
1 NPO いろどり いろどり 茨城県稲敷郡阿見町 各種楽器の購入 23

2 NPO まつぼっくり わーくるほーぷ 茨城県那珂郡 冷蔵庫の購入 25

3 横浜ボッチャーズ 神奈川県麻生区 ボッチャ用具の購入 17

4 NPO るんと ぽれぽれ 神奈川県南区 冷蔵庫の購入 25

5 一社
トライパートナーよこ

すか
ピケマルシェ365日 神奈川県横須賀市 ラベラー、卓上ミキサーの購入 25

6 NPO FunPlace39 FunPlace39 神奈川県横須賀市 AED1台の購入 25

7 NPO つながる会 つながる会café 神奈川県横浜市 パソコン２台の購入 21

8 NPO あんだんて
女性サポートセンター

Indah
神奈川県横浜市 キッチンの交換工事 25

9 NPO サイレントサポート 日だまり工房 神奈川県川崎市 トイレの改修工事 18

10 NPO トポスはなみずき とぽす作業所 群馬県渋川市 ノートパソコン２台の購入 25

11 NPO ハンドインハンド すばる 群馬県渋川市 流し交換工事 16

12 NPO みのり
領家グリーンゲイブル

ズ
埼玉県上尾市 小型耕うん機、農業備品の購入 23

13 NPO みんなの風福祉会 風舎 埼玉県さいたま市 パイプハウス新設工事 25

14 一社
インクルーシブ・ジャ

パン

いんくるーしぶホーム

深作
埼玉県さいたま市 空気清浄機5台の購入 21

15 社福 こぶし福祉会
就労継続支援B型事業

所リバーサイド
埼玉県狭山市

空気清浄機１台、非接触式体表温度計

スタンド１台
19

16 NPO 鶴の杜 かっちゃんの作業所 埼玉県鶴ヶ島市 エアコン２台の設置工事 25

17 NPO
毛呂山サポートセン

ター
さくら 埼玉県毛呂山町 壁面のクロスの張替工事 14

18 NPO ほっとポット あおい荘 埼玉県さいたま市 AED1台の購入 23

19 NPO
深谷・まち生活サポー

トの会
ハミング 埼玉県深谷市 食器棚・レンジ棚の購入 11

20 NPO おにの家 おにっこハウス 埼玉県熊谷市 軽トラックの購入 25
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21 NPO 空と雲の家福祉会 空と雲の家福祉会 埼玉県羽生市
折り畳みテーブル5台・椅子16脚、ベ

ンチ5台の購入
24

22 NPO 東京YWCA福祉会 Y'sコート　ゆい 東京都板橋区 炊飯ジャー1台の購入 8

23 NPO あいアイ あいアイ工房 東京都北区
缶バッジマシン3台、カッター3台の購

入
20

24 一社 青い空みらいクラブ ユーカリの家 東京都杉並区 グループホーム用生活備品の購入 11

25 NPO ラルゴ 工房ラルゴ 東京都杉並区 オーブン１台の購入 14

26 NPO
みずほまち精神保健福

祉会
まき工房ころぼっくる 東京都西多摩郡 倉庫の設置工事、マルノコの購入 24

27 一社 うさぎのみみ うさぎのみみ 東京都西東京市 医療ケア備品の購入 25

28 一社
フォーシーズンかがや

き

フォーシーズンかがや

き
東京都練馬区 プリンタ１台、パソコン2台の購入 21

29 NPO
福祉サービスハウスゆ

う
グループホームゆう 東京都八王子市

サーモグラフィ検温装置（スタンド

型）の購入
15

30 NPO サポート高尾 第三高尾青年の家 東京都八王子市 鍵付きスチールロッカーの購入 25

31 NPO のぞみ
肢体不自由児者通所訓

練所
東京都墨田区 クッションエアチェア3台の購入 25

32 NPO ハーモニー
放課後等デイサービス

メロディ
東京都多摩市

書類保管庫、ボッチャセット等備品の

購入
10

33 NPO あおぞら あおぞら 東京都豊島区
プロジェクター、スクリーン、スピー

カーの購入
13

34 NPO 風の子会 風の子会 東京都葛飾区 パソコン1台の購入 19

35 NPO つばさの会 スポーツクラブつばさ 東京都足立区 スポーツマット3枚の購入 17

36
認定

NPO
よりどりみどり

みどり工房「みどり食

堂｝
東京都渋谷区

冷蔵庫およびオーブンレンジ２台の購

入
23

37 NPO
自立生活センター・立

川

自立生活センター・立

川
東京都立川市 ノートパソコン１台の購入 25

38 一社 憩の場 いこいの場 栃木県佐野市
織機およびミシンの購入、看板の設置

工事
25

39 NPO はばたき まつぼっくり事業所 栃木県日光市 ウッドチッパー粉砕機１台の購入 19

40 NPO 蔵の街ウェイブ
蔵の街ウェイブ第１事

業所
栃木県栃木市

エアコン1台の設置工事、掃除機２台

の購入
25






