
                                                     平成１９年度・申請（決定）一覧表平成２０年度・申請（決定）一覧表

 社会福祉法人　木下財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：万円）

ＮＯ 　種　別 　　　施　設　名 　　　　　団　体　名 　所　在　地 　　　　　　助成金の用途 　決定額
1 精神障害者 ワークランド・フレンンド・ NPO  ＳＵ総合企画 世田谷区 作業場内装工事 30

作業所 パーク 上北沢
2 　　〃 夢来 NPO　多摩草むらの会　 八王子市 複合機の購入 18

別所
3 　　〃 パオ パオ　運営委員会 八王子市 パソコンの購入 11

田町
4 　　〃 くるめ・一歩の会 NPO　くるめ・一歩の会　 東久留米市 製粉機の購入 5

滝山
5 　　〃 地域作業所　 精神保健福祉を考える会 神奈川県 冷蔵庫の購入 7

すぺーすあい るーつ・あい 相模原市
6 　　〃 ひな ひな　運営委員会 埼玉県 大型冷蔵庫の購入 9

さいたま市
7 　　〃 虹の作業所　第３ NPO はたおと 群馬県 回転式手織機（２台）の購入 29

みどり市
8 　　〃 就労支援センター　ＭＥＷ NPO ミュー 武蔵野市 キッチンスペース改修工事 15

西久保
9 　　〃 さざなみの家 NPO 蔵の街 栃木県 エアコン設置と液晶テレビ（42ｖ）・ 26

支援 ウエイブ 栃木市 ＤＶＤプレーヤーの購入
10 　　〃 フリッカ・ビー・ウーマン NPO ダルク女性ハウス 北区 押入れ改築工事 23

薬物 田端
11 障害者 かまどっちゃ NPO ここかまど 八王子市 業務用冷凍庫の購入 30

作業所 散田町
12 　　〃 いそご青い鳥 いそご青い鳥 神奈川県 ドラム洗濯乾燥機の購入 14

運営委員会 横浜市

13 　　〃 地域作業所　 アスタ　運営委員会 神奈川県 休憩室設置工事 30

アスタ荏田 横浜市 （パーテーション設置）
14 　　〃 地域作業所 わくわくわーく 神奈川県 工業用ミシンの購入 10

わくわくわーく 運営委員会 横浜市
15 　　〃 地域作業所 つぼみの家 神奈川県 作業室壁改修工事 7

つぼみの家 運営委員会 横浜市
16 　　〃 コスモス工房 ＮＰＯ　活動ホーム 神奈川県 業務用エアコンの設置 30

しもだ 横浜市
17 　　〃 日だまり工房 NPO 　サイレント　サポート 神奈川県 コピー機とプロジェクターの購入 30

川崎市
18 　　〃 障害者生活ネットワーク 虹の会 埼玉県 販促用ハッピの購入 29

うらわ さいたま市
19 　　〃 生活工房　こだま NPO  自閉症サポートセンター 千葉県 ノートパソコンの購入 12

柏市
20 　　〃 アダプティブ　ワールド NPO  アダプティブ　ワールド 稲城市 障害者用スキー用具（アウトリガー・７台） 30

支援 矢野口 の購入
21 　　〃 コットンハウス　フレンズ NPO  コットンハウス　フレンズ 府中市 運搬用車の購入（中古） 29

住吉町
22 　　〃 生活ホーム　花園 ぶどうの木 埼玉県 全自動洗濯機の購入 7

深谷市
23 　　〃 樹の実の郷　かつうら NPO 　障害者支援 千葉県 ノートパソコンの購入 12

ユーアイ会 勝浦市
24 　　〃 あさひの家 NPO 　あさひ 茨城県 小型耕運機の購入 21

北相馬郡
25 　　〃 たんまち福祉活動 NPO 　たんまち福祉活動ホーム 神奈川県 キッチン改修工事 29

デイサービス ホーム 横浜市
26 　　〃 生活ホーム　つばさ NPO  つばさの会 埼玉県 プレハブ物置の設置工事 30

生活ホーム 入間市
27 生活介護 ぽらん・さぽーと NPO  ポランのひろば 茨城県 洗濯機（２台）と冷蔵庫の購入 9

つくば市
28 　　〃 ハンズ世田谷 NPO  自立生活センター 世田谷区 ラウンドテーブル・引き戸式収納・ 20

自立生活 ＨＡＮＤＳ世田谷 豪徳寺 高床式収納ユニット畳の購入
29 心身障害者 しあわせの家 葛飾区肢体不自由児者 葛飾区 ビデオカメラ・ラベルライターの購入 8

作業所 父母の会 東四つ木
30 　　〃 ぷろっぷ　はあと NPO  あすなろ 埼玉県 姿勢保持用マット（セラピーウェッジ） 20

デイケア あすなろ 越谷市 他の購入
31 知的障害者 エム・ケー・ホーム NPO  ぷりずむ 埼玉県 冷蔵庫と洗濯機の購入 30

ケアホーム みんなの希望の家 朝霞市
32 聴覚障害者 さいたま市難聴者・ さいたま市難聴者・ 埼玉県 プロジェクター・書画カメラと付属品の 21

中途失聴者協会 中途失聴者協会 さいたま市 購入
33 　　〃 全国要約筆記問題研究会 NPO  全国要約筆記問題研究会 埼玉県 プロジェクターとスクリーンの購入 20

埼玉県支部 埼玉県支部 川越市
34 視覚障害者 網膜変性研究基金 NPO  網膜変性研究基金 品川区 パソコンとソフト（ネットリーダー） 12

南大井 の購入
35 　　〃 日本視覚障害者サッカー協会 日本視覚障害者サッカー協会 新宿区 ノートパソコンとソフト（画面音声化）の 1235 　　〃 日本視覚障害者サッカー協会 日本視覚障害者サッカー協会 新宿区 ノートパソコンとソフト（画面音声化）の 12

事務所 百人町 購入
36 障害児 葛飾幼児グループ NPO  葛飾幼児グループ 葛飾区 物置及びロッカーの購入 28

訓練 青戸
37 　　〃 なかよしクラブ NPO  ＮＰＯあゆみ 東村山市 浴室暖房機設置工事及び 20

スマイル 野口町 バスチェアの購入
38 　　〃 バナナキッズ 障害児学童を進める会 埼玉県 ノートパソコン・プリンタの購入 12

学童保育 上尾市
39 　　〃 そらまめ教室 NPO  そら 千葉県 送迎用車の購入（中古） 30

デイサービス 　 松戸市

　　　　合　　計　　　　39　件 765


