
団体名 所在地 助成金(円) 使    途

第2回 ふれあいガーデニングボランティアクラブ 大阪市中央区 42,000 花づくりに必要な資材の購入

〃 点字サークルイング 大阪市生野区 23,000 点訳に必要な資材の購入

〃 介護の応援 ひとの駅・神石 堺市堺区 50,000 プロジェクターの購入

〃 (N)園芸医療法研究会西日本

伊丹市（所在地
は、伊丹市です
が、大阪府内で
活動している団
体です。）

50,000 ホームページのリニューアル

小　計 4件 165,000

社会福祉協議会名 所在地 助成金(円) 使    途

第1回 (福)大阪市東成区社会福祉協議会 大阪市東成区 800,000 福祉軽自動車整備[更新]

〃 (福)堺市社会福祉協議会 堺市堺区 800,000 軽自動車整備[更新]

〃 (福)泉佐野市社会福祉協議会 泉佐野市 800,000 軽自動車(トラック)整備[増車]

〃 (福)松原市社会福祉協議会 松原市 800,000 軽自動車整備[更新]

〃 (福)阪南市社会福祉協議会 阪南市 800,000 軽自動車整備[更新]

第2回 (福)大阪市浪速区社会福祉協議会 大阪市浪速区 800,000 軽自動車整備[増車]

〃 (福)吹田市社会福祉協議会 吹田市 765,000 軽自動車整備[更新]

〃 (福)富田林市社会福祉協議会 富田林市 800,000 軽自動車整備[更新]

計 8件 6,365,000

平成28年度合計 12件 6,530,000

団体名 所在地 助成金(円) 使    途

第1回 ＮＰＯナノスカイ 大阪市中央区 144,000
サロンワーク用パソコン、タブ
レットパソコン、プリンターの
購入

〃 (Ｎ)シルバーアドバイザー・ネット大阪 大阪市中央区 70,000 伝承おもちゃの継承事業

〃 泉佐野手話サークルいちょう 泉佐野市 178,000
ベスト60着、ナップサック65袋
の購入

第2回 守口にほんご教室 守口市 97,000 教科書、教材等の購入

小　計 4件 489,000

社会福祉協議会名 所在地 助成金(円) 使    途

第1回 (福)大阪市都島区社会福祉協議会 大阪市都島区 800,000 軽自動車整備[増車]

〃 (福)大阪市住吉区社会福祉協議会 大阪市住吉区 800,000 福祉軽自動車整備[更新]

第2回 (福)大阪市港区社会福祉協議会 大阪市港区 800,000 軽自動車整備[更新]

〃 (福)枚方市社会福祉協議会 枚方市 800,000 軽自動車整備[更新]

〃 (福)柏原市社会福祉協議会 柏原市 771,000 軽自動車整備[更新]

〃 (福)能勢町社会福祉協議会 豊能郡能勢町 783,000 軽自動車整備[増車]

〃 (福)田尻町社会福祉協議会 泉南郡田尻町 800,000 軽自動車整備[更新]

小　計 7件 5,554,000

平成29年度合計 11件 6,043,000

社会福祉協議会名 所在地 助成金(円) 使    途

第1回 (福)大阪市西区社会福祉協議会 大阪市西区 800,000 軽自動車購入[更新]

〃 (福)大阪市東淀川区社会福祉協議会 大阪市東淀川区 800,000 軽自動車購入[更新]

〃 (福)大阪市阿倍野社会福祉協議会 大阪市阿倍野区 800,000 福祉軽自動車購入[更新]

〃 (福)河内長野市社会福祉協議会 河内長野市 800,000 軽自動車購入[増車]

〃 (福)門真市社会福祉協議会 門真市 800,000 軽自動車購入[更新]

第2回 (福)大阪市城東区社会福祉協議会 大阪市城東区 800,000 軽自動車購入[更新]

〃 (福)岸和田市社会福祉協議会 岸和田市 800,000 軽トラック購入[更新]

平成30年度合計 7件 5,600,000

団体名 所在地 助成金(円) 使    途

第1回
シングルマザーのつながるネット
まえむきIPPO（いっぽ）

堺市北区 195,000
シングルマザー支援のネット
ワークを強め話題のテーマを学
ぶ学習会(計3回)開催事業費

〃 若年性認知症の本人と家族の会「まあるい会」 岸和田市 91,000 備品の購入等

第2回
(Ｎ)ニッポン･アクティブライフ･クラブ（ナル
ク）茨木・摂津拠点

茨木市 108,000

小　計 3件 394,000

社会福祉協議会名 所在地 助成金(円) 使    途

第1回 (福)大阪市淀川区社会福祉協議会 大阪市淀川区 800,000 軽自動車購入[更新]

〃 (福)藤井寺市社会福祉協議会 藤井寺市 800,000 軽自動車購入[増車]

〃 (福)忠岡町社会福祉協議会 泉北郡忠岡町 800,000 福祉軽自動車購入[更新]

第2回 (福)大阪市大正区社会福祉協議会 大阪市大正区 800,000 軽自動車購入[増車]

〃 (福)岬町社会福祉協議会 泉南郡岬町 800,000 軽トラック購入[増車]

小　計 5件 4,000,000

令和元年度合計 8件 4,394,000

団体名 所在地 助成金(円) 使    途

(Ｎ)アサヒキャンプ 大阪市中央区 263,000 キャンプで必要な備品の購入

異文化を楽しむ会 うさかめ 高槻市 44,000 日本語教材の購入

小　計 2件 307,000

社会福祉協議会名 所在地 助成金(円) 使    途

(福)東大阪市社会福祉協議会 東大阪市 1,000,000 軽自動車購入[更新]

小　計 1件 1,000,000

令和２年度合計 3件 1,307,000

団体名 所在地 助成金(円) 使    途
あべの太極拳サークル「パンダ」 大阪市阿倍野区 0 活動で必要な備品等の購入

泉州☆精神障害者倶楽部「青い鳥」 岸和田市 381,000
フードパントリー（食材配布）
活動で必要な電動自転車2台の購
入

高齢者支援ネットワーク連絡会 八尾市 80,000
「高齢者安心生活便利メモ帳」
「健康かわら版」作成・配布

えがおメンター会議 門真市 500,000 里親子及び元里子への支援

令和３年度合計 3件 961,000

団体名 所在地 助成金(円) 使    途

(特非)キャンピズ 大阪市中央区 340,000 キャンプ用品の購入

小　計 1件 340,000

社会福祉協議会名 所在地 助成金(円) 使    途

(福)大阪市平野区社会福祉協議会 大阪市平野区 1,350,000 軽福祉自動車購入[更新]

(福)貝塚市社会福祉協議会 貝塚市 982,000 軽自動車購入[更新]

(福)箕面市社会福祉協議会 箕面市 1,024,000 軽自動車購入[増車]

(福)摂津市社会福祉協議会 摂津市 1,332,000 軽福祉自動車購入[更新]

(福)四條畷市社会福祉協議会 四條畷市 1,350,000 軽福祉自動車購入[更新]

(福)河南町社会福祉協議会 南河内郡河南町 1,033,000 軽自動車購入[増車]

小　計 6件 7,071,000

令和４年度合計 7件 7,411,000

・ボランティア活動支援事業

・社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業

令和２年度
・ボランティア活動支援事業

・社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業

令和３年度
・ボランティア活動支援事業

〇令和４年度

・社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業

河原林富美福祉基金助成先一覧

平成２８年度
・ボランティア活動支援事業

・社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業（軽自動車助成）

平成２９年度
・ボランティア活動支援事業

・社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業（軽自動車助成）

平成３０年度
・社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業（軽自動車助成）

令和元年度

・ボランティア活動支援事業


