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 （  ）内は前年度

　 総件数   　           　  　　　３８７件 （　 　　　  ４０６件   対前年比   95.3％）

総　額　　　　    ４３６,３３０千円 （  ３９５,４８０千円   　 〃          110.3％）

    　  交付額    ４０９,０２０千円 （  ３６９,０５０千円　　 〃       110.8％）

　　　　加算額　　　６,３３０千円 （  　　５,４８０千円　　 〃       115.5％）

    　  事務費    　２０,９８０千円 （　  ２０,９５０千円　      〃       100.1％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 21 (22) 26,600 (23,860)
函　館 20 (15) 19,860 (18,170)
福　島 19 (22) 20,390 (18,240)
新　潟 21 (23) 19,490 (18,160)
中　山 20 (27) 26,660 (23,510)
東　京 28 (30) 29,870 (28,160)
中　京 14 (19) 20,400 (18,200)
京　都 26 (24) 27,910 (24,440)
阪　神 31 (30) 26,230 (23,740)
九　州 15 (17) 21,240 (18,220)

馬主協会　計 215 (229) 238,650 (214,700)
Ⅱ 府県 （38） 172 (177) 176,700 (159,830)
Ⅰ+Ⅱ    合計 387 (406) 415,350 (374,530)
Ⅲ   事務費 20,980 (20,950)
総合計 387 (406) 436,330 (395,480)

決定交付額（千円）

平成28事業年度   施設整備等助成金交付額内訳

  件数（件）

内 訳    
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１０馬主協会－２１５件

Ⅰ. 馬 主 協 会 別 交 付 額 一 覧
（場外分を含む）
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率

1 札　幌 （福）南幌苑 空知郡南幌町 南幌めぐみ学園 障害者支援 作業用手袋編機 1,533,600 1,000,000 65.2%
2 札　幌 （福）静内ぺテカリ 日高郡新ひだか町 静内ペテカリの園 障害者支援 送迎用車両 6,150,000 2,000,000 32.5%
3 札　幌 （福）新ひだか町社会福祉協議会 日高郡新ひだか町 ヘルパーステーション
新ひだか社協 訪問介護（老） 訪問用車両 935,000 700,000 74.8%
4 札　幌 （福）浦河向陽会 浦河郡浦河町 浦河向陽園 障害者支援 送迎用車両 3,270,000 1,800,000 55.0%
5 札　幌 （福）様似福祉会 様似郡様似町 様似ソビラ荘 特養老 特殊浴槽 5,979,733 2,000,000 33.4%
6 札　幌 （福）様似町社会福祉協議会 様似郡様似町 様似町社会福祉協議会 老人居宅介護 訪問・送迎用車両 898,279 670,000 74.5%
7 札　幌 （福）北海道いのちの電話 札幌市中央区 北海道いのちの電話 相談事業 電話機器 763,560 570,000 74.6%
8 札　幌 （福）シルバニア 札幌市東区 ウィズ東苗穂 障害者支援 福祉車両 4,290,000 2,000,000 46.6%
9 札　幌 （福）豊寿会 札幌市南区 グループホームすずらん 障グループホーム（障） 送迎用車両 3,140,000 1,740,000 55.4%
10 札　幌 （特非）iCareほっかいどう 札幌市西区 ばおばぶ 児童デイ（障） 福祉車両 3,445,608 1,900,000 55.1%
11 札　幌 （福）ＨＯＰ 札幌市西区 ＨＯＰ障害福祉事業所
（仮称） 生活介護・児童デイ（障） 障害児用遊具 1,128,540 840,000 74.4%
12 札　幌 （福）いちもく会 旭川市 いちもく旭川 就労継支Ｂ（障） デジタル印刷機・名刺プリンター 2,052,000 1,150,000 56.0%
13 札　幌 （福）新生会 旭川市 希望学園 障害者支援 業務用全自動洗濯機 1,846,800 1,000,000 54.1%
14 札　幌 （福）
幕別真幸協会 中川郡幕別町 グループホームくつろぎの家 認知症共同（老） 福祉車両 1,781,426 1,000,000 56.1%
15 札　幌 （特非）サポートセンター・えん 帯広市 みんなのいえ 障グループホーム（障） 自動火災報知設備設置工事 777,600 580,000 74.5%
16 札　幌 （福）
北海道博愛舎 夕張市 北海道博愛舎 障害者支援 二段式乾燥機 3,661,200 2,000,000 54.6%
17 札　幌 （特非）ひまわり会 札幌市豊平区 東野幌ひまわり農園 就労継支Ｂ（障） ブルーベリー農場防風ネット設置工事 4,212,000 2,000,000 47.4%
18 札　幌 （福）揺籃会 深川市 あかとき学園 障害者支援 送迎用車両 2,878,217 1,600,000 55.5%
19 札　幌 （特非）おおぞら 夕張郡長沼町 きたひろベース 障グループホーム（障） 居室窓改修工事 1,209,600 900,000 74.4%

49,953,163 25,450,000 50.9%
20 札場外 （特非）北海道若年認知症の人と家族の会 札幌市中央区 若年認知症の人と家族の当事者を支援する家族の会 相談事業 ノートパソコン 212,220 150,000 70.6%
21 札場外 （福）札幌慈啓会 札幌市中央区 慈啓会特別養護老人ホーム 特養老 業務用冷凍冷蔵庫 1,566,000 1,000,000 63.8%

1,778,220 1,150,000 64.6%
合計 21  件 51,731,383 26,600,000 51.4%

22 函　館 （福）函館松寿会 函館市 函館はくあい園 特養老 業務用乾燥機 1,101,600 820,000 74.4%
23 函　館 （福）函館恵愛会 函館市 松陰プラザ 就労継支Ａ（障） 水産加工物密封（シール）機 977,400 730,000 74.6%
24 函　館 （福）戸井福祉会 函館市 潮寿荘 特養老 福祉車両 4,316,126 1,110,000 25.7%
25 函　館 （福）かいせい 函館市 かいせい東川 就労継支Ｂ（障） 冷暖房設備改修工事 2,646,000 1,000,000 37.7%

平 成 ２ ８ 事 業 年 度   施 設 整 備 等 助 成 金 交 付 額 一 覧
（単　位　：　円）

総事業費
助　成　金
交　付　額

計19件

計2件
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

26 函　館 （特非）ラメールもり 茅部郡森町 ショートステイ豊生園・デイサービスセンターラメール 老人短期・老人デイ（老） 特殊浴槽 5,400,000 1,000,000 18.5%
27 函　館 （福）小樽高島福祉会 小樽市 Ｙｕｉ・たかしま 生活介護・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,541,106 1,000,000 64.8%
28 函　館 （福）熊石敬愛会 二海郡八雲町 くまいし荘 特養老 送迎用車両 3,260,000 1,100,000 33.7%
29 函　館 （福）渡島福祉会 茅部郡鹿部町 渡島リハビリテーションセンター療護部 障害者支援 送迎用車両 1,973,520 1,000,000 50.6%
30 函　館 （福）小樽北勉会 小樽市 ラポールなんたる 老人デイ 送迎用車両 3,500,000 1,000,000 28.5%
31 函　館 （福）美々川福祉会 苫小牧市 美々川エコ 生活介護（障） 送迎用車両 6,830,000 1,000,000 14.6%
32 函　館 （福）ニセコ福祉会 虻田郡ニセコ町 ニセコハイツ 特養老 業務用洗濯機・乾燥機 3,426,840 1,000,000 29.1%
33 函　館 （福）蘭越厚生事業団 磯谷郡蘭越町 らんこし 認知症共同（老） 福祉車両 2,104,190 1,000,000 47.5%
34 函　館 （福）さわら福祉会 茅部郡森町 シャリテさわら 特養老 低床電動ベット 4,053,240 1,000,000 24.6%
35 函　館 （福）上磯康啓会 北斗市 つれづれの郷 特養老 特殊浴槽 3,054,240 1,000,000 32.7%
36 函　館 （福）室蘭福祉事業協会 室蘭市 エンルムハイツ 特養老 福祉車両 2,491,528 1,000,000 40.1%
37 函　館 （福）黒松内つくし園 寿都郡黒松内町 緑ヶ丘ハイツ 特養老 特殊浴槽 5,616,000 1,000,000 17.8%
38 函　館 （福）札幌恵友会 札幌市北区 神恵内ハイツ９９８ 短期療養（老） ナースコール設備更新工事 2,484,000 1,000,000 40.2%
39 函　館 （福）ホープ 白老郡白老町 ほのぼの荘 障グループホーム（障） トイレ新設・改修工事 2,519,629 1,000,000 39.6%
40 函　館 （福）あぶた福祉会 虻田郡洞爺湖町 清水友愛の里 障害者支援 送迎用車両 8,708,150 1,000,000 11.4%
41 函　館 （福）民生博愛会 北斗市 清華園 特養老 福祉車両 4,500,000 1,100,000 24.4%

合計 20  件 70,503,569 19,860,000 28.1%

42 福　島 （特非）天使の唄 福島市 グループホームりら 障グループホーム（障） エアコン 544,320 400,000 73.4%
43 福　島 （福）福島縫製福祉センター 福島市 福島縫製福祉センター 社会授産・就労継支Ｂ（障） 高圧受電設備・高圧機器更新工事 1,110,240 830,000 74.7%
44 福　島 （福）福島更生義肢製作所 福島市 福島更生義肢製作所 補装具製作 整形靴用真空成型器 1,819,098 1,360,000 74.7%
45 福　島 （福）北中央福祉会 福島市 あゆみ保育園 保育所 空気清浄器 979,776 730,000 74.5%
46 福　島 （福）愛和会 福島市 ささやのぞみ保育園 保育所 園庭遊具 1,257,120 940,000 74.7%
47 福　島 （福）共生福祉会 郡山市 光の森の丘 老人デイ 送迎用車両 1,455,400 1,090,000 74.8%
48 福　島 （福）郡山コスモス会 郡山市 ワークコスモス 就労継支Ｂ（障） 製パン機 1,836,000 1,370,000 74.6%
49 福　島 （福）愛誠会 いわき市 せいざん荘西山館 特養老 福祉車両 1,660,000 1,140,000 68.6%
50 福　島 （福）育成会 いわき市 いわき育成園 障害者支援 食器洗浄機 950,400 710,000 74.7%
51 福　島 （特非）青空学童保育クラブ いわき市 青空学童保育クラブ 学童保育 送迎用車両 4,175,000 1,500,000 35.9%
52 福　島 （福）湖星会 二本松市 みどりの郷 特養老 福祉車両 4,547,785 1,450,000 31.8%
53 福　島 （特非）ひまわり福祉会 郡山市 永遠の里 生活介護（障） 外構舗装工事 3,373,110 1,500,000 44.4%
54 福　島 （特非）豊心会 須賀川市 つくしデイサービス歩 老人デイ スプリンクラー設置工事 3,609,360 1,500,000 41.5%
55 福　島 （福）蘭山会 耶麻郡猪苗代町 咲楽の里 特養老 温冷配膳車 3,218,400 1,500,000 46.6%
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

56 福　島 （特非）真桜会桜の家 河沼郡会津坂下町 ｌｅａｆ (リーフ) 児童発達支援・児童デイ（障） 外周フェンス・門扉設置工事 2,384,964 1,500,000 62.8%
57 福　島 （特非）レスポアールやまつり 東白川郡矢祭町 レスポアールやまつり 生活介護・就労継支Ｂ（障） エアコン 388,800 290,000 74.5%
58 福　島 （特非）かたつむり 田村郡三春町 いちご 生活介護（障） 福祉車両 1,790,000 1,340,000 74.8%
59 福　島 （福）しんち福祉会 相馬郡新地町 新地ホーム 特養老 全自動汚物除去機 961,200 650,000 67.6%

36,060,973 19,800,000 54.9%
60 福場外 （特非）いわき自立生活センター いわき市 ミント 就労継支Ｂ（障） クリーニング業務用乾燥機 799,200 590,000 73.8%

799,200 590,000 73.8%
合計 19  件 36,860,173 20,390,000 55.3%

61 新　潟 （福）ほっと妙高 妙高市 ほっと妙高ワークセンター 就労移支・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,120,000 720,000 64.2%
62 新　潟 （福）みんなでいきる 上越市 きら 生活介護（障） 福祉車両 1,739,410 1,070,000 61.5%
63 新　潟 （福）新潟県身体障害者団体連合会 新潟市江南区 新潟県障害者交流センター 身障福祉センターＡ スポーツ用車いす 628,320 400,000 63.6%
64 新　潟 （福）すみれ福祉会 見附市 すみれ保育園 保育所 送迎用車両 3,628,458 1,150,000 31.6%
65 新　潟 （福）下山福祉会 新潟市東区 下山保育園 保育所 送迎用車両 4,250,478 1,150,000 27.0%
66 新　潟 （福）東頸福祉会 十日町市 不老閣デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,524,108 1,130,000 24.9%
67 新　潟 （特非）千草の舎 新潟市西区 千草の舎 居宅介護・重度介護（障） 訪問・送迎用車両 1,475,536 950,000 64.3%
68 新　潟 （福）清和会 上越市 桑の里 老人短期 食器洗浄機・スチームコンベクションオーブン 1,512,000 980,000 64.8%
69 新　潟 （福）笑顔の会 新潟市中央区 エンジェル西療育教室 児童発達支援（障） 児童用トランポリン・プール 765,000 500,000 65.3%
70 新　潟 （福）旭会 阿賀野市 乳児園はるにれ 保育所 太陽光システム設置工事 1,998,000 1,050,000 52.5%
71 新　潟 （福）長岡東山福祉会 長岡市 介護プランセンターふそき 居宅支援（老） 訪問用車両 1,048,000 680,000 64.8%
72 新　潟 （特非）ボランティア亀田 新潟市江南区 のびのび 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 1,360,000 890,000 65.4%
73 新　潟 （福）よつば福祉会 佐渡市 ケアセンターうしろやま 小規模多機能（老） 訪問・送迎用車両 1,209,911 780,000 64.4%
74 新　潟 （福）フレンドランド福祉会 新潟市東区 ふれんど・ぴあ 生活介護（障） 福祉車両 4,060,000 1,130,000 27.8%
75 新　潟 （特非）にいがた・オーティズム 新潟市中央区 ディベロップ 児童発達支援・児童デイ（障） 知能・発達検査用具 767,932 500,000 65.1%
76 新　潟 （福）仁和会 新潟市西区 アルル保育園 保育所 倉庫・防災用品 1,072,570 690,000 64.3%
77 新　潟 （福）からし種の会 新潟市西区 からし種の家 認知症共同（老） 福祉車両 2,540,000 1,140,000 44.8%
78 新　潟 （福）新潟地区手をつなぐ育成会 新潟市中央区 あすなろ福祉園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,370,000 1,140,000 48.1%
79 新　潟 （福）しあわせ福祉会 佐渡市 愛らんど畑野 就労継支Ｂ（障） 豆富工場改修工事 2,322,000 1,150,000 49.5%
80 新　潟 （福）豊寿会 新潟市北区 豊栄園 老人デイ 下水道接続工事 3,780,000 1,150,000 30.4%
81 新　潟 （福）悠游 見附市 ラポール 老人デイ 福祉車両 4,112,867 1,140,000 27.7%

合計 21  件 46,284,590 19,490,000 42.1%

計18件

計1件
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82 中　山 （福）明花福祉会 印西市 山ゆり保育園 保育所 送迎用車両 6,095,842 2,000,000 32.8%
83 中　山 （福）きぼうの樹 市川市 かいづか保育園 保育所 LED照明設置工事 1,930,030 1,440,000 74.6%
84 中　山 （福）どろんこ会 東京都渋谷区 市川どろんこ保育園 保育所 送迎用車両 5,597,700 2,000,000 35.7%
85 中　山 （福）新樹の会 船橋市 アンデルセン保育園 保育所 屋外トイレ更新工事 1,944,000 1,450,000 74.5%
86 中　山 （福）啓愛会 銚子市 銚子中央保育園 保育所 送迎用車両 3,930,000 2,000,000 50.8%
87 中　山 （特非）こだま 長生郡一宮町 デイサービスこだま 老人デイ 椅子 323,670 230,000 71.0%
88 中　山 （福）正心会 流山市 美晴らしの里 特養老 介護ベッド用介助バー 453,600 320,000 70.5%
89 中　山 （特非）わ 山武郡九十九里町 ほかほかデイサービスわ 老人デイ 福祉車両 1,810,000 1,300,000 71.8%
90 中　山 （福）朋友会 岡山県岡山市 アグリ・ケアホームいこいの森 特養老 福祉車両 3,571,773 2,000,000 55.9%
91 中　山 （福）林声会 八街市 ゆかり八街西林 特養老 福祉車両 3,680,000 2,000,000 54.3%
92 中　山 （福）永和会 鴨川市 南小町 特養老 福祉車両 3,437,868 2,000,000 58.1%
93 中　山 （福）白波会 船橋市 おもいやりの郷
デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,621,396 1,180,000 72.7%
94 中　山 （特非）鎌ケ谷市手をつなぐ親の会 鎌ケ谷市 あっぷる 地活支援センター（障） エアコン・ロッカー・テーブル他 416,888 300,000 71.9%
95 中　山 （特非）カフェ・バルコニーの家 千葉市美浜区 カフェバルコニー 就労継支Ｂ（障） 作業所内改装工事・エアコン・照明 602,240 370,000 61.4%
96 中　山 （特非）ＭＳ-ｌｉｎｋ 船橋市 おひさま 就労継支Ｂ・生活介護（障） 送迎用車両 2,458,600 1,840,000 74.8%
97 中　山 （福）創仁会 柏市 東葛医療福祉センター光陽園 重症心身児 福祉車両 4,180,000 2,000,000 47.8%
98 中　山 （特非）タオ 浦安市 タオ タオ 就労移支・就労継支Ｂ（障） デジタル印刷機・紙折り機・カラープリンター 1,859,868 1,390,000 74.7%
99 中　山 （特非）いもむし 柏市 ポム 生活介護（障） プレハブ保冷庫 894,240 670,000 74.9%

100 中　山 （特非）想創 船橋市 やちゃぼう 生活介護（障） 送迎・運搬用車両 1,110,000 830,000 74.7%
101 中　山 （特非）秋桜社会福祉会 八街市 コスモス 生活介護（障） 福祉車両 1,795,305 1,340,000 74.6%
合計 20  件 47,713,020 26,660,000 55.8%

102 東　京 （福）仁愛会 杉並区 桧原サナホーム 特養老 業務用洗濯機・乾燥機 2,497,500 1,500,000 60.0%
103 東　京 （福）親和福祉会 八王子市 小松原園デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,270,000 1,500,000 45.8%
104 東　京 （福）原町成年寮 葛飾区 原町成年寮葛飾通勤寮 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,550,000 1,160,000 74.8%
105 東　京 （福）緑愛会 あきる野市 あたご苑 特養老 食器洗浄機・床面防水工事 3,500,000 1,500,000 42.8%
106 東　京 （福）清快福祉会 西多摩郡日の出町 新清快園 特養老 福祉車両 1,680,000 1,260,000 75.0%
107 東　京 （福）七日会 青梅市 さくら野杜 特養老 福祉車両 1,844,870 1,380,000 74.8%
108 東　京 （福）常盤会 西多摩郡瑞穂町 ときわぎ国領 老人デイ 福祉車両 1,410,440 1,050,000 74.4%
109 東　京 （福）もくせい会 福生市 ヨコタホーム 特養老 スチームコンベクションオーブン 1,493,640 1,120,000 74.9%
110 東　京 （特非）ＣＥＳ 八王子市 きりん館 障グループホーム（障） スプリンクラー設置・トイレ改修工事 1,544,400 1,000,000 64.7%
111 東　京 （特非）ワーカーズコープ 豊島区 自立支援センターまめの樹 就労継支Ａ（障） エアコン・ミシン・シュレッダー 340,658 250,000 73.3%
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112 東　京 （福）櫻灯会 西多摩郡日の出町 日の出紫苑 特養老 福祉車両 3,597,749 1,440,000 40.0%
113 東　京 （福）ほうえい会 西多摩郡日の出町 栄光の杜 特養老 業務用乾燥機 1,732,320 1,290,000 74.4%
114 東　京 （特非）ふみ月の会 調布市 ふみ月チャレンジ染地 児童デイ（障） 運動用具・防災ＤＶＤ・整理棚 586,549 430,000 73.3%
115 東　京 （特非）生活支援センター２０７ 東大和市 あとりえトントン 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 3,144,781 1,000,000 31.7%
116 東　京 （福）雲柱社 世田谷区 小金井生活実習所 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,898,313 1,500,000 51.7%
117 東　京 （特非）クッキングハウス会 調布市 ティールーム・クッキングハウス 就労継支Ｂ（障） 床・サッシ防寒改修工事 1,136,700 850,000 74.7%
118 東　京 （福）友愛学園 青梅市 友愛学園成人部 障害者支援 送迎用車両 2,800,000 1,500,000 53.5%
119 東　京 （福）多摩養育園 八王子市 桜の里 特養老 福祉車両 4,527,042 1,500,000 33.1%
120 東　京 （福）梨世会 東村山市 梨の園 小規模多機能（老） 福祉車両 1,850,000 1,380,000 74.5%
121 東　京 （特非）コイノニア 東久留米市 コイノニア 就労継支Ｂ（障） 製パン用ミキサー 1,425,600 1,000,000 70.1%
122 東　京 （特非）ＮＰＯあおぞら 豊島区 ワークスペースのぞみ 就労継支Ｂ（障） 作業用テーブル・椅子 505,756 360,000 71.1%
123 東　京 （特非）にこにこの会 調布市 ふくふく 児童デイ（障） 流し台設置工事 388,800 270,000 69.4%
124 東　京 （特非）ポコポコ・ホッピング 調布市 ポコポコ・ホッピング 児童デイ（障） エアコン・キッズコーナー・衝立 1,025,784 760,000 74.0%

44,750,902 25,000,000 55.8%
125 東場外 （福）ウエルス東京 江戸川区 ウエル江戸川 特養老 福祉車両 3,598,392 1,500,000 41.6%
126 東場外 （特非）青洞の家 江戸川区 青洞の家 自立支援（障） 屋根修繕工事 756,430 560,000 74.0%
127 東場外 （福）日本盲人会連合 新宿区 点字出版所 視覚障害情報提供 点字用紙カッター 657,720 480,000 72.9%
128 東場外 （特非）ソーシャルデベロップメントジャパン 足立区 療育室つばさ 児童発達支援（障） マット・クッションチェアー 1,109,268 830,000 74.8%
129 東場外 （福）友愛十字会 世田谷区 世田谷更生館 就労移支・就労継支Ｂ（障） 勤怠管理システム 2,268,000 1,500,000 66.1%

8,389,810 4,870,000 58.0%
合計 28  件 53,140,712 29,870,000 56.2%

130 中　京 （福）瑞穂福祉会 名古屋市瑞穂区 豊岡保育園 保育所 屋内階段表面材張替工事 691,200 450,000 65.1%
131 中　京 （福）ユーアンドアイ 岡崎市 額田の里 特養老 福祉車両 4,321,762 1,800,000 41.6%
132 中　京 （福）みかわ 岡崎市 花の木苑 生活介護・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,080,000 700,000 64.8%
133 中　京 （福）多加良浦学園 名古屋市港区 御田クローバー保育園 保育所 園庭遊具 819,720 500,000 60.9%
134 中　京 （福）さわらび会 豊橋市 若菜荘 軽費老 送迎用車両 2,710,000 1,400,000 51.6%
135 中　京 （福）白寿苑 津島市 デイサービスセンター犬山白寿苑 老人デイ 送迎用車両 2,466,717 1,700,000 68.9%
136 中　京 （福）ぶなの木福祉会 安城市 ぶなの木工房 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 2,648,097 1,800,000 67.9%
137 中　京 （福）若竹荘 豊川市 おひさまホーム 障グループホーム（障） 送迎用車両 1,950,000 950,000 48.7%
138 中　京 （福）ゆたか福祉会 名古屋市南区 みのり共同作業所 生活介護（障） 福祉車両 3,420,000 2,000,000 58.4%

計23件

計5件
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139 中　京 （福）道徳福祉会 名古屋市南区 はるかぜ 特養老 福祉車両 3,371,476 2,000,000 59.3%
140 中　京 （福）太陽 半田市 ひなた保育園 保育所 屋外遊具設置工事 2,921,400 1,800,000 61.6%
141 中　京 （福）かなえ福祉会 尾張旭市 すないの家尾張旭 特養老 福祉車両 3,500,000 2,000,000 57.1%
142 中　京 （福）恩賜財団愛知県同胞援護会 春日井市 春日苑 障害者支援 電話設備更新工事 3,911,760 1,800,000 46.0%

33,812,132 18,900,000 55.8%
143 中京外 （福）緑の丘福祉会 名古屋市千種区 どんぐり保育園 保育所 子育て支援室設置改修工事 2,236,140 1,500,000 67.0%

2,236,140 1,500,000 67.0%
合計 14  件 36,048,272 20,400,000 56.5%

144 京　都 （福）明照福祉会 京都市右京区 嵯峨こばと保育園 保育所 空調機器更新工事 2,803,000 1,500,000 53.5%
145 京　都 （福）平安養育院 京都市東山区 平安養育院 養護児 送迎用車両 1,800,000 950,000 52.7%
146 京　都 （福）バプテストめぐみ会 京都市左京区 バプテスト・ホーム 特養老 運搬用車両 1,331,878 750,000 56.3%
147 京　都 （福）舞鶴学園 舞鶴市 舞鶴学園 養護児 送迎用車両 2,926,402 1,450,000 49.5%
148 京　都 （福）京都太陽の園 南丹市 こひつじの苑 障害者支援 特殊浴槽 4,006,800 1,500,000 37.4%
149 京　都 （福）京都老人福祉協会 京都市伏見区 京都老人ホーム 特養老 入浴介護リフト 3,022,920 1,300,000 43.0%
150 京　都 （福）山彦会 船井郡京丹波町 瑞穂山彦苑 特養老 福祉車両 1,735,000 750,000 43.2%
151 京　都 （福）香東園 香川県高松市 香東園やましな 特養老 福祉車両 3,685,000 1,500,000 40.7%
152 京　都 （福）丹後福祉会 京丹後市 第二丹後園 特養老 屋外デッキ改修工事 3,169,800 1,500,000 47.3%
153 京　都 （福）イエス団 兵庫県神戸市中央区 桃陵乳児保育園 保育所 食器洗浄機・冷凍冷蔵庫 1,034,640 500,000 48.3%
154 京　都 （福）まいづる福祉会 舞鶴市 まいづる作業所 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,370,000 1,300,000 38.5%
155 京　都 （福）芳梅会 木津川市 木津芳梅園 特養老 スチームコンベクションオーブン 1,112,400 500,000 44.9%
156 京　都 （福）共生福祉会 京田辺市 たなべ緑の風作業所 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,587,755 1,300,000 36.2%
157 京　都 （福）くらしのハーモニー 宇治市 ハーモニーこが 通所リハ(老) 送迎用車両 2,214,306 850,000 38.3%
158 京　都 （福）うめの木福祉会 城陽市 城陽作業所 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,257,000 850,000 37.6%
159 京　都 （福）緑寿会 京都市山科区 京都市日ノ岡老人デイサービスセンター 老人デイ 送迎用車両 2,970,016 1,050,000 35.3%
160 京　都 （福）京都身体障害者福祉センター 京都市南区 洛南障害者デイサービスセンターあすなろ 生活介護（障） 福祉車両 3,870,000 1,250,000 32.2%
161 京　都 （福）恵福祉会 大阪市東淀川区 さかえ保育園 保育所 エアコン 2,219,832 1,100,000 49.5%
162 京　都 （福）泉州三和会 大阪府和泉市 五ヶ荘保育園 認定こども園 エアコン 2,673,000 1,260,000 47.1%
163 京　都 （福）能勢福祉会 大阪府豊能郡能勢町 北大阪明月荘 軽費老 屋上防水改修工事 5,724,000 1,350,000 23.5%
164 京　都 （福）いずみさつき会 大阪府和泉市 やよい園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 外壁補修・屋上防水改修工事 7,098,000 1,540,000 21.6%
165 京　都 （福）白水福祉会 大阪府堺市南区 三原台こども園 認定こども園 食器消毒保管庫 1,512,000 780,000 51.5%

計1件

計13件
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166 京　都 （福）かたの福祉会 大阪府交野市 ワークハウスやわらぎ 就労継支B（障） ブルーベリー溶液栽培設備設置工事 1,089,342 540,000 49.5%
167 京　都 （福）ハートフル大東 大阪府大東市 ハートフル大東 生活介護・就労継支B（障） エレベーター改修工事 1,480,680 740,000 49.9%

66,693,771 26,110,000 39.1%
168 京場外 （福）世光福祉会 京都市伏見区 世光保育園 保育所 送迎用車両 1,083,920 600,000 55.3%
169 京場外 （福）ロザリオ福祉会 大阪市城東区 愛育保育園 保育所 冷暖房設備更新工事 2,408,400 1,200,000 49.8%

3,492,320 1,800,000 51.5%
合計 26  件 70,186,091 27,910,000 39.7%

170 阪　神 （福）ひめじ福寿会 姫路市 和好苑 特養老 福祉車両 3,888,120 1,070,000 27.5%
171 阪　神 （福）清章福祉会 姫路市 清住園 特養老 大型洗濯機 1,836,000 850,000 46.2%
172 阪　神 （福）本覚寺苑 姫路市 山彦ホーム 特養老 介護用電動ベッド 1,852,200 960,000 51.8%
173 阪　神 （福）姫路弘寿会 姫路市 ライフサポートひめじ 老人デイ 運動療法機器 918,000 490,000 53.3%
174 阪　神 （福）桜谷福祉会 赤穂市 桜谷荘 特養老 特殊浴槽 5,292,000 1,070,000 20.2%
175 阪　神 （福）明倫福祉会 神戸市中央区 愛しや 特養老 介護用電動ベッド 3,019,680 1,070,000 35.4%
176 阪　神 （福）姫路若葉福祉会 姫路市 若葉福祉作業所 生活介護・就労継支B（障） 運搬用車両 1,127,508 580,000 51.4%
177 阪　神 （福）楽久園会 多可郡多可町 ゆりの荘 特養老 福祉車両 5,077,170 1,070,000 21.0%
178 阪　神 （福）きらくえん 尼崎市 喜楽苑 特養老 福祉車両 3,501,180 1,070,000 30.5%
179 阪　神 （福）みのり福祉会 神戸市中央区 つきかげ認定こども園 認定こども園 ０・１歳児用プール 626,400 450,000 71.8%
180 阪　神 （福）緑水会 神戸市北区 神戸イリス 生活介護（障） 送迎用車両 3,555,000 1,200,000 33.7%
181 阪　神 （福）六甲鶴寿園 神戸市灘区 千山荘 養護老（盲） 福祉車両 2,027,887 850,000 41.9%
182 阪　神 （福）宝塚さざんか福祉会 宝塚市 ワークプラザ宝塚 生活介護・就労継支B（障） 運搬用車両 3,337,083 1,000,000 29.9%
183 阪　神 （福）ひょうご障害福祉事業協会 宝塚市 はんしん自立の家 障害者支援 福祉車両 3,638,003 1,000,000 27.4%
184 阪　神 （福）三光事業団 西宮市 御殿山ひかりの家 養護児 エアコン更新工事 2,970,000 1,000,000 33.6%
185 阪　神 （福）緑峯会 西宮市 セントポーリア愛の郷 特養老 可動式入浴台 497,664 330,000 66.3%
186 阪　神 （福）慈仁会 西宮市 山口苑 特養老 業務用洗濯機 1,495,800 750,000 50.1%
187 阪　神 （福）甲山福祉センター 西宮市 西宮すなご医療福祉センター 居宅介護・重度介護（障） 訪問用車両 950,000 610,000 64.2%
188 阪　神 （福）金岡会 大阪府堺市北区 わんぱく保育園 認定こども園 楽器・アンプ 750,010 560,000 74.6%
189 阪　神 （福）日下会 大阪府堺市西区 こども園くさべ 認定こども園 訪問用車両 1,575,622 1,140,000 72.3%
190 阪  神 （福）鳳会 大阪府堺市西区 鳳西こども園 認定こども園 送迎用車両 1,640,000 1,080,000 65.8%
191 阪　神 （福）竹栄会 大阪府堺市南区 竹城台東保育園 認定こども園 幼児用椅子 750,000 560,000 74.6%
192 阪　神 （福）向陽学園 大阪府東大阪市 向陽学園 障害児入所 送迎用車両 1,527,322 1,030,000 67.4%

計24件

計2件



－11－

番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

193 阪　神 （福）愛育社 大阪府堺市中区 愛育社 養護児 送迎用車両 2,132,400 1,030,000 48.3%
194 阪　神 （福）まつのみ福祉会 大阪府松原市 ワークセンターまつのみ 就労継支Ｂ・生活介護（障） 福祉車両 1,550,000 1,100,000 70.9%
195 阪　神 （福）玉美福祉会 大阪府東大阪市 ホームヘルプサービスセンター和光 老人居宅介護 福祉車両 1,678,000 1,160,000 69.1%
196 阪　神 （福）加島友愛会 大阪市淀川区 加寿苑 特養老 送迎用車両 2,750,000 1,240,000 45.0%
197 阪　神 （福）マナ会 大阪市鶴見区 いずみの保育園 保育所 屋上園庭遊具 540,000 370,000 68.5%
198 阪　神 （福）大阪福祉事業財団 大阪市城東区 すみれ保育園 保育所 移動用放送設備 500,000 340,000 68.0%

61,003,049 25,030,000 41.0%
199 阪場外 （福）松稲会 大阪市住吉区 マザーシップ西宮北口保育園 保育所 折り畳み式ステージ 1,080,000 810,000 75.0%
200 阪場外 （福）しんもり福祉会 大阪市旭区 平和の子保育園 保育所 幼児用机・椅子 572,600 390,000 68.1%

1,652,600 1,200,000 72.6%
合計 31  件 62,655,649 26,230,000 41.8%

201 九　州 （福）あすなろ学園 北九州市小倉南区 あすなろ学園 障害者支援 訪問・送迎用車両 1,280,000 650,000 50.7%
202 九　州 （福）春秋会 北九州市小倉南区 好日苑 特養老 居室壁紙張替工事 2,808,000 1,500,000 53.4%
203 九　州 （福）時優会 北九州市小倉南区 就労支援センターどりーむ 就労継支B（障） 送迎用車両 5,800,000 1,800,000 31.0%
204 九　州 （福）一樹会 北九州市小倉北区 ハートフル片野 特養老 福祉車両 3,250,947 1,650,000 50.7%
205 九　州 （福）香和会 北九州市小倉北区 なごみの郷 特養老 福祉車両 3,400,000 1,750,000 51.4%
206 九　州 （福）シオンの丘 北九州市小倉北区 愛の園保育園 保育所 園庭遊具 756,000 500,000 66.1%
207 九　州 （福）大里福祉会 北九州市門司区 西光保育園 保育所 園庭整備工事 1,676,160 900,000 53.6%
208 九　州 （福）北九州市戸畑民生事業協会 北九州市戸畑区 戸畑大谷園デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,440,640 1,750,000 50.8%
209 九　州 （福）宗恵会 福岡市東区 サンシャイン 特養老 福祉車両 3,690,000 1,800,000 48.7%
210 九　州 （福）光綾会 飯塚市 多田の里 特養老 福祉車両 1,600,000 1,110,000 69.3%
211 九　州 （福）福智会 田川郡福智町 福智園 特養老 介護用電動ベッド 2,737,800 1,680,000 61.3%
212 九　州 （福）つくも会 直方市 五月園デイサービスセンター 老人デイ 送迎用車両 2,895,782 1,670,000 57.6%
213 九　州 （福）山ノ井会 三潴郡大木町 ふれあいの里 老人デイ 送迎用車両 2,921,407 1,620,000 55.4%
214 九　州 （福）稲穂会 嘉麻市 第二稲穂園ショートステイ 老人短期 福祉車両 1,480,000 1,060,000 71.6%

37,736,736 19,440,000 51.5%
215 九場外 （福）絆の会 北九州市八幡西区 ひなた家 療養介護（障） 福祉車両 4,210,000 1,800,000 42.7%

4,210,000 1,800,000 42.7%
合計 15  件 41,946,736 21,240,000 50.6%

517,070,195 238,650,000 46.1%馬主協会合計　２１５件

計29件

計2件

計14件

計1件
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216 青　森 （福）無量会 三戸郡階上町 道仏保育園 保育所 フェンス設置工事 1,241,136 930,000 74.9%
217 青　森 （福）抱茗会 三戸郡五戸町 めぐみ保育園 認定こども園 園児用テーブル 272,000 200,000 73.5%
218 青　森 （福）八戸和順会 八戸市 多賀台保育園 保育所 アップライトピアノ 628,236 460,000 73.2%
219 青　森 （福）みやぎ会 八戸市 大石の里 就労継支Ｂ・生活介護（障） 自動体外式除細動器・収納ボックス 313,200 230,000 73.4%
220 青　森 （福）厚志会 五所川原市 第二さつき保育園 認定こども園 園児用テーブル 390,000 290,000 74.3%
221 青　森 （福）恩和会 十和田市 とわださんまり荘 福祉ホーム（障） 管理棟外壁・屋根修繕工事 1,296,000 970,000 74.8%
222 青　森 （福）青森県すこやか福祉事業団 青森市 就労サポートセンターさつき 就労移支・就労継支Ａ・Ｂ（障） ピンセッター（ロープ加工用機器） 1,814,400 1,360,000 74.9%

5,954,972 4,440,000 74.5%

223 岩　手 （特非）いわて脳外傷友の会イーハトーヴ 盛岡市 生生学舎アダージョ 就労継支Ｂ（障） 玄関周り改修工事 1,650,000 1,230,000 74.5%
224 岩　手 （特非）障がい者自立センターかまいし 釜石市 ライトハウス 地活支援センター（障） 空気清浄器・車いす・ベッド・ＡＥＤ等 1,178,584 880,000 74.6%
225 岩　手 （福）光林会 花巻市 ルンビニー 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,594,086 1,300,000 50.1%
226 岩　手 （福）岩手ひだまり会 奥州市水沢区 ひだまり水沢駅東 児童デイ（障） 送迎用車両 2,516,283 1,030,000 40.9%

7,938,953 4,440,000 55.9%

227 宮　城 （福）千賀の浦福祉会 多賀城市 清楽苑 特養老 介護用電動ベッド 1,998,864 1,490,000 74.5%
228 宮　城 （福）大樹 仙台市青葉区 デイサービスセンターほくと苑 老人デイ 福祉車両 2,200,000 1,550,000 70.4%
229 宮　城 （福）東北福祉会 仙台市青葉区 せんだんの杜遊杜家 児童デイ（障） 送迎用車両 2,649,421 1,440,000 54.3%

6,848,285 4,480,000 65.4%

230 秋　田 （福）グリーンローズ 秋田市 オリブ園 児童発達支援（障） 聴力検査機器 880,200 660,000 74.9%
231 秋　田 （特非）いなり福祉会 雄勝郡羽後町 すみれ 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,250,000 1,500,000 66.6%
232 秋　田 （特非）ゆめ協働隊 横手市 あんしん見守りサポートセンター 老人福祉 福祉車両 1,838,900 1,370,000 74.5%
233 秋　田 （福）秋田育明会 秋田市 ふきのとう 生活介護（障） 福祉車両 4,150,000 910,000 21.9%

9,119,100 4,440,000 48.6%

234 山　形 （福）ざおう福祉会 山形市 夢工房 就労継支Ｂ（障） プレハブ冷温倉庫 1,172,880 750,000 63.9%
235 山　形 （福）出羽むつみ会 山形市 むつみハイム 母子生活支援 小型除雪機 475,200 350,000 73.6%

計3件

計4件

計4件

平 成 ２ ８ 事 業 年 度   施 設 整 備 等 助 成 金 交 付 額 一 覧

（単　位　：　円）

総事業費
助　成　金
交　付　額
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236 山　形 （福）みらい 天童市 きらめきの里 特養老 福祉車両 1,653,499 1,240,000 74.9%
237 山　形 （福）小国福祉会 西置賜郡小国町 さいわい荘デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,274,714 2,100,000 64.1%

6,576,293 4,440,000 67.5%

238 茨　城 （特非）エンハートメント 水戸市 縁・心（エンハート） 就労移支・就労継支Ａ（障） トイレ増設工事 647,784 210,000 32.4%
239 茨　城 （福）筑水会 常総市 筑水苑 特養老 ストレッチャー・車いす用体重計・車いす 749,440 240,000 32.0%
240 茨　城 （特非）つくばアグリチャレンジ つくば市 ごきげんファーム 就労継支Ａ・Ｂ（障） 運搬用車両 1,197,140 460,000 38.4%
241 茨　城 （福）尚生会 笠間市 グリーンハウスみと 老人デイ 福祉車両 3,749,000 1,160,000 30.9%
242 茨　城 （福）聖桜会 笠間市 すずらんの里 短期介護（老） 福祉車両 1,725,000 550,000 31.8%
243 茨　城 （福）清寿会 東茨城郡大洗町 ひぬま苑 老人デイ 送迎用車両 2,637,756 840,000 31.8%
244 茨　城 （福）寿生会 土浦市 やすらぎの園 老人デイ 福祉車両 4,107,168 1,370,000 33.3%
245 茨　城 （福）茨城補成会 東茨城郡茨城町 石崎学園 養護児 自動体外式除細動器 707,400 230,000 32.5%

15,520,688 5,060,000 32.6%

246 栃　木 （福）平松愛児会 宇都宮市 平松保育園 保育所 園庭遊具 561,600 420,000 74.7%
247 栃　木 （福）美明会 足利市 グループホームくぼた 認知症共同（老） 入浴リフト・個別浴槽 1,273,820 890,000 69.8%
248 栃　木 （福）清友会 大田原市 若草園 養護老 暖房配管引替工事 1,976,400 1,000,000 50.5%
249 栃　木 （特非）福聚会 鹿沼市 無量荘 老人デイ 自動体外式除細動器 205,200 150,000 73.0%
250 栃　木 （福）津田福祉会 鹿沼市 さつき荘西茂呂デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,600,000 1,000,000 62.5%
251 栃　木 （福）同愛会 塩谷郡塩谷町 藍 老人デイ 特殊浴槽 2,084,400 990,000 47.4%

7,701,420 4,450,000 57.7%

252 群　馬 （特非）ぽけっと 藤岡市 こぽけっと 児童発達支援（障） 送迎用車両 1,780,000 1,330,000 74.7%
253 群　馬 （特非）ぽれぽれ 渋川市 ゆーハウス前橋 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,276,319 890,000 69.7%
254 群　馬 （福）しののめ会 前橋市 ともいせさき 生活介護（障） 送迎・運搬用車両 2,335,368 1,630,000 69.7%
255 群　馬 （福）協栄会 邑楽郡大泉町 のぞみ 就労移支・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,005,000 700,000 69.6%

6,396,687 4,550,000 71.1%

256 埼　玉 （福）新座市障害者を守る会 新座市 こぶしの森 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,400,000 2,430,000 71.4%
257 埼　玉 （公社）やどかりの里 さいたま市見沼区 エンジュ 就労継支Ｂ・就労移支（障） 運搬用車両 1,240,000 900,000 72.5%
258 埼　玉 （福）さくら会 深谷市 ポプラ学童クラブ 児童デイ（障） 福祉車両 1,580,000 1,170,000 74.0%

6,220,000 4,500,000 72.3%

計4件

計3件

計6件

計4件

計8件
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259 神奈川 （福）中心会 海老名市 中心子どもの家 養護児 送迎用車両 2,873,511 2,150,000 74.8%
260 神奈川 （福）至泉会 平塚市 ソーレ平塚 障害者支援 福祉車両 3,557,328 2,450,000 68.8%
261 神奈川 （福）藤沢ひまわり 藤沢市 第３藤沢ひまわり 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 1,508,458 1,130,000 74.9%

7,939,297 5,730,000 72.1%

262 富　山 （福）早川福祉会 高岡市 のむら藤園苑 特養老 福祉車両 1,583,790 600,000 37.8%
263 富　山 （福）かたかご会 富山市 かたかご保育園 保育所 園舎出入口改修工事 4,881,600 1,000,000 20.4%
264 富　山 （特非）ゆめさぽーとらいちょう 富山市 らいちょう蜷川 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 2,250,994 1,000,000 44.4%
265 富　山 （特非）あかりハウス 富山市 あかりハウス 就労継支Ｂ・生活介護（障） 天井型エアコン 475,200 350,000 73.6%
266 富　山 （福）高岡市身体障害者福祉会 高岡市 志貴野苑 障害者支援 製本用自動丁合機 2,926,800 400,000 13.6%
267 富　山 （特非）どんぐり山共同保育園 富山市 どんぐり山共同保育園 児童福祉 高速オーブン 307,000 230,000 74.9%
268 富　山 （特非）木ここち 黒部市 グループホーム木ここち 認知症共同（老） 送迎用車両 2,200,000 860,000 39.0%

14,625,384 4,440,000 30.3%

269 石　川 （福）聖霊病院 金沢市 聖霊愛児園 養護児 送迎用車両 3,240,000 1,910,000 58.9%
270 石　川 （特非）地域支援センターポレポレ 金沢市 ぽれぽれ工房山の家 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,894,000 1,430,000 49.4%
271 石　川 （福）野町保育園 金沢市 野町夜間保育園 保育所 火災感知器取替工事 648,000 350,000 54.0%
272 石　川 （特非）シオン 能美市 サフラン 就労継支Ｂ（障） スチームコンベクションオーブン 1,396,872 750,000 53.6%

8,178,872 4,440,000 54.2%

273 福　井 （福）日の出善隣館 大野市 偕生慈童苑 養護児 送迎用車両 3,113,516 2,080,000 66.8%
274 福　井 （福）コミュニティーネットワークふくい 福井市 若狭事業所 生活介護・就労継支Ａ（障） 送迎用車両 1,750,000 1,180,000 67.4%
275 福　井 （福）光道園 鯖江市 たねのいえ 生活介護（障） 福祉車両 1,760,000 1,180,000 67.0%

6,623,516 4,440,000 67.0%

276 山　梨 （福）成島 中央市 まみい保育園 保育所 園庭水遊び場改修工事 1,760,400 910,000 51.6%
277 山　梨 （特非）ヘルパーセンター陽だまり 南アルプス市 さくら訪問介護 居宅介護（障） 福祉車両 1,572,960 810,000 51.4%
278 山　梨 （福）不二の里森福祉会 富士吉田市 けやき園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,880,000 1,480,000 51.3%
279 山　梨 （福）櫻樹会 南アルプス市 櫛形デイサービスセンターひまわり 老人デイ 送迎用車両 2,595,098 1,330,000 51.2%
280 山　梨 （福）光塩福祉会 甲州市 塩山愛育園 保育所 送迎用車両 1,074,800 550,000 51.1%

9,883,258 5,080,000 51.4%

計3件

計7件

計4件

計3件

計5件
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281 長　野 （福）山栄会 佐久市 諏訪形デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,700,000 930,000 54.7%
282 長　野 （福）悠水会 飯田市 飯田市中部デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,575,000 2,570,000 56.1%
283 長　野 （福）千聖会 千曲市 香風園 特養老 福祉車両 1,723,254 940,000 54.5%

7,998,254 4,440,000 55.5%

284 岐　阜 （福）杉和会 不破郡関ケ原町 優・悠・邑　和合 特養老 福祉車両 2,568,626 1,900,000 73.9%
285 岐　阜 （福）恵北福祉会 中津川市 リリーフ館 軽費老 福祉車両 2,208,757 1,580,000 71.5%
286 岐　阜 （福）明応保育園 美濃加茂市 明応保育園 保育所 厨房機器 1,393,200 1,000,000 71.7%

6,170,583 4,480,000 72.6%

287 静　岡 （福）小羊学園 浜松市北区 支援センターわかぎ 障害者支援 福祉車両 3,597,545 2,110,000 58.6%
288 静　岡 （福）誠信会 富士市 らいと 生活介護（障） 送迎用車両 1,484,770 860,000 57.9%
289 静　岡 （特非）こころ 島田市 あじさい 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 2,353,245 1,510,000 64.1%

7,435,560 4,480,000 60.2%

290 三　重 （福）あいプロジェクト 四日市市 サポートセンターあいぷろ 生活介護・就労継支Ｂ（障） 販売用ワゴン・レジスター・ラベルプリンター・パソコン 1,491,696 1,110,000 74.4%
291 三　重 （福）けやき福祉会 鈴鹿市 鈴鹿清寿苑 児童デイ（障） 福祉車両 1,555,000 1,160,000 74.5%
292 三　重 （福）サンフラワークラブ 津市 サンフラワーＴＡＧＵＣＨＩ 障グループホーム（障） 送迎用車両 1,448,448 1,080,000 74.5%
293 三　重 （福）秀嶺福祉会 度会郡南伊勢町 りゅうせんヒルハウス 特養老 福祉車両 1,455,000 1,090,000 74.9%

5,950,144 4,440,000 74.6%

294 滋　賀 （特非）友と遊 大津市 友と遊 居宅介護（障） 送迎用車両 1,969,196 1,000,000 50.7%
295 滋　賀 （福）みのり 草津市 ぽぷら 特養老 福祉車両 1,580,000 1,000,000 63.2%
296 滋　賀 （福）瑠璃光会 甲賀市 るりこう園 障害者支援 福祉車両 1,490,000 1,000,000 67.1%
297 滋　賀 （福）野洲慈恵会 野洲市 悠紀の里 特養老 福祉車両 1,580,150 1,000,000 63.2%
298 滋　賀 （福）六心会 東近江市 清水苑デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,386,231 1,040,000 30.7%

10,005,577 5,040,000 50.3%

299 大　阪 （福）みつわ会 大阪府寝屋川市 みつわファクトリー 就労継支B（障） 運搬用車両 1,297,122 660,000 50.8%
300 大　阪 （福）息吹 大阪府箕面市 あっとほーむ 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 2,400,000 1,280,000 53.3%
301 大　阪 （福）ひまわり園 大阪府羽曳野市 ひまわり園 生活介護・就労継支B（障） 運搬用車両 2,241,400 1,280,000 57.1%
302 大　阪 （福）シャローム 大阪府堺市南区 ケアハウス　セットンの家 軽費老 福祉車両 2,481,300 1,220,000 49.1%

8,419,822 4,440,000 52.7%

計5件

計4件

計3件

計4件

計3件

計3件
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303 奈　良 （福）智辯会 五條市 ちべん保育園 保育所・学童保育 送迎用車両 1,538,000 1,000,000 65.0%
304 奈　良 （福）こだまの会 吉野郡十津川村 こだまの里 障害者支援 大型洗濯機 1,911,600 1,270,000 66.4%
305 奈　良 （福）明徳会 御所市 テンダーヒル御所 特養老 食堂テーブル 1,481,760 1,000,000 67.4%
306 奈　良 （特非）虹の家 生駒郡斑鳩町 虹の家 生活介護（障） アルミ缶圧縮機 552,420 360,000 65.1%
307 奈　良 （福）桜井市手をつなぐ育成会虹の郷 桜井市 双葉 生活介護・短期入所（障） 福祉車両 1,803,310 810,000 44.9%

7,287,090 4,440,000 60.9%

308 和歌山 （福）かぜのこ福祉会 和歌山市 かぜのこ保育園 保育所 プール 690,000 460,000 66.6%
309 和歌山 （福）浜木綿会 田辺市 扇ヶ浜保育所 保育所 遊具保管倉庫改築工事 2,043,000 1,220,000 59.7%
310 和歌山 （福）わかば福祉会 新宮市 わかば園作業所 生活介護・就労継支B（障） 運搬用車両 1,116,000 730,000 65.4%
311 和歌山 （福）陸美会 紀の川市 名手保育園 保育所 送迎用車両 1,199,681 810,000 67.5%
312 和歌山 （福）きびコスモス会 有田郡有田川町 コスモス作業所 就労継支Ａ（障） 送迎用車両 2,463,492 1,220,000 49.5%

7,512,173 4,440,000 59.1%

313 鳥　取 （特非）ハーモニィカレッジ 八頭郡八頭町 空山ポニー牧場 児童福祉 馬房増築工事 1,330,682 990,000 74.3%
314 鳥　取 （特非）海 米子市 林－ＲＩＮ－ 就労継支Ａ（障） 作業所改築工事 594,000 440,000 74.0%
315 鳥　取 （特非）ライフサポートともだち 西伯郡伯耆町 キッズクラブともだち 児童デイ（障） 施設遊具更新工事 1,414,800 1,000,000 70.6%
316 鳥　取 （特非）ワークショップ・アクティブ 米子市 ワークショップ・アクティブ 就労継支Ｂ（障） カラーコピー機 380,268 280,000 73.6%
317 鳥　取 （特非）ゆうゆう 鳥取市 ゆうゆう作業所 就労継支Ｂ（障） 白ねぎ皮剥ぎ機・専用管理機 775,440 580,000 74.7%
318 鳥　取 （福）希望の家 倉吉市 若竹の家 障害者支援 運搬用車両 1,134,942 750,000 66.0%
319 鳥　取 （福）尚徳福祉会 米子市 ビッグベアーズ 学童保育 送迎用車両 2,386,000 1,000,000 41.9%

8,016,132 5,040,000 62.8%

320 島　根 （福）博愛 隠岐郡隠岐の島町 仁万の里 障害者支援 運搬用車両 750,000 560,000 74.6%
321 島　根 （福）友愛会 飯石郡飯南町 頓原デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,585,260 1,000,000 63.0%
322 島　根 （福）比津ケ丘保育園 松江市 デイサービス松寿 老人デイ 福祉車両 2,480,000 1,000,000 40.3%
323 島　根 （福）おおの福祉会 松江市 大野の郷 特養老 屋上補修工事 4,158,000 1,000,000 24.0%
324 島　根 （福）希望の里福祉会 益田市 清月の里 養護老 休憩所建築工事 2,754,000 930,000 33.7%

11,727,260 4,490,000 38.2%計5件

計5件

計5件

計7件
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325 岡  山 （福）同仁会 玉野市 のぞみ園 障害者支援 送迎用車両 2,788,928 1,000,000 35.8%
326 岡　山 （福）新生寿会 井原市 総社市山手福祉センター 通所介護・短期介護（老） 送迎用車両 1,360,000 800,000 58.8%
327 岡　山 （福）浜っ子 備前市 ホーム浜っ子 障グループホーム（障） 福祉車両 1,585,000 920,000 58.0%
328 岡　山 （福）新見市社会福祉協議会 新見市 新見市社協神郷デイサービスセンター 通所介護（老） 福祉車両 4,671,990 1,000,000 21.4%
329 岡　山 （特非）ピアサポートセンターひといろの実 倉敷市 相談支援事業所ゆうほどう 相談事業 訪問・送迎用車両 1,150,000 720,000 62.6%

11,555,918 4,440,000 38.4%

330 広　島 （福）備北福祉会 三次市 ニューライフ君田 障害者支援 訪問・送迎用車両 1,440,000 970,000 67.3%
331 広　島 （福）まほろば学園 福山市 風 重度支援（障） スヌーズレン器具 819,828 550,000 67.0%
332 広　島 （福）つつじ 東広島市 サポートオフィスＱＵＥＳＴ 就労移支・児童発達支援（障） 避難用階段・窓サッシ設置工事 1,810,080 1,220,000 67.4%
333 広　島 （福）くさのみ福祉会 廿日市市 広島西こども発達支援センターくれよん 児童発達支援・児童デイ（障） ブランコ設置工事 532,880 360,000 67.5%
334 広　島 （福）あらくさ 三次市 あらくさ 生活介護（障） 送迎用車両 3,096,805 2,000,000 64.5%

7,699,593 5,100,000 66.2%

335 山　口 （福）あーす 下関市 えのうら福祉工房 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,852,557 1,870,000 65.5%
336 山　口 （福）宇部市社会福祉協議会 宇部市 くすのき訪問入浴介護事業所 訪問入浴（老） 訪問入浴車両 4,300,000 1,390,000 32.3%
337 山　口 （福）松星苑 下松市 第２しょうせい苑 障害者支援 送迎用車両 5,536,610 1,780,000 32.1%

12,689,167 5,040,000 39.7%

338 徳　島 （福）白寿会 徳島市 デイサービスセンターよしの 老人デイ 福祉車両 1,966,000 1,340,000 68.1%
339 徳　島 （福）宝田寮 阿南市 宝田寮 養護児 送迎用車両 1,852,605 1,270,000 68.5%
340 徳　島 （福）白鳳会 吉野川市 野菊の里 障害者支援 送迎用車両 1,320,000 990,000 75.0%
341 徳　島 （特非）いのちのさと 徳島市 いのちのさと 就労継支Ａ(障） 運搬用車両 1,120,000 840,000 75.0%

6,258,605 4,440,000 70.9%

342 香　川 （福）燦々会 高松市 さんさん荘 特養老 福祉車両 1,800,000 970,000 53.8%
343 香　川 （福）光志福祉会 丸亀市 ネムの木 老人デイ 送迎用車両 2,670,000 1,420,000 53.1%
344 香　川 （福）善通寺福祉会 善通寺市 まほろば 特養老 福祉車両 1,670,000 900,000 53.8%
345 香　川 （福）多度津福祉会 仲多度郡多度津町 多度津デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,331,479 1,760,000 52.8%

9,471,479 5,050,000 53.3%

計3件

計4件

計4件

計5件

計5件
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346 愛　媛 （福）悠友会 松山市 おひさま 保育所 送迎用車両 3,420,826 1,500,000 43.8%
347 愛　媛 （福）小西福祉会 今治市 小西保育園 保育所 送迎用車両 3,385,760 1,500,000 44.3%
348 愛　媛 （福）西条市氷見福祉協会 西条市 ピース 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,440,000 980,000 68.0%
349 愛　媛 （福）角野町みどり園 新居浜市 みどり園保育所 保育所 インターホン更新工事 826,200 600,000 72.6%

9,072,786 4,580,000 50.4%

350 高　知 （福）高知県福祉事業財団 高知市 子供の家 養護児 送迎用車両 1,321,871 470,000 35.5%
351 高　知 （福）秦ダイヤライフ福祉会 高知市 ぼっちり横丁 小規模多機能（老） 福祉車両 1,670,000 560,000 33.5%
352 高　知 （福）高知県知的障害者育成会 南国市 福祉工場かがみの 就労継支Ａ（障） 運搬用車両 2,137,258 880,000 41.1%
353 高　知 （福）本山育成会 長岡郡本山町 りんどう 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 3,120,730 1,280,000 41.0%
354 高　知 （特非）まあるい心ちゃれんじどの応援団 高知市 Ｒｅｎｅｅ（レネー）福祉サービス 就労継支Ａ・就労移支（障） 製品データ管理用ハンディターミナル 3,024,000 1,250,000 41.3%

11,273,859 4,440,000 39.3%

355 佐　賀 （特非）にこにこくらぶ 伊万里市 にこにこいまり 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,790,000 1,270,000 70.9%
356 佐　賀 （福）若楠 鳥栖市 どんぐり村 就労継支Ｂ（障） 業務用冷蔵庫 914,328 600,000 65.6%
357 佐　賀 （福）松尾山大成園 小城市 松尾山大成園 養護老 エレベーターリニューアル工事 6,480,000 1,800,000 27.7%
358 佐　賀 （特非）スローＬＩＦＥ 佐賀市 スローＷＯＲＫ大和 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,326,094 770,000 58.0%

10,510,422 4,440,000 42.2%

359 長　崎 （福）白寿会 南島原市 平戸荘デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,475,000 920,000 62.3%
360 長　崎 （福）佐々川福祉会 佐世保市 虹の里 老人デイ 福祉車両 1,530,000 920,000 60.1%
361 長　崎 （福）ふるさと 西海市 ふるさと 小規模多機能（老） 福祉車両 2,600,000 960,000 36.9%
362 長　崎 （福）とみのはら福祉会 大村市 すいすい 児童発達支援（障） 送迎用車両 2,409,698 950,000 39.4%
363 長　崎 （福）じゅもん会 諫早市 コレクト３４ 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 2,510,000 950,000 37.8%
364 長　崎 （福）南山手会 長崎市 マリア園 養護児 空調機更新工事 457,164 340,000 74.3%

10,981,862 5,040,000 45.8%

365 熊　本 （福）愛光会 熊本市北区 あいこうひかり館 特養老 福祉車両 1,670,000 700,000 41.9%
366 熊　本 （福）山鹿むつみ福祉会 山鹿市 うすづか 小規模多機能（老） 福祉車両 1,673,520 710,000 42.4%
367 熊　本 （福）元気会 天草市 﨑津保育園 保育所 送迎用車両 3,270,000 2,450,000 74.9%
368 熊　本 （福）三和会 上益城郡山都町 そよ風の里“ほたる” 特養老 送迎用車両 1,580,000 1,180,000 74.6%

8,193,520 5,040,000 61.5%計4件

計4件

計6件

計4件

計5件
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369 大　分 （福）別福会 別府市 光町事業所 小規模多機能（老）　 送迎用車両 1,127,832 840,000 74.4%
370 大　分 （特非）あいネットワ－ク大分 大分市 あいネットワ－ク大分・グル－プホ－ムあい 日常生活支援・障グループホーム（障） 送迎用車両 1,800,000 950,000 52.7%
371 大　分 （福）博愛会 大分市 キッチン花亭 就労継支Ｂ・就労移支（障） 運搬用車両 1,272,000 860,000 67.6%
372 大　分 （特非）宇佐市障がい者共同受注協議会 宇佐市 きずな 就労移支・就労継支Ａ（障） 送迎・運搬用車両 1,250,000 880,000 70.4%
373 大　分 （福）産土会 由布市 宮田保育園 保育所 送迎用車両 1,480,000 950,000 64.1%

6,929,832 4,480,000 64.6%

374 宮　崎 （福）ユーカリ福祉会 宮崎市 望洋園 養護老 送迎用車両 2,930,000 1,380,000 47.0%
375 宮　崎 （特非）さざなみの会 宮崎市 さざなみの会 身障訓練 訪問用車両 1,820,000 1,270,000 69.7%
376 宮　崎 （福）再生会 宮崎市 さくら学園 養護児 送迎用車両 2,150,000 1,380,000 64.1%
377 宮　崎 （福）中心の里 日向市 中心の里作業所 就労継支Ｂ（障） 作業用倉庫設置工事 546,739 410,000 74.9%

7,446,739 4,440,000 59.6%

378 鹿児島 （特非） 陽だまり 霧島市 ライフサポートセンターこくぶ 児童デイ（障） 送迎用車両 1,524,804 1,120,000 73.4%
379 鹿児島 （特非） ふるさと共生福祉会 いちき串木野市 デイサービス蓮華 通所介護（老） 浴室・トイレ増築工事 3,726,000 1,790,000 48.0%
380 鹿児島 （特非） サポートロコペリ 姶良市 フレンドロコペリ 児童デイ（障） 療育用運動遊具 819,720 600,000 73.1%
381 鹿児島 （特非） てんとうむし いちき串木野市 てんとうむし・たんぽぽ・わたぼうし 児童デイ・生活介護・短期入所（障） 作業用テーブル・イス・ベッド 1,242,000 930,000 74.8%

7,312,524 4,440,000 60.7%

382 沖　縄 （特非）エイブルサポートつばさ 那覇市 つばさ 生活介護（障） 福祉車両 1,660,000 1,000,000 60.2%
383 沖　縄 （福）希望ヶ丘 石垣市 ばすきなよお 軽費老 低床電動ベッド 423,144 310,000 73.2%
384 沖　縄 （福）友垣福祉会 うるま市 ラスカル保育園 保育所 送迎用車両 2,897,989 1,270,000 43.8%
385 沖　縄 （特非）りん・輪 島尻郡南風原町 かすりくらぶ 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,140,930 850,000 74.5%
386 沖　縄 （福）起産石川 うるま市 コミニティセンターいしかわ 就労移支・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,300,000 1,280,000 38.7%
387 沖　縄 （福）トゥムヌイ福祉会 糸満市 Ａｉｌｅ（エール） 就労継支Ｂ（障） 農作物洗浄機 480,600 360,000 74.9%

9,902,663 5,070,000 51.1%

329,348,289 176,700,000 53.6%
846,418,484 415,350,000 49.0%

府県合計　１７２ 件
 総合計　  ３８７ 件

計4件

計6件

計5件

計4件
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