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№ 団体名 助在地 申込案件名 助成額

1 ＣＦＳ(慢性疲労症候群)支援ネットワーク
青森県
青森市

小冊子ＭＥ／ＣＦＳの生活の手引き作成 1,000,000

2 特定非営利活動法人 みやこ自立サポートセンター
岩手県
宮古市

土石流被災施設復旧事業 500,000

3 特定非営利活動法人 カトレア会
岩手県
住田町

利用者送迎車購入資金 1,000,000

4 社会福祉法人 つどいの家
宮城県
仙台市

利用者送迎及び日中活動用福祉車両の購入 1,000,000

5 特定非営利活動法人 水梨かふぇ
宮城県

気仙沼市
利用者送迎用の新しい車両購入 1,000,000

6 きこいろ（片耳難聴のコミュニティ）
宮城県

気仙沼市
困るを可視化「片耳難聴」マーク作成 90,000

7 一般社団法人 こねくと
宮城県
名取市

いちご観光農園におけるいちご栽培の向上 900,000

8 特定非営利活動法人 ふよう土２１００
福島県
郡山市

利用者送迎及び余暇活動支援用車両購入費 1,000,000

9 特定非営利活動法人 福祉ファーム里山
埼玉県
蓮田市

生産野菜の保冷庫の設置 1,000,000

10 社会福祉法人 年輪
東京都
青梅市

作業室床張替え 460,000

11 社会福祉法人 宝安寺社会事業部
神奈川県
小田原市

利用者工賃向上に伴う設備投資 510,000

12 特定非営利活動法人 あんとふる
石川県
小松市

利用者さんの外出支援に使う車両購入 1,000,000

13 特定非営利活動法人 ドリーム
愛知県

名古屋市
脳卒中障害者が働く小規模作業所の改修工事 460,000

14 特定非営利活動法人 響愛学園
愛知県
一宮市

マーシーワルツ　新規備品導入 730,000

15 特定非営利活動法人 社会的就労支援センター京都フラワー
京都府
京都市

相談事業所 フラワーの訪問用車両購入事業 800,000

16 特定非営利活動法人 ＤＤＡＣ
大阪府
大阪市

NPO法人DDAC10周年記念イベントの開催 200,000

17 特定非営利活動法人 キャンピズ
大阪府
大阪市

就労支援作業備品の購入 330,000

18 特定非営利活動法人 陽だまり
兵庫県

丹波篠山市
菓子製造用ラベルプリンター購入 450,000

19 特定非営利活動法人 ひょうごセルフヘルプ支援センター
兵庫県
神戸市

SHGディレクトリー整備事業 110,000

20 特定非営利活動法人 ガジュマルの船
兵庫県
神戸市

居場所兼障害者特定相談支援事業所開設 400,000
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21 特定非営利活動法人 ヘルパーＧＯＧＯ
兵庫県
神戸市

AED購入 360,000

22 社会福祉法人 芳友
兵庫県
神戸市

尿便器洗浄機更新 1,000,000

23 特定非営利活動法人 Ｂｉｒｔｈ神戸
兵庫県
神戸市

魂の宴♪届け心のメロディー 110,000

24 社会福祉法人 兵庫盲導犬協会
兵庫県
神戸市

盲導犬候補犬育成環境整備のための備品購入 490,000

25 特定非営利活動法人 ラーフ・ウッド福祉会
兵庫県
姫路市

就労事業の農業に使用「軽トラック」購入 1,000,000

26 特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会
兵庫県
姫路市

紙折機及び紙揃機の購入 840,000

27 特定非営利活動法人 創作工房ゆう
兵庫県
姫路市

グループホーム新規開設に伴うエアコン設置 600,000

28 特定非営利活動法人 江井ヶ島作業所
兵庫県
明石市

作業椅子 240,000

29 社会福祉法人 明桜会
兵庫県
明石市

送迎や活動、非常時のための車両購入 1,000,000

30 一般社団法人 カレッジ
兵庫県
明石市

障がい者就労支援のための作業室整備事業 1,000,000

31 特定非営利活動法人 淡路障害者連絡会
兵庫県
洲本市

パソコンリニューアル 860,000

32 特定非営利活動法人 兵庫大阪ヒューマンホープ
兵庫県
伊丹市

卸販売管理ソフト導入障害者給与増と希望増 810,000

33 特定非営利活動法人 セルフサポートいずし
兵庫県
豊岡市

作業用車両の購入 1,000,000

34 西脇・要約筆記ちょうちょ
兵庫県
西脇市

音声認識アプリを活用した情報保障機器購入 230,000

35 テープライブラリー宝塚
兵庫県
宝塚市

視力障害者へ音訳を提供する為の環境作り 160,000

36 「人権書道きらきら」
兵庫県
三木市

障がい者（児）の書道作品集出版 270,000

37 三田市身体障害者福祉協議会　視覚障害者部会
兵庫県
三田市

オーカムマイアイ２購入助成のお願い 390,000

38 特定非営利活動法人 言語障害者の社会参加を支援する会しゃべろーよ
兵庫県
三田市

作業室拡張による作業・支援力アップ 1,000,000

39 株式会社 ＴｕｎａｇＤｅｓｉｇｎ
兵庫県

丹波篠山市
企業と就労希望者をつなぐ新事業立ち上げ 230,000

40 社会福祉法人 さつき福祉会
兵庫県
養父市

備蓄食保管倉庫および備品倉庫設置事業 240,000
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41 八鹿ＲＶＣひよっこ
兵庫県
養父市

録音機器、ＣＤ作製機材など購入 130,000

42 社会福祉法人 朝来市社会福祉協議会
兵庫県
朝来市

障がい者（児）複合型多機能施設備品整備 780,000

43 社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会　
兵庫県
宍粟市

福祉学習の高齢者疑似体験教材購入のため 440,000

44 一般社団法人 みみずく耕房
兵庫県
宍粟市

作業室改修工事 370,000

45 特定非営利活動法人 しさわ
兵庫県
宍粟市

餅製造事業にかかるボイラー交換事業 460,000

46 関西知的障がい者サッカー連盟
兵庫県
播磨町

関西知的障がいサッカー教室 290,000

47 特定非営利活動法人 和歌山自立支援センター
和歌山県
和歌山市

暑い！！作業環境を改善する 420,000

48 アートによる共生のまちづくり協議会
鳥取県
鳥取市

アートによる共生のまちづくりイベント 940,000

49 社会福祉法人 倉敷夢工房
岡山県
倉敷市

ドッグランの新設 420,000

50 特定非営利活動法人 工房かたつむり
岡山県
倉敷市

家屋の外壁塗装 840,000

51 特定非営利活動法人 おしあげ
岡山県
倉敷市

調理室流し台取替工事 450,000

52 社会福祉法人 リンク
岡山県
倉敷市

ヒトノワ居宅介護支援用車両更新申請 920,000

53 特定非営利活動法人 くらげ
岡山県
倉敷市

2020年度地域福祉振興助成 1,000,000

54 社会福祉法人 めやす箱
岡山県
倉敷市

お風呂場を改修して相談室にしたい 760,000

55 特定非営利活動法人 ひなたぼっこの会
岡山県
倉敷市

「ひなたの台所」フライヤー買い替え事業 850,000

56 特定非営利活動法人 のぞみ
岡山県
総社市

相談支援事業活動の車両整備 870,000

57 特例認定特定非営利活動法人 とりで
山口県
岩国市

放デイにおける支援充実のための設備工事 1,000,000

58 特定非営利活動法人 すまいる
宮崎県
延岡市

作業用軽トラック導入事業 970,000


