
件 団体名 助成案件名 助成額(円) 住所

1 特非）ＮＯＷＢＥＬＢＥ 送迎用車両の購入 620,000
岩手県陸前高
田市

2 特非）風花 就労継続支援B型事業所開設に向けた改修工事 1,000,000
岩手県九戸郡
野田村

3 特非）ワンダーアート アート工房の事業所新規開設に向けた備品購入 480,000
宮城県仙台市
若林区

4 特非）セミナ～レ 土地の整備およびビニールハウスの設置工事 800,000
宮城県気仙沼
市

5 特非）ハンス・バーガー協会 畑作業で使用するビニールハウスの設置工事 750,000 宮城県岩沼市

6 特非）ポラリス 福島県沖地震で被災した施設の屋根の改修工事 1,000,000
宮城県亘理郡
山元町

7 特非）そら 雪害対策のための除雪機の購入 830,000 山形県米沢市

8 特非）ゆにぷろ ＡＥＤの購入 220,000
山形県東置賜
郡高畠町

9 特非） CHANT ４階トイレの改修工事 1,000,000
福島県会津若
松市

10 社福）郡山コスモス会 調理場・調理機器の整備 700,000 福島県郡山市

11 特非）クローバー福祉会 焼きいも作りのためのスチームコンベクションオーブンの購入 1,000,000 福島県郡山市

12 特非）シュシュ 階段フロア安全柵の設置工事 600,000 栃木県佐野市

13 18トリソミーの会 １８トリソミー用母子手帳の作成 380,000
東京都八王子
市

14 特非）はだのあすなろ会 送迎用車両の購入 1,000,000
神奈川県秦野
市

15 特非）あかりプロジェクト 新規事業所「からこ舎（仮）」の開設 1,000,000 石川県金沢市

16 特非）くまっこクラブふくい 事業所の室内照明機器のＬＥＤ化工事 200,000 福井県福井市

17 一社）ふれんず 送迎用車両の購入 1,000,000 福井県坂井市

18 特非）はぁもにぃ永平寺 駐車場の舗装工事 920,000
福井県吉田郡
永平寺町

19 特非）わ・く・ら 送迎用車両の購入 1,000,000 静岡県沼津市

20 音訳グループ「鈴の音」 音訳活動のためのパソコンの購入 190,000 三重県鈴鹿市

21 一社）異才ネットワーク フリースクール生の学習用パソコンの購入 320,000 滋賀県大津市

22 社福）京都聴覚言語障害者福祉協会 福祉避難所に設置する聴覚障がい者に特化した防災用品の購入 850,000
京都府京都市
中京区

23 特非）ワンハート 下請け作業の資材運搬と納品業務用車両の購入 1,000,000
京都府京都市
下京区

24 認定特非）京都ＤＡＲＣ 課外活動プログラムの開催 220,000
京都府京都市
伏見区

25 特非）さをりひろば さをり織り作品販売のためのホームページの制作 490,000
大阪府大阪市
都島区

26 特非）地域生活サポートネットほうぷ 地域交流の場づくりのためのオーニングテントの設置工事 1,000,000
大阪府大阪市
旭区

27 MECP2重複症候群患者家族会 患者家族会設立5周年記念グッズの作成 50,000 大阪府吹田市

28 特非）セヤナ ダウン症児の親の交流会のためのパソコン関連機器の購入 260,000
大阪府寝屋川
市
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29 ロンド健康運動プロジェクト 知的障がい者を対象とした健康運動教室の運動用備品の購入 160,000
大阪府東大阪
市

30 特非）縁 送迎用リフト付車両の購入 1,000,000
兵庫県神戸市
東灘区

31 一社）さんでーかふぇ 作業室・給湯室・休憩室の改修工事 780,000
兵庫県神戸市
東灘区

32 一財）カナウ マイクロキャンパス製造のための作業器具の購入 260,000
兵庫県神戸市
灘区

33 社福）みらい コーヒー焙煎機の購入 990,000
兵庫県神戸市
長田区

34 社福）シャローム福祉会 新設グループホームの家具購入 580,000
兵庫県神戸市
長田区

35 特非）ヘルパーGOGO トイレ用安全バーの設置工事 210,000
兵庫県神戸市
須磨区

36 特非）きたベジファーム 農作業用軽貨物車両の購入 980,000
兵庫県神戸市
北区

37 特非）ガジュマルの船 ファシリテーター研修の開催 190,000
兵庫県神戸市
中央区

38 株）いっぽ トイレ・手洗い場の増設工事 590,000
兵庫県神戸市
中央区

39 社福）兵庫盲導犬協会 新中山記念会館新オフィスに必要な事務用備品の購入 960,000
兵庫県神戸市
西区

40 特非）NPO法人いろは 送迎用車両の購入 650,000 兵庫県姫路市

41 特非）兵庫県若者らの自立を考える連絡会 農作物用プレハブ冷蔵庫の購入 800,000 兵庫県姫路市

42 点訳グループ　ふれあい 点字両面同時プリンターの購入 990,000 兵庫県姫路市

43 特非）みんなのいえ グループホームの冷蔵庫の購入 190,000 兵庫県姫路市

44 特非）合氣道播磨裕和会 事業所開設のためのトイレの改修工事 530,000 兵庫県姫路市

45 特非）ハレルヤ福祉会 障害福祉サービス事業所の外構工事 1,000,000 兵庫県姫路市

46 特非）姫路自立生活支援センター 障がいのある方の活動啓発のためのパソコン関連機器の購入 520,000 兵庫県姫路市

47 特非）尼崎市身体障害者連盟福祉協会 施設内作業所の床の改修工事 680,000 兵庫県尼崎市

48 すもと高齢社会をよくする会 ボランティア活動のための複合機の購入 520,000 兵庫県洲本市

49 社福）芦屋メンタルサポートセンター 就労支援事業所の作業室増設工事 1,000,000 兵庫県芦屋市

50 きらくに歌おう会 歌謡教室の開催 60,000 兵庫県芦屋市

51 特非）元気アップみのり シフォンケーキ用の大型冷凍庫・冷蔵庫の購入 700,000 兵庫県相生市

52 特非）コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク ひきこもり等就労支援事業所の開設工事 1,000,000 兵庫県豊岡市

53 特非）あすてる 施設の屋根・壁の改修工事 580,000 兵庫県三木市

54 特非）オフコース クッキー製造のための機材の購入 290,000 兵庫県三田市

55 特非）かたくり 防犯カメラの購入 480,000 兵庫県丹波市

56
注文をまちがえる喫茶店in丹波　企画実行委
員会

認知症カフェ開催のための備品の購入 360,000 兵庫県丹波市

57 特非）cambio 送迎用車両の購入 1,000,000
兵庫県多可郡
多可町

2/3



件 団体名 助成案件名 助成額(円) 住所

58 一社） S-CUBE お菓子作りのための業務用オーブン・設置台の購入 540,000
兵庫県多可郡
多可町

59 要約筆記ボランティアサークル　〇ヨかんざき 聴覚障がい者の情報保障のためのプロジェクターの購入 170,000
兵庫県神崎郡
市川町

60 一社）ウインワークス 送迎用車両の購入 1,000,000
和歌山県和歌
山市

61 特非）ラ・ルーチェ絆縁 送迎・運搬用車両の購入 1,000,000 鳥取県鳥取市

62 一社）ジャングルランド 小ネギ処理機器の購入 1,000,000 岡山県倉敷市

63 社福）慈風会 空調設備の更新工事 1,000,000 岡山県津山市

64 社福）同仁会 送迎用車両の購入 1,000,000 岡山県玉野市

65 社福）笠岡市社会福祉事業会 食堂手洗場の改修工事 860,000 岡山県笠岡市

66 特非）のぞみ キッズステーションのぞみ事業所移転に伴う事務機器の購入 470,000 岡山県総社市

67 特非）わかたけ 送迎・商品運搬用車両の購入 1,000,000 岡山県赤磐市

68 社福）勝明福祉会 商品配達用車輛の購入 1,000,000
岡山県勝田郡
勝央町

69 社福）吉備の里 印刷事業拡大に向けた専用プリンターの購入 540,000
岡山県加賀郡
吉備中央町

70 社福）「ゼノ」少年牧場 食品の冷凍加工機器の購入 1,000,000 広島県福山市

71 特非）いのちのさと 就労事業として農福連携用車両の購入 980,000 徳島県徳島市

72 特非）手と手と手 送迎用車両の購入 1,000,000 香川県高松市

73 一社）ＳＥＥＫ 防犯カメラの購入 140,000 香川県高松市

74 一社）めりぃ 利用者送迎・就労支援事業商品納品用車両の購入 1,000,000
香川県綾歌郡
宇多津町

75 特非）nest お弁当製造のための厨房設備の改修工事 1,000,000
福岡県北九州
市小倉北区

76 特非）五島あすなろ会 五島うどん製麺用小型コネ機の購入 810,000 長崎県五島市

77 特非） 宇佐市障がい者共同受注協議会 弁当製造における厨房設備の改修工事 990,000 大分県宇佐市

78 オフィスHT合同会社 送迎用車両の購入 1,000,000
鹿児島県日置
市

54,430,000
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