃ 姫路市 エアコン設置 980

26 なのはな NPO 菜の花企画 姫路市 ルームエアコン及びパッケージエアコンの更新 1,000

27 なかよし工房 社福 芦屋なかよし福祉会 芦屋市 天井照明の取り換え 1,000

28 ウィズ芦屋 NPO キャンピズ 芦屋市 消防法に基づく（避難器具）設置工事 1,000

29 みんなの家 NPO ほほえみの花 姫路市 草刈業務に係わる機械の購入費用 1,040

30 こども支援事業所つくしくらぶ NPO 光和つくし会 垂水区 事業所用エアコン2台の購入と設置工事一式 1,190

31 生活介護事業所カラフル 社福 ヴィ・リール 伊丹市 新設の生活介護事業における機械浴の導入 1,600

32 播磨同仁学院 社福 播磨同仁学院 加古川市 ガス式乾燥機買替え（撤去・取付工事含む） 1,600

33 障がい者支援センター　出愛いの里 NPO 出愛いの里福祉会 姫路市 ダイレクトメール加工機械（封緘機）の導入 1,670

34 みのり大地 社福 みのり 赤穂市 農作業用テントハウスの購入 1,700

35 風韻 社福 ホーム塩屋 垂水区 空調設備老朽化に伴う入れ替え 2,000

36 ライオンズファミリーホーム 社福 神戸福祉会 長田区 防犯カメラ改修工事 2,020

37 ささやま通園センター 社福 わかたけ福祉会 丹波市 施設内出入口ドアの交換・修繕 2,190

38 もちの木園 社福 高岡の里福祉会 神崎郡 防犯装置設備の買替え 2,240

39 多機能事業所たんぽぽ 社福 たんぽぽ 東灘区 そば用コンバイン購入 2,480

40 リバティ神戸 社福 祉友会 西区 ナースコール設備の更新 2,500

41 オレンジ西宮 社福 惠愛園 西宮市 特殊浴槽の更新 2,500

42 はんしん自立の家 社福 ひょうご障害福祉事業協会 宝塚市 特殊浴槽の更新 2,500

43 障害者支援施設琴弾の丘 社福 さつき福祉会 養父市 琴弾の丘厨房設備・備品更新事業 2,740

44 障害者支援施設ライフガーデン加古川 社福 祉栄会 加古川市 温冷配膳車(40人用×2台）の設置工事 2,900

45 Esporte NPO Esporte 多可郡 簡易昇降荷物リフトの設置 3,060

46 ビオラ NPO ビオラ 加古川市 パン製造能力向上事業（オーブン・ドｳコン等購入） 3,910

47 医療福祉センターきずな 社福 養徳会 加西市 特殊浴槽の購入 4,460

48 ALOHA　HOUSE NPO 縁 東灘区 スプリンクラー等消防設備整備事業 5,000

　施設の設備・備品等：実績【48団体】 66,630
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1 ひらめの家 社福 木の芽福祉会 灘区 利用者送迎・事業用「軽ワゴン車両」の購入 920

2 やまびこ NPO やまびこ 姫路市 利用者送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 1,000

3 Ｌｉｎｋ　ｕｐ 一社 SOLA 宝塚市 内職運搬用「軽バン」の買替え 1,010

4 いかり共同作業所 社福 いかり 兵庫区 就労事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,060

5 相談支援事業所つなぐ NPO ピアサポートひまわりの家 宍粟市 事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,160

6 きっと・もっと・みらい NPO フロンティア 赤穂市 利用児送迎用「軽ワゴン車両」の購入 1,160

7 あすなろ亭 社福 尼崎あすなろ福祉会 尼崎市 利用者送迎・事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,190

8 cafe iiyo 社福 すいせい 垂水区 就労事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,390

9 ホットホーム穏樹 一社 順悠会 西脇市 送迎用「福祉軽ワゴン車両」の購入 1,460

10 神戸実業学院 社福 基督教日本救霊隊神戸実業学院 北区 事業用「ワゴン車両」の購入 1,480

11 あしたばの家 NPO タンポポ福祉会 高砂市 内職運搬用「トラック」の買替え 1,490

12 みみずく耕房 一社 みみずく耕房 宍粟市 利用者送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 1,800

13 就労サポートぽりっしゅ NPO 手をつなぐ 伊丹市 利用者送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 1,910

14 ぽこぁぽこ 一社 さんでーかふぇ 東灘区 利用者送迎・事業用「ワゴン車両」の購入 1,950

15 天王谷学園 社福 天王谷学園 北区 高校生ホーム用「ワゴン車両」購入 2,040

16 みちしるべ神戸　ワークプロジェクトにし NPO みちしるべ神戸 加古郡 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,040

17 ふるさと館みちくさ NPO みちくさ 丹波市 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,040

18 ひまわりサロン網干 NPO 兵庫県若者らの自立を考える連絡会 姫路市 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,130

19 協和学園 社福 もみじ会 たつの市 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,200

20 聖和の杜 社福 椎の木会 淡路市 事業用「ワゴン車両」の購入 2,200

21 ワークプラザすぎの木 NPO しさわ 宍粟市 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,250

22 障害福祉サービス事業所　桜 一社 姫山 姫路市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,260

23 猪名川園 社福 ユウカリ福祉会 川辺郡 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,300

24 ワークハウス「くれよん」 社福 加古川くれよん福祉会 加古川市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,300

25 兵庫盲導犬協会 社福 兵庫盲導犬協会 西区 優良な盲導犬を育成するための訓練犬専用搬送車の購入 2,370

26 Growingつばめ 一社 つばめ会 西脇市 利用児送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,390

27 stella NPO Ｃｉｅｌｏ 小野市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,390

28 CILひめじ　りぷるす NPO 姫路自立生活支援センター 姫路市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,420

29 さわやかの部屋 NPO さわやかの部屋 たつの市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,440

30 aiaiひろば NPO アバンセ 尼崎市 利用者送迎用「ワゴン車両」の購入 2,440

31 児童デイサービスいっぽいっぽ NPO リハケア神戸 西区 利用児送迎用「ワゴン車両」の購入 2,480

32 しいの実作業所 NPO 燦々 豊岡市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,530

33 神戸真生塾子ども家庭支援センター 社福 神戸真生塾 中央区 事業用「ワゴン車両」の購入 2,670

34 あけび 認NPO あけび 姫路市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,680

35 ホットカンパニー NPO オフコース 三田市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,940

36 畦野作業所 NPO 幸真会 川西市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,080

37 あんさんぶる NPO あんさんぶる 伊丹市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,080

38 ほっとスペースあまーち 社福 あまーち 尼崎市 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,350

39 ホーリーツリー西部 社福 しんじゅ 須磨区 利用者送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 3,480

車両費：実績【39団体】 81,480
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1 眼の会 任意団体 眼の会 西区 ＣＤ・デイジー版コピー機の購入 60

2 あかし要約筆記サークル 任意団体 あかし要約筆記サークル 明石市 要約筆記活動のための備品（書画カメラ、パソコン等） 340

3 兵庫県朗読ボランティア連絡会 任意団体 兵庫県朗読ボランティア連絡会 中央区 デイジー図書作成機材（録音室用設置備品）購入 520

4 NPO法人成年後見・こうべきずな NPO 成年後見・こうべきずな 北区 事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,640

地域貢献の社会福祉助成：実績【4団体】 2,560

助成金額

（千円）

87,300

66,630

81,480

2,560

0

237,970

車両費：実績【39団体】

地域貢献の社会福祉助成：実績【4団体】

難病・小児患者サポート：実績【0団体】

助成対象団体 【112団体】

第18回「2021年度（前期）」助成対象団体 

　施設の建設・改築費等：実績【21団体】

　施設の設備・備品等：実績【48団体】


