
(単位：万円)

【事業助成】 51件　3,100万円

№ 都道府県 助 成 先 助　　成　　案　　件 助成額

1 北海道

社会福祉法人　アンビシャス 

自由工房、デイサービスセンターいる

か、フルハウス

常温配膳車の整備 29

2 北海道
社会福祉法人　 しべつ福祉会 

ワークセンター　きずな
スチームコンベクションオーブンの整備 100

3 宮城県
重症心身障がい児者親の会

　ベリーの会 
障がい児者とその家族との地域交流イベント 20

4 宮城県

社会福祉法人　ふれあいの里 

在宅障害者多機能支援施設ラボラーレ登

米

生活介護事業所入浴設備の修繕 88

5 福島県
一般社団法人　 福島県視覚障がい者

協力会 
点字プリンターの整備 80

6 福島県
社会福祉法人　 矢吹厚生事業所 

わーくる矢吹
職業用刺しゅうミシンの整備 100

7 茨城県

特定非営利活動法人　ワークス

たんぽぽを支える会 

グループホーム　ワークスたんぽぽ「ひ

たちが丘B棟」

新設グループホームの厨房機器整備 95

8 茨城県
一般社団法人　Sｍｉｌｅ　Pｌｕｓ 

Sｍｉｌｅ　暖歩
児童通所施設送迎車両の整備 88

9 埼玉県
特定非営利活動法人　 ラッコの会 

パンラッコ
冷凍冷蔵庫の整備 89

10 埼玉県
特定非営利活動法人　 教育を軸に

子どもの成長を考えるフォーラム 
「発達障害」実例集の発行 50

11 埼玉県
特定非営利活動法人　合 

重症児者デイサービス　yes
リラクゼーション・感覚統合器具の整備 41

12 埼玉県
社会福祉法人　 翠浩会 

児童デイサービスひかり
医療ケア児童向け座位保持チェアの整備 30

13 千葉県
社会福祉法人　心結会 

まんまる
感覚統合器具設置の為の下地工事 30

14 東京都
社会福祉法人　 いずみ 

ひまわり
ウイルス感染防止に必要な機材の整備 78

(公財)みずほ福祉助成財団・2020年度「社会福祉助成金」助成先一覧



№ 都道府県 助 成 先 助　　成　　案　　件 助成額

15 東京都 マルベリー東京パイロットクラブ 障がい者による音楽イベント 30

16 神奈川県
社会福祉法人　日本介助犬協会 

介助犬総合訓練センター
介助犬普及啓発広報活動のための車両整備 100

17 神奈川県 特定非営利活動法人　 grand-mere ウイルス感染防止の為の施設改修工事 67

18 新潟県
特定非営利活動法人　大杉の里 

ワークセンターおおすぎのさと
ウイルス感染防止の為の空調工事 44

19 富山県

特定非営利活動法人　 知的障害者のくら

しを考える会 

多機能型わくわくファームきらり

ねぎ管理機の整備 36

20 福井県
社会福祉法人　あおい福祉会
就労支援センターあおい

急速冷凍機の整備 100

21 岐阜県

一般社団法人　 サステイナブル

・サポート

アリー

布製品プリンターの整備 38

22 岐阜県
社会福祉法人　 楽山・杜の会 

やろまいか
汚卵洗浄機の整備 100

23 岐阜県
特定非営利活動法人　虹の里 

地域生活支援事業所　菜の花
地域生活支援事業所の備品整備 20

24 静岡県
社会福祉法人　Mネット東遠 

Mネット東遠　ひまわり工房
おしぼり梱包機の整備 100

25 静岡県
社会福祉法人　 おひさま 

太陽の家
就労支援事業の集配用車輌の整備 100

26 愛知県

特定非営利活動法人　 気分爽快 

障害福祉サービス多機能型事業所

やまぶきハウス

農業用ビニールハウス被覆材の張り替え整備 80

27 愛知県
特定非営利活動法人　きらめき 

生活介護きらり
送迎・外出用福祉車両の整備 100

28 三重県 特定非営利活動法人　 エブリー 情報機器の整備 23

29 三重県
社会福祉法人　よつば会 

ワークセンターよつばの里
職業用ミシン、裁断機の整備 50



№ 都道府県 助　　　成　　　先 助　　成　　案　　件 助成額

30 三重県
特定非営利活動法人　 アイ・コラ

ボレーション伊賀 
オリジナルTシャツ作成用機器の整備 54

31 三重県
特定非営利活動法人　 天使の家 

業務用ミシンの整備 78

32 滋賀県
特定非営利活動法人　スープル 

パンカフェ*こっぺ（仮称）
中間就労施設開設時の備品整備 90

33 京都府
社会福祉法人　白百合会 

リ・ブラン京都中京
冷蔵ショーケースの整備 79

34 京都府

社会福祉法人　エクスクラメーション

・スタイル・キョウト 

！-factory kozuya

ソーセージ加工用調理器具の整備 25

35 京都府
社会福祉法人　亀岡福祉会 

第三かめおか作業所
斜面草刈り機の整備 35

36 大阪府
社会福祉法人　 産経新聞厚生文化事業団 

すみれ工房
休耕田活用の為の農業器具の整備 40

37 大阪府
ＮＰＯ法人　 まーも 

放課後等デイサービスてちてち
ボルダリングの設置 35

38 兵庫県
社会福祉法人　兵庫盲導犬協会 

兵庫盲導犬協会
盲導犬用備品の整備 36

39 兵庫県
特定非営利活動法人　創作工房ゆう 

さをり工房ゆう
新設グループホームの備品の整備 27

40 兵庫県

社会福祉法人　滋宏福祉会 

障がい者支援センター「てらだ」就労継

続支援B型事業所第2工房

フォークリフトとパレットトラックの整備 100

41 鳥取県

社会福祉法人　養和会 

障害福祉サービス事業所　あんず・あぷ

りこ

ドウコンディショナーの整備 100

42 鳥取県
特定非営利活動法人　穗のしるべ 

穗のしるべ　グループホーム
新設するグループホームの備品整備 60

43 鳥取県
特定非営利活動法人　大地 

いちごの広場
白ねぎ自動結束機の整備 24

44 岡山県
社会福祉法人　笠岡市社会福祉事業会 

多機能型事業所かさおか
多目的電気乾燥機の整備 29
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45 広島県
社会福祉法人　若菜 

さざなみの里
ハンドカッティングプレスの整備 20

46 山口県
社会福祉法人　 青藍会 

はあとW吉敷
新設就労支援事業所の備品整備 32

47 高知県
特定非営利活動法人　あさひ会 

あさくら共同作業所
パソコンの整備 21

48 福岡県
ＮＰＯ 法人　花の花 

花の花農園
カフェ事業実施の為のテント工事 79

49 福岡県
社会福祉法人　ハイジ福祉会 

八女作業所
就労支援事業の作業所送迎用車輌の整備 100

50 大分県

特定非営利活動法人　宇佐市障がい者共

同受注協議会 

福祉サービス事業所　きずな

業務用冷蔵庫の整備 100

51 沖縄県
社会福祉法人　豊饒会 

就労継続支援事業B型　スマイル
点字プリンターの整備 30

【研究助成】　2件　190万円

№ 都道府県 助　　　成　　　先 助　　成　　案　　件 助成額

1 栃木県
社会福祉法人　 パステル 

CSWおとめ

災害時支援体制の構築に向けた取り組み～誰

ひとり取り残さない災害支援～
100

2 東京都 公益社団法人　 日本医療社会福祉協会 
東日本大震災におけるソーシャルワークの縦

断的研究～障害者支援を焦点に～
90


