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 （  ）内は前年度

　 総件数   　       　  　　　３８１件 （　　　  ３６３件   対前年比   104.9％）

総　額　　       ４９２,９８０千円 （  ４６９,３４０千円  　 〃       105.0％）

    　  交付額    ４６３,５４０千円 （  ４４３,８７０千円　　 〃       104.4％）

　　　　加算額　　　８,４７０千円 （  　　４,４９０千円　　 〃       188.6％）

    　  事務費    　２０,９７０千円 （　  ２０,９８０千円　      〃         99.9％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 15 (16) 29,870 (28,770)
函　館 18 (18) 22,310 (21,660)
福　島 21 (16) 23,060 (21,850)
新　潟 19 (16) 22,310 (21,720)
中　山 21 (18) 28,750 (27,340)
東　京 25 (24) 34,220 (32,680)
中　京 16 (14) 23,360 (21,860)
京　都 19 (22) 30,580 (29,260)
阪　神 40 (35) 30,880 (28,720)
九　州 17 (14) 22,620 (21,950)

馬主協会　計 211 (193) 267,960 (255,810)
Ⅱ 府県 （38） 170 (170) 204,050 (192,550)
Ⅰ+Ⅱ    合計 381 (363) 472,010 (448,360)
Ⅲ   事務費 20,970 (20,980)
総合計 381 (363) 492,980 (469,340)

決定交付額（千円）

平成31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－２１１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）南幌福祉会 空知郡南幌町 南幌みどり苑 老人デイ 福祉車両 4,588,389 2,700,000 58.8%
2 札　幌 （福）雪の聖母園 樺戸郡月形町 オプス 就労継支B(障） 冷凍車 4,318,266 2,600,000 60.2%
3 札　幌 （福）新冠町社会福祉協議会 新冠郡新冠町 新冠町社会福祉協議会 地域福祉 福祉車両 4,729,243 2,800,000 59.2%
4 札　幌 （福）浦河向陽会 浦河郡浦河町 浦河向陽園 生活介護・就労継支B(障） ろ過設備更新 4,968,000 2,800,000 56.3%
5 札　幌 （特非）士幌町障がい者支援の会 河東郡士幌町 すずらんの家 児童デイ(障） 送迎用車両 3,380,000 2,000,000 59.1%
6 札　幌 （福）幕別真幸協会 中川郡幕別町 札内寮 特養老 福祉車両 1,810,690 1,000,000 55.2%
7 札　幌 （福）ポロシリ福祉会 河西郡中札内村 中札内恵津美ハイツ 老人デイ 福祉車両 3,635,514 2,100,000 57.7%
8 札　幌 （福）清恵会 大分県別府市 三陽 特養老 福祉車両 3,400,000 2,000,000 58.8%
9 札　幌 （特非）キャリアエスコート 旭川市 キャリアエスコート 就労移支（障） 福祉車両 3,765,000 2,300,000 61.0%

10 札　幌 （福）旭川春光会 旭川市 セルプフロイデ 就労継支B（障） 送迎用車両 3,630,000 2,000,000 55.0%
11 札　幌 （福）あかしあ労働福祉センター 旭川市 第３作業所 生活介護・就労継支B（障） 製パン用機器 2,012,040 1,270,000 63.1%
12 札　幌 （福）慧誠会 帯広市 帯広けいせい苑 老人デイ 福祉車両 4,265,000 2,100,000 49.2%
13 札　幌 （福）すばる 江別市 ひだまり大麻 特養老 ミストバス 982,800 620,000 63.0%
14 札　幌 （福）くるみ会 砂川市 くるみ 就労移支・就労継支B（障） 運搬用車両 2,940,000 1,800,000 61.2%

48,424,942 28,090,000 58.0%
15 札場外 （福）北翔会 札幌市白石区 札幌すぎな園 生活介護（障） ミストバス 3,564,000 1,780,000 49.9%

3,564,000 1,780,000 49.9%
合計 15　件 51,988,942 29,870,000 57.4%

16 函　館 （特非）シゴトシンク北海道 函館市 シゴトベース 就労継支B（障） 空調設備設置工事 2,160,000 1,400,000 64.8%
17 函　館 （特非）自立支援センター翔栄 函館市 自立支援センター翔栄 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 2,500,000 1,620,000 64.8%
18 函　館 （福）函館みらい会 函館市 ベルソーレ 特養老 福祉車両 1,780,000 1,140,000 64.0%
19 函　館 （福）敬聖会 函館市 センテナリアン 軽費老 除雪車 3,807,000 1,140,000 29.9%
20 函　館 （福）函館厚生院 函館市 ベイアニエス 軽費老 スチームコンベクションオーブン 677,160 500,000 73.8%
21 函　館 （特非）日本障害者・高齢者生活支援機構 函館市 地域サービスセンター函館 就労継支B（障） 福祉車両 4,590,376 1,140,000 24.8%
22 函　館 （福）函館緑風会 函館市 希望ヶ丘学園 施設支援（障）・生活介護（障） 給湯設備工事 2,754,000 1,800,000 65.3%
23 函　館 （福）あけぼの福祉会 岩内郡岩内町 サンライズ 生活介護・就労継支B（障） 運搬用車両 1,374,000 1,030,000 74.9%
24 函　館 （福）緑陽会 苫小牧市 樽前緑樹園 特養老 福祉車両 4,303,870 1,140,000 26.4%
25 函　館 （福）倶知安福祉会 虻田郡倶知安町 羊蹄ハイツ 特養老 ナースコール設備工事 6,361,200 1,140,000 17.9%

平 成 ３１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14件

計1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 (福）あぶた福祉会 虻田郡洞爺湖町 清水友愛の里 施設支援・生活介護（障） 送迎用車両 4,480,999 1,140,000 25.4%
27 函　館 （福）くさぶえ 伊達市 虹の橋保育園 保育所 送迎用バス 4,985,000 1,140,000 22.8%
28 函　館 （福）北海道社会福祉事業団 札幌市中央区 だて地域生活支援センター グループホーム（障） ふとん・洗濯物乾燥機 1,458,000 1,090,000 74.7%
29 函　館 （特非）ワーカーズコープ 東京都豊島区 ぽっけ 放課後デイ（障） 内装工事 1,559,984 1,140,000 73.0%
30 函　館 （福）さわら福祉会 茅部郡森町 シャリテさわら 特養老 送迎用車両 2,584,400 1,700,000 65.7%
31 函　館 （福）塩谷福祉会 小樽市 せせらぎ・青葉 自立訓練・就労継支B（障） 施設外壁塗装・修繕工事 9,504,000 1,800,000 18.9%
32 函　館 （福）愛誠会 勇払郡むかわ町 むかわ夢風船 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 3,620,000 1,100,000 30.3%
33 函　館 （福）浦河愛生会 浦河郡浦河町 ちのみの杜 特養老 電動ベッド 1,546,560 1,150,000 74.3%
合計 18　件 60,046,549 22,310,000 37.1%

34 福　島 （福）北信福祉会 福島市 ハッピー愛ランド 老人短期 福祉車両 5,024,592 1,500,000 29.8%
35 福　島 （福）創世福祉事業団 福島市 三育保育園 保育所 食器洗浄機 1,306,800 910,000 69.6%
36 福　島 （福）福島愛育園 福島市 福島愛育園 養護児 畳入替 1,989,360 1,390,000 69.8%
37 福　島 （福）けやきの村 福島市 静心園 施設支援 （障） 福祉車両 2,115,900 1,480,000 69.9%
38 福　島 （福）陽光会 福島市 大萱荘 施設支援 （障） ボイラー交換工事 10,108,800 1,500,000 14.8%
39 福　島 （特非）福島・伊達精神障害者福祉会 福島市 ワークショップろんど 就労継支B （障） 食器洗浄機、ガスコンロ 1,296,216 900,000 69.4%
40 福　島 （特非）SWELL・IN・FUKUSHIMA 福島市 つぼみ 就労継支B（障） フードプロセッサー、ガスオーブン更新 238,710 170,000 71.2%
41 福　島 （福）さくら福祉会 福島市 あづまの郷 特養老 車椅子 580,000 400,000 68.9%
42 福　島 （福）ほっと福祉記念会 郡山市 アクティブ東山 就労継支B（障） 空調機器更新 1,609,200 1,120,000 69.5%
43 福　島 （福）いわき厚生会 いわき市 いわさき荘デイサービスセンター 老人デイ 内装改修工事 2,088,720 1,460,000 69.8%
44 福　島 （福）エル・ファロ いわき市 自由空間 生活介護（障） 屋上補修工事 1,637,928 1,140,000 69.6%
45 福　島 （福）いわき福音協会 いわき市 野の花ホーム 施設支援（障） 空調機器増設 3,025,080 1,500,000 49.5%
46 福　島 （福）育成会 いわき市 ライフサポートセンターゆうゆう グループホーム（障） トイレ改修工事 599,400 420,000 70.0%
47 福　島 （福）五彩会 いわき市 パライソごしき 特養老 福祉車両 1,880,000 1,310,000 69.6%
48 福　島 （福）葵会 いわき市 寿限無 特養老 福祉車両 3,480,000 1,500,000 43.1%
49 福　島 （福）三愛福祉会 須賀川市 愛寿園 特養老 洗濯機・乾燥機 1,614,600 1,130,000 69.9%
50 福　島 （特非）民営通所介護ひなたぼっこ 喜多方市 ひなたぼっこ 老人デイ 福祉車両 3,157,970 1,500,000 47.4%
51 福　島 （特非）富夢富夢 喜多方市 ドリームハウス富夢富夢 就労継支B （障） 冷蔵庫、冷凍庫他 1,098,650 770,000 70.0%
52 福　島 （福）湖星会 二本松市 みどりの郷 特養老 電動ベッド 1,251,072 860,000 68.7%
53 福　島 （福）嘉啓会 伊達市 よるべ 居宅支援（老） 福祉車両 1,979,199 1,380,000 69.7%
54 福　島 （福）こころん 西白河郡泉崎村 こころんファーム 就労継支Ａ（障） 堆肥生産加工所設置工事 1,035,428 720,000 69.5%
合計 21　件 47,117,625 23,060,000 48.9%
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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

55 新　潟 （福）なかさと福祉会 十日町市 しちかわ 老人デイ 福祉車両 3,800,000 1,840,000 48.4%
56 新　潟 （福）長慶福祉会 南魚沼市 たんぽぽ保育園 保育所 送迎用車両 2,980,314 1,780,000 59.7%
57 新　潟 （福）魚野福祉会 魚沼市 やまなみ 軽費老 送迎用車両 1,981,597 1,240,000 62.5%
58 新　潟 （福）行雲 燕市 ときわ燕 特養老 除雪機 507,600 300,000 59.1%
59 新　潟 （福）にいつ福祉会 新潟市秋葉区 こぐち苑 老人デイ 福祉車両 4,644,998 1,840,000 39.6%
60 新　潟 （福）やまびこ会 上越市 やまびこ 就労継支Ｂ(障) コピー複合機 864,000 570,000 65.9%
61 新　潟 （福）博愛仁志会 新潟市秋葉区 こもれび亭 小規模多機能(老) 福祉車両 2,130,000 1,350,000 63.3%
62 新　潟 （福）新潟市中央福祉会 新潟市東区 ワークセンター大山台 就労継支Ｂ(障) 運搬用車両 3,329,094 1,600,000 48.0%
63 新　潟 （福）新潟さくら会 燕市 分水いちごの実 老人デイ 福祉車両 4,315,000 1,840,000 42.6%
64 新　潟 （特非）アクセシブルにいがた 新潟市西区 ほっとスペース 地活支援センター(障) 送迎・運搬用車両 1,200,000 720,000 60.0%
65 新　潟 （特非）青りんごの会 新潟市北区 サポートセンター青りんご 就労移支・就労継支Ｂ(障) 職業支援ソフト 635,968 410,000 64.4%
66 新　潟 （特非）桜の園 魚沼市 桜の園 小規模多機能(老) ウッドデッキ設置工事 2,073,816 1,190,000 57.3%
67 新　潟 （特非）ピュアはーと 長岡市 ピュアはーと 児童デイ(障) 屋内遊具 349,056 190,000 54.4%
68 新　潟 （福）藤の木原福祉会 新潟市北区 藤の木原デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,210,000 1,840,000 43.7%
69 新　潟 （福）大石福祉会 長岡市 こばと 地活支援センター(障) 送迎・運搬用車両 1,845,536 1,050,000 56.8%
70 新　潟 （福）八海福祉会 南魚沼市 雪椿の里 特養老 福祉車両 4,278,210 1,840,000 43.0%
71 新　潟 （特非）アビリティ燕 燕市 トムの家 生活介護・就労継支Ｂ(障) 福祉車両 2,926,525 1,680,000 57.4%
72 新　潟 （福）庄やの里 佐渡市 すみよし 老人短期 送迎用車両 1,486,362 760,000 51.1%
73 新　潟 （特非）フリースペースみのり 新発田市 フリースペースみのり 地活支援センター(障) 空調設備取替 405,540 270,000 66.5%
合計 19　件 43,963,616 22,310,000 50.7%

74 中　山 (福)君津福祉会 君津市 君津保育園 保育所 屋根改修工事 2,376,000 1,500,000 63.1%
75 中　山 (特非)子育てネットワークゆっくっく 野田市 子育てネットワークゆっくっく 児童福祉 屋内改修工事・備品 1,607,040 1,100,000 68.4%
76 中　山 (福)武蔵野会 流山市 慶櫻ハナミズキ保育園 保育所 屋内遊具他 1,820,000 1,350,000 74.1%
77 中　山 (特非）まえはら子育てネットワーク 船橋市 おひさま 認定こども園 床改修工事 1,944,000 1,400,000 72.0%
78 中　山 (福)成田山福祉財団 成田市 成田学園 養護児 送迎用車両 1,320,000 910,000 68.9%
79 中　山 (福)慈徳会 香取郡東庄町 ささがわ 特養老 送迎用車両 1,569,000 1,100,000 70.1%
80 中　山 (福)愛恵会 いすみ市 愛恵苑 特養老 床改修工事 2,543,400 1,750,000 68.8%
81 中　山 (福)佐貫会 富津市 玄々堂　亀田の郷 訪問介護（老） 訪問用車両 1,369,000 950,000 69.3%
82 中　山 (福)望陽会 柏市 望陽荘 居宅介護（老） 送迎用車両 1,950,000 1,400,000 71.7%
83 中　山 (福)北斗 大網白里市 杜の街 特養老 福祉車両 2,343,000 1,700,000 72.5%

－6－



番号
協 会
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84 中　山 (特非)生きがいと助けあいＳＳＵ市川 市川市 生きがいと助け合い　SSU市川 居宅介護（老） 空調設備改修工事 1,070,820 740,000 69.1%
85 中　山 (福)弘成会 鎌ケ谷市 コミュニティホームくぬぎ山 特養老 福祉車両 3,957,599 1,900,000 48.0%
86 中　山 (特非)いずみ 我孫子市 すまいる 就労継支B（障） 送迎用車両 2,845,324 1,900,000 66.7%
87 中　山 (福)ウィンクル 松戸市 あるば 就労継支B（障） 印刷機 1,069,200 750,000 70.1%
88 中　山 (特非)新祐会 木更津市 万石の家 障グループホーム（障） 送迎用車両 3,100,000 1,900,000 61.2%
89 中　山 (特非)みち 市原市 こすもす工房 地域支援センター（障） 運搬用車両 1,658,430 1,140,000 68.7%
90 中　山 (特非)恵み野会 富里市 つくしんぼ 児童発達支援（児） 事務所改修工事 3,104,335 1,900,000 61.2%
91 中　山 (特非)りょう香 市川市 かめかめ 生活介護（障） 福祉車両 3,645,000 1,900,000 52.1%
92 中　山 (特非)じょいんと 習志野市 のびのび広場 生活介護（障） 福祉車両 1,639,000 1,150,000 70.1%
93 中　山 (福)宝寿会 千葉市若葉区 若葉泉の里大宮センター 生活介護（障） 福祉車両 3,511,400 1,900,000 54.1%
94 中　山 (福)千葉市手をつなぐ育成会 千葉市稲毛区 じょぶ・さくさべ 就労継支B（障） 冷凍庫 594,000 410,000 69.0%
合計 21　件 45,036,548 28,750,000 63.8%

95 東　京 (福)こばと会 多摩市 カフェブルー 児童福祉 厨房器具一式 2,116,800 1,500,000 70.8%
96 東　京 (福)正夢の会 稲城市 コラボいなぎ いなぎこども発達支援センター 児童発達支援（児） 屋内遊具 502,000 370,000 73.7%
97 東　京 (特非)ぽんぽこ 八王子市 ぽんぽこクラブ 放課後デイ（障） 送迎・運搬用車両 2,767,100 1,970,000 71.1%
98 東　京 (特非)介助派遣事業みんなの広場 立川市 デイサービス事業みんなの広場1 放課後デイ（障） 福祉車両 4,303,490 1,970,000 45.7%
99 東　京 (特非)こらそん 立川市 スマイルJr 放課後デイ（障） 送迎用車両 2,441,056 1,800,000 73.7%
100 東　京 (特非)障害者自立支援センター多摩 多摩市 ワークセンターれすと 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 2,618,376 1,870,000 71.4%
101 東　京 (特非)サポート高尾 八王子市 第二高尾青年の家 生活介護（障） 送迎用車両 2,946,000 1,970,000 66.8%
102 東　京 (特非)くるみ会 武蔵村山市 結緑が丘 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 2,390,000 1,760,000 73.6%
103 東　京 (福)すみれ会 立川市 コミュニティモール風 生活介護（障） 福祉車両 3,506,310 1,970,000 56.1%
104 東　京 (特非)ゆどうふ 町田市 フリースペースうぉーむ 地域福祉 施設改修工事 1,480,000 1,110,000 75.0%
105 東　京 (特非)多摩在宅支援センター円 立川市 くぬぎの杜 障グループホーム（障） ベッド 289,764 210,000 72.4%
106 東　京 (特非)武蔵野の里 東久留米市 ぶどうの郷 就労継支B（障） 運搬用車両 1,300,000 970,000 74.6%
107 東　京 (福)あいの樹 小平市 かりん 生活介護（障） 福祉車両 4,247,336 1,970,000 46.3%
108 東　京 (特非)Ohana 国分寺市 オハナ農園 就労継支B（障） 運搬用車両 1,676,994 1,250,000 74.5%
109 東　京 (特非)なみき福祉会 八王子市 工房みどりの風 生活介護（障） 送迎用車両 2,400,000 1,770,000 73.7%
110 東　京 (特非)Pure 八王子市 ぴゅあさぽーとせんたー 生活介護（障） 施設改修工事 2,268,000 1,500,000 66.1%
111 東　京 (特非)ゆう 東久留米市 在宅支援グループ優友 居宅介護（障） 福祉車両 3,626,620 1,970,000 54.3%
112 東　京 (福)みずき福祉会 八王子市 町田福祉園 生活介護（障） 福祉車両 3,536,380 1,970,000 55.7%
113 東　京 (福)いきいき福祉会 八王子市 こまくさの家 老人グループホーム 福祉車両 2,110,920 1,250,000 59.2%
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114 東　京 (福)櫻継会 西多摩郡日の出町 幸神さくら 特養老 福祉車両 4,440,390 1,510,000 34.0%
50,967,536 30,660,000 60.1%

115 東場外 (福)全国心身障害児福祉財団 豊島区 けやき歯科診療所 児童療育 歯科高圧滅菌器・同自動洗浄器 1,332,720 990,000 74.2%
116 東場外 (福)なずみ 目黒区 かみよんホーム 障グループホーム（障） 施設改修工事 831,297 620,000 74.5%
117 東場外 (特非)ネットワーク豊友 豊島区 ル・ピュル 就労継支B（障） 庇設置工事 114,480 80,000 69.8%
118 東場外 (福)かがやき会 新宿区 就労センター「街」 就労継支B（障） プレハブ冷凍庫改修工事 972,000 720,000 74.0%
119 東場外 (特非)東京ダルク 荒川区 ダルクホーム 精神障害者福祉ホームA型 施設内改修工事 1,551,440 1,150,000 74.1%

4,801,937 3,560,000 74.1%
合計 25　件 55,769,473 34,220,000 61.3%

120 中　京 （福）豊橋市福祉事業会 豊橋市 豊橋にしぐち学園 生活介護(障） 送迎用車両 3,767,794 2, 000, 000 2,000,000 53.0%
121 中　京 （福）長福会 大府市 デイパーク大府 老人デイ 福祉車両 2,115,336 1,300,000 61.4%
122 中　京 （福）育保の杜 春日井市 はぐくみ保育園 保育所 保育室仕切柵設置工事 403,704 300,000 74.3%
123 中　京 （福）白寿苑 小牧市 小牧白寿苑 老人デイ 福祉車両 3,835,000 2,000,000 52.1%
124 中　京 （福）樫の木福祉会 一宮市 樫の木作業所 就労継支Ｂ・生活介護(障） マイクロバス 7,260,575 2,000,000 27.5%
125 中　京 （福）東海 東海市 東海の里 特養老 福祉車両 2,060,000 1, 400, 000 1,400,000 67.9%
126 中　京 （福）カリヨン福祉会 海部郡蟹江町 キッズガーデンカリヨンの杜 保育所 遊具、門扉・園庭整備工事 2,265,000 1,500,000 66.2%
127 中　京 （福）明 名古屋市港区 港つぼみ作業所 生活介護(障） 蓄電池・ソーラーパネル 222,264 160,000 71.9%
128 中　京 （福）くすの木福祉事業会 蒲郡市 つつじ寮 生活介護・施設支援（障） 福祉車両 1,870,000 1, 000, 000 1,000,000 53.4%
129 中　京 （福）けやきの会 知立市 けやき作業所 生活介護・就労継支Ｂ(障） 福祉車両 3,670,000 1,800,000 49.0%
130 中　京 （福）ぬくもり福祉会 安城市 ぬくもりワークス 生活介護(障） フォークリフト 2,408,400 1,500,000 62.2%
131 中　京 （福）明峰福祉会 北設楽郡東栄町 やまゆり荘 特養老 福祉車両 4,826,182 2,000,000 41.4%
132 中　京 （福）ゆたか福祉会 名古屋市南区 ゆたか作業所 就労継支Ｂ・生活介護(障） 保冷車 3,385,281 2,000,000 59.0%
133 中　京 （福）大府福祉会 大府市 あけび苑 生活介護・就労継支Ｂ(障） 送迎・運搬用車両 2,427,974 1,500,000 61.7%
134 中　京 （福）美和保育園 あま市 美和こども園 認定こども園 厨房空調設置工事 3,475,008 2,000,000 57.5%

43,992,518 22,460,000 51.0%
135 中京外 （福）みなみ福祉会 名古屋市南区 平子幼児園 保育所 園庭遊具・収納庫 1,445,000 900,000 62.2%

1,445,000 900,000 62.2%
合計 16　件 45,437,518 23,360,000 51.4%

136 京　都 （特非）ケアホーム・なるたき 京都市伏見区 ケアホームなるたき 生活介護（障） 福祉車両 4,073,930 2,300,000 56.4%

計1件

計15件

計20件

計5件
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137 京　都 （福）ディアレスト 八幡市 ほっと 生活介護（障） 福祉車両 3,377,988 2,000,000 59.2%
138 京　都 （福）ヤマト福祉会 京都市伏見区 宝生苑 小規模多機能（老） 福祉車両 2,850,000 1,700,000 59.6%
139 京　都 （福）京都山城福祉会 木津川市 ゆりのき 特養老 福祉車両 2,428,993 1,400,000 57.6%
140 京　都 （福）太陽の家 大分県別府市 京都太陽の家ワークショップ 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 2,453,137 1,300,000 52.9%
141 京　都 （福）稲荷保育園 京都市伏見区 稲荷砂川保育園 保育所 屋外遊具 1,026,000 550,000 53.6%
142 京　都 （福）みねやま福祉会 京丹後市 てらす峰夢 養護児 送迎用車両 2,820,223 1,600,000 56.7%
143 京　都 （福）清和会みわ 福知山市 みわの里 居宅支援（老） 訪問用車両 1,100,000 500,000 45.4%
144 京　都 （福）五十鈴会 福知山市 五十鈴荘 特養老 ウッドデッキ改修工事 2,138,400 1,000,000 46.7%
145 京　都 （福）平安養育院 京都市東山区 むくの木園 児童発達支援（児） マイクロバス 4,730,000 2,200,000 46.5%
146 京　都 （公財）京都市障害者スポーツ協会 京都市左京区 京都市障害者スポーツセンター 身体障害者福祉センター（A） 福祉車両 3,590,000 1,700,000 47.3%
147 京　都 （福）ふくちやま福祉会 福知山市 ふくちやま作業所 生活介護（障） 福祉車両 4,366,348 2,000,000 45.8%
148 京　都 （福）宇治東福祉会 宇治市 デイセンター宇治作業所 生活介護（障） 福祉車両 3,900,000 1,900,000 48.7%
149 京　都 (福)京都太陽の園 南丹市 京都太陽の園 生活介護、就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,737,000 520,000 18.9%
150 京　都 （福）島本福祉会 大阪府三島郡島本町 作業所わくわく 生活介護（障） 送迎・運搬用車両 2,689,804 1,900,000 70.6%
151 京　都 （福）みすず福祉会 大阪府枚方市 しらかばの郷 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,618,994 2,510,000 69.3%
152 京　都 （福）徳風会 大阪府枚方市 里仁館 特養老 特殊浴槽 5,940,000 3,430,000 57.7%

53,840,817 28,510,000 52.9%
153 京場外 （福）仙人福祉事業会 福知山市 ひだまりデイサービスセンター 老人デイ・認知症通所（老） 福祉車両 1,710,000 690,000 40.3%
154 京場外 （福）恵育会 大阪府守口市 寺内さくらこども園 認定こども園 日除けテント設置工事 2,322,000 1,380,000 59.4%

4,032,000 2,070,000 51.3%
合計 19　件 57,872,817 30,580,000 52.8%

155 阪　神 (福）明石恵泉福祉会 明石市 恵泉第２特別養護老人ホーム 特養老 電動ベッド 9,558,000 1,400,000 14.6%
156 阪　神 (福）壷阪寺聚徳会 奈良県高市郡高取町 五色園 養護老（盲） 福祉車両 4,434,784 1,300,000 29.3%
157 阪　神 (福)晋和福祉会 宍粟市 くりのみ保育園 保育所 送迎用車両 4,850,000 1,300,000 26.8%
158 阪　神 (福)敬愛互助会 加西市 春夏秋冬 特養老 福祉車両 3,634,630 1,200,000 33.0%
159 阪　神 (福)さつき福祉会 養父市 おおや作業所 就労継続支援（Ｂ） 福祉車両 2,963,000 1,100,000 37.1%
160 阪　神 (福)白鷺園 姫路市 白鷺園母子生活支援施設 母子生活支援 送迎用車両 2,730,000 1,300,000 47.6%
161 阪　神 (福)協同の苑 神戸市東灘区 ときめき 特養老 浴槽用システム 4,952,659 1,200,000 24.2%
162 阪　神 (福)桜谷福祉会 赤穂市 桜谷荘 特養老 介護用リフト等 1,287,684 600,000 46.5%
163 阪　神 (福)福禄会 明石市 Alice　Preschool 保育所 遊具 1,045,332 550,000 52.6%

計17件

計2件
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164 阪　神 (福)柏翔会 丹波市 ミライズそら 認定こども園 遊具 864,000 450,000 52.0%
165 阪　神 (福)報恩感謝会 神戸市長田区 竹の台保育園 認定こども園 スチームコンベクションオーブン 1,603,800 800,000 49.8%
166 阪　神 (福)二人同心会 神戸市東灘区 セ・ラ・ヴィ 特養老 福祉車両 3,270,970 1,000,000 30.5%
167 阪　神 (福)かがやき神戸 神戸市西区 虹の里 地活動支援センター（障） 送迎用車両 1,438,022 700,000 48.6%
168 阪　神 (福)宝成会 宝塚市 宝塚シニアコミュニティ 特養老 食器洗浄機 1,231,200 780,000 63.3%
169 阪　神 (福)萬年青友の会 宝塚市 やまぼうし保育園　分園 保育所 放送用設備 900,000 570,000 63.3%
170 阪　神 (福)希望の家 宝塚市 クローバー宝塚ブランチ 地域相談支援 パソコン 233,000 150,000 64.3%
171 阪　神 (福)晋栄福祉会 大阪府門真市 宝塚ちどり 特養老 福祉車両 3,397,860 1,000,000 29.4%
172 阪　神 (福)一羊会 西宮市 武庫川すずかけ作業所 就労継続支援（Ｂ） 給湯器取替工事 3,024,000 1,000,000 33.0%
173 阪　神 (福)パドマ園 西宮市 パドマ・ナーサリースクール 認定こども園 冷蔵庫 831,600 500,000 60.1%
174 阪　神 (福)名塩保育園 西宮市 名塩保育園 保育所 コンベクションオーブン 2,106,000 1,000,000 47.4%
175 阪　神 (福)清松福祉会 大阪府枚方市 マツガ保育園 保育所 送迎用車両 1,324,048 720,000 54.3%
176 阪　神 (福)寝屋川福祉会 大阪府寝屋川市 桜木保育園 認定こども園 送迎用車両 1,714,008 720,000 42.0%
177 阪　神 (福)大東若竹会 大阪府大東市 若竹こども園 認定こども園 業務用車両 3,360,440 720,000 21.4%
178 阪　神 (福)銀河 大阪府枚方市 ギンガ保育園 保育所 テーブル 259,200 180,000 69.4%
179 阪　神 (福)清松会 大阪府四条畷市 畷アサヒヶ丘保育園 保育所 遊具 268,000 180,000 67.1%
180 阪　神 (福)睦福祉会 大阪府寝屋川市 寝屋川東保育園 保育所 スチームコンベクション 901,800 180,000 19.9%
181 阪　神 (福)聖森会 大阪府寝屋川市 本町こども園 認定こども園 ガスコンロ、空気清浄機、ベンチ椅子 261,080 180,000 68.9%
182 阪　神 (福)葵福祉会 大阪府大東市 四条保育園 認定こども園 遊具 247,700 180,000 72.6%
183 阪　神 (福)昭陽福祉会 大阪府交野市 私部保育園 認定こども園 空気清浄機 294,200 180,000 61.1%
184 阪　神 (福)交野ひまわり園 大阪府交野市 ふじが丘保育園 認定こども園 備品棚、ゲート 273,800 180,000 65.7%
185 阪　神 (福)一乗寺学園 大阪府守口市 一乗寺学園 認定こども園 避難車、遊具 392,140 180,000 45.9%
186 阪　神 (福)高津学園 大阪市天王寺区 信太学園 養護児 送迎用車両 1,470,000 1,100,000 74.8%
187 阪　神 (福)若福会 大阪府東大阪市 若江学院 養護児 送迎用車両 1,550,000 1,100,000 70.9%
188 阪　神 (福)ひびき福祉会 大阪府東大阪市 ワークセンターひびき 就労継続支援（Ｂ） 福祉車両 4,079,730 1,200,000 29.4%
189 阪　神 (福)コスモス 大阪府堺市東区 ほくぶ障害者作業所 就労継続支援（Ｂ） 福祉車両 7,090,000 1,500,000 21.1%
190 阪　神 (福)育和白鷺学園 大阪市東住吉区 育和白鷺学園今林園 保育所 遊具 1,410,000 910,000 64.5%
191 阪　神 (福)大桐福祉会 大阪市東淀川区 大桐保育園 保育所 空気清浄機 355,320 250,000 70.3%
192 阪　神 (福)大阪福祉事業財団 大阪市城東区 くるみ乳児院 乳児院 パソコン、プリンター、空気清浄機 547,856 400,000 73.0%
193 阪　神 (福)ペガサス 大阪市住之江区 住之江作業所 生活介護（障） 福祉車両 1,600,000 1,200,000 75.0%

81,755,863 29,160,000 35.6%計39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

194 阪場外 (福)遺徳会 大阪府高石市 南港咲洲特別養護老人ホーム 特養老 福祉車両 3,880,000 1,720,000 44.3%
3,880,000 1,720,000 44.3%

合計 40　件 85,635,863 30,880,000 36.0%

195 九　州 (福)景福会 久留米市 唐孔雀園 特養老 福祉車両 2,047,802 1,000,000 48.8%
196 九　州 (福)国分福祉会 久留米市 子鳩保育園 保育所 外構フェンス改修工事 3,780,000 1,900,000 50.2%
197 九　州 (福)コスモス会 久留米市 大橋保育園 保育所 屋外遊具 5,400,000 2,000,000 37.0%
198 九　州 (福)さつき福祉会 久留米市 きらら保育園 保育所 屋上人工芝張替工事 1,857,600 1,000,000 53.8%
199 九　州 (福)三町福祉会 久留米市 ウェル城島 就労継支Ｂ（障） マイクロバス 6,742,500 1,700,000 25.2%
200 九　州 (福)ひびきの杜 久留米市 ふじの郷 老人デイ 空調機更新工事 6,372,000 1,900,000 29.8%
201 九　州 (福)ほほえみ 久留米市 なごみの森 特養老 浴槽、ストレッチャー 3,272,400 1,700,000 51.9%
202 九　州 (福)三井福祉会 久留米市 やまかわ 特養老 福祉車両 1,690,000 850,000 50.2%
203 九　州 (福)もく 久留米市 銀の庵 特養老 福祉車両 1,799,000 1,000,000 55.5%
204 九　州 (福)育陽会 北九州市八幡西区 幸神保育園 保育所 空調設備取替工事 1,285,200 800,000 62.2%
205 九　州 (福)鎮西別院福祉会 北九州市門司区 鎮西保育園 保育所 空調設備取替工事 3,132,000 1,570,000 50.1%
206 九　州 (福)法順会 北九州市小倉北区 足原だきしめ保育園 保育所 床補修塗替工事 2,332,800 1,200,000 51.4%
207 九　州 （福)遠賀中間会 遠賀郡芦屋町 みどり園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,077,245 1,620,000 52.6%
208 九　州 （福)庄内幸和福祉会 飯塚市 和の里 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,491,360 1,190,000 47.7%
209 九　州 （福)年輪福祉会 筑後市 年輪の園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 1,630,000 1,150,000 70.5%
210 九　州 （特非)FLAP 福岡市早良区 ベーカリー＆キッチンFLAP 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,200,000 850,000 70.8%
211 九　州 （特非)山びこ福祉会 豊前市 山びこ 地活支援センター（障） 福祉車両 3,050,000 1,190,000 39.0%
合計 17　件 51,159,907 22,620,000 44.2%

211　件 544,028,858 267,960,000 49.2%

計1件

馬主協会合計
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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

212 青　森 （福）やまぶき福祉会 青森市 やまぶき園 児童発達支援（児） 送迎用車両 1,960,307 1,360,000 69.3%
213 青　森 （福）弘前久栄会 弘前市 みのり 就労継支Ａ（障） 福祉車両 3,558,000 2,220,000 62.3%
214 青　森 （特非）ポッケル 八戸市 あずまや 老人デイ 福祉車両 1,859,000 1,360,000 73.1%
215 青　森 （特非）おいらせサポートハウスＫの家 十和田市 おいらせサポートハウスＫの家 生活介護（障） 車いす用体重計 133,704 100,000 74.7%

計 4　件 7,511,011 5,040,000 67.1%

216 岩　手 （福）岩手県同胞援護会 盛岡市 青山保育園 保育所 門扉取替工事 712,800 530,000 74.3%
217 岩　手 （福）常心福祉会 北上市  ケアハウス常盤台 軽費老 ボイラー更新工事 3,002,400 1,500,000 49.9%
218 岩　手 （特非）三の丸ひまわり 二戸市 スマイルひまわり 放課後等デイ（障） 送迎用車両 2,943,799 1,500,000 50.9%
219 岩　手 （福）岩手更生会 盛岡市 緑生園 施設支援（障） 送迎用車両 2,430,000 1,500,000 61.7%

計 4　件 9,088,999 5,030,000 55.3%

220 宮　城 (特非)小規模多機能型生活支援室 エポック 仙台市宮城野区 アイアイ小田原 児童デイ（障） 送迎用車両 1,579,519 1,130,000 71.5%
221 宮　城 (福）はらから福祉会 柴田郡柴田町 登米大地 就労継支Ｂ（障） 保冷車 1,640,000 1,140,000 69.5%
222 宮　城 （福）柏松会 柴田郡村田町 大和すぎのこ保育園 保育所 日除けテント設置工事 1,524,960 1,060,000 69.5%
223 宮　城 （福）ことぶき会 東松島市 はまなすの里 軽費老 床改修工事 1,010,880 700,000 69.2%
224 宮　城 （福）仙台市障害者福祉協会 仙台市青葉区 せんしょう庵 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,441,366 1,030,000 71.4%

計 5　件 7,196,725 5,060,000 70.3%

225 秋　田 (福）二ツ井めぐみ会 能代市 二ツ井めぐみ園 生活介護・就労継支B（障） 施設改修工事 1,662,228 1,240,000 74.5%
226 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 2,900,000 1,500,000 51.7%
227 秋　田 (特非）秋田たすけあいネットあゆむ 秋田市 みらい工房 地域福祉 運搬用車両 1,616,400 1,080,000 66.8%
228 秋　田 (特非）エヌピーオー社会福祉事業振興会 湯沢市 すずらん稲川 グループホーム（老） 福祉車両 2,313,642 1,210,000 52.2%

計 4　件 8,492,270 5,030,000 59.2%

平 成 ３ 1 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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助　成　金
交　付　額

229 山　形 （福）手をつなぐ会 山形市 ワークランドべにばな 就労継続支援（B） 送迎・運搬用車両 1,400,000 960,000 68.5%
230 山　形 （福）いずみノ杜 山形市 ちとせノ杜 居宅介護（老） 福祉車両 2,131,090 1,450,000 68.0%
231 山　形 （福）敬友会 米沢市 おいたまの郷 特養老 福祉車両 2,000,000 1,360,000 68.0%
232 山　形 （福）みのり福祉会 東田川郡庄内町 ラ・ルーナ 特養老 福祉車両 1,850,000 1,260,000 68.1%

計 4　件 7,381,090 5,030,000 68.1%

233 茨城 （福）健仁会 千葉県鴨川市 千の風・河内 特養老 入浴支援機器 1,105,960 670,000 60.5%
234 茨城 （福）山ゆり会 守谷市 まつやま百合ヶ丘保育園 保育所 送迎・運搬用車両 1,130,000 690,000 61.0%
235 茨城 （福）大茨会 東茨城郡茨城町 おあしす 軽費老 福祉車輌 3,020,800 1,890,000 62.5%
236 茨城 （福）はまぎくの会 ひたちなか市 ハートケアセンターひたちなか 就労移支・就労継支B（障） 干芋乾燥機 2,430,000 1,470,000 60.4%
237 茨城 （福）青洲会 土浦市 阿見こなん 特養老 福祉車輌 1,892,224 1,040,000 54.9%

計 5　件 9,578,984 5,760,000 60.1%

238 栃　木 (福）創和会 栃木市 まろにえ四季の里 特養老 送迎用車両 1,773,980 1,330,000 74.9%
239 栃　木 (福）両崖福祉会 足利市 喜重苑 養護老 洗濯乾燥機 2,154,600 1,060,000 49.1%
240 栃　木 (福）とちぎ健康福祉協会 宇都宮市 清風園 生活介護（障） 福祉車両 3,416,665 1,500,000 43.9%
241 栃　木 (福）窓の陽 東京都荒川区 ふるさとホーム那須 障グループホーム（障） 送迎用車両 1,528,374 1,140,000 74.5%

計 4　件 8,873,619 5,030,000 56.6%

242 群　馬 （特非）ぽれぽれ 渋川市 あいぽーとあすなろ 就労移支・就労継支B（障） 運搬用車両 2,190,920 1,500,000 68.4%
243 群　馬 （福）千代の会 邑楽郡千代田町 みどりの風 老人デイ 福祉車両 3,500,000 2,200,000 62.8%
244 群　馬 （福）ゆずりは会 前橋市 かたばみ 就労継支A（障） ねぎ収穫機 2,230,000 1,390,000 62.3%

計 3　件 7,920,920 5,090,000 64.2%

245 埼　玉 （福）おぶすま福祉会 大里郡寄居町 寄居事業所 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,720,000 1,900,000 69.8%
246 埼　玉 （福）報徳至誠会 本庄市 桑梓 養護児 送迎用車両 2,940,280 1,900,000 64.6%
247 埼　玉 （公財）埼玉県老人クラブ連合会 さいたま市浦和区 埼玉県老人クラブ連合会 老人福祉 運搬用車両 2,188,034 1,290,000 58.9%

計 3　件 7,848,314 5,090,000 64.8%
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248 神奈川 （福）伸こう福祉会 横浜市栄区 クロスハートワーク戸塚 就労移支・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,445,000 1,060,000 73.3%
249 神奈川 （福）一乗会 相模原市 パンサ 生活介護（障） 福祉車両 2,880,000 2,020,000 70.1%
250 神奈川 （福）素心会 中郡大磯町 素心学院 生活介護・施設支援（障） マイクロバス 7,361,611 3,330,000 45.2%

計 3　件 11,686,611 6,410,000 54.8%

251 富　山 (特非）ひまわり 富山市 ひまわり 就労継続支援（B） 送迎車両 3,140,000 2,000,000 63.6%
252 富　山 (福）高岡市身体障害者福祉会 高岡市 志貴野長生寮 特養老 食器洗浄機等設置工事 2,322,000 1,140,000 49.0%
253 富　山 (特非）にぎやか 富山市 にぎやか 老人デイ 送迎用車両 2,680,000 2,000,000 74.6%

計 3　件 8,142,000 5,140,000 63.1%

254 石　川 （福）達樹会 金沢市 いろは 老人デイ 福祉車両 2,273,130 1,070,000 47.0%
255 石　川 （福）鶴来会 白山市 あじさいの郷 特養老 福祉車両 4,413,410 2,430,000 55.0%
256 石　川 （福）さいび園 金沢市 さいび園 認定こども園 屋上人工芝 900,000 490,000 54.4%
257 石　川 （福）富樫福祉会 野々市市 富樫苑 特養老 防災用具(発電機、照明器具等） 608,148 330,000 54.2%
258 石　川 （福）弘和会 輪島市 ライフサポート村友 就労継支B（障） 農業用管理機 220,000 120,000 54.5%
259 石　川 （福）あけぼの保育園 金沢市 あけぼのこども園 認定こども園 テーブル 1,049,760 590,000 56.2%

計 6　件 9,464,448 5,030,000 53.1%

260 福　井 （福）サンホーム 福井市 金津サンホーム 施設支援（障） 福祉車両 3,629,024 2,190,000 60.3%
261 福　井 （特非）えちぜん青少年自立援助センター 越前市 すてっぷ 就労移支・就労継支A・B（障） 送迎用車両 2,339,692 1,410,000 60.2%
262 福　井 （福）福聚会 福井市 宝珠苑 特養老 電動ベッド 4,222,800 2,520,000 59.6%

計 3　件 10,191,516 6,120,000 60.0%

263 山　梨 （福）やまなし勤労者福祉会 甲府市 いけだの里 特養老 浴室設備改修工事 568,080 360,000 63.3%
264 山　梨 （特非）自立支援FIT 甲府市 自立支援FIT 就労移支・就労継支B（障） 農業用管理機 320,000 200,000 62.5%
265 山　梨 （福）燦生福祉会 韮崎市 フルリールにらさき 特養老 福祉車両 1,660,000 1,050,000 63.2%
266 山　梨 （福）翔栄会 甲斐市 あかさか 小規模多機能（老） 福祉車両 1,639,296 1,000,000 61.0%
267 山　梨 （福）ぶどうの里 甲州市 石和授産園 生活介護（障） 事務所塗装工事 1,930,998 900,000 46.6%
268 山　梨 （福）子育ち・発達の里 甲斐市 こころとそだちの支援室ぽーれ 児童発達支援（障） 屋根補修・防水工事 2,671,995 1,110,000 41.5%
269 山　梨 （福）光風会 甲州市 光風園 老人デイ 送迎用車両 3,281,407 1,360,000 41.4%

計 7　件 12,071,776 5,980,000 49.5%
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270 長　野 （福）坂城福祉会 埴科郡坂城町 さかき美山園 特養老 特殊浴槽 4,700,000 2,860,000 60.8%
271 長　野 （福）ながのコロニー 長野市 ワークサポート篠ﾉ井 就労継支B(障) ゼッケンプレス機 1,026,000 610,000 59.4%
272 長　野 （福）のぞみ福祉会 小諸市 のぞみ 居宅介護(老) 送迎用車両 1,460,000 770,000 52.7%
273 長　野 （福）みまき福祉会 東御市 きたみまき 老人デイ 福祉車両 1,900,000 1,020,000 53.6%

計 4　件 9,086,000 5,260,000 57.8%

274 岐　阜 (福)西美濃福祉会 大垣市 はだしっこ保育園 保育所 施設改修工事 4,406,400 1,700,000 38.5%
275 岐　阜 (特非)安穏塾 高山市 野の風 老人デイ リハビリ機器 921,240 500,000 54.2%
276 岐　阜 (福)五常会 中津川市 ゆうわ苑 老人デイ 福祉車両 2,300,000 1,300,000 56.5%
277 岐　阜 (福)敬天会 郡上市 アットホームしろとり 老人デイ 福祉車両 4,800,000 1,780,000 37.0%

計 4　件 12,427,640 5,280,000 42.4%

278 静　岡 （福）天竜厚生会 浜松市 子育てセンターきぶね 認定こども園 中庭人工芝改修工事 1,337,040 830,000 62.0%
279 静　岡 （福）あそしえ 浜松市 えくらん 生活介護（障） 送迎用車両 3,921,220 2,440,000 62.2%
280 静　岡 （福）博美会 富士市 ケアハウス　富士の里 軽費老 椅子、テーブル 2,826,252 1,760,000 62.2%

計 3　件 8,084,512 5,030,000 62.2%

281 三　重 （福）慈徳会 北牟婁郡紀北町 桃朋園 施設支援（障）・生活介護（障） 福祉車両 1,530,200 1,140,000 74.5%
282 三　重 （福）三重豊生会 度会郡度会町 多気彩幸 特養老 福祉車両 1,468,080 1,100,000 74.9%
283 三　重 （福）博愛会 鈴鹿市 ルーエハイム 特養老 発電機他 742,176 550,000 74.1%
284 三　重 （特非）あおば 津市 ありんこ工房 就労継続支援（B） 送迎用車両 2,860,616 2,140,000 74.8%

計 4　件 6,601,072 4,930,000 74.6%

285 滋　賀 （福）桐生会 大津市 桐生園 老人デイ 送迎用車両 956,709 620,000 64.8%
286 滋　賀 （福）湖北真幸会 長浜市 湖北水鳥の里 老人短期 福祉車両 2,103,618 1,000,000 47.5%
287 滋　賀 （福）寿会 草津市 常輝の里 老人デイ 福祉車両 1,609,020 1,000,000 62.1%
288 滋　賀 （福）天地会 甲賀市 兆生園 特養老 福祉車両 1,753,160 1,000,000 57.0%
289 滋　賀 （特非）和・のどか 高島市 ぬくもり・スマイル作業所 就労継支Ｂ(障) 送迎用車両 1,400,000 930,000 66.4%
290 滋　賀 （福）美輪湖の家大津 大津市 美輪湖マノーナファーム 就労移支・就労継支Ｂ(障) 農業用管理機 603,000 400,000 66.3%
291 滋　賀 （福）慈惠会 守山市 ゆいの里 特養老 介護用リフト・電動ベッド他 1,233,760 820,000 66.4%

計 7　件 9,659,267 5,770,000 59.7%
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292 大　阪 （福）大阪キリスト教女子青年福祉会 大阪府大阪市北区 大阪ＹＷＣＡ大宮保育園 保育所 冷蔵庫他 1,458,000 900,000 61.7%
293 大　阪 （福）佳松会 大阪府南河内郡太子町 しながの舎 障グループホーム（障） 福祉車両 1,670,000 1,060,000 63.4%
294 大　阪 （福）なにわの里 大阪府柏原市 ライフサポートなにわ 生活介護・施設支援（障） 送迎用車両 1,600,000 980,000 61.2%
295 大　阪 （福）風の馬 大阪府堺市西区 アリオン 特養老 福祉車両 3,600,000 2,090,000 58.0%

計 4　件 8,328,000 5,030,000 60.3%

296 奈　良 (福)　平成記念福祉会 高市郡高取町 たかとり 特養老 福祉車両 1,749,050 1,250,000 71.4%
297 奈　良 (福) 陽 北葛城郡広陵町 ひだまり保育園 保育所 送迎用車両 3,265,000 2,030,000 62.1%
298 奈　良 (福) 葛城福祉園 御所市 ヒューマン　かつらぎ 母子生活支援 個別入浴設備設置工事 2,803,561 1,750,000 62.4%

計 3　件 7,817,611 5,030,000 64.3%

299 和歌山 (福)琴の浦リハビリテーションセンター 和歌山市 琴の浦リハビリテーションセンター 自立訓練(障) シャワーストレッチャー他 1,006,560 750,000 74.5%
300 和歌山 (福)ふじの会 海南市 みなみ工房 就労継支B（障） 福祉車両 3,220,000 1,000,000 31.0%
301 和歌山 (福)椋の樹福祉会 橋本市 むくのき 就労移支（障） 送迎用車両 2,500,000 1,000,000 40.0%
302 和歌山 (福)桃郷 紀の川市 つくしんぼ園 児童発達支援（障） 福祉車両 3,000,000 1,000,000 33.3%
303 和歌山 (福)やおき福祉会 田辺市 やおき工房 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 1,040,000 780,000 75.0%
304 和歌山 (福)和歌山県福祉事業団 西牟婁郡上富田町 有功ヶ丘学園 福祉型障害児入所施設（障） 屋外遊具 679,320 500,000 73.6%

計 6　件 11,445,880 5,030,000 43.9%

305 鳥　取 (福)光徳子供学園 西伯郡大山町 光徳子供学園 養護児 パソコン他 910,440 680,000 74.6%
306 鳥　取 (福)やず 八頭郡八頭町 すこやか 訪問介護（老） 訪問用車両 1,353,437 1,010,000 74.6%
307 鳥　取 （福）和 倉吉市 ボン・シャンス 生活介護・就労継支B（障） 福祉車両 3,398,980 1,070,000 31.4%
308 鳥　取 （福）麗明会 西伯郡大山町 ばんだの里 小規模多機能（老） 送迎用車両 1,317,560 980,000 74.3%
309 鳥　取 (特非)ひだまり 米子市 ひだまり 地域福祉 送迎用車両 1,412,121 1,000,000 70.8%
310 鳥　取 (特非)山陰福祉の会 米子市 さんふく 就労継支A（障） 保冷車 1,330,000 990,000 74.4%

計 6　件 9,722,538 5,730,000 58.9%

311 島　根 （特非）介護福祉サービスくすもと 隠岐郡隠岐の島町 地域密着型通所介護事業所　宅老所くすもと 通所介護（老） 福祉車両 3,512,000 1,430,000 40.7%
312 島　根 （福）あすなろ会 出雲市 あすなろ保育園 保育所 組立式プール 1,879,200 1,360,000 72.3%
313 島　根 （福）島根県社会福祉事業団 松江市 障害者地域生活支援センターせいふう 生活介護（障） 特殊浴槽 4,320,000 1,360,000 31.4%
314 島　根 （福）松尾保育所 松江市 松尾保育所 保育所 組立式プール 1,749,280 1,310,000 74.8%

計 4　件 11,460,480 5,460,000 47.6%
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315 岡　山 (福)和福祉会 倉敷市 庄の里　なごやか 特養老 福祉車両 1,420,000 900,000 63.3%
316 岡　山 (福)稔福祉会 倉敷市 庄の里 特養老 福祉車両 3,080,000 1,520,000 49.3%
317 岡　山 (福)超寿会 総社市 リハビリステーションいずみの杜 老人デイ 送迎車両 1,447,000 920,000 63.5%
318 岡　山 (福)浜っ子 備前市 浜っ子作業所 就労継続支援(B) 運搬車両 3,500,000 1,720,000 49.1%

計 4　件 9,447,000 5,060,000 53.5%

319 広　島 （福） あづみの森 尾道市 就労支援センターあおぎり 生活介護（障）・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,300,000 940,000 72.3%
320 広　島 （福） 「ゼノ」 少年牧場 福山市 ゆめの木・わかば 生活介護（障）・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,649,694 2,660,000 72.8%
321 広　島 （福） あらくさ 三次市 あらくさ 生活介護（障） 畔塗機 594,000 430,000 72.3%
322 広　島 （福） 木谷会 東広島市 赤崎さざなみ荘 軽費老 福祉車両 2,316,367 1,690,000 72.9%

計 4　件 7,860,061 5,720,000 72.7%

323 山　口 （福）祥寿園 下関市 寿海荘 老人デイ 福祉車両 3,400,000 1,790,000 52.6%
324 山　口 （福）平生町社会福祉協議会 熊毛郡平生町 はつらつセンターあいあむ 老人デイ 特殊浴槽 4,914,000 2,000,000 40.7%
325 山　口 （福）夢の会 下関市 夢の里 老人デイ 福祉車両 1,800,000 990,000 55.0%
326 山　口 （福）防府海北園 防府市 沙羅の木 母子生活支援 送迎用車両 1,810,000 960,000 53.0%

計 4　件 11,924,000 5,740,000 48.1%

327 徳　島 （福）徳島市身体障害者連合会 徳島市 徳島スローワークセンター
あゆみ園 就労移支（障） 福祉車両 1,840,000 1,100,000 59.7%
328 徳　島 （福）いずみ福祉会 鳴門市 認定こども園 ＩＺＵＭＩ 認定こども園 屋外遊具 3,742,200 1,530,000 40.8%
329 徳　島 （福）阿南淡島会 阿南市  淡島学園 生活介護（障） 机、椅子等 2,235,600 1,200,000 53.6%
330 徳　島 （福）みずほ会 徳島市 みのり保育園 保育所 放送設備 638,000 470,000 73.6%
331 徳　島 (特非)地域活動支援センターあなん 阿南市 支援センターあなん 就労継続支援（B） 運搬用車両 1,020,000 760,000 74.5%

計 5　件 9,475,800 5,060,000 53.3%

332 香　川 （福）相愛福祉会 高松市 げんき・結愛・げんきこども園 認定こども園 午睡用簡易ベッド 2,008,000 1,360,000 67.7%
333 香　川 （福）松寿会 坂出市 松ヶ浦荘デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,560,000 2,410,000 67.6%
334 香　川 （福）津田福祉会 さぬき市 さわやかホーム 特養老 非常用照明設備更新 693,900 520,000 74.9%
335 香　川 （特非）だん路 仲多度郡まんのう町 デイサービスセンターだん路 老人デイ 福祉車両 2,140,000 1,450,000 67.7%

計 4　件 8,401,900 5,740,000 68.3%
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336 愛　媛 （福）三善会 大洲市 大洲ホーム 施設支援・生活介護（障） 福祉車両 3,684,800 1,940,000 52.6%
337 愛　媛 （福）みのり保育園 西条市 みのり保育園 保育所 食器洗浄機 1,466,856 1,070,000 72.9%
338 愛　媛 （福）宇和島福祉協会 宇和島市 フレンドホーム グループホーム（障） 送迎用車両 1,630,000 1,070,000 65.6%
339 愛　媛 （福）西予総合福祉会 西予市 うわまち未来こども園 認定こども園 屋外遊具 2,190,000 970,000 44.2%

計 4　件 8,971,656 5,050,000 56.2%

340 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 1,580,000 1,180,000 74.6%
341 高　知 （福）すずめ福祉会 高知市 すずめ共同作業所 就労継支B・生活介護（障） 福祉車両 1,747,556 1,010,000 57.7%
342 高　知 （特非）由菜の里 高岡郡四万十町 由菜の里 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 1,650,000 1,230,000 74.5%
343 高　知 （福）芳公会 香美市 ひまわり保育園 保育所 屋外遊具 1,458,000 1,090,000 74.7%
344 高　知 （特非）あさひ会 高知市 はばたき共同作業所 就労継支B（障） ビニールハウス用エアコン 969,084 720,000 74.2%

計 5　件 7,404,640 5,230,000 70.6%

345 佐　賀 （福）旭福祉会 佐賀市 日新こども園 認定こども園 ウッドデッキ人工芝設置 930,960 500,000 53.7%
346 佐　賀 （福）小麦の家福祉会 伊万里市 小麦の家 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,780,000 1,550,000 55.7%
347 佐　賀 （福）佐賀春光園 三養基郡みやき町 希望の家 生活介護（障） 福祉車両 3,770,000 1,980,000 52.5%
348 佐　賀 （福）佐賀整肢学園 佐賀市 こども発達医療センターたんぽぽ園 療養介護（障） 電動ベッド 1,868,400 1,000,000 53.5%

計 4　件 9,349,360 5,030,000 53.8%

349 長　崎 （福）四面福祉会 南島原市 若木保育園 保育所 屋外遊具 3,132,000 1,000,000 31.9%
350 長　崎 （福）親愛会 長崎市 田上保育園 保育所 幼児バス 3,778,554 1,000,000 26.4%
351 長　崎 （福）島原市手をつなぐ育成会 島原市 松光学園 生活介護（障） マイクロバス 6,174,904 1,000,000 16.1%
352 長　崎 （福）友星会 松浦市 ワークハウス上五島 障グループホーム（障） 送迎用車両 3,231,720 1,000,000 30.9%
353 長　崎 （福）瀬戸保育園 西海市 百合の里 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 1,090,890 720,000 66.0%
354 長　崎 （福）福医会 西海市 デイサービスさいかい 老人デイ 福祉車両 1,597,760 1,000,000 62.5%

計 6　件 19,005,828 5,720,000 30.0%
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355 熊　本 （特非）熊本若葉会 熊本市東区 ＤＶ被害者保護施設 地域福祉 入浴設備・空調機器 609,700 450,000 73.8%
356 熊　本 （特非）菊池ひまわりの会 菊池市 菊池ひまわりの会 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,450,000 970,000 66.8%
357 熊　本 （特非）ひまわりの家 天草郡苓北町 ひまわりの家 地活支援センター（障） 送迎用車両 3,050,000 2,060,000 67.5%
358 熊　本 （福）泰斗 合志市 くぬぎ荘 特養老 福祉車両 1,580,000 1,050,000 66.4%
359 熊　本 （福）千隆福祉会 葦北郡芦北町 吉尾保育園 保育所 駐車場屋根改修及び通路新設工事 1,367,906 910,000 66.5%
360 熊　本 （福）友愛苑 球磨郡相良村 友愛苑 就労継支Ｂ（障） 空調設備 1,987,200 1,330,000 66.9%

計 6　件 10,044,806 6,770,000 67.3%

361 大　分 (福)偕倖社 竹田市 竹田市障害者生活支援センター 相談支援（障） 送迎用車両 876,000 650,000 74.2%
362 大　分 (福)翔南会 佐伯市 らいふさぽーと番匠の里 就労継続支援（Ｂ）・生活介護（障） 送迎用車両 2,950,000 1,180,000 40.0%
363 大　分 (福)穂燈舎 大分市 百華苑 老人デイ 送迎用車両 3,079,914 1,190,000 38.6%
364 大　分 (福)偕生会 豊後大野市 新星館 就労継続支援（Ｂ）・生活介護（障） 福祉車両 1,730,000 1,000,000 57.8%
365 大　分 （特非）れもん 大分市 れもん 就労継続支援（Ｂ） 送迎用車両 1,950,280 1,000,000 51.2%
366 大　分 (福)とんとん 大分市 もも 児童発達支援 送迎用車両 1,630,000 1,000,000 61.3%

計 6　件 12,216,194 6,020,000 49.2%

367 宮　崎 (特非)吹矢de元気！協会 宮崎市 Ｔ．Ｈ．Ｓ．ＲaＣoo！ 生活介護（障） 福祉車両 2,100,000 1,200,000 57.1%
368 宮　崎 (特非)山田りんどう福祉会 都城市 さんさん 自立訓練（障） 流し台・洗面台設置工事 888,408 630,000 70.9%
369 宮　崎 （福）エデンの園 東諸県郡国富町 エデンの園 施設支援（障） 送迎用車両 2,610,000 1,000,000 38.3%
370 宮　崎 (特非)ハッピーデイズ 児湯郡新富町 元気 就労移支・就労継支Ｂ（障） 軽トラック 1,005,000 700,000 69.6%
371 宮　崎 (特非)一歩会 西臼杵郡高千穂町 一歩 生活介護（障） 送迎用車両 3,080,000 1,500,000 48.7%

計 5　件 9,683,408 5,030,000 51.9%

372 鹿児島 （福）いしずえ福祉会 鹿屋市 ふたば保育園 保育所 送迎用車両 2,680,000 2,010,000 75.0%
373 鹿児島 （特非）自立支援センター愛ら 姶良市 サンテリエ愛ら 就労継続支援(A) 業務用洗濯機 1,481,760 1,110,000 74.9%
374 鹿児島 （特非）かごしま地域健康支援工房 鹿児島市 きばっどベース　ＡＬＷＡＹＳ 老人福祉 送迎用車両 2,110,000 1,580,000 74.8%

計 3　件 6,271,760 4,700,000 74.9%
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375 沖　縄 （福）恩陽会 国頭郡恩納村 沖縄障害者福祉工場 就労継支A（障） トイレ便器取替 1,294,812 970,000 74.9%
376 沖　縄 （特非）まじゅんの会 宜野湾市 MAJUN　LINK 就労継支B（障） 空調設備取替 208,440 150,000 71.9%
377 沖　縄 （特非）ボンネビル・名護 名護市 メロディーハウス 放課後デイ（障） 建物床改修工事 641,602 480,000 74.8%
378 沖　縄 （福）朝日福祉会 国頭郡金武町 就労支援センター　どりーむ 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,946,439 1,200,000 40.7%
379 沖　縄 （特非）サザンウィンド 島尻郡八重瀬町 ワークリングサザン 就労継支Ｂ（障） 空調設備設置 2,063,880 1,190,000 57.6%
380 沖　縄 （特非）バリアフリーネットワーク会議 沖縄市 バリアフリーネットワーク会議 生活介護（障） 砂地用マット 1,350,000 1,000,000 74.0%
381 沖　縄 （福）沖縄県身体障害者福祉協会 島尻郡八重瀬町 沖縄県身体障害者福祉協会 身障福祉 送迎・運搬用車両 2,020,000 800,000 39.6%

計 7　件 10,525,173 5,790,000 55.0%

170　件 360,662,869 204,050,000 56.5%
381　件 904,691,727 472,010,000 52.1%

府県合計　

 総合計
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