平成２４年度高齢者生活支援ビジネス離陸応援事業補助認定団体一覧
地域 所在地

事業者名

事業計画名

事業概要

神戸市
『住まい・環境』相談室
中央区

バリアフリー化をはじめとするリフォー
シニアによる、シニアのための ム・修繕・改善等、高齢者の住環境の
『住まい・環境』相談室
相談を受けるとともに、高齢者の日常
生活支援活動を行う

神戸市 株式会社農産物流通研
北区 究所

地域に埋蔵する高齢者の力を
発掘・活用し、県産農産物を使
地域の高齢者の豊かな「食」生活をサ
用した本物の「食」を提供する
ポートするため、倶楽部を設立し、配
ことで、地域（住宅地）に「絆」
送及び店舗での特典販売を実施
「コミュニケーション」を創出す
る「はっぱや倶楽部」事業

神戸

神戸市 こころ豊かな人づくり５００ ５００人委員会シニアサポート
須磨区 人委員会神戸OB会
プロジェクト

神戸市
神戸塾
西区

宝塚市

特定非営利活動法人ス
マイルウェイ

高齢者自身も提案し、商品開発に携
高齢者対象の旅行用のファッ
わる、高齢者対象の旅行用ファッショ
ションのデザインと製造、販売
ンの製造・販売
地域高齢者に対する生活の様々な困
高齢者とシニアが生きがいを感 り事等の訪問による解決や、パソコン
じ、高齢者の生活を支援する事 や携帯の使い方勉強会等を高齢者が
業
実施することで、生きがいを得る機会
を提供する事業

阪神北

宝塚市 スポーツコミュニティ宝塚 スポーツコミュニティ宝塚

宝塚市

宝塚サージェリーネット
ワーク

高齢者を対象に、自分史、戦争や震
災の体験記、趣味作品集などの記録
冊子作り支援、及び小さなお困り手助
け活動

シニアプレーヤーによるシニア層を対
象としたワンコイン型スポーツ体験教
室の開催

高齢者向けに落語会、ジャズライブ、
高齢者の「きづな」づくり支援事
盆栽教室、出張パソコン教室等を開催
業
する生涯学習支援事業

「ＮＰＯほっとねっとタウン空き家バン
特定非営利活動法人ほっ
シニア世代住みかえ支援相談
ク」を創設し、シニア世代のライフスタ
東播磨 明石市
とねっとタウン
事業
イルに適う新たな居所への住みかえ
支援事業

但馬

美方郡 特定非営利活動法人D・
高齢者と歩む地域づくり
香美町 B・Cグループ

淡路 洲本市 洲本市外町連合婦人会

空き町家を活用した昼食提供
ビジネスによる地域の高齢者
見守り支援活動

耕作放棄の防止・有害鳥獣の捕獲に
よる鹿・猪の肉加工や農作物生産等
の高齢者への労働場所の提供と生き
がいづくり、及び後継者育成や食のイ
ベントを活用した若者との交流
空き町家を活用した食堂や宅配による
地域の高齢者に対する昼食提供サー
ビスにより高齢者の健康維持支援と見
守り活動を行う

平成２５年度高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業認定団体一覧

地域

所在地

事業者名

神戸市
筒井台自治会
中央区

事業計画名

ちょいより事業

事業概要

高齢者が引きこもりにより孤独におちい
らないように、ちょいよりサロンを設置す
る他、ちょいより体操、勉強会等を実施

神戸
野菜の生産・販売流通
神戸市 特定非営利活動法人友
を通じた生きがい就労
東灘区 之会
支援事業

尼崎市

高齢者の生きがいづくり等をめざし実
施。地域高齢者の自己食料として生産し
ている余った野菜を低価格で購入し、障
害者施設へ低料金で販売

地域の野良猫増加の抑制をめざし、野
ホームレス猫不妊運動 野良猫の不妊運動の推 良猫を「捕獲」→「不妊手術」→「地域へ
ネットワーク
進
戻す」という流れの地域と連携したビジネ
スを実施

高齢者の元気、街の活性化に向け、高
齢者の有償家事手伝い事業を行うととも
阪神シルバーホットワー 塚口ご近助センター 雑
阪神南 尼崎市
に、レトロな大正時代の空き店舗を再生
ク
貨＆カフェー
して、雑貨や産直農産物等の販売、カ
フェを運営

尼崎市 ハミング

三田市

孤立無縁社会の課題に 独居老人等の見守り、認知症予防に寄
対する安全見守りサー 与するための、高齢者向け賃貸住宅な
クル活動事業
どでの高齢者サークル活動事業

高齢者や障害者、在宅療養中の人など
ＮＰＯ法人まごころサー 高齢者在宅理美容サー
外出困難者を対象とした出張理美容
ビス
ビス
サービス

阪神北

三田市 三田を知る会

東播磨

シニア世代の生きがいづくりのために緩
シニア世代のためのコ
やかなつながりのできる居場所づくり（コ
ミュニティカフェと生活支
ミュニティカフェ）と、スーパー等と連携し
援事業
た高齢者の買い物支援

放棄田、未利用農地を利用した野菜の
高齢者による放棄田を
加古川 加古川ＥＭ農業実践倶
栽培・販売。高齢者の就業機会を確保
活用した安全安心野菜
市
楽部
し、栽培した安全安心な野菜をスー
栽培事業
パー・直売等により、地域社会に提供

神河町 ＰＣ楽会

かみかわでじさぽ塾

高齢者がパソコンやインターネットを覚え
て活力ある便利な生活を行い、地域の
活性化を図るためのデジタルサポート教
室の開催

中播磨

姫路市

但馬

経験豊かなシニア世代が、引きこもりな
特定非営利活動法人ai 「シニアのいきいきジョブ どの若者のジョブサポーターとして就労
ふぁみりあ
サポート」
を支援。若者の就労内容は、生活支援
の必要な高齢者等のサポート

但馬の高齢者サイトを開設・運営すると
ともに、ウェブサービス制作、活用講習を
高齢者サイトの運営・物
新温泉
高齢者団体向けに行い、情報化を支援。
但馬おばあちゃんの会 販および高齢者団体情
町
運営サイトでは、地域内の商品を生産者
報化支援
（元気なおばあちゃん）や風景も一緒に
映像で紹介して販売

ＮＰＯ法人スマイルプラ スマイル＋で婚活！！
豊岡市
ス
街コンin但馬

丹波

丹波市

丹波ブルーベリー研究 丹波ブルーベリー古郷
会
活性交流事業

出会いの無い独身者に出会いの場を
セッティングし、既婚者である高齢スタッ
フのアドバイスを提供しながら、街コン・
イベント開催により多数のカップル成立
を目指す

ブルーベリー生産農家が個々に生産し
たブルーベリーを１カ所に集荷し、量的な
確保、統一した選果で品揃えをした上
で、付加価値をつけて販売

平成２６年度高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業認定団体

地域

市（区）町名

事業者名

神戸市
神戸
Workmate
中央区

尼崎市

特定非営利活動法人
スマイルひろば

阪神南 西宮市 おむすびネット

事業計画名

事業概要

日本に住む外国人とその家族が日本社会の一
ひょうごに住む外国人住民
員として生活できる環境づくりを目指し、在日外
の就労を支援し、ともに生
国人の仕事に関する相談や、仕事作りの提案等
きる多文化社会を育てる
を実施

お葬式コミュニティサービス

低所得家庭や独居高齢者を主な対象に、住み
慣れた地域で、地域の人々に見送られながら、
残された家族にも金銭的な負担をかけずに行え
るお葬式サービスを提供

おむすびネット

地域の高齢者がいつでも誰でも気軽に集えるつ
どいの場「おむすびころりん」の設置と、つどい場
間のネットワーク化

芦屋市

特定非営利活動法人
シニア向けピラティス教室
シニア生活設計サポート結

宝塚市

特定非営利活動法人
生活支援の会あいかつ

日常生活上のお困りごとに
対しての外出介助や家事
援助などの「あいかつ」活
動

高齢者の健康寿命を伸ばし、高齢者自身の喜び
とともに、家族の負担軽減を図ることを目的とし
た、高齢者向けピラティス教室の開催

「ここに住んでよかった」と思える地域づくりをめ
ざし、地域の中で、地域の人のお困りごとに対処
すること（家事援助、外出介助、福祉有償運送）
を事業化

阪神北
特定非営利活動法人
宝塚市
ユーズ宝島

家庭内清掃の請負や遺品整理を低価格で引き
シニアによるゴミ軽減リサイ 受け、各家庭から出される「不要品」や修理出来
クルショップ事業
る物は、シニア人材の技能で修理再生し、ガレー
ジセールやインターネットで販売

中播磨 福崎町 西大貫自治会

いきいきキノコでグリーン 里山防災林整備事業による廃木を活用したキノ
ツーリズム地域おこし事業 コづくり、及び、食育体験・農林業体験等の実施

但馬 豊岡市 農作業応援社

高齢化社会におけるシニア
世代による農作業をはじめ 高齢等の理由で管理が困難な田畑の農作業等
とした生活全般に関する応 （草刈、冬期の除雪等）の応援サービス
援

丹波 篠山市

ささやま暮らし開き・風味里 つながり・寄りあい・暮らし
（ファミリー）
を開く拠点事業

地域の社会参加拠点づくり、及び、小規模多機
能サロンとして各種イベント、販売会等を実施

洲本市

特定非営利活動法人
ホームホスピス淡路島

住み慣れた地域、馴染みの関係の中で最期まで
最期まで安心して穏やかに
自分らしく生活ができるホームホスピス事業の実
過ごせる在宅ホスピス事業
施

南あわじ市

特定非営利活動法人
ソーシャルデザインセン
ター淡路

『誰もが仕事や役割をもち、
みんながいきいきと笑顔で 淡路島の特産物ギフト事業を通した、就労弱者
暮らせる淡路島に』～就労 の仕事づくりと、ジョブパートナー（就労弱者を支
弱者と専門知識を持った高 援する仕事仲間）の第二の職場の創造
齢者の”仕事づくり”～

淡路

平成２７年度高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業
補助認定団体一覧
地域

事業者名

市（区）町名

事業計画名

事業概要

神戸市 鶴甲団地管理組合
灘区 連絡協議会

商業施設「鶴甲コープ」隣接区画に、コミュ
鶴甲サポートセンター事業 ニティの増進を図れる場づくりを行い、高
齢者の困りごとのお手伝いを引き受ける

神戸市 特定非営利活動法人
長田区 神戸なごみの家

地域互助会システムの構
ホームホスピスと連携した健康チェック等
築 住み慣れた地域でとも
を行うサロンの開設・運営
暮らしプロジェクト

神戸

①シルバーカフェ「生きがい広場」を運営
シルバーカフェ「生きがい
特定非営利活動法人
し、年金等の相談や趣味の集いを開催
尼崎市
広場」及び「高齢者お助け
イーライフサポートセンター
②高齢者介護等の支援のための「高齢者
事業」の運営
お助け事業」を実施

阪神南 尼崎市

特定非営利活動法人
チャユウ

茶遊

西宮市 みんなの寄合所たかす

阪神北 宝塚市 鹿肉OEM受託プロジェクト

東播磨 明石市

玄米ごはんとおやつ工房
Kohan

地域まちづくりの拠点とな 商店街にコミュニティスペース（お茶を介し
るコミュニティスペース運営 た語り合う場）を設け、世代間、地域間の
事業
交流に寄与する
高齢者の方々に交流の場を提供するとと
「みんなの寄合所たかす」 もにリンパマッサージ・整体など体調維持
のサポートを行う
シカの食資源化にむけた、 鹿肉の加工販売することで、シカ被害地域
OEM受託のための商品開 の収益増加を促進するとともに、食資源と
発事業
しての鹿肉の価値を向上させる
地域の健康を守る玄米菜 地域の健康イベントと連携して実施する添
食と自然派おやつの販売 加物や化学調味料を使用しない手作りの
と提案事業
総菜、弁当、おやつ等の製造と販売

北播磨 三木市 NPO法人TODAY

元気高齢者の障がい者等
の自立支援、経済的自立 高齢者と障害者が協同して行う小型機械
のための場作り、雇用の拡 解体事業等の作業の場の確保
大の展開

中播磨 姫路市 NPO法人 人・こころネット

住み慣れた地域で自分らし
くいきいきと暮らし続けるた
めのシニア世代による相談
支援と生活支援事業

高齢者をはじめ地域住民が気軽に参加で
きる地域サロンの運営や経験豊富な シニ
アスタッフの自宅訪問による生活支援サー
ビスの実施

西播磨 相生市 矢野町あいおいも生産組合

「あいおいも」の新規特産
化による地域財源の創出

キャッサバ栽培に本格的に取り組み、①耕
作放棄地の解消、②地域内の雇用創出を
目指す

但馬 香美町 美方高原活用推進協議会

『新屋 豊かな山里づくり』
資源再生活用計画

耕作放棄田を利用した薬草の栽培

丹波 篠山市 丹波木綿の里くもべ

県の伝統工芸品である「丹波木綿」を次世
「丹波木綿」の伝承と次世 代につなげて行くため、商品開発や販路の
代担い手育成事業
開拓、研修生の育成による技術の伝承を
行う

平成２８年度高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業
補助認定団体一覧
地域

神戸

市（区）町名

事業者名

事業計画名

高齢者の買い物等の送迎や近隣
への旅行等の支援を行う介護タク
シー

神戸市
コンビニ・タクシー
東灘区

コンビニ・タクシー

神戸市 特定非営利活動法人
東灘区 できたてい

進学塾へ通う子供向けお弁当提
子育て親子に対する食育
供サービスやレシピサイト運営、
支援事業
クッキングスクールなどを行う

神戸市
有限会社MalS
東灘区

FabCafe KAIGANDORI
KOBE

神戸市 大人の居場所研究舎
中央区 薬膳喫茶なりわい

古民家、古書、薬膳飲物、手作り
大人の居場所研究舎 薬 お八つ、健康体操、大人も夢中な
膳喫茶「なりわい」
ワークショップ等で共に健やかに
なれる空間作り

HAT脇の浜フレッシュ・ク
神戸市 HAT脇の浜フレッシュ・クラ ラブ（高齢者しごと組合
中央区 ブ高齢者しごと組合 HELP HELP)による生活支援事
業

阪神南

事業概要

先端情報技術の次世代の育成を
目指し、神戸のものつくり情報交
流、発信を目指す

配食支援や買い物支援など、地
域の高齢者のニーズに応え、高
齢者等の自立した生活を支援す
る

神戸市
サロンまどい
長田区

高齢者及び地域住民のた 会員制サロンを拠点とした、地域
めの交流の場所（サロン） 住民のためのサポートや喫茶事
提供と、生活支援
業

神戸市
垂水区 舞子坂ふーみん

地域の居場所と要援護者 地域の高齢者の居場所づくりと要
への有資格者による制度 介護者への有資格者による生活
外サービス事業
支援

尼崎市 アマンドプロジェクト

あまがさき古民家再生

空き家となっている古民家を地域
コミュニティの場として活用し、多
世代の交流を活性化させる

放課後や夏休み等の児童の居場
一般社団法人
放課後児童スポーツデイ 所確保・運動指導、シニア世代か
西宮市 オープンゲートスポーツクラ
サービス事業
らの学習指導などによりコミュニ
ブ
ティを形成する

阪神北 宝塚市 Fata倶楽部

年代や立場を超えた人達 カフェや食堂事業、文化教室を通
の居場所づくりと地域の活 して、地域の高齢者や子供まで気
動を結ぶ拠点事業
軽に集える居場所作り

外国にルーツを持つ住民の支援
（日本語支援・就業相談）や、地域
特定非営利活動法人
多文化居場所作り事業
東播磨 明石市 多文化センターまんまるあ 「多文化センターまんまる 住民が気軽に世界とつながるた
かし
あかし」
めの事業（語学講座・交流イベン
ト）等を行う
特定非営利活動法人
地域の食材を使ったカフェ 古民家を活用したコミュニティカ
神崎郡
コミュニテイカフェ河童のさ の経営と音楽活動等拠点 フェの運営や、音楽活動、観光情
中播磨
福崎町
んぽ道
つくり
報発信等の拠点作り

丹波

篠山市 有限会社古杉企画

淡路

淡路市

一般社団法人
施設活用研究会

地域高齢者のための「い
きいき健康クラブ」事業

高齢者の健康維持・増進や、認知
症予防のために、気軽に運動が
出来る場やツールを提供する

遊休施設へのイベント誘
致による地域の活性化

淡路島内の遊休施設の放置問題
や環境問題に対する研究及び対
策

