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№
都道府
県名

団体名 案件 助成額

1 北海道 NPO法人 陽向ぼっこ 地域食堂づくり事業 200

2 北海道 社会福祉法人 豊寿会 黒にんにく製造機械の購入 200

3 北海道
NPO法人 和・ハーモニー音楽療法研究
会

音楽療法の実践と普及活動に係る楽器の購
入

60

4 北海道 社会福祉法人 ホープ 食品事業備品の購入 140

5 宮城県 社会福祉法人 ありのまま舎 ロボットスーツの購入 198

6 秋田県 NPO法人 湯雄福祉会 食品乾燥機等の購入 130

7 茨城県 NPO法人 つくばアグリチャレンジ お米の乾燥小屋建築 200

8 群馬県 社会福祉法人 ゆずりは会 長ネギ用機械の購入 200

9 群馬県 社会福祉法人 日輪 トラクターの購入 150

10 東京都 NPO法人 オリーブ芸術療法研究所 芸術展及びワークショップの開催 55

11 東京都 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家 農園作業運搬用軽ダンプの購入 114

12 東京都
社会福祉法人 聴力障害者情報文化セン
ター

聴覚障がい者向け映像制作システムの更新 200

13 東京都 社会福祉法人 豊芯会 厨房設備機器の購入 180

14 東京都 一般社団法人 地域後見推進センター 成年後見制度に関する調査研究 200

15 東京都
社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業
協会

手話通訳・要約筆記者派遣コーディネートアプ
リの開発

200

16 東京都 NPO法人 どんぐりパン 製パン用ドゥコンディショナーの購入 165

17 東京都 公益社団法人 青少年健康センター 訪問相談のための電動付自転車の購入 61

18 東京都 NPO法人 女性ネットＳａｙａ－Ｓａｙａ 送迎用車両の購入 198

19 東京都
NPO法人 日本こどもの安全教育総合研
究所

障がい児者支援施設の交通安全対策・対応事
例集の作成

200

20 東京都 社会福祉法人 もえぎの会 厨房機器の購入 200

21 神奈川県 NPO法人 市民の会寿アルク 作業用運搬及び送迎用ワゴン車の購入 200

22 新潟県 NPO法人 三和区振興会 福祉車両の購入 180

23 富山県 NPO法人 ぴーなっつ 福祉有償運送・送迎用車両の購入 200

24 石川県
公益財団法人 石川県母子寡婦福祉連合
会

送迎・運搬用ワゴン車の購入 200

25 福井県 NPO法人 こころ 農業用ハウスの購入 200

26 山梨県 NPO法人 フードバンク山梨 備品の整備 200

27 長野県 社会福祉法人 くりのみ園 玉葱移植機の購入 130

28 岐阜県 社会福祉法人 ぶなの木福祉会 急速冷凍庫の購入 138
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29 静岡県 公益社団法人 静岡県視覚障害者協会 点字プリンターの購入 194

30 愛知県 NPO法人 どんぐりの会 製パン用備品の購入 200

31 愛知県 NPO法人 ひだまりの丘 保育者のためのQ&A集の製作 155

32 愛知県 NPO法人 福祉住環境地域センター ビニールハウス改修工事 200

33 三重県
一般社団法人 三重県障がい者就農促進
協議会

特別支援学校における就労促進事業 200

34 滋賀県 社会福祉法人 わたむきの里福祉会 レーザー加工機の購入 200

35 京都府 NPO法人 ENDEAVOR JAPAN 作業場内結束機の整備 58

36 京都府 NPO法人 京都西陣会 工業用ミシンの購入 70

37 京都府 社会福祉法人 白百合会 新分野子ども向け事業充実用備品の整備 41

38 大阪府 公益財団法人 山本能楽堂 障がい者が安心して利用できる能楽堂の整備 200

39 大阪府 NPO法人 街かど福祉 生椎茸加工用機械の購入 200

40 大阪府 社会福祉法人 ライフサポート協会 施設改修工事 200

41 兵庫県
一般社団法人 デモクラティックスクール
まっくろくろすけ

音楽機材の購入 45

42 奈良県
子育て支援サークル 野の花ほっとスペー
ス

親支援プログラムの講座開催 188

43 奈良県 NPO法人 どうで 農産物貯蔵用冷蔵庫の購入 162

44 和歌山県 社会福祉法人 白浜コスモス福祉会 水耕栽培設備及び空調設備の購入 117

45 島根県 社会福祉法人 仁寿会 パン製造用機器の購入 200

46 岡山県 社会福祉法人 総社市社会福祉協議会 地域福祉活動用車の購入 178

47 広島県 NPO法人 健康サロン 出前講座用中古車の購入 160

48 広島県 社会福祉法人 あづみの森 作業用車両の購入 200

49 広島県 社会福祉法人 にこにこ福祉会 スチームコンベンションオーブンの購入 200

50 山口県 NPO法人 エルマーの会 焼菓子工房創設に伴う機材整備事業 105

51 山口県 NPO法人 みらいプラネット
難病患者理解促進のための次世代教育研修
事業

50

52 徳島県 NPO法人 Approach For Life Saver
要介護状態にならないための生活習慣を見直
す講座

100

53 徳島県 徳島県精神保健福祉士協会 アパート体験利用事業用アパート賃借料 38

54 香川県 社会福祉法人 多度津さくら会 農園事業に必要な器具什器の購入 120

55 高知県 社会福祉法人 高知市社会福祉協議会 送迎用リフト車の購入 200

56 福岡県 点訳グループむつみ会 点字プリンターの購入 100

57 福岡県 社会福祉法人 ハイジ福祉会 農作業用軽自動車の購入 125
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58 福岡県 社会福祉法人 共生の里 食堂及び事務所空調機器取り替え工事 140

59 長崎県 社会福祉法人 あゆみ会 製茶作業に使用する生葉コンテナの購入 200

60 熊本県 社会福祉法人 小国町社会福祉協議会 農作業用ロングデッキトラックの購入 200

61 熊本県 NPO法人 こころみ会 稲作用田植え機の購入 155

62 大分県 社会福祉法人 ぴぃたぁパンの家 販売及び送迎車両の購入 200

63 大分県
NPO法人 宇佐市障がい者共同受注協議
会

冷凍餃子の販路拡大に伴う備品の購入 200

合計63件 1億円
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