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 （  ）内は前年度

　 総件数   　           　  　　　４０６件 （　 　　　  ４３０件   対前年比   94.4％）

総　額　　　　    ３９５,４８０千円 （  ４０３,１９０千円   　 〃             98.1％）

    　  交付額    ３６９,０５０千円 （  ３６９,０５０千円　　 〃       100.0％）

　　　　加算額　　　５,４８０千円 （  　１３,１９０千円　　 〃         41.5％）

    　  事務費    　２０,９５０千円 （　  ２０,９５０千円　      〃       100.0％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 22 (26) 23,860 (24,090)
函　館 15 (17) 18,170 (18,220)
福　島 22 (21) 18,240 (18,350)
新　潟 23 (23) 18,160 (18,150)
中　山 27 (27) 23,510 (23,110)
東　京 30 (29) 28,160 (28,580)
中　京 19 (18) 18,200 (18,590)
京　都 24 (25) 24,440 (25,160)
阪　神 30 (37) 23,740 (24,680)
九　州 17 (16) 18,220 (18,090)

馬主協会　計 229 (239) 214,700 (217,020)
Ⅱ 府県 （38） 177 (191) 159,830 (165,220)
Ⅰ+Ⅱ    合計 406 (430) 374,530 (382,240)
Ⅲ   事務費 20,950 (20,950)
総合計 406 (430) 395,480 (403,190)

決定交付額（千円）

平成27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－２２９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）藤の園 樺戸郡月形町 月形藤の園 特養老・養護老 福祉車両 1,910,000 1,000,000 52.3%
2 札　幌 （福）新冠ほくと園 新冠郡新冠町 ミルト 就労継支B(障) パン発酵機 1,555,200 1,000,000 64.3%
3 札　幌 （福）ふくろう会 新冠郡新冠町 おうるの郷 特養老 送迎用車両 1,375,900 1,000,000 72.6%
4 札　幌 （福）柏の里めむろ 河西郡芽室町 オークル 生活介護・就労継支Ｂ（障） 厨房エアコン設置工事 1,242,000 930,000 74.8%
5 札　幌 （特非）大樹職親会 広尾郡大樹町 ほっと 地活支援センター（障） 送迎用車両 3,290,000 1,500,000 45.5%
6 札　幌 （福）愛和福祉会 札幌市北区 慈徳ハイツ 特養老 特殊浴槽 3,799,999 1,500,000 39.4%
7 札　幌 （福）悠生会 札幌市北区 白ゆりあいの里 特養老 福祉車両 2,070,000 1,000,000 48.3%
8 札　幌 （福）共友会 札幌市西区 札幌福祉印刷 就労継支A(障) 自動無線綴機 3,888,000 1,500,000 38.5%
9 札　幌 （福）札幌市西区社会福祉協議会 札幌市西区 山の手会館 地域福祉 テーブル・椅子 2,297,592 1,000,000 43.5%
10 札　幌 （福）北翔会 札幌市白石区 札幌あゆみの園 居宅介護(障) 福祉車両 1,772,370 1,000,000 56.4%
11 札　幌 （特非）地域生活支援グループ・共働友楽舎 札幌市北区 ありすくらぶ 就労継支B(障) ソフトクリーム製造機 2,046,600 1,000,000 48.8%
12 札　幌 （特非）はぐくみ会 札幌市北区 北区はぐくみ 共同作業所 送迎用車両 2,540,000 1,400,000 55.1%
13 札　幌 （特非）グループホームいちご畑 旭川市 グループホームいちご畑 認知症共同（老） 屋根・外壁塗装工事 1,458,000 1,000,000 68.5%
14 札　幌 （特非）双葉福祉会 旭川市 ふたば 就労移支・就労継支B(障) 厨房換気設備改修工事 822,036 610,000 74.2%
15 札　幌 （福）北海道療育園 旭川市 美幌療育病院 療養介護（障） 特殊浴槽 4,428,000 1,540,000 34.7%
16 札　幌 （特非）サラン 北見市 すずらん 就労継支A(障) 送迎・運搬用車両 1,210,000 900,000 74.3%
17 札　幌 （福）いわみざわ清澄会 岩見沢市 ふじききょう園 就労継支B(障) 送迎用車両 2,634,112 1,400,000 53.1%
18 札　幌 （福）江別昭光福祉会 江別市 誠志苑 特養老 福祉車両 1,320,510 990,000 74.9%
19 札　幌 （福）北海道友愛福祉会 江別市 恵明園 養護老（盲） 福祉車両 4,270,000 1,500,000 35.1%
20 札　幌 （福）慈光園 札幌市豊平区 ケアハウスきたひろしま 軽費老 介護用ベッド・車いす・歩行器他 1,305,532 970,000 74.2%

45,235,851 22,740,000 50.2%
21 札場外 （福）北海道クリスチャンセンター福祉会 札幌市北区 家庭福祉相談室らるご 児童デイ（障） 屋根葺き替え・軒天井補修工事 1,231,200 920,000 74.7%
22 札場外 （福）ふろんてぃあ 札幌市西区 発寒わんぱく保育園 保育所 非常階段・屋上防水保護材修繕工事 277,020 200,000 72.1%

1,508,220 1,120,000 74.2%
合計 22  件 46,744,071 23,860,000 51.0%

23 函　館 （福）函館松英会 函館市 旭岡保育園 保育所 照明器具ＬＥＤ化改修工事 1,868,400 1,000,000 53.5%
24 函　館 （福）函館常光会 函館市 コバト保育園 保育所 床改修工事 1,963,548 1,000,000 50.9%
25 函　館 （特非）つむぎ 函館市 ジョブサポートひびき 就労継支Ｂ（障） サイン設置工事 164,700 120,000 72.8%

平 成 ２７ 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20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 （福）函館緑風会 函館市 希望ヶ丘学園 施設支援・生活介護（障） カラー複合機 1,104,840 820,000 74.2%
27 函　館 （福）鵡川慶寿会 勇払郡むかわ町 胆振東部鵡川慶寿苑 特養老 地下重油タンクライニング工事 2,052,000 1,000,000 48.7%
28 函　館 （福）大成慈恵会 久遠郡せたな町 大成長生園 特養老 福祉車両 4,170,000 1,750,000 41.9%
29 函　館 （福）北海道伊達博光会 伊達市 喜楽園 特養老 リフト付入浴装置改修工事 1,800,000 1,000,000 55.5%
30 函　館 （福）古平福祉会 古平郡古平町 みずき寮 障グループホーム（障） トイレ改修・小型浄化槽新設工事 5,475,600 1,000,000 18.2%
31 函　館 （福）小樽育成院 小樽市 小樽育成院 養護老 福祉車両 1,725,000 1,200,000 69.5%
32 函　館 （福）あけぼの福祉会 岩内郡岩内町 岩内あけぼの学園 障害者支援 床・壁等整備改修工事 2,376,000 1,330,000 55.9%
33 函　館 （福）函館共愛会 函館市 知内しおさい園 特養老 福祉車両 4,370,000 1,750,000 40.0%
34 函　館 （福）函館緑花会 函館市 美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター 老人デイ 送迎用車両 3,280,000 1,500,000 45.7%
35 函　館 （福）倶知安福祉会 虻田郡倶知安町 デイサービスセンター羊蹄ハイツ 老人デイ 送迎用車両 4,000,000 1,750,000 43.7%
36 函　館 （福）恵愛会 桧山郡江差町 えさし荘 特養老 福祉車両 4,250,000 1,750,000 41.1%
37 函　館 （福）光の里 瀬棚郡今金町 ひかりの里 障害者支援 福祉車両 1,675,000 1,200,000 71.6%

合計 15  件 40,275,088 18,170,000 45.1%

38 福　島 （福）つばさ福祉会 福島市 父の夢 生活介護（障） 送迎用車両 1,370,988 1,000,000 72.9%
39 福　島 （特非）福島市聴覚障害者福祉会 福島市 なのはなの家 就労継支Ｂ（障） 自動体外式除細動器 354,240 260,000 73.3%
40 福　島 （福）多宝会 福島市 まちなか宝生園 老人デイ 福祉車両 1,980,000 1,000,000 50.5%
41 福　島 （特非）あすか 会津若松市 障害者サポートセンターあすか 相談事業 相談室改築工事 1,500,000 1,000,000 66.6%
42 福　島 （福）郡山清和救護園 郡山市 郡山せいわ園 救護 送迎用車両 7,316,160 1,000,000 13.6%
43 福　島 （特非）アイ・キャン 郡山市 コラッジョ 就労移支・就労継支Ｂ（障） レジスター・ラベルプリンター・看板・テント 918,000 680,000 74.0%
44 福　島 （特非）あいえるの会 郡山市 たいむＩＬ 生活介護（障） 喫茶コーナー・厨房改修工事 2,006,603 1,000,000 49.8%
45 福　島 （福）愛篤福祉会 いわき市 工房阿列布 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,800,000 1,000,000 35.7%
46 福　島 （福）いわきの里 いわき市 サンシャインよしま 特養老 低床ベッド 1,056,240 790,000 74.7%
47 福　島 （特非）わくわくネットいわき いわき市 セカンドハウスわくわく 児童デイ（障） 床材張替工事 980,640 730,000 74.4%
48 福　島 （福）誠心会 いわき市 せんとらる 相談事業 訪問用車両 1,315,449 960,000 72.9%
49 福　島 （特非）なこそ授産所 いわき市 なこそ授産所 就労継支Ｂ（障） みそ倉庫周辺整備工事 940,032 700,000 74.4%
50 福　島 （特非）ゴールデンハープ いわき市 フルクテン 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,200,000 900,000 75.0%
51 福　島 （福）明生会 いわき市 悠々庵 小規模多機能（老） 送迎用車両 1,450,000 1,000,000 68.9%
52 福　島 （福）伸生福祉会 南相馬市原町区 長寿荘 特養老 車椅子式特殊入浴装置 6,674,400 980,000 14.6%
53 福　島 （福）福音会 須賀川市 宇津峰十字の里 障害者支援 運搬用車両 3,200,000 980,000 30.6%
54 福　島 （特非）大地 安達郡大玉村 ふれんどりー大玉 就労継支Ｂ（障） 低温貯蔵庫 228,800 170,000 74.3%
55 福　島 （特非）共生かがみ 岩瀬郡鏡石町 ライジング・サン 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 3,484,266 1,000,000 28.7%
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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）あたご 南会津郡南会津町 パンプキンⅡ 障グループホーム（障） 除雪機 1,190,000 850,000 71.4%
57 福　島 （福）猪苗代福祉会 耶麻郡猪苗代町 いなわしろホーム 特養老 大型洗濯機・乾燥機・汚物除去機 2,975,400 700,000 23.5%
58 福　島 （特非）桜こまち 田村郡三春町 桜工房 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,578,877 1,000,000 63.3%

44,520,095 17,700,000 39.7%
59 福場外 （福）くわの福祉会 郡山市 富田デイサービスセンター 老人デイ 冷蔵庫・冷凍庫 753,840 540,000 71.6%

753,840 540,000 71.6%
合計 22  件 45,273,935 18,240,000 40.2%

60 新　潟 （特非）コスモス 阿賀野市 コスモス活動所 生活介護・就労継支B（障） アイス製造器 286,200 200,000 69.8%
61 新　潟 （特非）藹翔会 新潟市江南区 スワン 地活支援センター（障） 椿油搾油機 496,800 320,000 64.4%
62 新　潟 （特非）希望の会福祉会 長岡市 のぞみの家 就労継支B（障） トイレ改修工事 653,400 420,000 64.2%
63 新　潟 （福）鈴の音福祉会 新潟市中央区 ここの実保育園 保育所 園庭遊具 1,970,000 1,050,000 53.2%
64 新　潟 （福）飛翔福祉会 阿賀野市 シンパシー 特養老 福祉車両 4,190,718 1,100,000 26.2%
65 新　潟 （特非）あいこうえん翼 燕市 あいこうえん翼 地活支援センター（障） 除雪機 340,200 200,000 58.7%
66 新　潟 （福）雪国魚沼福祉会 魚沼市 わかあゆ社 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,250,000 800,000 64.0%
67 新　潟 （福）新潟保育園 見附市 新潟保育園 保育所 送迎用車両 3,591,586 1,170,000 32.5%
68 新　潟 （特非）ＵＮＥ 長岡市 ＵＮＥＨＡＵＳ 地活支援センター（障） 農作業機器 461,754 300,000 64.9%
69 新　潟 （福）松代福祉会 十日町市 ほのぼの園 老人デイ 特殊浴槽 5,205,600 1,180,000 22.6%
70 新　潟 （福）長岡メンタルヘルス協会 長岡市 創造工房コスモス 就労移支・就労継支B（障） 送迎用車両 2,385,700 1,150,000 48.2%
71 新　潟 （福）苗場福祉会 中魚沼郡津南町 健康倶楽部十日町 老人デイ 特殊浴槽 6,480,000 1,180,000 18.2%
72 新　潟 （特非）かしわハンズ 柏崎市 かしわハンズ 就労継支B（障） 運搬用車両 1,206,862 760,000 62.9%
73 新　潟 （特非）ゆめ福祉会 刈羽郡刈羽村 夢工房 就労移支・就労継支B（障） 自動体外式除細動器 324,000 190,000 58.6%
74 新　潟 （特非）ゆうーわ 新潟市南区 ゆうーわ 地活支援センター（障） 送迎用車両 2,722,668 1,100,000 40.4%
75 新　潟 （特非）障害者生活ステーションさんろーど 新潟市中央区 さんろーど 就労継支Ｂ（障） 製版機・印刷機 128,680 90,000 69.9%
76 新　潟 （特非）新潟市精神障害者地域家族会 新潟市西区 焙煎コーヒー温 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 1,669,551 1,100,000 65.8%
77 新　潟 （福）キングス・ガーデン新潟 新潟市北区 ショートステイカナンの里 短期介護（老） 送迎用車両 1,600,000 1,000,000 62.5%
78 新　潟 （福）加茂福祉会 加茂市 平成園 特養老 福祉車両 4,177,360 1,150,000 27.5%
79 新　潟 （福）柏崎刈羽ミニコロニー 柏崎市 元気館障害者デイサービスセンター 生活介護・自立訓練（障） 福祉車両 4,300,000 1,150,000 26.7%
80 新　潟 （福）平成福祉会 長岡市 モス・コーラ 特養老 除雪機 750,000 480,000 64.0%
81 新　潟 （福）新潟カリタス会 見附市 新潟天使園 養護児 家電製品・家具 1,447,977 940,000 64.9%
82 新　潟 （福）乙の園 新潟市東区 みたけ保育園 保育所 園児用机・椅子 1,920,000 1,130,000 58.8%

合計 23  件 47,559,056 18,160,000 38.1%

計21件

計1件
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83 中　山 （福）健恒会 船橋市 船橋健恒会ケアセンター 特養老 福祉車両 4,000,000 1,200,000 30.0%
84 中　山 （福）修央会 船橋市 船橋百寿苑 特養老 車いす 320,000 210,000 65.6%
85 中　山 （福）日の出福祉会 船橋市 三咲小鳩保育園 保育所 避難車・避難用品 1,647,000 1,000,000 60.7%
86 中　山 （特非）ちばＭＤエコネット 船橋市 ひなたぼっこ 障福祉作業所 冷蔵庫・ブラインド・ＣＤレシーバー 611,884 400,000 65.3%
87 中　山 （福）慶美会 市川市 清山荘 特養老 福祉車両 3,386,604 1,200,000 35.4%
88 中　山 （特非）カプア 市川市 発達支援センター
かぷあ 児童デイ（障） 送迎用車両 1,749,831 1,130,000 64.5%
89 中　山 （福）いづみ 柏市 白井ふじ保育園 保育所 送迎用車両 3,726,853 1,200,000 32.1%
90 中　山 （福）きみの会 市原市 ちはら台保育園 保育所 食器洗浄機・シンク・作業台 885,600 570,000 64.3%
91 中　山 （福）敬愛 佐倉市 さくら敬愛保育園 保育所 砂場日よけ用棚設置工事 639,360 470,000 73.5%
92 中　山 （福）博和会 袖ケ浦市 びっき 養護児 送迎用車両 1,157,026 750,000 64.8%
93 中　山 （福）一静会 浦安市 しずか荘 特養老 入浴介護リフト・キャリー 618,088 400,000 64.7%
94 中　山 （福）宏仁会 青森県東津軽郡平内町 清風荘うらやす 特養老 福祉車両 2,810,000 1,200,000 42.7%
95 中　山 （福）三友会 君津市 ウィステリア八重原 特養老 福祉車両 1,718,500 1,150,000 66.9%
96 中　山 （福）壮健会 佐倉市 さくらの丘 特養老 福祉車両 1,600,000 890,000 55.6%
97 中　山 （福）大山 佐倉市 ときわの杜 特養老 酸素濃縮装置 567,264 360,000 63.4%
98 中　山 （福）高嶺福祉会 鎌ケ谷市 さつまの里 特養老 福祉車両 3,463,740 1,200,000 34.6%
99 中　山 （福）地域福祉の会 市原市 和気あいあい 老人デイ 送迎用車両 1,800,000 1,120,000 62.2%

100 中　山 （福）千葉市社会福祉協議会 千葉市中央区 1,800,000 1,200,000 66.6%
（共・作） 千葉市中央区 ワークホームデフ 共同作業所 送迎・運搬用車両 (66.6%)

101 中　山 （特非）枝の会 野田市 きらり 地活支援センター（障） エアコン 492,696 360,000 73.0%
102 中　山 （特非）生活支援ホームパレット 我孫子市 スカイ 児童デイ（障） 福祉車両 3,260,000 1,200,000 36.8%
103 中　山 （特非）フォレストサウンド 千葉市稲毛区 生活支援クラブラルゴ 生活介護(障) トイレ・洗面所・床下改修工事 1,020,000 760,000 74.5%
104 中　山 （福）青葉会 柏市 WITH　US 生活介護・就労継支Ｂ(障) 送迎・運搬用車両 1,937,747 1,200,000 61.9%
105 中　山 （福）なゆた 浦安市 なゆたぐりん 就労継支Ｂ(障) 業務用ミキサー・ラベルプリンター 993,600 640,000 64.4%
106 中　山 （福）のうえい舎 習志野市 かりん 就労継支Ｂ(障) 調理台 197,700 130,000 65.7%
107 中　山 （福）野栄福祉会 匝瑳市 のさか学園 施設支援・生活介護（障） 送迎用車両 3,100,000 1,200,000 38.7%
108 中　山 （福）宝樹 市原市 太陽の丘ホーム 施設支援・生活介護（障） 送迎用車両 2,350,000 1,170,000 49.7%
109 中　山 （福）佑啓会 市原市 ふる里学舎アネッサデイセンター 児童デイ・地活支援センター（障） 送迎用車両 2,183,735 1,200,000 54.9%
合計 27  件 48,037,228 23,510,000 48.9%

110 東　京 （福）夢ふうせん 日野市 工房夢ふうせん 生活介護・就労継支B（障） 送迎用車両 2,806,000 1,500,000 53.4%
111 東　京 （福）三鷹ひまわり会 三鷹市 三鷹ひまわり第三共同作業所 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 1,399,888 1,040,000 74.2%

      (1,800,000)       (1,200,000)
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112 東　京 （福）つくりっこの家 練馬区 つくりっこの家クラブハウス 就労継支B（障） 運搬用車両 1,120,898 840,000 74.9%
113 東　京 （福）椎の木会 清瀬市 ベーカリーショップどんぐり 就労継支B（障） 製パン用ミキサー 1,188,000 890,000 74.9%
114 東　京 （福）そよかぜ 羽村市 スマイル工房 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 2,391,115 1,500,000 62.7%
115 東　京 （福）まちだ育成会 町田市 こころみ 就労継支B（障） 椎茸栽培用ハウス内インターロッキング工事 1,257,876 700,000 55.6%
116 東　京 （福）調布を耕す会 調布市 しごと場大好き 生活介護・就労継支B（障） 送迎用車両 2,554,092 1,500,000 58.7%
117 東　京 （福）コメット 町田市 原町田スクエア 就労移支・就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 1,579,560 1,180,000 74.7%
118 東　京 （福）ひばり福祉会 府中市 作業所スクラム 生活介護・就労継支B（障） 福祉車両 3,696,460 1,500,000 40.5%
119 東　京 （福）未来 小平市 夢風船 生活介護（障） 福祉車両 3,455,759 1,500,000 43.4%
120 東　京 （福）仁和会 府中市 府中はるみ福祉園 生活介護（障） 福祉車両 3,677,729 1,500,000 40.7%
121 東　京 （福）全国スモンの会 小平市 曙光園 障害者支援 福祉車両 2,380,000 1,500,000 63.0%
122 東　京 （福）しあわせ会 立川市 白州いずみの家 施設支援・生活介護（障） 業務用大型洗濯機 1,450,000 1,000,000 68.9%
123 東　京 （福）全国心身障害児福祉財団 豊島区 全国療育相談センターけやき歯科診療所 療育相談（障） 歯科治療用器具 378,000 280,000 74.0%
124 東　京 （福）特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団 港区 塩崎荘 生保更生 送迎用車両 1,216,174 910,000 74.8%
125 東　京 （福）白寿会 足立区 プレミア扇 特養老 福祉車両 1,830,890 1,370,000 74.8%
126 東　京 （福）真松之会 杉並区 和田掘ホーム 特養老 食器洗浄機 699,840 520,000 74.3%
127 東　京 （福）グリーンウッド 西多摩郡奥多摩町 グリーンウッド奥多摩 特養老 福祉車両 1,900,000 1,420,000 74.7%
128 東　京 （福）三幸福祉会 葛飾区 癒しの里亀有 特養老 福祉車両 4,073,527 1,500,000 36.8%
129 東　京 （福）狛江福祉会 狛江市 こまえ苑 老人デイ 福祉車両 3,551,840 1,000,000 28.1%

42,607,648 23,150,000 54.3%
130 東場外 （特非）町田フレンズサポート 町田市 福祉レストランフレンズ 就労継支B（障） 運搬用車両 1,278,600 950,000 74.3%
131 東場外 （特非）あさかわ 八王子市 レストランあさかわ 就労継支B（障） 業務用ガスレンジ 540,000 400,000 74.0%
132 東場外 （特非）フローガーデン 八王子市 Ｓｏｒａ 就労継支B（障） 屋外作業所用小屋設置工事 389,858 290,000 74.3%
133 東場外 （特非）爽々苑 調布市 爽々苑やわらぎの家 就労継支B（障） 洗面台設置工事 475,200 350,000 73.6%
134 東場外 （特非）おきあがりこぼし 墨田区 はあとぴーす 就労継支B（障） カラー複合機 745,200 500,000 67.0%
135 東場外 （特非）恵友会 豊島区 染井クリエイト 地活支援センター（障） コピー機 528,660 390,000 73.7%
136 東場外 （特非）荒川区心身障害者事業団 荒川区 荒川区心身障害者事業団 就労支援（障） 送迎用車両 1,367,830 1,000,000 73.1%
137 東場外 （特非）東京ソテリア 江戸川区 東京ソテリアハウス 障グループホーム（障） トイレ・洗面所改修工事 970,000 720,000 74.2%
138 東場外 （特非）なないろの会 調布市 れいんぼー 児童デイ（障） 児童用ロッカー設置工事 248,400 180,000 72.4%
139 東場外 （特非）自立生活センター東大和 東大和市 自立生活センター東大和 相談支援（障） 書庫 319,356 230,000 72.0%

6,863,104 5,010,000 72.9%
合計 30  件 49,470,752 28,160,000 56.9%

計20件

計10件
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140 中　京 （福）阿吽会 豊川市 穂の国荘 特養老 福祉車両 1,860,000 1,100,000 59.1%
141 中　京 （福）よつ葉の会 名古屋市西区 よつ葉の家 障害者支援 冷凍冷蔵庫 730,080 500,000 68.4%
142 中　京 （福）陽和福祉会 春日井市 どんぐりの森 特養老・小規模多機能（老） 送迎・訪問用車両 1,015,000 650,000 64.0%
143 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・運搬用車両 7,150,000 1,100,000 15.3%
144 中　京 （福）宝光福祉会 豊橋市 大口中保育園 保育所 スチームコンベクションオーブン 1,530,144 1,000,000 65.3%
145 中　京 （福）エゼル福祉会 名古屋市西区 コンビニハウス 短期入所（障） 送迎用車両 1,348,228 970,000 71.9%
146 中　京 （福）アパティア福祉会 三重県桑名市 パレット 生活介護（障） 送迎用車両 2,309,609 1,100,000 47.6%
147 中　京 （福）大同福祉会 名古屋市南区 ゆうあいの里大同 特養老 スチームコンベクションオーブン 1,217,160 850,000 69.8%
148 中　京 （福）アメニティ 半田市 カジュアルハウス 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 2,180,000 1,100,000 50.4%
149 中　京 （福）ともいき福祉会 犬山市 ぬく森 特養老 福祉車両 1,991,064 1,100,000 55.2%
150 中　京 （福）さふらん会 名古屋市中区 ヨナワールド 生活介護（障） 送迎・運搬用車両 2,400,000 1,100,000 45.8%
151 中　京 （福）愛知慈恵会 一宮市 西御堂の里三笠 老人デイ 送迎用車両 3,200,000 1,100,000 34.3%
152 中　京 （福）昭徳会 名古屋市昭和区 授産所高浜安立 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,276,895 1,100,000 48.3%
153 中　京 （福）長福会 大府市 デイパーク大府短期入所事業所 短期介護（老） 福祉車両 3,443,000 1,100,000 31.9%
154 中　京 （福）としなが福祉会 豊川市 ホタルの郷 障害者支援 送迎用車両 4,050,000 1,100,000 27.1%
155 中　京 （福）真和会 岡崎市 白鳩保育園 保育所 園庭手洗い場取替工事 864,000 550,000 63.6%
156 中　京 （福）名古屋市身体障害者福祉連合会 名古屋市熱田区 名古屋市身体障害者福祉連合会 視覚障害情報提供 点字プリンタ・周辺機器 1,357,640 900,000 66.2%
157 中　京 （福）愛名 名古屋市港区 愛名保育園 保育所 保育室・トイレ改築工事、トイレ備品 3,566,256 1,100,000 30.8%

42,489,076 17,520,000 41.2%
158 中京外 （福）さくらんぼの会 名古屋市中川区 さくらんぼ 生活介護（障） 送迎用車両 1,003,195 680,000 67.7%

1,003,195 680,000 67.7%
合計 19  件 43,492,271 18,200,000 41.8%

159 京　都 （福）市原寮 京都市左京区 花友いちはら 特養老 介護用床走行リフト 1,775,400 960,000 54.0%
160 京　都 （福）京都ライトハウス 京都市北区 船岡寮 養護老（盲） 福祉車両 1,608,226 840,000 52.2%
161 京　都 （福）南山城学園 城陽市 和 障害者支援 介護用ベッド 1,320,200 860,000 65.1%
162 京　都 （福）綾部福祉会 綾部市 あやべ作業所 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 4,624,200 1,410,000 30.4%
163 京　都 （福）はるの里 京都市西京区 はるの里 生活介護（障） 福祉車両 3,050,000 1,210,000 39.6%
164 京　都 （福）同和園 京都市伏見区 同和園デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,422,921 1,350,000 39.4%
165 京　都 （福）深緑会 京都市伏見区 深草福祉農園 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 2,920,000 1,050,000 35.9%
166 京　都 （福）鳩ヶ峰福祉会 八幡市 やわた作業所 就労継支B・生活介護（障） 送迎用車両 2,639,000 900,000 34.1%

計1件

計18件
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167 京　都 （福）乙訓福祉会 長岡京市 乙訓楽苑 生活介護（障） 送迎用車両 3,565,267 1,150,000 32.2%
168 京　都 （福）永山会 京都市伏見区 そせい苑 特養老 送迎用車両 1,680,211 750,000 44.6%
169 京　都 （福）嵐山寮 京都市右京区 嵐山寮デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,353,400 1,200,000 35.7%
170 京　都 （福）八康会 久世郡久御山町 楽生苑 老人デイ 福祉車両 3,589,210 1,100,000 30.6%
171 京　都 （福）京都育成の会 京都市南区 西寺育成苑 生活介護（障） 福祉車両 3,979,569 1,000,000 25.1%
172 京　都 （福）北丹後福祉会 京丹後市 久美浜苑 特養老 ナースコール設備改修工事 4,672,080 1,150,000 24.6%
173 京　都 （福）相楽福祉会 相楽郡精華町 相楽デイセンター 生活介護（障） 福祉車両 2,877,649 800,000 27.8%
174 京　都 （福）京都福祉サービス協会 京都市下京区 西七条老人デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,550,000 830,000 23.3%
175 京　都 （福）愛光会 大阪府八尾市 愛光園 生活介護・施設支援（障） 福祉車両 4,229,900 1,500,000 35.4%
176 京　都 （福）一隅苑 大阪市住吉区 一隅苑デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 2,050,000 1,400,000 68.2%
177 京　都 （福）ほっこり福祉会 大阪府貝塚市 ほっこりの里 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,650,000 1,440,000 39.4%
178 京　都 （福）水平会 大阪府泉佐野市 ホライズン 特養老 送迎用車両 2,850,000 1,000,000 35.0%
179 京　都 （福）産経新聞厚生文化事業団 大阪市浪速区 すみれ工房 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,330,000 920,000 69.1%

62,737,233 22,820,000 36.3%
180 京場外 （福）清仁福祉会 城陽市 清心保育園 保育所 給食用ワゴン 740,880 540,000 72.8%
181 京場外 （福）恩賜財団済生会支部大阪府済生会 大阪市中央区 ふくろうの杜 生活介護・施設支援（障） 福祉車両 2,376,300 590,000 24.8%
182 京場外 （福）みなと寮 大阪府河内長野市 みなと寮 救護 送迎用車両 2,022,394 490,000 24.2%

5,139,574 1,620,000 31.5%
合計 24  件 67,876,807 24,440,000 36.0%

183 阪　神 （福）みのり保育園 姫路市大津区 みのり保育園 保育所 送迎用車両 6,472,603 1,000,000 15.4%
184 阪　神 （福）サン福祉会 宝塚市 サンこども園 認定こども園 大型遊具 4,400,000 1,000,000 22.7%
185 阪　神 （福）平成会 尼崎市 西長洲荘 特養老 福祉車両 4,235,000 1,000,000 23.6%
186 阪　神 （福）上郡福祉会 赤穂郡上郡町 高田陽光保育園 保育所 送迎用車両 5,885,630 1,000,000 16.9%
187 阪　神 （福）恵心福祉会 朝来市 枚田みのり保育園 保育所 ユニットプール 3,986,400 1,000,000 25.0%
188 阪　神 （福）母里福祉会 加古郡稲美町 母里保育園 保育所 軽量ベッド 1,388,000 790,000 56.9%
189 阪　神 （福）与布土福祉会 朝来市 照福こども園 認定こども園 ユニットプール 2,786,600 950,000 34.0%
190 阪　神 （福）丸 神戸市垂水区 オービーホーム馬場通 小規模多機能（老） 送迎用車両 1,471,800 1,000,000 67.9%
191 阪　神 （福）博由社 明石市 灘の浜高齢者介護支援センター 老人デイ 福祉車両 4,145,337 1,500,000 36.1%
192 阪　神 （福）萬年青友の会 尼崎市 はなみずき保育園 保育所 運搬用車両 2,364,155 830,000 35.1%
193 阪　神 （福）宝塚いくせい会 宝塚市 宝塚育成事業所 就労継支Ａ・Ｂ（障） 運搬用車両 1,966,426 710,000 36.1%

計21件

計3件
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194 阪　神 （福）正久福祉会 宍粟市 宝塚まどか園 特養老 福祉車両 2,210,000 790,000 35.7%
195 阪　神 （福）あひる福祉会 宝塚市 あひる保育園 保育所 送迎用車両 1,923,000 670,000 34.8%
196 阪　神 （福）善照学園 西宮市 善照学園 養護児 厨房機器 1,550,880 950,000 61.2%
197 阪　神 （福）新生会 西宮市 新生会作業所 就労継支Ａ・Ｂ（障） 福祉車両 2,490,000 1,000,000 40.1%
198 阪　神 （福）和秀会 大阪府岸和田市 東光こども園 認定こども園 送迎用車両 1,280,000 960,000 75.0%
199 阪　神 （福）千喜利会 大阪府岸和田市 天神山保育園 認定こども園 デジタルカラー複合機 680,400 450,000 66.1%
200 阪　神 （福）森の子会 大阪府岸和田市 はちまん認定こども園 認定こども園 エアコン 594,000 440,000 74.0%
201 阪　神 （福）ときわ福祉会 大阪府貝塚市 ひがし保育園 保育所 畳マット・室内遊具 671,600 500,000 74.4%
202 阪　神 （福）女子慈教寮 大阪府和泉市 とれぞあ子ども園 認定こども園 楽器・大型遊具・パソコン等 713,074 500,000 70.1%
203 阪  神 （福）幸楽会 大阪府泉佐野市 こだま保育園 保育所 体育用具 364,300 250,000 68.6%
204 阪　神 （福）レバノンホーム 大阪府茨木市 レバノンホーム 養護児 送迎用車両 2,190,000 950,000 43.3%
205 阪　神 （福）阪南福祉事業会 大阪府貝塚市 あゆみの丘 情緒障害児 送迎用車両 2,147,508 950,000 44.2%
206 阪　神 （福）讃良福祉会 大阪府寝屋川市 ワークセンター小路 生活介護（障） 送迎用車両 1,337,642 1,000,000 74.7%
207 阪　神 （福）大阪重症心身障害児者を支える会 大阪市阿倍野区 ゆら 生活介護（障） 福祉車両 1,550,000 1,000,000 64.5%
208 阪　神 （福）央福祉会 大阪市住吉区 ウェルネスあびこ 特養老 福祉車両 3,569,000 1,000,000 28.0%
209 阪　神 （福）晴朗会 大阪市天王寺区 すくすく保育園 保育所 放送機器 336,800 250,000 74.2%
210 阪　神 （福）さくらんぼ保育園 大阪市平野区 さくらんぼ保育園 保育所 玩具殺菌保管庫 265,000 190,000 71.6%

62,975,155 22,630,000 35.9%
211 阪場外 （福）渡洋会 西宮市 夙川宝保育園 保育所 洗濯機・乾燥機・電解水生成装置 897,760 550,000 61.2%
212 阪場外 （福）藤香福祉会 大阪市淀川区 かぐはし保育園 保育所 園庭遊具 1,077,750 560,000 51.9%

1,975,510 1,110,000 56.1%
合計 30  件 64,950,665 23,740,000 36.5%

213 九　州 （福）豊和会 北九州市小倉南区 あだち園 特養老 福祉車両 3,574,962 1,500,000 41.9%
214 九　州 （福）春和会 北九州市小倉南区 こじか保育園 保育所 園庭・屋上遊具改修工事 1,153,699 500,000 43.3%
215 九　州 （福）龍玉会 北九州市小倉南区 洗心保育園 保育所 トイレ改修工事 2,490,000 1,360,000 54.6%
216 九　州 （福）のぶの会 北九州市八幡西区 あざみ園 知障授産（通所） 送迎用車両 2,300,000 1,200,000 52.1%
217 九　州 （特非）あゆみの森共同保育園 北九州市八幡西区 あゆみの森共同保育園 保育所 門扉・フェンス改修・防犯カメラ・インターホン設置工事 1,500,000 800,000 53.3%
218 九　州 （福）江松会 北九州市小倉南区 花園保育園 保育所 食器洗浄機 951,800 500,000 52.5%
219 九　州 （福）まどか 北九州市若松区 グループホームさくらⅡ 障グループホーム（障） ガス給湯器・エアコン設置工事 2,346,624 1,250,000 53.2%
220 九　州 （福）芙蓉会 北九州市若松区 大鳥居保育園 保育所 園庭遊具 3,888,000 1,500,000 38.5%

計28件

計2件
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221 九　州 （福）幸容会 田川郡福智町 筑豊学園 障害者支援 送迎用車両 2,110,940 1,190,000 56.3%
222 九　州 （福）翔朋会 小郡市 翔朋学園 障害者支援 送迎用車両 2,650,000 1,180,000 44.5%
223 九　州 （福）東筑紫会 中間市 第２智美園 特養老 福祉車両 3,143,400 1,190,000 37.8%
224 九　州 （福）陽山会 筑後市 ちくご船小屋 特養老 福祉車両 1,528,682 1,040,000 68.0%
225 九　州 （福）清風会 行橋市 石並園 特養老 福祉車両 1,575,000 1,080,000 68.5%
226 九　州 （福）櫟会 飯塚市 くぬぎ苑 特養老 福祉車両 3,273,635 1,190,000 36.3%
227 九　州 （福）香和会 田川郡香春町 梅寿園 救護 送迎用車両 2,300,000 1,180,000 51.3%
228 九　州 （特非）移動サポートサービス虹 宗像市 移動サポートサービス虹 居宅・移動支援（老・障） 福祉車両 1,524,900 1,060,000 69.5%

36,311,642 17,720,000 48.7%
229 九場外 （福）太陽の会 北九州八幡東区 太陽パン 就労継支B（障） カラー複合機・給紙テーブル 972,000 500,000 51.4%

972,000 500,000 51.4%
合計 17  件 37,283,642 18,220,000 48.8%

490,963,515 214,700,000 43.7%馬主協会合計　２２９件

計16件

計1件
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230 青　森 （福）道友会 八戸市 青森ワークキャンパス 施設支援・生活介護（障） 福祉車両 2,014,300 1,050,000 52.1%
231 青　森 （福）みちのく福祉会 むつ市 ちゅうりっぷ 児童デイ（障） 福祉車両 4,750,000 1,030,000 21.6%
232 青　森 （福）さつき会 八戸市 是川保育園 保育所 フェンス設置工事 408,240 290,000 71.0%
233 青　森 （福）照輝会 五所川原市 なおみ園 認定こども園 自動ドア・電動錠取付工事 1,325,268 980,000 73.9%
234 青　森 （福）快適福祉協会 上北郡六戸町 エスノス六戸福祉センター 老人デイ 農作業用仮設ハウス設置工事 1,100,002 800,000 72.7%

9,597,810 4,150,000 43.2%

235 岩　手 （福）方光会 北上市 和賀の園 生活介護・就労継支B（障） 送迎用車両 3,360,000 1,150,000 34.2%
236 岩　手 （福）修愛会 久慈市 恵水園 施設支援・生活介護（障） 福祉車両 2,984,960 1,150,000 38.5%
237 岩　手 （特非）浄法寺サポートセンター 二戸市 ほほえみ工房 就労継支B（障） 送迎・運搬用車両 1,980,000 1,150,000 58.0%
238 岩　手 （特非）さんりく・こすもす 大船渡市 ゆうき社 就労継支B（障） 直売所・交流スペース用建物改修工事 740,850 550,000 74.2%

9,065,810 4,000,000 44.1%

239 宮　城 （福）宮城ろうふく会 仙台市太白区 大滝荘 老人デイ 福祉車両 2,220,000 1,600,000 72.0%
240 宮　城 （福）愛光福祉会 仙台市太白区 こばと保育園 保育所 食器洗浄機 777,600 580,000 74.5%
241 宮　城 （福）敬長福祉会 仙台市若林区 チアフル遠見塚 特養老 汚物除去機 970,812 720,000 74.1%
242 宮　城 （特非）シャロームの会 仙台市宮城野区 グレース 就労継支Ｂ（障） 恒温恒湿冷蔵庫 1,836,000 1,100,000 59.9%

5,804,412 4,000,000 68.9%

243 秋　田 （特非）エヌピーオー社会福祉事業振興会 湯沢市 みらいの家 障グループホーム（障） 送迎用車両 2,030,000 1,000,000 49.2%
244 秋　田 （福）平鹿悠真会 横手市 悠西苑 特養老 福祉車両 1,745,010 1,000,000 57.3%
245 秋　田 （福）秋田いなほ福祉会 秋田市 いなほ作業所 生活介護・就労継支Ｂ（障） テント・のぼり 347,760 260,000 74.7%
246 秋　田 （福）愛心会 秋田市 愛心苑 生活介護・自立訓練（障） エアコン 105,408 70,000 66.4%
247 秋　田 （福）南秋福祉会 南秋田郡八郎潟町 潟上天王つくし苑 就労継支Ｂ（障） 製パン機器 1,281,960 840,000 65.5%
248 秋　田 （福）慈泉会 仙北郡美郷町 もくもく道場 就労継支Ｂ（障） そば用プレス機・ミキサー 1,393,200 830,000 59.5%

6,903,338 4,000,000 57.9%

計4件

計4件

平 成 ２ ７ 事 業 年 度   施 設 整 備 等 助 成 金 交 付 額 一 覧

（単　位　：　円）
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助　成　金
交　付　額

計5件

計6件
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249 山　形 （福）敬寿会 山形市 鈴川敬寿園 特養老 車いす・ストレッチャー 1,070,000 740,000 69.1%
250 山　形 （福）南山形愛育会 山形市 南山形すくすく保育園 保育所 調理室排気ファン改修工事 756,000 520,000 68.7%
251 山　形 （福）朝日敬慎会 西村山郡朝日町 和合荘 特養老（盲） 非常用小型発電機 1,136,160 790,000 69.5%
252 山　形 （特非）もがみ福祉ネット 最上郡舟形町 スマッシュ長沢 就労継支A（障） トイレ・内装・下屋改修工事 3,266,676 1,960,000 59.9%

6,228,836 4,010,000 64.3%

253 茨　城 （福）博友会 常陸大宮市 御前山フロイデガルテン 特養老 業務用乾燥機 939,600 380,000 40.4%
254 茨　城 （福）竜成園 龍ケ崎市 竜成園 特養老 介護用ベッド 3,184,380 1,280,000 40.1%
255 茨　城 （福）日立高寿園 日立市 サン豊浦 特養老 福祉車輌 3,199,924 1,180,000 36.8%
256 茨　城 （福）神樹会 鹿嶋市 サントピア鹿島 老人デイ 福祉車輌 2,360,000 790,000 33.4%
257 茨　城 （福）青洲会 土浦市 いなの里 老人デイ 福祉車輌 2,879,000 1,010,000 35.0%

12,562,904 4,640,000 36.9%

258 栃　木 （福）長寿栄光会 宇都宮市 宮の里 通所介護（老） 福祉車両 1,529,000 800,000 52.3%
259 栃　木 （福）至誠会 大田原市 晴風園 老人短期 福祉車両 1,580,000 800,000 50.6%
260 栃　木 （福）和康会 那須塩原市 たけのこクラブ 学童保育 送迎用車両 3,490,000 1,400,000 40.1%
261 栃　木 （特非）海がめ 栃木市 海がめ物語 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,276,446 950,000 74.4%
262 栃　木 （特非）とちの木地域障害者館 芳賀郡市貝町 フルーブ 就労継支Ｂ（障） 電動木彫機・ミニバンドソウ 154,270 110,000 71.3%

8,029,716 4,060,000 50.5%

263 群　馬 （特非）ソーシャル みどり市 街なか作業所にっこにっこ倶楽部 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,375,000 1,000,000 72.7%
264 群　馬 （特非）みんなのサロン 高崎市 なかいずみデイサービスセンターみんなのサロン 通所介護（老） 送迎用車両 1,340,000 1,000,000 74.6%
265 群　馬 （特非）エイチ・ツー・オー 前橋市 ワークプラザ虹 就労継支Ｂ（障） トイレ増設工事 2,698,920 1,000,000 37.0%
266 群　馬 （福）前光会 前橋市 青空 障害者支援 福祉車両 2,012,935 1,000,000 49.6%

7,426,855 4,000,000 53.8%

267 埼　玉 （福）敬愛会 加須市 ふれ愛の郷 特養老 福祉車両 1,546,010 1,000,000 64.6%
268 埼　玉 （福）埼玉のぞみの園 深谷市 深谷たんぽぽ 生活介護・就労継支Ｂ（障） 焼き菓子製造用機器・備品 1,375,164 1,030,000 74.9%
269 埼　玉 （福）ウィング 比企郡川島町 ライフサポートそら 居宅介護・行動援護（障） 福祉車両 1,540,000 1,060,000 68.8%
270 埼　玉 （福）西熊会 羽生市 羽生園 救護 ナースコール 1,285,200 910,000 70.8%

5,746,374 4,000,000 69.6%計4件

計5件

計4件

計5件

計4件
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271 神奈川 （福）すずらんの会 相模原市南区 すずらんの家 就労継支B（障） ベーカリーコンベクションオーブン 853,200 630,000 73.8%
272 神奈川 （福）はぐるまの会 川崎市多摩区 はぐるま工房 生活介護（障） 運搬用車両 1,380,000 1,000,000 72.4%
273 神奈川 （福）緑友会 伊勢原市 清川ホーム 障害者支援 福祉車両 1,890,000 1,410,000 74.6%
274 神奈川 （福）共生会 藤沢市 藤沢養護老人ホーム 養護老 冷蔵コールドロッカー 1,570,000 1,170,000 74.5%
275 神奈川 （福）開く会 横浜市泉区 グループホームウィズ・くわのみ荘２ 障グループホーム（障） 送迎・運搬用車両 1,200,000 900,000 75.0%

6,893,200 5,110,000 74.1%

276 富　山 （福）福寿会 南砺市 きらら 特養老 移動・昇降用リフト 1,103,400 640,000 58.0%
277 富　山 （福）マーシ園 南砺市 マーシ園八乙女 生活介護・施設支援（障） 作業室バリアフリー化工事 2,613,600 1,000,000 38.2%
278 富　山 （福）とやま虹の会 富山市 しらいわ苑 特養老 床走行式リフト・スタンディングリフト 1,133,360 760,000 67.0%
279 富　山 （福）城端敬寿会 南砺市 ケアハウス城端うらら 軽費老 二人室個室化工事 7,560,000 900,000 11.9%
280 富　山 （福）西光苑 氷見市 氷見ひかり第二保育園 保育所 屋根修繕・温水シャワー設備工事 942,972 700,000 74.2%

13,353,332 4,000,000 29.9%

281 石　川 （福）泰耀 能美市 サンサポートさらだ 就労継支B・生活介護（障） 運搬用車両 1,495,100 740,000 49.4%
282 石　川 （特非）いずみの 金沢市 いずみの 地活支援センター（障） 運搬用車両 1,327,519 730,000 54.9%
283 石　川 （福）鹿南福祉会 鹿島郡中能登町 鹿寿園 訪問介護（老） 訪問用車両 1,499,160 740,000 49.3%
284 石　川 （特非）七尾鹿島手をつなぐ育成会 七尾市 障害福祉サービス事業所ほうぷ 児童デイ（障） エアコン 712,260 390,000 54.7%
285 石　川 （特非）希づき 白山市 ひなたっ子クラブ 児童デイ（障） 内装・トイレバリアフリー化改修工事 2,088,180 740,000 35.4%
286 石　川 （特非）リエゾン 金沢市 リエゾン 就労移支（障） 訓練用パソコン・テーブル・職業適性検査器具 1,255,910 660,000 52.5%

8,378,129 4,000,000 47.7%

287 福　井 （福）つつじ会 鯖江市 千草の家 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,209,000 900,000 74.4%
288 福　井 （福）げんきの家 福井市 げんきの家 生活介護・就労継支Ｂ（障） カーポート設置工事 1,499,580 1,000,000 66.6%
289 福　井 （福）ひまわり保育園 福井市 ひまわり保育園 保育所 園児用ロッカー・机・椅子・フロア畳他 1,597,052 1,100,000 68.8%
290 福　井 （福）六条厚生会 福井市 コミュニティーやわらぎ 就労移支・就労継支Ｂ（障） 全自動乾燥機 1,490,400 1,000,000 67.0%

5,796,032 4,000,000 69.0%

291 山　梨 (福）清長会 甲府市 敷島荘 特養老 福祉車両 2,200,000 1,000,000 45.4%
292 山　梨 (福）山梨福祉事業会 韮崎市 清山寮 救護 福祉車両 1,500,000 750,000 50.0%
293 山　梨 (福）興邦会 南巨摩郡身延町 しもべ荘 特養老 福祉車両 1,776,652 930,000 52.3%

計6件

計4件

計5件
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294 山　梨 (福）慶千会 甲州市 ぶどう畑 特養老 発電機・投光機・かまど・階段避難車 1,178,280 630,000 53.4%
295 山　梨 (福）藤実会 甲州市 ともしび福祉作業所 就労継支B（障） 陶芸窯 1,048,032 550,000 52.4%
296 山　梨 (福）ひかりの里 甲斐市 志麻の郷・湯村 特養老 発電機・投光機・かまど・リール 1,158,840 610,000 52.6%
297 山　梨 (福）こどものあした福祉会 甲府市 ちびっこはうす保育園 保育所 防災機材倉庫 139,536 70,000 50.1%

9,001,340 4,540,000 50.4%

298 長　野 （福）飯山学園 飯山市 飯山学園 養護児 窓サッシ改修工事 1,695,600 1,040,000 61.3%
299 長　野 （福）信濃こぶし会 下伊那郡豊丘村 こぶし園 就労継支Ｂ(障) 運搬用車両 1,290,000 780,000 60.4%
300 長　野 （福）つばさ福祉会 岡谷市 希望の里つばさ 就労継支Ｂ・生活介護(障) 福祉車両 1,829,357 1,110,000 60.6%
301 長　野 （福）さらしなの星 千曲市 治田の里 特養老 福祉車両 2,187,000 1,330,000 60.8%

7,001,957 4,260,000 60.8%

302 岐　阜 （福）三輪会 岐阜市 シャロームみわ 軽費老 洗濯機・乾燥機 747,360 500,000 66.9%
303 岐　阜 （福）ひがし福祉会 中津川市 飛翔の里第二生活の家 施設支援・生活介護（障） 福祉車両 4,481,470 2,020,000 45.0%
304 岐　阜 （福）足近保育園会 羽島市 足近保育園 保育所 食器消毒保管庫・冷却シンク 1,486,350 920,000 61.8%
305 岐　阜 （福）市橋保育園 揖斐郡池田町 市橋保育園 保育所 警報・監視・緊急通報設備改修工事 950,400 600,000 63.1%

7,665,580 4,040,000 52.7%

306 静　岡 （福）デンマーク牧場福祉会 袋井市 ディアコニア 特養老 炊飯器・IHコンロ 972,000 720,000 74.0%
307 静　岡 （福）聖啓会 藤枝市 菜の花 特養老 福祉車両 1,500,000 1,000,000 66.6%
308 静　岡 （福）春風会 沼津市 北狩野ケアセンター 認知症共同（老） 送迎用車両 2,640,000 1,280,000 48.4%
309 静　岡 （福）秀光会 富士市 伝法保育園 保育所 炊飯器・ユニットプール 1,365,120 1,000,000 73.2%

6,477,120 4,000,000 61.7%

310 三　重 （福）紀和会 熊野市 ケアホーム熊南 特養老 福祉車両 3,660,000 1,030,000 28.1%
311 三　重 （福）よつば会 三重郡川越町 ワークセンターよつばの里 就労継支B（障） 福祉車両 3,300,000 1,000,000 30.3%
312 三　重 （福）翠明院 いなべ市 翠明院 養護老 送迎用車両 1,468,003 1,000,000 68.1%
313 三　重 （福）あおい会 鈴鹿市 サラナ保育園 保育所 遊戯用ログハウス 1,998,000 1,000,000 50.0%

10,426,003 4,030,000 38.6%
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314 滋　賀 （福）小羊会 近江八幡市 むべの里 老人デイ 福祉車両 3,670,801 900,000 24.5%
315 滋　賀 （福）若竹会 草津市 ワークステーション
わかたけ 就労移支・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,705,873 1,000,000 58.6%
316 滋　賀 （福）甲賀会 甲賀市 甲賀荘デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,600,000 910,000 56.8%
317 滋　賀 （特非）くりの木会 栗東市 （仮称）第二くりのみ作業所 就労継支Ｂ（障） エアコン 1,692,036 1,000,000 59.1%
318 滋　賀 （福）たかしま会 高島市 藤美寮 障害者支援 業務用大型洗濯機 1,598,400 900,000 56.3%

10,267,110 4,710,000 45.8%

319 大　阪 （福）ハンドビジネスセンター 大阪府寝屋川市 ハンドビジネスセンター 就労継支Ｂ（障） エアコン 481,680 350,000 72.6%
320 大　阪 （福）大領福祉会 大阪市住吉区 大領乳児保育園 保育所 厨房機器 1,262,520 940,000 74.4%
321 大　阪 （福）大阪キリスト教社会館 大阪府門真市 めぐみ保育園 保育所 食器洗浄機 831,600 620,000 74.5%
322 大　阪 （福）たつみ会 大阪府高槻市 聖ヶ丘保育園こども未来学舎 認定こども園 回転釜 1,310,000 980,000 74.8%
323 大　阪 （福）白寿会 大阪市西成区 白寿苑 特養老 福祉車両 3,307,900 1,170,000 35.3%

7,193,700 4,060,000 56.4%

324 奈　良 （福）うねび会 橿原市 ぽれぽれケアセンター白橿 老人福祉 福祉車両 2,001,364 1,000,000 49.9%
325 奈　良 （特非）ミルクならネットワーク 磯城郡川西町 ミルクならネットワーク 地域福祉 送迎用車両 1,900,000 1,000,000 52.6%
326 奈　良 （福）福智会 大和郡山市 あいの郷 特養老 福祉車両 1,670,000 1,000,000 59.8%
327 奈　良 （特非）Ｃｏｍ．きらめき 大和郡山市 Ｃｏｍ．きらめき 地活支援センター（障） 送迎用車両 1,340,000 1,000,000 74.6%

6,911,364 4,000,000 57.8%

328 和歌山 （福）つわぶき会 和歌山市 福祉就労センターつつじが丘苑 就労移支・就労継支A・B（障） 送迎用車両 2,691,973 1,020,000 37.8%
329 和歌山 （福）やまのこども 和歌山市 マウンテンラブ 就労継支B（障） 送迎用車両 2,628,839 1,020,000 38.8%
330 和歌山 （福）一峰会 海南市 ぱん工房かたつむり 就労継支B（障） 製パン用ミキサー 1,360,800 1,000,000 73.4%
331 和歌山 （福）清和福祉会 海草郡紀美野町 かんどり保育園 保育所 照明器具改修工事 2,594,160 1,020,000 39.3%

9,275,772 4,060,000 43.7%

332 鳥　取 （特非）スペル 鳥取市 明日葉 就労継支Ｂ（障） 事務所床改装工事 965,520 690,000 71.4%
333 鳥　取 （特非）Ｓｔｕｄｉｏ－Ｅ 鳥取市 Ｓｔｕｄｉｏ－Ｅ 就労継支Ｂ（障） 卓上カッター・電動断裁機 1,357,560 960,000 70.7%
334 鳥　取 （特非）ルピナス 鳥取市 ともの家吉成 認知症通所（老） 送迎用車両 1,300,000 920,000 70.7%
335 鳥　取 （福）和貴 西伯郡大山町 デイサービスセンターかずき 通所介護（老） 福祉車両 1,730,000 1,000,000 57.8%
336 鳥　取 （福）日南福祉会 日野郡日南町 デイサービスセンター虹の郷 認知症通所（老） 福祉車両 1,473,674 1,000,000 67.8%

6,826,754 4,570,000 66.9%
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337 島　根 （特非）あかぎ福祉会 飯石郡飯南町 まんてんの家 認知症共同（老） 車庫新設工事 1,818,720 1,010,000 55.5%
338 島　根 （福）湖陵福祉会 出雲市 ハマナス保育園 保育所 ミニプール 387,000 290,000 74.9%
339 島　根 （福）さくらの家 松江市 さくらの家 就労移支・就労継支Ｂ（障） 自動ドア設置工事 1,080,000 810,000 75.0%
340 島　根 （福）慈光会 大田市 湯の郷苑 特養老 スチームコンベクションオーブン 920,160 690,000 74.9%
341 島　根 （福）上口福祉会 松江市 ヘルパーステーションなかよし 訪問介護（老） 福祉車両 1,605,000 1,200,000 74.7%

5,810,880 4,000,000 68.8%

342 岡  山 （福）津山みのり学園 津山市 セルプみのり 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,800,000 1,160,000 64.4%
343 岡　山 （特非）牛窓障害者支援センター 瀬戸内市 みどりの島 就労継支Ａ（障） 運搬用車両 1,232,400 910,000 73.8%
344 岡　山 （福）瀬戸内福祉事業会 倉敷市 瀬戸内学園 生活介護・施設支援(障） 給湯ボイラー更新工事 1,832,760 1,000,000 54.5%
345 岡　山 （特非）未来想造舎和ー久 倉敷市 和ー久ステップ茶屋町 就労継支Ａ（障） 食器洗浄機 2,020,680 1,000,000 49.4%

6,885,840 4,070,000 59.1%

346 広　島 （福）さくら福祉会 廿日市市 津田子供の家 養護児 フェンス設置工事 982,800 700,000 71.2%
347 広　島 （福）ナイスタイム 三次市 かぜくさ 地活支援センター（障） 福祉車両 1,453,900 1,000,000 68.7%
348 広　島 （福）広島県肢体障害者連合会 広島市南区 セルプ宇品 就労継支Ｂ（障） エレベーター改修事業 972,000 700,000 72.0%
349 広　島 （福）みどりの町 三原市 大和農園 生活介護・施設支援（障） 洗濯機・乾燥機 2,736,396 1,100,000 40.1%
350 広　島 （福）平成会 東広島市 多機能型事業所あさひ 就労継支B・生活介護（障） 送迎用車両 2,339,061 1,100,000 47.0%

8,484,157 4,600,000 54.2%

351 山　口 （福）神原苑 宇部市 藤山デイホーム 小規模多機能（老） 福祉車両 2,150,000 1,600,000 74.4%
352 山　口 （特非）優喜会 光市 サルビアの家FLAGSHIP 就労継支B（障） 植物工場用栽培棚増設工事 1,350,000 1,000,000 74.0%
353 山　口 （福）さくらの丘 下関市 うしろだ工房 就労継支B（障） 職員休憩室設置工事 2,700,000 2,000,000 74.0%

6,200,000 4,600,000 74.1%

354 徳　島 （福）寿福祉会 鳴門市 鳴門子ども学園 養護児 送迎用車両 2,860,000 1,000,000 34.9%
355 徳　島 （福）山城会 三好市 山城荘 特養老 福祉車両 3,620,000 1,180,000 32.5%
356 徳　島 （福）三好やまなみ会 三好郡東みよし町 ワークサポートやまなみ 就労移支・就労継支B(障） 送迎・運搬用車両 1,360,000 1,000,000 73.5%
357 徳　島 （福）カリヨン 名西郡石井町 れもんワークス 就労移支・就労継支B(障） 送迎・運搬用車両 1,100,000 820,000 74.5%

8,940,000 4,000,000 44.7%
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358 香　川 （福）香川ボランティア協会 高松市 しゃぼんだま 児童デイ（障） 療育・運動機能訓練用教具 1,231,720 920,000 74.6%
359 香　川 （福）四恩の里 高松市 なごみハウス圓 児童自立支援 駐輪場設置工事 669,600 500,000 74.6%
360 香　川 （特非）丸亀街づくり研究所 丸亀市 若者独立塾丸亀おひさま荘 児童自立支援 送迎用車両 1,400,000 1,050,000 75.0%
361 香　川 （特非）三都の浜 小豆郡土庄町 はまひるがお土庄 小規模多機能（老） 福祉車両 1,474,560 1,060,000 71.8%
362 香　川 （福）正友会 仲多度郡まんのう町 満濃荘 特養老 福祉車両 1,551,896 1,070,000 68.9%

6,327,776 4,600,000 72.6%

363 愛　媛 （福）日野学園 松山市 日野学園 障害者支援 送迎用車両 2,756,881 1,450,000 52.5%
364 愛　媛 （福）松山共生会 松山市 ポッポ苑 就労移支（障） 小型自動洗浄機 432,000 310,000 71.7%
365 愛　媛 （福）肱友会 大洲市 あいわ苑 就労継支B（障） 送迎用車両 1,631,000 1,030,000 63.1%
366 愛　媛 （福）で・ふ・か 今治市 らぽーる 地活支援センター（障） 送迎用車両 1,373,114 890,000 64.8%
367 愛　媛 （福）愛隣園 松山市 愛隣保育園 保育所 歯ブラシ殺菌保管庫 445,824 320,000 71.7%

6,638,819 4,000,000 60.2%

368 高　知 （福）すずめ福祉会 高知市 すずめ旭天神センター 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,030,000 650,000 63.1%
369 高　知 （福）さくら福祉事業会 高岡郡佐川町 なのはな 就労継支B（障） 福祉車両 3,400,000 1,360,000 40.0%
370 高　知 （福）筆山保育園 高知市 筆山保育園 保育所 園庭遊具他園児用備品 2,266,100 800,000 35.3%
371 高　知 （福）和光会 高知市 高知愛児園 保育所 内階段設置工事 2,052,000 1,000,000 48.7%
372 高　知 （特非）梼原竹ぼうきの会 高岡郡梼原町 すみれ 障グループホーム（障） テレビ・冷蔵庫他生活用備品 779,436 200,000 25.6%

9,527,536 4,010,000 42.0%

373 佐　賀 （特非）ピア・サポートかだん 鳥栖市 ピア・サポートかだん 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 1,610,000 1,100,000 68.3%
374 佐　賀 （福）さん愛 佐賀市 久保田サンハウス 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 1,450,000 1,000,000 68.9%
375 佐　賀 （福）なごむ会 神埼市 脊振学園 生活介護・施設支援（障） 全自動洗濯脱水機・乾燥機 2,268,000 1,200,000 52.9%
376 佐　賀 （特非）陽だまり 佐賀市 にじいろラボ 就労継支Ｂ（障） 洗面台設置工事、エアコン・テーブル・椅子 1,021,241 700,000 68.5%

6,349,241 4,000,000 62.9%

377 長　崎 （福）秀峯会 五島市 デイサービスセンター清風 老人デイ 福祉車両 3,800,000 1,100,000 28.9%
378 長　崎 （福）民生会 北松浦郡佐々町 オンリーＯｎｅま心 就労継支Ａ・B（障） 送迎・運搬用車両 1,302,400 860,000 66.0%
379 長　崎 （特非）遊びの家共同保育園 諫早市 遊びの家共同保育園 保育所 園舎窓アルミサッシ・玄関改修工事 1,130,000 840,000 74.3%
380 長　崎 （福）寺田保育園 南島原市 寺田保育園 認定こども園 送迎用車両 2,836,064 1,090,000 38.4%
381 長　崎 （特非）ひよしクラブ 長崎市 ひよし 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 950,000 650,000 68.4%

10,018,464 4,540,000 45.3%
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382 熊　本 （福）慈愛園 熊本市中央区 慈愛園老人ホーム 養護老 福祉車両 1,560,000 810,000 51.9%
383 熊　本 （特非）くまもと障がい者就労支援ネットワーク 熊本市中央区 らぷらんどカフェ 就労継支Ａ（障） 運搬用車両 1,145,000 850,000 74.2%
384 熊　本 （特非）たまな散歩道 荒尾市 デイサービスわだち製作所 認知症通所（老） 送迎用車両 1,520,000 1,000,000 65.7%
385 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・自立訓練（障） 車庫兼野菜保存用倉庫建築工事 2,787,809 1,000,000 35.8%
386 熊　本 （特非）がまだすサポート 玉名郡長洲町 がまだす 就労継支Ａ（障） きくらげ栽培用菌床棚改装工事 1,279,800 950,000 74.2%

8,292,609 4,610,000 55.5%

387 大　分 （特非）アンジュ・ママン 豊後高田市 アンジュ・ママン 児童福祉 訪問用車両 1,330,000 990,000 74.4%
388 大　分 （福）大分県社会福祉事業団 大分市 どんぐり 児童デイ（障） 送迎用車両 3,360,000 1,430,000 42.5%
389 大　分 （特非）虹のかけはし 宇佐市 大地 就労移支・就労継支Ａ（障） 送迎・運搬用車両 1,112,507 830,000 74.6%
390 大　分 （特非）ちちんぷいぷいあけぼの 津久見市 ジョイントリー 就労移支（障） 運搬用車両 1,031,999 770,000 74.6%

6,834,506 4,020,000 58.8%

391 宮　崎 （福）敬尚会 宮崎市 江南よしみ就労継続支援事業所 就労継支Ａ（障） 送迎用車両 1,263,000 880,000 69.6%
392 宮　崎 （特非）太陽の郷 宮崎市 すくすく工房 地活支援センター（障） 送迎用車両 1,757,000 1,180,000 67.1%
393 宮　崎 （特非）いろはの森 都城市 ライフサポートいろは 生活介護（障） 送迎用車両 2,450,000 1,340,000 54.6%
394 宮　崎 （特非）すまいる 延岡市 すまいる作業所　 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 918,640 600,000 65.3%

6,388,640 4,000,000 62.6%

395 鹿児島 （福）松和会 鹿児島市 セルプいしき 就労継支B（障） 送迎用車両 2,730,000 1,210,000 44.3%
396 鹿児島 （特非）悠和会 鹿屋市 ふれあいスペース「ちぇすと」 就労継支B（障） 送迎用車両 1,262,000 940,000 74.4%
397 鹿児島 （福）水引福祉協会 薩摩川内市 水引保育園 保育所 保管庫・軽量棚 1,139,400 850,000 74.6%
398 鹿児島 （福）なないろ福祉会 霧島市 なないろ保育園 保育所 システムプール 1,550,000 1,000,000 64.5%

6,681,400 4,000,000 59.8%

399 沖　縄 （特非）名護市障がい者関係団体協議会 名護市 のびる 生活介護・就労継支B（障） 外構舗装工事 1,204,200 600,000 49.8%
400 沖　縄 （特非）沖縄県脊髄損傷者協会 那覇市 障がい者ITサポートおきなわ 就労継支Ａ（障） 高速スキャナー 632,556 410,000 64.8%
401 沖　縄 （福）おおぞら福祉会 宮古島市 おおぞら南保育園 保育所 音響機器 695,520 350,000 50.3%
402 沖　縄 （福）リンク 名護市 チャイルド・リンク保育園 保育所 すべり台設置工事 1,032,480 620,000 60.0%
403 沖　縄 （福）美里福祉会 沖縄市 キディー保育園 保育所 ピアノ 950,400 480,000 50.5%
404 沖　縄 （福）雅福祉会 那覇市 みやびの杜保育園 保育所 体育用具・プロジェクター・スクリーン 882,468 650,000 73.6%
405 沖　縄 （福）たまん福祉会 糸満市 相談支援センターたまん 相談事業 福祉車両 2,462,615 700,000 28.4%
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406 沖　縄 （福）久仙会 島尻郡久米島町 くめしま 特養老 アルミドア・金物取換工事 1,459,944 730,000 50.0%
9,320,183 4,540,000 48.7%

299,533,499 159,830,000 53.3%
790,497,014 374,530,000 47.3%

府県合計　１７７ 件
 総合計　  ４０６ 件

計8件
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