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え 20120004 平成24年6月18日 平成24年6月27日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　えんぴつの家
神戸市中央区南本町通５丁目２番21号

-

か 20160005 平成28年10月26日 平成28年11月1日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

公益社団法人　家庭養護促進協会
神戸市中央区橘通三丁目４番１号神戸市総合福
祉センター内

-

20150005 平成27年6月4日 平成27年6月18日 平成27年５月15日から平成32年５月
14日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　黄河の森緑化ネットワーク
神戸市中央区下山手通２丁目-12-11

○

20150004 平成27年6月1日 平成27年6月11日 平成27年１月１日以後に支出された寄
附金

学校法人　甲南学園
神戸市東灘区岡本８丁目９番１号

－

20130009 平成25年6月17日 平成25年6月26日 平成25年１月１日以後に支出された寄
附金

学校法人　甲南学園甲南小学校
神戸市東灘区住吉本町１丁目12番１号

-

20170003 平成29年7月28日 平成29年8月7日 平成29年１月１日以後に支出された寄
附金

学校法人　甲南女子学園
神戸市東灘区森北町６丁目２番２３号

-

20140008 平成26年7月14日 平成26年8月15日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

公益財団法人　コープともしびボランティア振興財
団
神戸市東灘区田中町５丁目３番20号生活文化セ
ンター西館２階

－

20170005 平成29年8月28日 平成29年9月4日 平成29年１月1日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸いのちの電話
神戸市中央区橘通３－４－１

－

20140010 平成26年8月19日 平成26年9月16日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

公益財団法人　神戸国際協力交流センター
神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号　神戸商工貿
易センタービル２階

－

20150015 平成28年3月30日 平成28年4月6日 平成28年３月16日から平成33年３月
15日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　神戸国際占術協会
神戸市中央区小野柄通五丁目１番13号103号室

○

20130008 平成25年5月28日 平成25年6月14日 平成25年１月１日から平成28年３月31
日までに支出された寄附金

公益財団法人　神戸市演奏協会
神戸市中央区橘通３丁目４番３号

－

20110006 平成23年12月27日 平成24年1月12日 平成23年１月１日以後に支出された寄
附金

公立大学法人　神戸市外国語大学
神戸市西区学園東町９丁目１番地

－

20140004 平成26年2月12日 平成26年2月24日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

社会福祉法人　神戸市北区社会福祉協議会
神戸市北区鈴蘭台西町１丁目25番１号（神戸市北
区役所内）

－

20120003 平成24年3月23日 平成24年4月20日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人　神戸市公園緑化協会
神戸市須磨区緑台

－

20120009 平成24年11月15日 平成24年11月27日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸市社会福祉協議会
神戸市中央区磯上通３丁目１番32号

－

20140005 平成26年2月21日 平成26年3月3日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

社会福祉法人　神戸市須磨区社会福祉協議会
神戸市須磨区大黒町４丁目１番１号（神戸市須磨
区役所内）

－

20130003 平成25年1月24日 平成25年1月31日 平成25年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸市垂水区社会福祉協議会
神戸市垂水区日向１丁目５番１号（神戸市垂水区
役所内）

－

20120010 平成24年12月25日 平成25年1月8日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸市中央区社会福祉協議会
神戸市中央区雲井通５丁目１番１号（神戸市中央
区役所内）

－

20140006 平成26年7月3日 平成26年7月29日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

社会福祉法人　神戸市長田区社会福祉協議会
神戸市長田区北町３丁目４番地の３（神戸市長田
区役所内）

－

20130001 平成25年1月9日 平成25年1月16日 平成25年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸市灘区社会福祉協議会
神戸市灘区桜口町４丁目２番１号（神戸市灘区役
所内）

－

20130006 平成25年2月6日 平成26年２月13日 平成25年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸市西区社会福祉協議会
神戸市西区玉津町小山字川端180番地の３（神戸
市西区役所内）

－

20130002 平成25年1月17日 平成25年1月24日 平成25年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸市東灘区社会福祉協議会
神戸市東灘区住吉東町５丁目２番１号（神戸市東
灘区役所内）

－

20130005 平成25年1月25日 平成25年2月1日 平成25年1月1日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸市兵庫区社会福祉協議会
神戸市兵庫区荒田町１丁目21番１号（神戸市兵庫
区役所内）

－

20170004 平成29年8月16日 平成29年8月28日 平成29年1月1日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸福生会
神戸市兵庫区里山町１番48

－

20160007 平成28年12月21日 平成29年1月13日 平成28年2月24日から平成33年2月23
日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　神戸ミャンマー皆好会
神戸市中央区橘通１丁目２番12号

○

20120001 平成24年2月1日 平成24年2月16日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

地方独立行政法人　神戸市民病院機構
神戸市中央区港島南町２丁目１番地の11

－

20120008 平成24年9月30日 平成24年9月10日 平成24年４月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人　神戸市民文化振興財団
神戸市中央区楠町４丁目２番２号

－

20120007 平成24年8月20日 平成24年8月31日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　神戸聖隷福祉事業団
神戸市須磨区友が丘１丁目１番地

－

20110005 平成23年12月14日 平成23年12月21日 平成23年１月１日以後に支出された寄
附金

国立大学法人 神戸大学
神戸市灘区六甲台町１番１号

－

20110003 平成23年10月28日 平成23年11月25日 平成23年４月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人 神戸文化支援基金
神戸市中央区山本通２丁目４番24号リランズゲー
ト

－

20150012 平成28年2月16日 平成28年2月18日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人　神戸ＹＭＣＡ
神戸市中央区加納町二丁目7番15号

－

20160003 平成28年9月21日 平成28年10月4日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人　神戸YWCA
神戸市中央区二宮町一丁目12番10号

－

20140012 平成26年11月1日 平成26年11月21日 平成26年１月１日以後に支出された寄
附金

独立行政法人　国立病院機構
東京都目黒区東が丘二丁目５番21号

－

20150002 平成27年2月20日 平成27年3月9日 平成27年２月12日から平成30年２月
11日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　こどもコミュニティケア
神戸市垂水区舞多聞東２丁目６番９号１階 ○

20130013 平成25年7月5日 平成25年8月23日 平成25年７月２日から平成30年７月１
日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人
コミュニティ・サポートセンター神戸
神戸東灘区住吉東町５丁目２番２-104号

○

こ

現在指定を受けている団体（※団体名の五十音順） 
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さ 20150008 平成27年10月27日 平成27年11月5日 平成27年10月23日から平成32年10月
22日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　産業人ＯＢネット
神戸市中央区東川崎町一丁目８番４号

○

20150014 平成28年3月30日 平成28年4月6日 平成28年１月１日から平成32年３月22
日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　市民活動センター神戸
神戸市中央区元町通六丁目７番９号秋毎ビル３階

○

20150011 平成28年2月15日 平成28年2月18日
平成28年１月１日から平成32年10月
22日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　しみん基金・こうべ
神戸市中央区旭通一丁目1番1-203号

○

20150017 平成28年5月30日 平成28年6月13日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

学校法人　上智学院
東京都千代田区紀尾井町７番１号

－

20150009 平成27年12月13日 平成28年1月6日
平成27年３月23日から平成32年３月
22日までに支出された寄附金

ＮＰＯ法人
女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ
神戸市中央区元町通六丁目7番9号秋毎ビル１階

○

20130012 平成25年8月1日 平成25年8月12日 平成25年１月１日以後に支出された寄
附金

学校法人　神港学園
神戸市中央区山本通４丁目19番20号

－

す 20140001 平成26年1月10日 平成26年1月28日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

学校法人　須磨浦学園
神戸市須磨区千守町２丁目１番13号

－

せ 20140002 平成26年1月29日 平成26年2月13日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

公益財団法人　先端医療振興財団
神戸市中央区港島南町２丁目２番

－

20160006 平成28年11月16日 平成28年11月30日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

学校法人　瀧川学園
神戸市須磨区宝田町二丁目１番地

－

20130017 平成25年11月27日 平成25年12月16日 平成25年1月1日以後に支出された寄
附金

学校法人　谷岡学園
大阪府東大阪市御厨栄町４丁目１番10号

－

ち 20140003 平成26年2月7日 平成26年2月13日 平成26年１月１日から平成30年12月
19日までに支出された寄附金

公益財団法人　チャイルド・ケモ・サポート基金
神戸市中央区港島中町８丁目５番３号

－

て 20160002 平成28年8月8日 平成28年9月15日 平成28年７月29日から平成33年７月
28日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人
デイ・ステーションたるみ・ともの家
神戸市垂水区川原一丁目１番15号

○

と 20150016 平成28年5月18日 平成28年5月30日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人
ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャ
パン
東京都新宿区西新宿６－５－１
新宿アイランドタワー　３９階

－

な 20120005 平成24年7月13日 平成24年8月8日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

学校法人　灘育英会
神戸市東灘区魚崎北町８丁目５番１号

－

20130016 平成25年10月23日 平成25年11月1日 平成25年１月31日から平成30年１月
30日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　西神戸トラウマカウンセリン
グルーム
神戸市西区岩岡町岩岡890番地６

○

20170007 平成29年11月17日 平成29年12月7日 平成29年１月１日以後に支出された寄
附金

公益社団法人　日本オストミー協会　兵庫県支部
神戸市中央区楠町５－４－８

－

20130004 平成25年1月24日 平成25年2月1日 平成25年１月１日から平成28年３月18
日までに支出された寄附金

公益財団法人　日本ライフ協会
東京都渋谷区恵比寿１丁目13番６号

－

20130007 平成25年2月12日 平成25年2月20日 平成25年１月31日から平成30年１月
30日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人認知症予防ネット神戸
神戸市東灘区住吉本町２丁目13番７号２階

○

20150007 平成27年8月5日 平成27年8月18日
平成27年７月29日から平成32年７月

28日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人
阪神淡路大震災一一七希望の灯り
神戸市北区星和台五丁目27番地の35

○

20170001 平成29年4月7日 平成29年4月17日
平成29年3月28日から平成34年3月
27日までに支出された寄附金

ＮＰＯ法人
はんしん高齢者くらしの相談室
神戸市東灘区田中町1丁目15番5号コマツBILD本
山301号

○

20150013 平成28年3月1日 平成28年3月24日 平成28年１月26日から平成33年１月
25日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人
東灘地域助け合いネットワーク
神戸市東灘区御影本町六丁目15番17号

○

20110004 平成23年10月31日 平成23年11月25日 平成23年４月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人
兵庫県芸術文化協会
神戸市中央区山手通４丁目16番３号

－

20140009 平成26年8月11日 平成26年8月19日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団
神戸市西区曙町1070番地

－

20140007 平成26年7月22日 平成26年7月29日 平成26年１月１日以後に支出した寄附
金

公益財団法人　兵庫県予防医学協会
神戸市灘区岩屋北町１丁目８番１号

－

20130015 平成25年8月23日 平成25年9月4日 平成25年４月１日以後に支出された寄
附金

公立大学法人　兵庫県立大学
神戸市西区学園西町８丁目２番地１

－

20120006 平成24年7月13日 平成24年8月8日 平成24年１月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人　ひょうご子どもと家庭福祉財団
神戸市中央区中山手通５丁目１番１号

－

20130014 平成25年8月20日 平成25年9月4日 平成25年７月８日以後に支出された寄
附金

公益財団法人　ひょうごコミュニティ財団
神戸市中央区元町通６丁目７番９号　秋毎ビル３
階

－

20150010 平成28年2月12日 平成28年2月18日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　兵庫盲導犬協会
神戸市西区押部谷町押部24番地

－

ほ 20170006 平成29年9月12日 平成29年9月14日 平成29年１月１日以後に支出された寄
附金

社会福祉法人　芳友
神戸市北区しあわせの村１番９号

－

ま 20150001 平成27年2月12日 平成27年2月20日 平成27年２月３日から平成32年２月２
日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　まち・コミュニケーション
神戸市長田区御蔵通５丁目211番４号-101

○

ゆ 20170002 平成29年7月5日 平成29年7月12日 平成29年１月1日以後に支出された寄
附金

学校法人　行吉学園
神戸市中央区港島中町４丁目７番２号

－

り 20130011 平成25年7月26日 平成25年8月8日 平成25年１月１日以後に支出された寄
附金

独立行政法人　理化学研究所
神戸市中央区港島南町２丁目２番３号

－

20140011 平成26年10月10日 平成26年10月23日 平成26年10月７日から平成31年10月
６日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　ローンボウルズ日本
神戸市西区桜が丘東町２丁目５番地の10

○

20120002 平成24年3月2日 平成24年3月16日 平成24年１月１日から平成28年３月31
日までに支出された寄附金

学校法人　六甲学院
神戸市灘区篠原伯母野山町２丁目４番１号

－

F 20160004 平成28年9月26日 平成28年10月6日 平成28年９月23日から平成33年９月
22日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　Future Code
神戸市中央区小野柄通六丁目１-22-602

○

N 20160001 平成28年9月5日 平成28年9月15日 平成28年１月１日以後に支出された寄
附金

公益社団法人　NEXT VISION
神戸市北区小倉台二丁目１番33号

－

に

し

ひ

た

ろ

は
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20150003 平成27年4月22日 平成27年5月15日 平成27年１月１日以後に支出された寄
附金

公益財団法人　PHD協会
神戸市中央区山本通４-２-12
山手タワーズ601

－

20150006 平成27年8月5日 平成27年8月18日 平成27年７月29日から平成32年７月
28日までに支出された寄附金

特定非営利活動法人　Present Garden to
神戸市垂水区南多聞台１丁目５番11号

○

P


