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子どもやお年寄り、障害や病気を抱える人など、

私たちのまちには多様な人たちが暮らしています。

そしてそのなかには何らかのサポートを

必要としている人たちがいます。

震災以降、「 高齢者や障害者の方を支えたい 」

「 地域をもっと元気にしたい 」という声が

至る所から聞こえてくるようになりました。

一人ひとりが思い、考え、行動することで社会は変わります。

私たちは、みんなが支え合うことで、

誰もが豊かに暮らせるまちづくりを応援します。

障害者のサポート

福祉車の普及

みんなで防犯

あなたのまちをもっと知る

防災林をつくる

あなたのまちづくり



5

※2017年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

障害者の就労支援

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） 生活学舎のんき 北海道 阿寒郡
鶴居村

障害者就労支援施設（就労継続B型）に係る
機器整備 690,000	

（福） 南富良野大乗会 北海道 空知郡
南富良野町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,040,000	

（特） 北海道バイリンガルろう教育を
推進する会 北海道 札幌市 バイリンガルろう教育の研究 1,490,000	

（福） 鷹栖共生会 北海道 上川郡
鷹栖町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,280,000	

全国手話言語市区長会手話劇祭
実行委員会 北海道 石狩市 手話劇祭の開催 2,800,000	

（特） スマイルリング 北海道 中川郡
幕別町

児童養護施設等社会的養護出身者に対する
自立支援 2,720,000	

（社医） 松平病院 青森県 八戸市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,700,000	

（福） 共生会 青森県 北津軽郡
鶴田町

障害者支援施設（就労継続A・B・就労移行）の
車両整備 1,610,000	

（一社） やさいサラダ 岩手県 一関市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,470,000	

（一社） 日本食べる通信リーグ 岩手県 花巻市 「食べる通信」加盟団体の育成強化および
プラットフォームの構築 30,800,000	

（福） 自立更生会 岩手県 盛岡市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 5,000,000	

（一社） ＭＡＫＯＴＯ 宮城県 仙台市 失敗経験者の力を活用した、日本全国の雇用創出 16,290,000	

（公財） 宮城県対がん協会 宮城県 仙台市 胃がん検診車の整備 15,000,000	

（一社） 宮城県聴覚障害者福祉会 宮城県 仙台市 手話通訳指導者の育成 930,000	

（特） みやぎ発達障害サポートネット 宮城県 仙台市 療育支援施設の整備／改修 14,370,000	

（一社） Stand	for	mothers 福島県 郡山市 ママ（女性）のための地域拠点づくり 32,000,000	

あなたのまちづくり　事業計画一覧

新しい就労支援の取り組み「 はたらくN I P P O N！計画 」では、
地域に根ざした新事業を全国につくりだす「 モデル構築プロジェ
クト」と、障害者就労のネットワークをつくる「 就労支援フォーラ
ムN I P P O N 」を大きな２つの柱として、障害者の「 はたらく」を
全力で応援します。

P i c k - u p 	 2 017
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あなたのまちづくり　事業計画一覧

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体

市区町村 事　業　名 助成金額
（単位：円）

意思決定支援モデル開発プロジェクト
チーム（ＳＤＭ－Ｊａｐａｎ） 茨城県 つくば市 意思決定支援実践システムの基盤構築 1,000,000	

（特） つくばアグリチャレンジ 茨城県 つくば市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,620,000	

（一社） おひさま 茨城県 牛久市 障害者就労支援施設（就労継続B型）に係る建物改修 20,000,000	

戸頭町会防犯パトロール隊 茨城県 取手市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,190,000	

群馬大学 群馬県 前橋市 学術手話通訳に対応した通訳者の養成 15,570,000	

（福） ゆずりは会 群馬県 前橋市 障害者支援施設（就労継続B・就労移行）の車両整備 3,830,000	

（特） きらきら 群馬県 太田市 ろう難聴児のための通所施設立ち上げ 7,800,000	

（特） 発達わんぱく会 千葉県 浦安市 児童発達支援事業所開設・運営に係る支援 12,530,000	

（特） 地域精神保健福祉機構 千葉県 市川市
ACT・アウトリーチ及び共同意思決定システムの推進

13,230,000	リカバリーフォーラム発信～ウェブサイトへの
展開とブロック別分科会の開催～

（一社） 全国権利擁護支援ネットワーク 千葉県 船橋市 権利擁護支援従事者現任研修の開催 4,300,000	

（特） スマイルクラブ 千葉県 柏市 発達障がい児の運動教室におけるボランティアの養成 910,000	

（特） エッジ 東京都 港区 教員向けオンライン授業の構築（世界標準の
ディスレクシア指導の授業を日本語で受ける） 8,340,000	

（特） ＣＡＮＰＡＮセンター 東京都 港区
スマホアプリを活用したバリアフリー情報の収集・発信

254,390,000	ITを活用した公益活動情報の提供とNPOの
資金的な基盤整備に関する調査研究

（公社） 銀鈴会 東京都 港区 食道発声法等の代替音声巡回指導研修会の開催 2,380,000	

（公社） 助けあいジャパン 東京都 港区 災害発生時の情報サイト及び平時の
情報連携サイトの構築・運営 6,030,000	

地域人材プラットフォーム協議会
（仮称） 東京都 港区 地域人材活用プラットフォーム構築・運営 49,710,000	

（公財） 日本財団パラリンピックサポート
センター 東京都 港区 パラリンピックサポート事業の推進 1,777,000,000	

（公社） 日本観光振興協会 東京都 港区 観光総合調査等 18,400,000	

（一社） 日本車椅子バスケットボール連盟 東京都 港区 車いすバスケットボール普及のための車両整備 2,640,000	

（一社） 日本発達障害ネットワーク 東京都 港区 JDDnetセンター　発達障害のためのCenter	
of	Center機能の更なる発展・充実強化 6,820,000	

（特） 日本ファンドレイジング協会 東京都 港区

コレクティブ・インパクトによる
社会課題解決手法の調査・研究および実証

30,260,000	
高校新科目「公共」設置の流れと連動した
社会貢献教育の推進

（特） Hands	On	Tokyo 東京都 港区 イニシアチブフォーラム(仮称）の開催 25,320,000	

（一財） 非営利組織評価センター 東京都 港区 NPO法人・一般法人を対象とした組織基盤の
評価・認証制度の構築 52,000,000	

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区 育てた苗を活用した植樹教育の実施 9,800,000	

（特） Light	R ing． 東京都 港区 若者自殺うつ予防モデルの構築 14,090,000	

（一社） GrowAsPeople 東京都 荒川区 NPOインターン機会を通した、
夜の世界からのセカンドキャリア 1,200,000	

（特） 全国精神障害者地域生活支援協議会 東京都 国分寺市 あみ全国大会およびフォローアップ研修会の開催 7,300,000	

リカバリーキャラバン隊 東京都 国分寺市 精神障害者の就労支援ジョブマッチング普及啓発 1,000,000	

（特） 東京自立支援センター 東京都 国立市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 4,280,000	

（特） アーツイニシアティヴトウキョウ 東京都 渋谷区 児童養護施設の子どもを対象とした
アートプログラムの実施 6,490,000	
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） ETIC. 東京都 渋谷区 地域課題に係る視察研修プログラム「BRIDGE」 14,240,000	

（特） サービスグラント 東京都 渋谷区 ママボノ 7,400,000	

（一般財団法人設立準備中）
ソーシャルファイナンスジャパン 東京都 渋谷区 社会的インパクト投資の推進に向けた調査研究

及び投融資モデル作り 180,000,000	

（公社） 東京聴覚障害者総合支援機構　 東京都 渋谷区 東京都における聴覚障害者への相談支援 4,460,000	

（一社） 日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 東京都 渋谷区 全国聴覚障害者相談支援 12,820,000	

（一財） 日本文化興隆財団 東京都 渋谷区 鎮守の森の鹿被害対策及び育樹　 3,820,000	

（特） 二枚目の名刺 東京都 渋谷区 企業人材による社会課題解決の推進基盤整備 39,730,000	

（特） ピープルデザイン研究所 東京都 渋谷区 障害者就労支援施設に係る
就労体験プロジェクトの開催 2,000,000	

（一財） CSOネットワーク 東京都 新宿区 社会的インパクト評価普及のための
評価支援人材の育成 17,000,000	

（特） 若年認知症サポートセンター 東京都 新宿区
若年認知症家族、支援者団体のネットワークの拡充

2,490,000	
全国若年認知症フォーラムの開催

新宿区手をつなぐ親の会 東京都 新宿区 「知的障害児・者自己決定支援ハンドブック」の普及 560,000	

（一財） 全日本ろうあ連盟 東京都 新宿区

デフリンピックの普及啓発活動

40,960,000	手話言語法制定の推進

電話リレーサービスの普及および啓発

（公財） 日本障害者リハビリテーション協会 東京都 新宿区
日本財団アジア太平洋障害者パートナーシップ事業

40,710,000	
誰一人取り残さない地域社会づくりプロジェクト

（特） maggie 's	tokyo 東京都 新宿区

がん患者等の自己決定を促す
相談支援プログラムの開発・実践

35,180,000	
がん患者等の自己決定を促す
相談支援プログラムの啓発

（特） ＲｅＢｉｔ 東京都 新宿区 性的少数者のための自立就労支援モデル構築 3,760,000	

（特） シアター・アクセシビリティ・
ネットワーク 東京都 世田谷区 聴覚障害者への観劇サービスのための研究 4,520,000	

（学） 日本体育大学 東京都 世田谷区 「日本財団パラアスリート奨学金」制度の実施 175,000,000	

（特） フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 東京都 世田谷区 ユースファシリテーター育成、教材開発、
継続公立学校無料出張講演 1,680,000	

（学） 日本社会事業大学 東京都 清瀬市 聴覚障害者大学教育支援 45,300,000	

（特） イシュープラスデザイン 東京都 千代田区 地域を支える創造的人材を育成するプログラムの実施 8,400,000	

（特） 自殺対策支援センターライフリンク 東京都 千代田区 いのち支える自殺対策プロジェクト 77,020,000	

（一社） タバコ問題情報センター 東京都 千代田区 禁煙に関する周知啓発 1,500,000	

（一財） 地方債協会 東京都 千代田区

地方債に関する研修会・講演会の開催等

12,730,000	地方債に関する調査研究

地方債情報及び資料の収集整備

（特） DPI日本会議 東京都 千代田区 大規模災害発生時における自立障害者の
生活支援に関する広域連携拠点の整備 5,720,000	

（特） ドットジェイピー 東京都 千代田区 国家デザインコンテスト「未来国会」を
通じた青少年社会教育 5,540,000	

（特） 日本ＡＳＬ協会 東京都 千代田区 日本財団聴覚障害者海外奨学金事業 59,500,000	

（一社） 日本摂食障害協会 東京都 千代田区 摂食障害の治療環境支援と社会啓発活動 6,330,000	

（一社） 若草プロジェクト 東京都 千代田区 生きづらさを抱える若年女性の支援体制の
強化及び「若草ハウス」の建設 27,040,000	
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あなたのまちづくり　事業計画一覧

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体

市区町村 事　業　名 助成金額
（単位：円）

（特） 手話教師センター 東京都 大田区 日本手話に特化した翻訳・通訳技術向上の支援 6,770,000	

（特） 障害平等研修フォーラム 東京都 大田区 障害の社会的受容性向上のための研修 6,140,000	

信金中央金庫 東京都 中央区 わがまち基金プロジェクトの実施
（信金中央金庫）(第1期) 150,000,000	

多文化医療サービス研究会
(RASC) 東京都 中央区

Chi ldren	L i fe	P lan	Support	Pro ject	
(子どものライフプランサポートプロジェクト：
CLIP	pro ject )

1 ,000,000	

（一財） 地方自治研究機構 東京都 中央区

地方公共団体が対応を迫られている課題に関する
調査研究等

22,240,000	人口減少及び少子高齢化の進行という
構造的課題に対応した地方行財政制度の
在り方に関する調査研究

（一社） 日本自閉症協会 東京都 中央区 発達障害支援スーパーバイザー養成研修 3,600,000	

（特） Ｗｉｎｇ　ＰＲＯ 東京都 八王子市 市民活動との協働による地域における発達障害者支援 760,000	

（福） 武蔵野会 東京都 八王子市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 4,670,000	

（特） アジアの障害者活動を支援する会 東京都 板橋区 ラオスにおけるろう者のエンパワメント及び
ラオスろう協会の強化 4,500,000	

触手話研修会 東京都 板橋区 ろう盲者の自主的な社会参加のための活動 800,000	

（一社） ありがとうの種 東京都 文京区 放課後等デイサービス事業の立ち上げ支援 14,920,000	

（福） 日本国際社会事業団 東京都 文京区 国境を超えて移動する子ども、家族のための相談援助 8,910,000	

（特） 就労継続支援A型事業所
全国協議会 東京都 豊島区 中間的就労分野における基本的課題と

Ａ型事業の可能性研究会 8,880,000	

（公社） 全国精神保健福祉会連合会 東京都 豊島区 精神障害者の家族支援 8,170,000	

（特） OVA 東京都 目黒区 インターネットを活用した若者自殺対策 14,630,000	

（一社） 全国高等教育障害学生支援協議会 東京都 目黒区 全国高等教育機関による障害学生支援に
関する第3回全国大会	開催 3,500,000	

（福） 東京リハビリ協会 東京都 立川市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,600,000	

（公財） アイメイト協会 東京都 練馬区 盲導犬訓練施設の車両整備 2,040,000	

（特） インフォメーションギャップバスター 神奈川県 横浜市 日本における電話リレーサービスの普及・啓発 1,380,000	

（特） こまちぷらす 神奈川県 横浜市 地域の居場所づくりと他地域への展開 4,050,000	

（一社） ひきこもりUX会議 神奈川県 横浜市 「ひきこもり女子会」全国キャラバンの開催 3,760,000	

（公財） 鎌倉能舞台 神奈川県 鎌倉市 聴覚障害者のための字幕能楽鑑賞システムの導入 1,450,000	

（福） 寿徳会 神奈川県 秦野市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,460,000	

（福） 秀愛会 富山県 富山市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 4,070,000	

（特） 角間里山みらい 石川県 金沢市 産学官民共同の自然保育活動のモデルづくり 1,240,000	

（特） がんとむきあう会 石川県 金沢市 病院外でのがん患者支援　
街中における「元ちゃんハウス」の常設化 2,460,000	

（福） 佛子園 石川県 白山市

障害者就労支援施設（就労継続A型）に係る
機器整備

24,690,000	
障害者支援施設（就労継続A・B・就労移行）の
車両整備

（特） ピアファーム 福井県 あわら市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,480,000	

Ｄｒｏｐｌｅｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 長野県 千曲市 重度重複障害児の意思伝達能力拡大セミナーの開講 1,000,000	

（特） 日本フロアホッケー連盟 長野県 長野市 インクルージョン社会の創造のための
フロアホッケーの波及・推進 11,570,000	

（特） 静岡県ボランティア協会 静岡県 静岡市 南海トラフ巨大地震等に備えた受援体制構築 4,910,000	
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

横山町自主防犯会 愛知県 安城市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,580,000	

丹陽防犯パトロール隊 愛知県 一宮市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,470,000	

（福） 愛燦会 愛知県 津島市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,850,000	

（特） アスペ・エルデの会 愛知県 名古屋市 発達障害児者家族の支援者養成 2,430,000	

（一社） サイクルサービスなごや 愛知県 名古屋市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 960,000	

震災がつなぐ全国ネットワーク 愛知県 名古屋市 国内災害緊急支援活動 13,400,000	

（特） なごやかサポートみらい 愛知県 名古屋市 社会的養護当事者による当事者に対する
自立支援および拠点づくり 2,400,000	

（特） 伊勢志摩バリアフリーツアー
センター 三重県 鳥羽市 三重県バリアフリー観光ガイドブック制作 6,240,000	

右京防犯推進委員連絡協議会 京都府 京都市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,680,000	

（特） SEEDきょうと 京都府 京都市 摂食障害者に特化した通所支援施設の運営 3,200,000	

日本手話学会 京都府 京都市 日本手話学会の開催 500,000	

（特） はぴねすサポートセンター 京都府 南丹市 障害者支援施設（生活介護）に係る機器整備 560,000	

（特） 大阪精神障害者就労支援
ネットワーク 大阪府 茨木市 インクルージョン社会の創造のための

フロアホッケーの波及・推進 10,460,000	

（一社） グッドネイバーズカンパニー 大阪府 高槻市 プレイフルな口腔機能向上プログラムの開発と実施 8,000,000	

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立民族学博物館

大阪府 吹田市 「日本財団助成手話言語学研究部門」の
設置及び手話言語学事業の推進 37,000,000	

（特） 大阪精神医療人権センター 大阪府 大阪市 精神科病院入院患者への権利擁護活動の
様々な地域への拡充 6,600,000	

（公社） 大阪聴力障害者協会 大阪府 大阪市 聴覚障害乳幼児の手話言語習得の場の提供 11,720,000	

（特） スマイルスタイル 大阪府 大阪市 雇用のセーフティネット・ハローワークや
若者支援施策の価値拡充 43,850,000	

（特） み・らいず 大阪府 大阪市 災害福祉支援全国事務局の立ち上げ 15,510,000	

野崎第一子供見守隊 大阪府 大東市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,930,000	

東大阪市自治協議会
青色防犯パトロール隊 大阪府 東大阪市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,440,000	

兵庫教育大学 兵庫県 加東市 地域で学ぶ聴覚障害児のための手話指導 910,000	

（一社） 小野の駅 兵庫県 小野市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 4,520,000	

（福） きょうどう 兵庫県 神戸市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 5,000,000	

手話で語る心理臨床研究会 兵庫県 神戸市 ろう・難聴に特化したメンタルヘルスに関する
勉強会及び講習会の開催 970,000	

（公社） NEXT	VIS ION 兵庫県 神戸市 再生医療と連携したロービジョンケアのモデルづくり 42,930,000	

（公財） ひょうご震災記念21世紀研究機構 兵庫県 神戸市 障害者インクルーシブ防災における
災害時ケアプランコーディネーター養成 11,550,000	

（特） プラス・アーツ 兵庫県 神戸市 「 LIFE	IS	CREATIVE展」の開催 5,400,000	

（学） 関西学院大学 兵庫県 西宮市 関西学院大学手話言語研究センターの設置 22,000,000	

（特） サンフラワー 奈良県 橿原市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 3,680,000	

（一社） 結 奈良県 橿原市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,970,000	

（一財） たんぽぽの家 奈良県 奈良市 デジタル技術を活用した障害者の
クリエイティブな仕事づくりの開発 7,910,000	

（福） ぷろぼの 奈良県 奈良市 養護施設の若者に「活躍の場」と「未来」をつくる
就労支援 3,980,000	
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
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（単位：円）

（特） 和歌山自立支援センター 和歌山県 和歌山市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 3,170,000	

手話パフォーマンス甲子園
実行委員会 鳥取県 鳥取市 手話パフォーマンス甲子園の開催 33,580,000	

（特） 岡山自立支援センター 岡山県 岡山市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 3,190,000	

（一社） 全国コミュニティ財団協会 岡山県 岡山市 社会的投資時代の新水準に合致した
コミュニティ財団セクターの機能強化 60,850,000	

（特） ホープ就労・生活支援センター 岡山県 岡山市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 4,760,000	

（特） 杜の家 岡山県 岡山市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,780,000	

（福） 倉敷夢工房 岡山県 倉敷市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 880,000	

（福） めやす箱 岡山県 倉敷市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,540,000	

（福） 阿南淡島会 徳島県 阿南市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,410,000	

（福） 悠林舎 徳島県 阿南市
南海トラフ地震発生時、津波避難棟として
機能する作業棟の建設 38,850,000	
地域防犯活動推進のための青パトの購入

（福） 徳島蒼生福祉会 徳島県 板野郡
北島町 障害者支援施設（就労継続B・就労移行）の車両整備 4,660,000	

（特） 日本ペアレント・メンター研究会 徳島県 鳴門市 全国でのペアレント・メンター活動の普及・推進 3,050,000	

（特） ぶうしすてむ 愛媛県 松山市 障害者の働き方を考えるフォーラムの開催と
在宅ワークの全国ネット構築 2,010,000	

（福） 愛成会 高知県 香美市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,800,000	

（福） キリスト者奉仕会 福岡県 大牟田市 障害者支援施設（就労継続A・B）の車両整備 730,000	

久保泉町こども見守り隊 佐賀県 佐賀市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,400,000	

高木瀬校区安全安心サポート会 佐賀県 佐賀市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,480,000	

（特） 長崎自立支援センターきずな 長崎県 西彼杵郡
長与町 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 3,020,000	

（一社） きらく福祉事業会 長崎県 大村市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,050,000	

（福） あゆみ会 長崎県 東彼杵郡
東彼杵町 障害者支援施設（就労継続A・B）の車両整備 3,100,000	

（一財） 熊本県建築住宅センター 熊本県 熊本市 熊本地震の復興支援に関する金融支援制度の
実施（第2期）（熊本県・住宅再建支援） 700,000,000	

熊本県 熊本県 熊本市 熊本地震の復興支援に関する金融支援制度の
実施（第2期）（熊本県・事業再建支援） 500,000,000	

（一社） 大分県歯科医師会 大分県 大分市 障がい者のための歯科診療施設における機器整備等 32,430,000	

（福） 博愛会 大分県 大分市 障害者支援施設（就労継続A・B・就労移行）の
車両整備 2,440,000	

（福） ぴぃたぁパンの家 大分県 日田市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 880,000	

福祉フォーラムin別杵・
速見実行委員会 大分県 別府市 別府市における障害者インクルーシブ防災 5,410,000	

米ノ津地区安全パトロール隊 鹿児島県 出水市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,440,000	

（一社） かりゆし結 沖縄県 浦添市 障害者支援施設（就労継続A・B）の車両整備 2,520,000	

（福） 豊饒会 沖縄県 国頭郡
本部町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 5,000,000	

団体数	 167
助成金額	 5,373,710,000	
事業件数	 183

あなたのまちづくり　事業計画一覧




