
　　　　　　　　　　　　　平成２１年度・助成決定･一覧表 　　　　　　　　　　　　　　（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 ひあしんす城北 NPO　いたばし 板橋区 休憩室拡張工事とロッカー設置工事 30
作業所
2 　〃 こもね作業所 こもね作業所 板橋区 デジタルカメラの購入 3

運営委員会
3 　〃 ワークセンターせんば NPO　サポートあおい 埼玉県 トイレ改修工事 30

4 　〃 佐久間さんち NPO　古太萬の会 埼玉県 低温貯蔵庫の購入 30

5 　〃 地域活動支援センター　つばさ NPO つばさ 茨城県 ノートパソコンの購入 9

6 　〃 川崎きた作業所 NPO たま・あさお精神保健 神奈川県 ロッカー(６人用×４)・ 17
福祉をすすめる会 ハンガーラックの購入

7 　〃 グループホーム　カサ　デ　オリーバ NPO カサ　デ　オリーバ 中野区 掃除機(７台)の購入 9
ＧＨ
8 　〃 フレンドハウス NPO 飛鳥会 北区 全自動洗濯機の購入 8

9 　〃 グループホーム　とみかわ・なみふく NPO 夕なぎ 千葉県 改修工事 30

10 障害者 ワーク　ささはた NPO あさのはネットワーク 渋谷区 照明設備改修工事 29
作業所

11 　〃 江ヶ崎アルファー工房 NPO あおぞら 千葉県 厨房器具の整備 30

12 　〃 わーくす結 NPO　やさしねっと結 千葉県 防音･防臭対策改修工事 29

13 　〃 心【Ｓhin】 NPO 心の和 茨城県 物置の設置 29

14 　〃 ひだまりあったかい社 NPO ひだまりあったかい社 神奈川県 防炎ロールスクリーンの設置 13

15 　〃 地域作業所　はなかご 地域作業所　はなかご 神奈川県 卓上コンベックとワゴンの購入 19
運営委員会

16 　〃 地域活動支援センター　ぽれぽれ NPO ぽれぽれ 神奈川県 コーヒーメーカー・ 20
カップウォーマーの購入

17 　〃 地域作業所　ふれんど 地域作業所　ふれんど 神奈川県 トイレ改修工事 20
運営委員会

18 　〃 わいわいクラブ わいわいクラブ 神奈川県 ノートパソコンの購入 12
運営委員会

19 　〃 けやきの家 NPO アットホーム 江戸川区 デジタル複合機の購入 30
ＧＨ

20 　〃 グループホーム　葵 グループホーム　葵 神奈川県 イス(７脚)の購入 22

運営委員会
21 　〃 ドリームハウス　春風 大道ホーム 神奈川県 耐火金庫の購入 12

運営委員会
22 　〃 グループホーム　アポロ グループホーム　はまゆう 神奈川県 全自動洗濯乾燥機の購入 14

運営委員会
23 　〃 グループホーム　 グループホーム 神奈川県 液晶テレビ(３９Ｖ)の購入 12

グリーンフォーレスト　ポマト グリーンフォーレスト　
24 　〃 グループホーム　たちばな NPO たちばな学舎 千葉県 トイレ改修工事 30

25 　〃 ケアハウス　ノームの里 NPO ロンの家福祉会 千葉県 複合機の購入 30
ケアハウス

26 　〃 生活ホーム　ほのか NPO 自立生活をささえる会 埼玉県 各室インターホン(１０台)の設置 23
生活ホーム いなほ

27 　〃 生活ホーム　東方･田嶋ホーム NPO 一心福祉会 埼玉県 全自動洗濯機(２台)の購入 14

28 　〃 ホーム　みちくさ NPO より道 栃木県 冷蔵庫の購入 20
生活介護

29 　〃 こころ NPO ＣＩＬひこうせん 埼玉県 車椅子用バリアフリースケールの 30
購入

30 　〃 みどり会　 NPO　みどり会 杉並区 パソコンの購入 12
支援 日本障害者支援協会 日本障害者支援協会

31 　〃 活きる　新取手店 NPO　活きる 茨城県 昇降テーブル・書庫の購入 15

32 　〃 全国障害学生支援センター 全国障害学生支援センター 神奈川県 デジタル一眼レフカメラ・ＩＣ 28
レコーダー・ハードディスクの購入

33 　〃 サポートハウス　みんなのて NPO サポートハウス 埼玉県 液晶テレビ（１９Ｖ）・ＤＶＤ 8
みんなのて レコーダーの購入

34 　〃 皆来 NPO あじさいの会 千葉県 セニアカー（電動車椅子）の購入 25
自立訓練

35 　〃 グリーンフィンガーズ ノーマライズ　うらわ 埼玉県 パソコンの購入 10
デイケア

36 　〃 八王子地域デイグループ NPO 八王子ワークセンター 八王子市 給湯設備設置工事 16
就労支援 わくわく

37 　〃 エクセルシア NPO エクセルシア 調布市 ファクス付複合機の購入 3
移送

38 　〃 ストロベリーハート事務所 NPO ストロベリーハート 埼玉県 ノートパソコンの購入 12
音楽

39 　〃 スマイルクラブ　作業事務所 NPO　スマイルクラブ 千葉県 パソコンの購入 12
スポーツ



40 障害児 太田こどものへや　宝町教室 太田こどものへや　 群馬県 複合機の購入 20
訓練

41 　〃 みどり幼児園 NPO　発達支援の会　未来 八王子市 エアコン（２台）の設置 29
支援

42 　〃 メロディ NPO  フォレストサウンド 千葉県 テーブル（４台）・イス（１５脚） 23
デイサービス の購入

43 　〃 音楽サークル　マーチ NPO　自立支援グループ 江戸川区 楽器の購入 30
自立支援 マーチ

44 心身障害 東京都中央区心身障害者･児 東京都中央区心身障害者･児 中央区 パーソナルカラオケの購入 30
福祉団体連合会 福祉団体連合会

45 　〃 オアシス作業所 ぶどうの会 埼玉県 小型耕運機及び付属機具の購入 30
デイケア

46 　〃 おにっこハウス NPO　おにの家 埼玉県 味噌販売用オープン冷蔵庫の購入 30

47 肢体不自由 肢体不自由者パソコン指導協会 肢体不自由者パソコン指導協会 世田谷区 ノートパソコンの購入 12

48 視覚障害　 点訳･音声訳集団　一歩の会 NPO　点訳･音声訳集団　一歩の会 練馬区 点字カードプレス機の購入 20

49 視覚障害 朗読奉仕の会　ボランティア室 武蔵野市立図書館 武蔵野市 ノートパソコン（２台）の購入 12
朗読奉仕の会

50 　〃 朗読の会「青い鳥」 朗読の会「青い鳥」 埼玉県 デジタル録音機（５台）の購入 12

51 その他 日本点字技能師協会　事務局 NPO 日本点字技能師協会 埼玉県 カラーレーザー複合機（２台） 22
の購入

　　合　計　　　５1　件 1.015


