
№ 団体名 種別 運営母体 地区 助成案件名
助成金額

（千円）

1 COOKIESすまいる NPO 同左 加古川市 作業室増築及びアンテナショップ設置工事 5,360

2 神戸聖生園 社福 神戸聖隷福祉事業団 須磨区 路面舗装とスロープの設置 670

3 オフィスカレッジ 一社 カレッジ 明石市 訓練スペースの改修・整備 3,880

4 そよかぜはうす NPO そよかぜねっと 三木市 建物外壁、屋根の塗装等 2,640

5 ラポール太陽 社福 あおぞら太陽福祉会 宍粟市 アルミ缶圧縮作業所の移転設置 570

6 ほうむすまいる NPO 暮らし支援センターかしのき 姫路市 ユニットバス取替工事 1,270

7 みのり太子 社福 みのり 揖保郡 ２階事務室兼面談室の設置改修 2,300

8 つつじ会作業所 NPO つつじ会 加東市 トイレ改装工事（洋式化） 690

9 おのころの家 社福 ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 洲本市 調理室改修工事 3,270

10 Ｌｉｎｋ　ｕｐ 一社 SOLA 宝塚市 作業スペース間に仕切りのドア設置 240

11 とよおか作業所　郷・とーぷ 社福 とよおか福祉会 豊岡市 第２郷・とーぷ改修工事 8,000

12 麦わら帽子 NPO ファミリーファーム 垂水区 漬物工房改修工事 570

13 福祉作業所ハーモニー NPO ハーモニー福祉会 姫路市 施設外構部とトイレの改修工事 2,690

14 こどもサポートセンターふくろう NPO 福祉ネット寿 灘区 相談支援事業所改修 1,480

15 こぐまくらぶ舞子坂Ⅱ（仮称） NPO こぐまくらぶ 垂水区 新B型事業所の改築工事 8,000

16 ヘルパーGOGO NPO 同左 須磨区 事務所移転に伴う改修工事 8,000

17 こもれびの家 NPO やちよ 多可郡 ＧＨ改修工事（お風呂等） 1,940

18 愛神愛隣舎 社福 同左 灘区 児童居室及び食堂床改修 5,830

19 やすら樹 NPO でかけ隊 豊岡市 やすら樹の従たる施設改修事業 3,000

20 きたベジふぁーむ NPO きたベジファーム 北区 事業所改装工事 7,610

21 グループホーム　やすらぎ NPO 中央むつみ会 中央区 GH水廻り改修工事 2,240

22 ファミリーホーム松野 一社 color 淡路市 FH水廻り改修工事 720

23 ゆうわ・あいき NPO 合氣道播磨裕和会 神崎郡 屋根修繕工事 5,410

24 カフェテラス　ビオラ NPO ビオラ 加古川市 プレハブ作業所増築 7,390

25 ライトハウス　キッズアカデミー NPO 神戸ライトハウス 中央区 放課後デイ開設に伴う改修 7,010

26 シーズゆう 社福 いたみ杉の子 伊丹市 事業所の整備（トイレ改修等） 6,850

27 さち NPO ささゆり会 加古川市 活動広場の整備と看板撤去 1,000

28 つばめ会 一社 同左 加東市 就Ｂ型「かのん」(仮称)の開設(改築)費用 4,840

　施設の建設・改築費等：実績【28団体】 103,470

№ 団体名 種別 運営母体 地区 助成案件名
助成金額

（千円）

1 障がい者支援事業所 菜の花 NPO 香里菜福祉会 姫路市 テラス屋根新設等 600

2 絆の部屋 NPO 同左 姫路市 介護ベットの購入 240

3 やまびこ NPO 同左 姫路市 作業所内のエアコン 490

4 すみれ 社福 はなさきむら 宍粟市 レトルト殺菌機 2,020
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5 長田こどもホーム 社福 明星寮 長田区 防犯カメラ増設 420

6 みんなの居場所ニーム 一社 同左 明石市 キッチンカウンター・冷蔵庫等 450

7 ネットワーク神戸 NPO WA 兵庫区 紙すき用バキュームローラー 1,000

8 淡路島ファミリーサポートセンターまあるく NPO 同左 淡路市 フロア畳、webカメラ付きパソコン等 560

9 大津ひかり作業所 NPO ありがとう播磨 姫路市 フォークリフト 1,670

10 ライラック 社福 芦屋メンタルサポートセンター 芦屋市 火災報知設備 1,280

11 私の食卓 ぐりん・どあ NPO 蓼の会　ぐりん・どあ 灘区 飲食店の家具（バジルチェア） 250

12 二郎苑 社福 緑水会 北区 みまもりカメラ等 1,840

13 工房 四つ葉 NPO 恵　　 明石市 作業所の家具(テーブル等） 990

14 ナーシングピア加西 社福 円融会 加西市 ナースコール設備 2,400

15 ひのもと青年寮 社福 養徳会 多可郡 コンビオーブン 1,080

16 救護施設 南光園 社福 南光社会福祉事業協会 佐用郡 浴室用ガス給湯器設置 3,640

17 メイプル 社福 もみじ会 たつの市 厨房機器(ドゥコン・ホイロ等） 2,500

18 ウェフェアホームアミ 社福 アミひめじ 姫路市 門扉設置・避難通路の修理 610

19 生活介護みんなのひろば 社福 みんなのいえ 姫路市 洗濯機・乾燥機 330

20 ワークホーム緑友 社福 新緑福祉会 北区 テーブル型温蔵庫、軟水器 700

21 くららべーかりー NPO ネットワークながた 長田区 製パン機器（パイローラー）の購入および入替 940

22 ゆめさき舎 NPO 夢のたね 姫路市 玄関ヒサシ　テラス屋根設置工事 520

23 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 汚物処理機の更新 800

24 上野丘更生寮 社福 上野丘さつき会 北区 電気柵器の購入（イノシシ撃退用） 1,670

25 三木光司園 社福 まほろば 三木市 露地潅水システム取付 3,980

26 みにょんち NPO あすてる 三木市 エアコン3台 610

27 新生会作業所 社福 新生会 西宮市 印刷用製版機 2,410

28 余部くすの木工房 NPO 同左 姫路市 米保蔵庫、フライヤ― 390

29 アメニティホーム光都学園 社福 あいむ たつの市 スチームコンベクションオーブン等 1,360

30 兵庫盲導犬協会 社福 同左 西区 犬用備品（ドライヤー等） 360

31 播磨同仁学院 社福 同左 加古川市 食器洗浄機 720

32 多機能事業所たんぽぽ 社福 同左 東灘区 農園機械化：草刈り機購入 410

33 神戸ダルクヴィレッジ 一社 同左 中央区 新設グループホーム開設にあたる備品購入 820

34 ネクスト八千代工場 NPO ネクスト 多可郡 ジャンボカーゴ30個 1,960

35 ほっとステーションぽてと NPO ひやしんす 北区 新規パン製造機器(ドウコンディショナー等)の購入 1,840

36 ジンジャークラブほっと NPO ジンジャークラブ 東灘区 トイレ設備 230

37 こころniji 一社 こころ 加古川市 車イス介護浴槽 2,880

38 きゃのーら NPO 菜の花企画 姫路市 パソコン4台の購入 570

39 博由園 社福 博由社 明石市 特殊浴槽の更新 5,000

40 萌友-for you NPO 同左 須磨区 エアコン3台取替工事 650

41 神戸医療福祉センターひだまり 社福 芳友 中央区 特殊浴槽の新規購入 4,570

42 さくらっこ園 NPO 輪っ子 西宮市 感覚統合遊具の設置 320

43 くるみ NPO 同左 姫路市 パソコン2台の購入 290
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44 善照学園 社福 同左 西宮市 食堂及び厨房空調設備入替 1,800

45 地域生活支援センター　ポルタ 社福 尼崎あすなろ福祉会 尼崎市 空調機器（エアコン） 590

46 アリス・エリザベス・ホーム 社福 白百合学園 北区 介護浴槽設置工事 5,000

47 オリーブ NPO 人優福祉会 西区 GHで使用する家具・家電(ベットなど）の購入 1,000

　施設の設備・備品等：実績【47団体】 64,760

№ 団体名 種別 運営母体 地区 助成案件名
助成金額

（千円）

1 ぽっかぽかランナーズ 認NPO 同左 宝塚市 事業用「軽ワゴン車両」の購入 1,770

2 ゆうあい園 社福 播磨町社会福祉協議会　 加古郡 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,960

3 ささやま通園センター 社福 わかたけ福祉会 篠山市 送迎用「福祉ワゴン車両」の買替え 2,860

4 charm NPO Comfort　you 美方郡 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,380

5 ワークコミュニティみーつけた NPO いぬいふくし村 篠山市 事業用「ワゴン車両」の買替え 1,520

6 サポートきぼう NPO 希望 豊岡市 送迎用「福祉軽ワゴン車両」の購入 1,510

7 夙川さくら作業所 NPO 櫻花会 西宮市 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,060

8 多機能型事業所こばと園 社福 こばと会 加古郡 送迎用「福祉軽ワゴン車両」の買替え 1,410

9 播磨園 社福 くすのき会 佐用郡 車椅子対応「福祉ワゴン車両」の増車 1,700

10 ジャスミン NPO 同左 東灘区 送迎用「福祉軽ワゴン車両」の買替え 1,320

11 みみずく耕房 一社 同左 宍粟市 農作業用「軽トラ車両」の購入 1,000

12 ゆとり作業所 NPO 同左 垂水区 送迎用「福祉ワゴン車両」の買替え 2,670

13 あしたばの家 NPO タンポポ福祉会 高砂市 送迎用「ワゴン車両」の買替え 2,050

14 ドリームボール NPO スポーツアカデミーShine 西脇市 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 1,830

15 飛行船 NPO 同左 灘区 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,960

16 にじの空 NPO きぼうの空 明石市 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,160

17 長田むつみ会 社福 ながたひろば 長田区 事業用「軽ワゴン車両」の買替え 1,010

18 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 送迎用及び資材運搬用「ワゴン車両」の導入 1,870

19 江井ヶ島作業所 NPO 同左 明石市 事業用「ワゴン車両」の買替え 2,660

20 にこっと NPO すまいる 西脇市 送迎用「軽ワゴン車両」の買替え 1,240

21 ライフデイケア NPO ウィズアス 長田区 送迎用「福祉ワゴン車両」の買替え 3,070

22 豊芽工房 NPO とんとん 西宮市 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,390

23 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 送迎用「ワゴン車両」の買替え 2,040

24 地域活動支援センターなかよし工房 NPO 白ゆり会 西脇市 送迎用「ワゴン車両」の購入 2,500

25 S-CUBE 一社 同左 多可郡 事業用（送迎にも使用）車両の購入 1,120

26 カノン 社福 一羊会 西宮市 送迎用「ワゴン車両」の買替え 2,040

27 にじ作業所 NPO 福祉苑リーベの会 明石市 事業用「ワゴン車両」の買替え 2,180

28 相談支援事業所　ココイロ NPO ゆめみらい西脇 西脇市 事業用「軽ワゴン車両」の買替え 1,070

29 みらい　おもいけ園 社福 みらい 長田区 配達用「ワゴン車両」の新規購入 2,120

30 にじいろサロン NPO Conomi 西宮市 送迎用「福祉ワゴン車両」の購入 2,570

車両費：実績【30団体】 60,040
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1 宝塚市手をつなぐ育成会 一社 同左 宝塚市 業務用エアコンの購入 440

2 NEXT VISION 公社 同左 中央区 ナビゲーション・タグ（音声案内二次元コード）設置事業 2,000

地域貢献の社会福祉助成：実績【2団体】 2,440

№ 団体名 種別 運営母体 地区 助成案件名
助成金額

（千円）

1 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団 公益 同左 須磨区 難病疾患についての解説、情報発信Webサイトの制作 770

難病・小児患者サポート：実績【1団体】 770

助成金額

（千円）

103,470

64,760

60,040

2,440

770

231,480

車両費：実績【30団体】

地域貢献の社会福祉助成：実績【2団体】

難病・小児患者サポート：実績【1団体】

助成対象団体 【108団体】

第19回「2021年度（後期）」助成対象団体 

　施設の建設・改築費等：実績【28団体】

　施設の設備・備品等：実績【47団体】


