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（  ）内は前年度

　 総件数 件 (          381件  対前年比 99.2％）
総　額 千円 ( 492,980千円 　〃 　  103.4％）

　  交付額 千円 ( 463,540千円 　〃 　  104.1％）
内訳　　加算額 千円 ( 8,470千円 　〃 　    74.3％）

　  事務費 千円 ( 20,970千円 　〃 　  100.0％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 16 (15) 31,110 (29,870)
函　館 16 (18) 23,120 (22,310)
福　島 20 (21) 24,200 (23,060)
新　潟 16 (19) 23,120 (22,310)
中　山 26 (21) 31,680 (28,750)
東　京 24 (25) 36,670 (34,220)
中　京 15 (16) 23,920 (23,360)
京　都 19 (19) 31,860 (30,580)
阪　神 37 (40) 31,110 (30,880)
九　州 18 (17) 23,170 (22,620)

馬主協会　計 207 (211) 279,960 (267,960)
Ⅱ 府県 （38） 171 (170) 209,110 (204,050)
Ⅰ+Ⅱ    合計 378 (381) 489,070 (472,010)
Ⅲ   事務費 20,970 (20,970)
総合計 378 (381) 510,040 (492,980)

決定交付額（千円）

令和２事業年度   施設整備等助成金交付額内訳

 件数（件）

510,040
378

482,770
6,300

20,970
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Ⅰ. 馬 主 協 会 別 交 付 額 一 覧
（場外分を含む）

１０馬主協会－２０７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

1 札　幌 （福）南幌苑 空知郡南幌町 南幌めぐみ学園 施設支援(障) ボイラー 5,027,000 2,900,000 57.6%
2 札　幌 （福）鷹栖共生会 上川郡鷹栖町 みらい 生活介護・就労継支B(障) 冷凍冷蔵庫 817,432 600,000 73.4%
3 札　幌 （福）新生会 旭川市 おにしか更生園 生活介護、施設支援(障) 送迎車両 3,852,398 2,300,000 59.7%
4 札　幌 （福）訓子府福祉会 常呂郡訓子府町 くんねっぷ静寿園 特養老 福祉車両 5,250,830 2,940,000 55.9%
5 札　幌 （福）愛光会 沙流郡日高町 門別愛光園 生活介護・施設支援(障) 福祉車両 3,413,450 2,100,000 61.5%
6 札　幌 （福）えりも町社会福祉協議会 幌泉郡えりも町 えりも町社会福祉協議会 訪問介護・居宅支援(老) 福祉車両 4,130,000 2,500,000 60.5%
7 札　幌 （特非）いきいき生活支援　夢といろ 河西郡中札内村 いきいき生活支援夢といろ 訪問介護(老) 福祉車両 2,058,149 1,350,000 65.5%
8 札　幌 （特非）キラリ工房 標津郡標津町 崎無異農場 就労継支B(障) 作業所屋根修繕工事 1,375,000 950,000 69.0%
9 札　幌 （福）北海道母子寡婦福祉連合会 札幌市中央区 北海道母子福祉センター 母子福祉センター 厨房排気設備改修工事 3,044,800 2,100,000 68.9%

10 札　幌 （特非）工房ぶら里 札幌市北区 工房ぶら里 生活介護・就労継支B(障) 送迎車両 3,290,000 2,200,000 66.8%
11 札　幌 （福）愛全会 札幌市南区 アビターレ 老人デイ 送迎車両 4,110,000 2,400,000 58.3%
12 札　幌 （特非）チャイルドラインほっかいどう 札幌市中央区 チャイルドラインほっかいどう 児童福祉 パソコン 366,740 270,000 73.6%
13 札　幌 （福）旭聖会 旭川市 上川更生ハイム末広デイセンター 就労継支Ｂ(障) 運搬車両 3,400,000 2,100,000 61.7%
14 札　幌 （福）旭川旭親会 旭川市 旭川福祉園 就労継支B(障) ホイールローダ 4,345,000 2,600,000 59.8%
15 札　幌 （福）旭川光風会 旭川市 スリーエフ 就労継支B(障) 送迎・運搬車両 2,890,000 1,800,000 62.2%
16 札　幌 （福）ＨＯＰ 札幌市西区 ゆうあい２４ 短期入所・障グループホーム(障) 電動ベッド・マットレス・移動リフト 2,928,335 2,000,000 68.2%
合計 16　件 50,299,134 31,110,000 61.8%

17 函　館 （福）函館博栄会 函館市 グループホーム湯くら 障グループホーム（障） 防犯設備 709,500 460,000 64.8%
18 函　館 （福）函館大庚会 函館市 グループホームこんはこだて 認知症共同（老） 福祉車両 2,313,720 1,500,000 64.8%
19 函　館 （福）函館恵愛会 函館市 松陰プラザ 就労継支Ａ(障) 業務用洗濯機 563,200 420,000 74.5%
20 函　館 （福）育栄会 函館市 神山保育園 保育所 外壁補修他工事 1,391,500 1,040,000 74.7%
21 函　館 （福）函館常光会 函館市 函館石川保育園 保育所 デッキ工事 1,485,000 960,000 64.6%
22 函　館 （福）函館松英会 函館市 旭岡保育園　 保育所 監視カメラ装置更新工事 1,815,000 1,170,000 64.4%
23 函　館 （福）恵山恵愛会 函館市 恵楽園 特養老 福祉車両 4,660,000 2,000,000 42.9%
24 函　館 （福）恵愛会 檜山郡江差町 えさし荘 特養老 除雪用ショベルカー 5,038,000 1,500,000 29.7%
25 函　館 （福）鵡川慶寿会 勇払郡むかわ町 グループホームふきのとう 認知症共同（老） 福祉車両 3,548,000 1,500,000 42.2%
26 函　館 （福）蘭越厚生事業団 磯谷郡蘭越町 一灯園 特養老 リフト入浴装置 3,851,000 2,000,000 51.9%

令和 ２ 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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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

27 函　館 （福）上ノ国福祉会 檜山郡上ノ国町 かみのくにデイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,230,000 2,000,000 47.2%
28 函　館 （福）幸清会 虻田郡洞爺湖町 舟見の杜2014 特養老 福祉車両 1,799,800 1,140,000 63.3%
29 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 2,657,170 1,990,000 74.8%
30 函　館 （特非）ひまわり 爾志郡乙部町 ひまわり乙部Ｂ-1 就労継支Ｂ(障) 直売所修繕工事 5,217,568 2,000,000 38.3%
31 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 送迎車両 10,100,000 2,000,000 19.8%
32 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） 移動車両 1,930,000 1,440,000 74.6%
合計 16　件 51,309,458 23,120,000 45.0%

33 福　島 （福）多宝会 福島市 宝寿木村屋 特養老 電動ベッド 1,705,167 1,200,000 70.3%
34 福　島 （福）雄峰福祉会 福島市 信夫の里 特養老 浴室リフト、車椅子 1,465,673 1,030,000 70.2%
35 福　島 （福）ジェイエイ新ふくしま福祉会 福島市 アグリホーム 老人デイ 屋上防水修繕工事 2,750,000 1,500,000 54.5%
36 福　島 （福）福島敬香会 福島市 福島敬香ハイム 母子生活支援 箱庭療法セット、整理棚 1,322,959 930,000 70.2%
37 福　島 （特非）いのちの木 福島市 いのちの木 就労継支B （障） 農薬飛散防止ネット、刈払機 1,081,894 770,000 71.1%
38 福　島 （福）安積愛育園 郡山市 ビーボ 生活介護（障） 福祉車両 3,250,000 1,500,000 46.1%
39 福　島 （福）郡山社会事業協会あさかの里 郡山市 ぱれっと 自立生活援助 （障） 訪問車両 988,000 700,000 70.8%
40 福　島 （特非）真善美 郡山市 就労継続支援事業所まこと 就労継支B （障） 送迎・運搬車両 1,525,000 1,070,000 70.1%
41 福　島 （特非）ポプラ福祉会 郡山市 ポプラ工房 就労継支B （障） 運搬車両 1,187,426 840,000 70.7%
42 福　島 （特非）ぴぃかぁぶぅ 郡山市 放課後子どもクラブ　ぴこ 児童デイ(障) 送迎車両 1,717,880 1,200,000 69.8%
43 福　島 （福）いわきの里 いわき市 ひなた 特養老 建物防水工事 1,243,000 880,000 70.7%
44 福　島 （福）虹の会 いわき市 にじの郷 老人短期 福祉車両 1,887,300 1,330,000 70.4%
45 福　島 （特非）子どもの家 いわき市 いわき南子どもの家児童発達支援センター 児童発達支援(障) 駐車場舗装工事 1,750,311 1,230,000 70.2%
46 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) 門扉設置工事 2,002,000 1,400,000 69.9%
47 福　島 （特非）かべや福祉作業所 いわき市 ピースフルかべや 生活介護（障） 福祉車両 3,173,000 1,500,000 47.2%
48 福　島 （特非）ひまわり いわき市 ひまわり共同作業所 就労継支B （障） 運搬車両 1,568,100 1,120,000 71.4%
49 福　島 （福）車輪梅 南相馬市 しゃりん梅 老人デイ 福祉車両 3,640,000 1,500,000 41.2%
50 福　島 （特非）豊心会 須賀川市 すずらん 認知症共同(老) 外部塗装・修繕工事 3,630,000 1,500,000 41.3%
51 福　島 （福）啓和会 喜多方市 しょうぶ苑 特養老 福祉車両 4,590,000 1,500,000 32.6%
52 福　島 （福）福島県福祉事業協会 双葉郡富岡町 あぶくま更生園 施設支援(障) 送迎車両 7,016,780 1,500,000 21.3%
合計 20　件 47,494,490 24,200,000 50.9%
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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

53 新　潟 （福）にいがた美咲福祉会 新潟市中央区 美咲の里 特養老 車椅子、マットレス 742,000 460,000 61.9%
54 新　潟 （福）芳香稚草園 長岡市 芳香稚草園 保育所 屋上防水工事 3,190,000 1,800,000 56.4%
55 新　潟 (特非)にいまーる 新潟市江南区 かめこや 障グループホーム（障） 福祉車両 2,398,014 1,220,000 50.8%
56 新　潟 （福）有徳会 新潟市西区 有徳の家 特養老 福祉車両 3,476,200 1,800,000 51.7%
57 新　潟 （福）ゆうえい会 新潟市西区 ゆうばえの家 小規模多機能型居宅介護(老) 送迎・訪問車両 1,910,000 980,000 51.3%
58 新　潟 （福）おぢや福祉会 小千谷市 ときみずの家 老人デイ 福祉車両 4,738,120 1,700,000 35.8%
59 新　潟 （福）関川村社会福祉協議会 岩船郡関川村 関川村高齢者生活福祉センターゆうあい 老人デイ 福祉車両 3,720,000 1,800,000 48.3%
60 新　潟 （福）うぐいす福祉会 新潟市江南区 おおやちの家 認知症共同(老) 福祉車両 1,764,045 1,000,000 56.6%
61 新　潟 （福）いなほの郷福祉会 新潟市江南区 いなほ 居宅支援(老) 訪問車両 960,000 590,000 61.4%
62 新　潟 （福）若葉会 南魚沼市 塩沢デイサービスセンターゆきつばき 老人デイ 福祉車両 4,460,000 1,800,000 40.3%
63 新　潟 （福）彩のかけはし 新潟市東区 つしまの里 特養老 非常用発電機、防災用品 2,298,670 1,220,000 53.0%
64 新　潟 （福）フランシスコ第三会マリア園 上越市 さくら聖母の園デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,378,410 1,800,000 41.1%
65 新　潟 （福）徳栄福祉会 新潟市東区 ケアハウスサンライフ中野山 軽費老 福祉電話機 3,025,000 1,760,000 58.1%
66 新　潟 （福）長久福祉会 三条市 本成寺保育園 保育所 エアコン 4,620,000 1,700,000 36.7%
67 新　潟 （福）桜井の里福祉会 西蒲原郡弥彦村 分水の里さくら 老人デイ 福祉車両 4,364,770 1,800,000 41.2%
68 新　潟 （福）信濃川令終会 長岡市 ショートステイ岡南 老人短期 送迎車両 2,723,762 1,690,000 62.0%
合計 16　件 48,768,991 23,120,000 47.4%

69 中　山 （福）　尚英会 熊本県宇城市 船橋ハーモニー保育園 保育所 屋外遊具 3,228,500 1,800,000 55.7%
70 中　山 （特非）ダイバーシティ工房 市川市 Le port（ル・ポール） 児童自立支援 居室増築工事 4,818,000 1,800,000 37.3%
71 中　山 （福）豊樹園 千葉市稲毛区 山王保育園 保育所 屋根防水工事 3,608,000 1,800,000 49.8%
72 中　山 （福）樹 流山市 聖華マリン保育園 保育所 蓄電池ソーラーパネル 240,000 160,000 66.6%
73 中　山 （福）愛和会 松戸市 ゆめのみ保育園 保育所 日除けテント 3,733,070 1,800,000 48.2%
74 中　山 （特非）誠心会 松戸市 こたにがわ学園 児童自立支援 居室改修工事 2,999,700 1,800,000 60.0%
75 中　山 （特非）千の葉ミルフィーユ 千葉市中央区 作草部アーク保育園 保育所 整理棚・机・椅子 262,418 170,000 64.7%
76 中　山 （福）豊富福祉会 船橋市 ケアハウス　シオン 軽費老 空調設備 5,115,000 1,800,000 35.1%
77 中　山 （福）さくら会 勝浦市 勝浦部原荘 軽費老 揚水ポンプ交換工事 3,245,000 1,800,000 55.4%
78 中　山 （福）同仁会 木更津市 しおかぜ 特養老 福祉車両 3,572,412 1,800,000 50.3%
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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

79 中　山 （福）博眞会 館山市 ポピー 特養老 車椅子、マットレス、クッション 867,760 600,000 69.1%
80 中　山 （福）徳栄会 山武郡芝山町 芝山苑 特養老 床改修工事 2,629,000 1,800,000 68.4%
81 中　山 （福）千葉県福祉援護会 船橋市 障害者通所施設　アトリエ　プレジュ 生活介護(障) トイレ増設工事 5,940,000 1,800,000 30.3%
82 中　山 （特非）ロンの家福祉会 船橋市 Caféすまいる 就労継支B(障) ＡＥＤ、冷凍冷蔵庫 410,700 290,000 70.6%
83 中　山 （福）市川レンコンの会 市川市 第4レンコンの家 就労継支B(障) 運搬車両 2,490,000 1,700,000 68.2%
84 中　山 （福）泰斗会 八街市 八街わらの里 生活介護(障) 食事用テーブル 1,255,320 820,000 65.3%
85 中　山 （福）豊立会 成田市 やすらぎ 訪問入浴(老) 訪問入浴車両 5,580,000 1,800,000 32.2%
86 中　山 （福）やまだ福祉文庫 香取市 自然 生活介護(障) トイレ整備工事 7,370,000 1,800,000 24.4%
87 中　山 （福）ささえ愛 千葉市美浜区 美浜デイサービスセンターささえ愛 老人デイ 消火設備 592,980 400,000 67.4%
88 中　山 （特非）銀河舎 千葉市緑区 銀河舎 就労継支B(障) 自動紐掛機 718,300 490,000 68.2%
89 中　山 （特非）トライアングル西千葉 千葉市稲毛区 トライアングル西千葉 就労継支B(障) 名刺カッター 364,320 250,000 68.6%
90 中　山 （福）ロザリオの聖母会 旭市 ロザリオ発達支援センター 障害児通所支援(障) 玄関ドア自動改修工事 902,000 610,000 67.6%
91 中　山 （特非）アビシェｂ 我孫子市 アビシェｂ 就労継支Ｂ(障) 耕運機、保冷庫 1,202,300 810,000 67.3%
92 中　山 （特非）はぁもにぃ 千葉市緑区 はぁもにぃ 就労継支A(障) フィールドフェンス及び整備工事 1,804,671 1,320,000 73.1%
93 中　山 （特非）夢のカタチふぁーむ 八街市 夢のカタチふぁーむ 就労継支Ｂ(障) 冷蔵庫及び作業場工事 1,033,285 660,000 63.8%
94 中　山 （福）鷹見会 松戸市 言語リハビリ　ミカタ松戸 老人デイ 福祉車両 3,444,460 1,800,000 52.2%
合計 26　件 67,427,196 31,680,000 46.9%

95 東　京 (特非)ふみ月の会 調布市 ふみ月チャレンジ染地 放課後デイ(障) 送迎車両 2,690,884 1,900,000 70.6%
96 東　京 (特非)テイクオフ 立川市 テイクオフ 放課後デイ(障) 送迎車両 3,360,000 1,900,000 56.5%
97 東　京 (特非)百々の木 日野市 リボン第２教室 放課後デイ(障) 送迎車両 3,047,960 1,900,000 62.3%
98 東　京 (福)三鷹ひまわり会 三鷹市 三鷹ひまわり第二共同作業所 就労継支B(障) 運搬車両 2,838,110 1,600,000 56.3%
99 東　京 (特非)ケア・センターやわらぎ 立川市 ショートステイやわらぎ・西立川 短期介護(老) 福祉車両 3,577,799 1,600,000 44.7%
100 東　京 (福)調布市社会福祉事業団 調布市 通所施設すまいる 生活介護・就労継支B(障) 送迎車両 2,550,000 1,810,000 70.9%
101 東　京 (福)龍鳳 練馬区 ライフパートナーこぶし 施設支援(障) 福祉車両 3,480,300 1,900,000 54.5%
102 東　京 (福)至誠学舎立川 立川市 ワークセンターまことくらぶ 生活介護(障) 福祉車両 3,180,000 1,600,000 50.3%
103 東　京 (福)すぎのこ 東久留米市 まあぶる 就労継支Ｂ(障) 運搬車両 2,541,689 1,520,000 59.8%
104 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 3,989,520 1,900,000 47.6%
105 東　京 (特非)国障連喫茶 国分寺市 喫茶ほんだ 地活支援センター(障) 食器戸棚 778,800 550,000 70.6%
106 東　京 (特非)木馬 八王子市 ぴーす 短期入所(障) 福祉車両 3,000,000 1,900,000 63.3%
107 東　京 (特非)移動サービス・バイユアセルフ 小平市 バイユアセルフ 同行援護(障) 福祉車両 2,120,000 1,510,000 71.2%
108 東　京 (特非)地域認知症サポートブリッジ 三鷹市 サポートブリッジ 地活支援センター(障) 送迎車両 2,060,000 1,230,000 59.7%
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109 東　京 (特非)福祉会 希望の家 小金井市 希望の家 就労継支Ｂ(障) 紙折り機 470,800 280,000 59.4%
110 東　京 (特非)小金井市精神障害者地域生活支援協議会 小金井市 そら 地活支援センター(障) 訪問車両 1,795,000 1,070,000 59.6%
111 東　京 (福)嘉祥会 町田市 ぬくもりの園 老人短期 福祉車両 2,670,000 1,520,000 56.9%
112 東　京 (福)泉会 世田谷区 コイノニアかみきた 生活介護・就労継支Ｂ(障) 運搬車両 2,944,710 1,900,000 64.5%
113 東　京 (福)家庭授産奨励会 港区 西麻布作業所 生活介護・就労継支Ｂ(障) 運搬車両 2,640,000 1,900,000 71.9%
114 東　京 (福)ヒューマン・ネットワーク結 大田区 ENTAS 就労移支・就労継支Ｂ(障) 送迎・運搬車両 3,180,000 1,900,000 59.7%
115 東　京 (特非)たしざん 練馬区 たしざん福祉作業所 就労継支Ｂ(障) 福祉車両 2,972,150 1,900,000 63.9%
116 東　京 (福)つばき土の会 江戸川区 第二 オハナ 就労継支Ｂ(障) 福祉車両 4,227,450 1,900,000 44.9%
117 東　京 (福)東京都手をつなぐ育成会 新宿区 杉並育成園すだちの里すぎなみ 施設支援(障) 冷凍冷蔵庫 487,300 280,000 57.4%
118 東　京 (特非)WEL'S 千代田区 WEL'S FLAT 就労継支Ｂ(障) 事業所改修工事 2,294,692 1,200,000 52.2%
合計 24　件 62,897,164 36,670,000 58.3%

119 中　京 （福）南部保育園 知多郡阿久比町 いしざかやま こどもえん 認定こども園 屋外遊具 1,837,000 1,150,000 62.6%
120 中　京 （福）八事福祉会 名古屋市天白区 八事苑 特養老 福祉車両 2,140,450 1,400,000 65.4%
121 中　京 （福）朝日福祉会 一宮市 朝日荘 軽費老 福祉車両 1,750,000 1,100,000 62.8%
122 中　京 （福）檸檬 東海市 レモンの樹　東海 特養老 福祉車両 2,767,292 1,800,000 65.0%
123 中　京 （特非）むぎの花 豊明市 むぎの花 就労継支Ａ・Ｂ(障） 送迎・運搬車両 1,220,000 900,000 73.7%
124 中　京 （福）阿吽会 豊川市 穂の国荘 特養老 福祉車両 1,889,662 1,200,000 63.5%
125 中　京 （福）福寿会 あま市 ひかりこどもえん 認定こども園 園舎改修工事 2,915,000 1,830,000 62.7%
126 中　京 （福）若竹荘 豊川市 あけぼの作業所 生活介護・就労移支（障） 送迎車両 8,007,270 2,850,000 35.5%
127 中　京 （福）瀬戸中央会 瀬戸市 ケアハウス聚楽 軽費老 空調設備工事 5,510,263 3,300,000 59.8%
128 中　京 （福）くるみの里福祉会 江南市 くるみの里 生活介護（障） 福祉車両 2,214,619 1,450,000 65.4%
129 中　京 （福）１９８０ 名古屋市守山区 グループホーム大 障グループホーム（障） 特殊浴槽 1,980,000 1,300,000 65.6%
130 中　京 （福）あいち清光会 小牧市 サンフレンド 生活介護・施設支援（障） 福祉車両 3,097,420 2,000,000 64.5%
131 中　京 （福）東海こども園 豊田市 東海こども園 認定こども園 ベッド・ＡＥＤ 838,420 590,000 70.3%
132 中　京 （福）昭徳会 名古屋市昭和区 養護老人ホーム高浜安立デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,550,000 1,050,000 67.7%
133 中　京 （福）飛翔 名古屋市天白区 てふてふ 生活介護（障） 送迎・運搬車両 3,210,000 2,000,000 62.3%
合計 15　件 40,927,396 23,920,000 58.4%
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134 京　都 （福）大原野福祉会 京都市西京区 桂まほろばテラスデイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,430,000 2,200,000 64.1%
135 京　都 （福）藤森福祉会 京都市伏見区 西福寺幼児園 保育所 食器洗浄機 825,000 610,000 73.9%
136 京　都 （福）乙の国福祉会 長岡京市 旭が丘ホーム 特養老 福祉車両 3,200,000 2,240,000 70.0%
137 京　都 （福）鷹ヶ峯友遊福祉会 京都市北区 たかがみねこども園 認定こども園 スチームコンベクションオーブン 1,229,800 900,000 73.1%
138 京　都 （福）博愛福祉会 舞鶴市 グリーンプラザ博愛苑 特養老 特殊浴槽 5,390,000 2,690,000 49.9%
139 京　都 （福）栄光会 京都市山科区 東旺苑 特養老 特殊浴槽 4,510,000 3,130,000 69.4%
140 京　都 （福）芳梅会 木津川市 木津芳梅園 特養老 特殊浴槽 3,540,000 2,300,000 64.9%
141 京　都 （福）山彦会 船井郡京丹波町 瑞穂山彦苑 特養老 電動ベッド 1,425,600 900,000 63.1%
142 京　都 （福）舞鶴学園 舞鶴市 舞鶴学園 養護児 送迎車両 3,111,164 1,960,000 62.9%
143 京　都 （福）三福福祉会 木津川市 うめみの丘 老人デイ 福祉車両 3,531,941 2,140,000 60.5%
144 京　都 （福）太陽福祉会 京丹後市 サンシェア和’ｓ 老人デイ 送迎車両 2,747,921 1,700,000 61.8%
145 京　都 （福）北丹後福祉会 京丹後市 久美浜苑 特養老 居室エアコン 1,067,000 770,000 72.1%
146 京　都 （福）大淀福祉会 大阪府大阪市北区 おおよど 生活介護（障） 福祉車両 3,070,000 2,250,000 73.2%
147 京　都 （福）住之江福祉会 大阪府大阪市住之江区 第２住之江保育園 保育所 給食室改修工事 3,253,965 2,390,000 73.4%
148 京　都 （福）自立支援協会 大阪府堺市中区 しののめホーム 福祉ホーム（障） 給湯器入替工事 2,200,000 1,600,000 72.7%
149 京　都 （福）黎明福祉会 大阪府大阪市生野区 イカイノ保育園 保育所 エアコン 594,000 420,000 70.7%
150 京　都 （福）稲原福祉会 大阪府大東市 グローリーワーク大東 生活介護・就労継支B（障） 福祉車両 2,163,940 1,500,000 69.3%

45,290,331 29,700,000 65.5%
151 京場外 （福）同胞会 宇治市 こひつじこども園 認定こども園 食器洗浄機 990,000 720,000 72.7%
152 京場外 （福）香久山会 大阪府八尾市 ピュア 老人デイ 福祉車両 2,020,000 1,440,000 71.2%

3,010,000 2,160,000 71.7%
合計 19　件 48,300,331 31,860,000 65.9%

計17件

計2件
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153 阪　神 (福)徳栄寺保育園 姫路市 徳栄寺こども園 認定こども園 送迎車両 4,621,917 2,230,000 48.2%
154 阪　神 (福)佐用福祉会 佐用郡佐用町 いちょう園 施設支援・生活介護(障) 送迎車両 2,123,408 1,350,000 63.5%
155 阪　神 (福)やながせ福祉会 姫路市 勝原第二デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 2,032,720 1,250,000 61.4%
156 阪　神 (福)宝寿会 神崎郡神河町 かみかわ倶楽部 就労継支Ａ・Ｂ(障) 送迎車両 1,856,800 1,000,000 53.8%
157 阪　神 (福)宝国洗心会 姫路市 ほうこく保育園 認定こども園 屋外遊具 1,370,000 900,000 65.6%
158 阪　神 (福)幸 姫路市 なごみの里 老人デイ 福祉車両 3,166,045 1,000,000 31.5%
159 阪　神 (福)双恵会 高砂市 めぐみ苑 特養老 リハビリ機器 583,770 350,000 59.9%
160 阪　神 (福)栗栖の荘 たつの市 栗栖の荘 特養老 特殊入浴装置 5,885,000 1,000,000 16.9%
161 阪　神 (福)姫路弘寿会 姫路市 ライフサポートひめじ 特養老 電動ベッド 19,900,000 1,000,000 5.0%
162 阪　神 (福)恩鳥福祉会 丹波市 ポプラの家 施設支援(障) 食器洗浄機 847,000 420,000 49.5%
163 阪　神 (福)徳和会 美方郡新温泉町 甲南やまゆり保育園 保育所 避難車 135,878 100,000 73.5%
164 阪　神 (福)泰福祉会 神戸市垂水区 歌敷山保育園 認定こども園 スチームコンベクションオーブン 1,724,030 1,100,000 63.8%
165 阪　神 (福)神美会 神戸市西区 神出保育園 保育所 スチームコンベクションオーブン 2,255,000 1,100,000 48.7%
166 阪　神 (福)神戸サルビア福祉会 神戸市長田区 ふれあいホーム 特養老 個浴浴槽 2,324,100 900,000 38.7%
167 阪　神 (福)芳友 神戸市北区 にこにこハウス医療福祉センター 療養介護(障) 福祉車両 4,491,400 1,000,000 22.2%
168 阪　神 (福)宝塚さくら福祉会 宝塚市 宝塚さくら保育園 保育所 音響設備 841,500 600,000 71.3%
169 阪　神 (福)愛和会 大阪府豊中市 宝塚あいわ苑 特養老 パソコン 297,000 200,000 67.3%
170 阪　神 (福)松稲会 大阪府大阪市住吉区 マザーシップ西宮北口こども園 認定こども園 防犯装置 1,549,900 1,000,000 64.5%
171 阪　神 (福)聖徳園 大阪府枚方市 にしのみや聖徳園 特養老 温蔵庫 2,585,000 1,500,000 58.0%
172 阪　神 (福)秀幸福祉会 大阪府茨木市 ちとせ學院 認定こども園 教具、テント用重り 671,320 500,000 74.4%
173 阪　神 (福)千里山山手学園 大阪府吹田市 千里山やまて学園 認定こども園 雲梯 385,000 280,000 72.7%
174 阪　神 (福)つつみ会 大阪府茨木市 たんぽぽtriangle学園 認定こども園 組立式プール 1,580,700 1,180,000 74.6%
175 阪　神 (福)摂津会 大阪府摂津市 摂津ひかり保育園 認定こども園 楽器 584,220 430,000 73.6%
176 阪　神 (福)玉川橋保育園 大阪府高槻市 玉川橋保育園 認定こども園 砂場枠セット 702,900 520,000 73.9%
177 阪　神 (福)吹田みどり福祉会 大阪府吹田市 もみの木千里保育園 認定こども園 運搬車両 1,998,860 690,000 34.5%
178 阪　神 (福)あすかの会 大阪府南河内郡河南町 あすかの園 障害者通所施設 運搬車両 2,338,470 1,410,000 60.2%
179 阪　神 (福)大阪府障害者福祉事業団 大阪府富田林市 地域生活総合支援センターおんど 地活支援センター(障) 送迎車両 2,502,524 1,400,000 55.9%
180 阪　神 (福)大阪水上隣保館 大阪府三島郡島本町 大阪水上隣保館乳児院 乳児院 移動車両 1,765,883 1,100,000 62.2%
181 阪　神 (福)武田塾 大阪府柏原市 武田塾 養護児 移動車両 2,530,000 1,100,000 43.4%
182 阪　神 (福)光徳寺善隣館 大阪府大阪市北区 中津学園 施設支援(障) 送迎車両 1,597,090 1,110,000 69.5%
183 阪　神 (福)人類相愛事業無憂園 大阪府大阪市此花区 無憂園 保育所 プロジェクター、スクリーン、パソコン 308,000 230,000 74.6%
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184 阪　神 (福)水仙福祉会 大阪府大阪市東淀川区 風の子保育園 保育所 エアマット、空気入れ 198,000 140,000 70.7%
185 阪　神 (福)十三愛光会 大阪府大阪市淀川区 愛光保育園 保育所 パソコン 330,000 200,000 60.6%
186 阪　神 (福)愛佳会 大阪府大阪市天王寺区 こでまり保育園 保育所 ポータブル電源 65,780 40,000 60.8%
187 阪　神 (福)久栄会 大阪府大阪市生野区 横堤みのり保育園 保育所 テーブル 469,000 350,000 74.6%
188 阪　神 (福)大念仏寺社会事業団 大阪府大阪市平野区 大念仏乳児院 乳児院 送迎車両 3,391,000 1,020,000 30.0%

80,009,215 29,700,000 37.1%
189 阪神場外 (福)仁景会 大阪府大阪市西区 すみれ苑 養護老 福祉車両 3,235,000 1,410,000 43.5%

3,235,000 1,410,000 43.5%
合計 37　件 83,244,215 31,110,000 37.3%

190 九　州 （福）愛育会 北九州市小倉南区 あけぼの愛育保育園 認定こども園 送迎・運搬車両 1,680,000 850,000 50.5%
191 九　州 （福）恵燈会 北九州市八幡西区 光保育園 保育所 屋外遊具 1,265,000 850,000 67.1%
192 九　州 （福）薫会 北九州市小倉北区 北九州シティホーム 特養老 入浴リフト、車椅子 2,730,750 1,100,000 40.2%
193 九　州 （特非）北九州市視覚障害者自立推進協会あいず 北九州市戸畑区 北九州視覚障害者就労支援センターあいず 就労移支・就労継支Ｂ(障) 送迎車両 1,735,602 1,250,000 72.0%
194 九　州 （福）修法会 北九州市小倉南区 きくが丘保育園 保育所 物置、マット 707,200 530,000 74.9%
195 九　州 （福）杉の実福祉会 北九州市八幡東区 槻田杉の実保育園 認定こども園 移動車両 3,830,000 1,550,000 40.4%
196 九　州 （福）晴光会 北九州市小倉北区 光沢寺第二保育園 保育所 屋上防水改修工事 2,893,000 1,250,000 43.2%
197 九　州 （福）高塔会 北九州市若松区 暁の鐘学園 養護児 トイレ改修工事 1,903,000 900,000 47.2%
198 九　州 （福）洞海福祉会 北九州市八幡西区 若竹保育園 保育所 屋外遊具 1,210,000 750,000 61.9%
199 九　州 （特非）nest 北九州市小倉北区 nestぎゃらりぃゆう 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 3,150,000 2,000,000 63.4%
200 九　州 （福）ふらて福祉会 北九州市八幡東区 ケアハウス惠迪館 軽費老 空調設備更新工事 3,685,000 1,600,000 43.4%
201 九　州 （福）宝寿会 北九州市八幡西区 本城西保育園 保育所 屋上防水改修工事 6,884,185 1,600,000 23.2%
202 九　州 （福）本城会 北九州市八幡西区 もみじ苑 特養老 居室トイレ改修工事 2,989,756 1,200,000 40.1%
203 九　州 （福）むつみ会 北九州市八幡西区 ケアハウス木屋瀬 軽費老 外壁改修工事 9,790,000 1,700,000 17.3%
204 九　州 （福）湯川会 北九州市小倉南区 清寿園 軽費老 エレベーター改修工事 3,960,000 1,100,000 27.7%
205 九　州 （福）竜光会 北九州市小倉南区 竜光保育園 保育所 屋外遊具 8,950,600 1,600,000 17.8%
206 九　州 （福）小郡市社会事業協会 小郡市 小郡池月苑 養護老 福祉車両 1,930,000 1,340,000 69.4%
207 九　州 （特非）森の学校 豊前市 森の学校 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 3,651,700 2,000,000 54.7%
合計 18　件 62,945,793 23,170,000 36.8%

207　件 563,614,168 279,960,000 49.6%

計36件

計1件

馬主協会合計

－11－
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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

208 青　森 （福）若竹会 三沢市 ハーモニー 児童デイ（障） 送迎車両 4,800,000 2,600,000 54.1%
209 青　森 （特非）どんぐりの家 三戸郡三戸町 どりぃ～む 児童デイ（障） 送迎車両 3,689,000 2,200,000 59.6%
210 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 受水槽ポンプ交換工事 880,000 450,000 51.1%

計 3　件 9,369,000 5,250,000 56.0%

211 岩　手 （福）大川目保育会 久慈市 大川目保育園 保育所 送迎車両 3,550,000 1,550,000 43.6%
212 岩　手 （福）ふじの実会 一関市 ワークジョイふじの実 生活介護・就労継支Ｂ(障) 送迎車両 2,743,580 1,500,000 54.6%
213 岩　手 （福）好摩福祉会 盛岡市 好摩保育所 保育所 滑り台 836,000 620,000 74.1%
214 岩　手 （福）たんぽぽ会 一関市 たんぽぽ保育園 保育所 空気除菌脱臭器、跳び箱、棚 1,534,720 1,150,000 74.9%
215 岩　手 （福）侍浜福祉会 久慈市 侍浜保育園 認定こども園 滑り台 575,000 430,000 74.7%

計 5　件 9,239,300 5,250,000 56.8%

216 宮　城 （福）康陽会 仙台市宮城野区 清水沼デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 2,800,000 1,500,000 53.5%
217 宮　城 （福）七日会 東京都青梅市 八沢の杜 特養老 福祉車両 2,154,120 1,240,000 57.5%
218 宮　城 （特非）乳幼児保育園ミルク 石巻市 乳幼児保育園ミルク 保育所 トイレ改修工事 1,622,852 1,100,000 67.7%
219 宮　城 （福）永楽会 黒川郡大衡村 七峰荘 特養老 機械浴専用リフト 2,800,000 1,500,000 53.5%

計 4　件 9,376,972 5,340,000 56.9%

220 秋　田 （特非）秋田県心の健康福祉会 秋田市 心の自由空間　ユックリン 精障福祉 エアコン 619,695 450,000 72.6%
221 秋　田 （福）幸楽会 秋田市 外旭川デイサービスセンター幸 老人デイ 屋上防水工事 7,878,200 1,100,000 13.9%
222 秋　田 （特非）障がい者自立生活支援センター「ほっと大仙」 大仙市 障がい福祉サービス事業所ほっぺ 就労継支B・就労移支(障) 運搬車両 1,949,500 1,460,000 74.8%
223 秋　田 （福）比内ふくし会 大館市 グループホームやまぼうし 認知症共同(老) 福祉車両 2,250,000 1,250,000 55.5%
224 秋　田 （福）象潟健成会 にかほ市 さん・とらっぷ 就労継支B・生活介護(障) 送迎車両 1,708,301 1,000,000 58.5%

計 5　件 14,405,696 5,260,000 36.5%

令 和 ２ 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

225 山　形 （福）大泉保育会 鶴岡市 大泉保育園 保育所 冷暖房設備整備工事 1,812,284 1,230,000 67.8%
226 山　形 （福）敬寿会 山形市 山形敬寿園 軽費老 避難用階段改修工事 1,595,000 980,000 61.4%
227 山　形 （福）妙光福祉会 山形市 蔵王やすらぎの里 軽費老 防犯カメラ設置工事 1,251,800 770,000 61.5%
228 山　形 （福）酒田市あすなろ福祉会 酒田市 あすなろ 自立訓練・就労継支B(障) 福祉車両 4,400,000 1,500,000 34.0%
229 山　形 （福）みらい 新庄市 パリス保育園 保育所 園庭改修工事 1,254,000 770,000 61.4%

計 5　件 10,313,084 5,250,000 50.9%

230 茨　城 （福）欣水会 土浦市 滝の園 特養老 電動ベッド 6,141,300 1,510,000 24.5%
231 茨　城 （福）芳香会 古河市 青嵐荘養護老人ホーム 養護老 送迎車両 3,380,000 860,000 25.4%
232 茨　城 （福）英伸会 守谷市 七福神 老人デイ 福祉車両 3,558,676 1,260,000 35.4%
233 茨　城 （福）桂雄会 ひたちなか市 はまぎくの里 老人デイ 送迎車両 2,480,000 860,000 34.6%
234 茨　城 （福）常新会 土浦市 シルトピア 特養老 温水機取替工事 5,500,000 1,510,000 27.4%

計 5　件 21,059,976 6,000,000 28.4%

235 栃　木 （福）優心会 鹿沼市 シンフォニーあわの 施設支援(障) 特殊浴槽 4,848,800 1,160,000 23.9%
236 栃　木 （福）パステル 小山市 フロンティアおやま 生活介護・就労継支Ｂ(障) 送迎車両 3,280,000 1,500,000 45.7%
237 栃　木 （福）法光会 足利市 やままえ保育園 保育所 送迎車両 6,124,184 1,500,000 24.4%
238 栃　木 （福）明神保育園 日光市 明神保育園 保育所 エアコン 3,214,860 1,100,000 34.2%

計 4　件 17,467,844 5,260,000 30.1%

239 群　馬 （福）こころみの会 邑楽郡邑楽町 つむぎの里 老人デイ 福祉車両 3,060,000 1,500,000 49.0%
240 群　馬 （特非）吾妻の福祉を推進する会 吾妻郡東吾妻町 星の王子さま２ 放課後デイ(障) 福祉車両 1,835,757 990,000 53.9%
241 群　馬 （福）伊勢崎かしま会 伊勢崎市 かしま 老人デイ 送迎車両 2,348,420 1,270,000 54.0%
242 群　馬 （福）館邑会 邑楽郡邑楽町 陽光園 生活介護(障) 福祉車両 3,300,000 1,500,000 45.4%

計 4　件 10,544,177 5,260,000 49.8%

243 埼　玉 （福）徳寿会 久喜市 ゆとり野デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 2,740,000 1,000,000 36.4%
244 埼　玉 （福）はなわ福祉会 本庄市 はなわの杜 施設支援・就労継支Ｂ(障) 送迎車両 2,650,000 1,900,000 71.6%
245 埼　玉 （福）慈徳院 比企郡嵐山町 こどもの心のケアハウス嵐山学園 児童福祉 送迎車両 1,466,270 950,000 64.7%
246 埼　玉 （福）あらぐさ福祉会 上尾市 障害者生活支援センターあらぐさ 地活支援センター(障) 福祉車両 2,221,270 1,400,000 63.0%

計 4　件 9,077,540 5,250,000 57.8%
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247 神奈川 （福）そよかぜの丘 横浜市港南区 港南中央地域活動ホームそよかぜの家 生活介護(障) 福祉車両 3,626,145 2,230,000 61.4%
248 神奈川 （福）ともかわさき 川崎市中原区 どりーむ 生活介護(障) 送迎車両 2,975,000 2,230,000 74.9%
249 神奈川 （福）碧 茅ヶ崎市 クロスＫ 生活介護(障) 送迎車両 3,480,000 2,230,000 64.0%

計 3　件 10,081,145 6,690,000 66.3%

250 富　山 (福）東般若保育園 砺波市 東般若保育園 保育所 屋上ベランダ防水及び外壁修理工事 8,184,000 2,250,000 27.4%
251 富　山 (特非）しおんの家 富山市 しおんの家・信 老人デイ 福祉車両 3,682,504 2,760,000 74.9%
252 富　山 (福）福岡福祉会 高岡市 アルテン赤丸 特養老 福祉車両 1,660,000 1,240,000 74.6%

計 3　件 13,526,504 6,250,000 46.2%

253 石　川 （福）うちなだの里 河北郡内灘町 うちなだ福祉作業所 就労継支Ｂ(障) 福祉車両 3,706,590 2,030,000 54.7%
254 石　川 （福）明峰会 小松市 菜の花 老人デイ 福祉車両 4,478,920 2,450,000 54.7%
255 石　川 （福）鹿北福祉会 七尾市 秀楽園 特養老 電動ベッド 1,199,000 770,000 64.2%

計 3　件 9,384,510 5,250,000 55.9%

256 福　井 （福）たけふ福祉会 越前市 さんハウスたけふ 福祉ホーム(障) 福祉車両 1,884,000 980,000 52.0%
257 福　井 （福）紫水の郷 大野市 フレンドリーぶな 就労移支・就労継支Ｂ(障) 送迎車両 3,937,770 2,030,000 51.5%
258 福　井 （福）上庄保育園 大野市 上庄こども園 認定こども園 送迎車両 4,400,000 2,250,000 51.1%

計 3　件 10,221,770 5,260,000 51.4%

259 山　梨 （福）あすなろ福祉会 甲府市 あすなろ工房 就労移支・就労継支B(障) 送迎・運搬車両 2,323,045 1,410,000 60.6%
260 山　梨 （特非）来未 甲府市 いろどり 就労継支Ｂ(障) 焼き芋機 748,000 460,000 61.4%
261 山　梨 （福）心和会 甲府市 春光園 特養老 福祉車両 1,681,293 1,020,000 60.6%
262 山　梨 （福）ゆうゆう 甲府市 わたぼうし 児童福祉 カウンター、本棚 1,479,500 900,000 60.8%
263 山　梨 （特非）森の劇場 南アルプス市 森の劇場 児童福祉 パソコン、事業所改修工事 1,527,000 1,090,000 71.3%
264 山　梨 （福）おひさま 南アルプス市 ポッポの家 認定こども園 園内造園工事 2,099,000 1,280,000 60.9%

計 6　件 9,857,838 6,160,000 62.4%

265 長　野 （福）依田窪福祉会 上田市 グループホーム和田 認知症共同(老) 床走行リフト、コールシステム 1,499,103 830,000 55.3%
266 長　野 （福）ジェイエー長野会 長野市 りんごの郷 特養老 福祉車両 1,816,420 1,010,000 55.6%
267 長　野 （福）高遠さくら福祉会 伊那市 さくらの里 特養老 温水ボイラー 6,380,000 3,530,000 55.3%

計 3　件 9,695,523 5,370,000 55.3%
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268 岐　阜 (福)薫風会 多治見市 エバーグリーン 特養老 福祉車両 4,214,127 1,830,000 43.4%
269 岐　阜 (福)博愛福祉会 美濃市 下牧保育園 認定こども園 空調機 3,080,000 1,340,000 43.5%
270 岐　阜 (福)杉和会 不破郡関ケ原町 優・悠・邑 特養老 生ごみ処理機 4,862,000 2,100,000 43.1%

計 3　件 12,156,127 5,270,000 43.3%

271 静　岡 （福）富士会 熱海市 富士保育園 保育所 屋上補修工事 3,031,600 1,640,000 54.0%
272 静　岡 （特非）こころ 島田市 りなむ 就労継支Ｂ(障) トイレ改修工事 1,141,525 620,000 54.3%
273 静　岡 （福）十字の園 浜松市北区 オリブ 障害者支援(障) プレハブ冷凍冷蔵庫 2,839,100 1,540,000 54.2%
274 静　岡 （福）南浜名湖会 湖西市 ひまわり授産所 就労継支Ｂ(障) 送迎・運搬車両 2,696,011 1,460,000 54.1%

計 4　件 9,708,236 5,260,000 54.1%

275 三　重 （福）フレンド 松阪市 松阪工作所 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 2,820,000 2,110,000 74.8%
276 三　重 （特非）アイ・コラボレーション伊賀 伊賀市 アイ・コラボレーション伊賀 就労継支Ｂ(障) プリンター 199,100 140,000 70.3%
277 三　重 （特非）ＯＮＥ 桑名市 ヴェルチュ 就労移支(障) 送迎車両 3,321,500 2,470,000 74.3%

計 3　件 6,340,600 4,720,000 74.4%

278 滋　賀 （福） 小羊会 近江八幡市 むべの里・島 老人デイ 福祉車両 1,754,260 1,000,000 57.0%
279 滋　賀 （福）やまびこ福祉会 蒲生郡竜王町 やまびこ作業所 生活介護(障) 福祉車両 1,846,070 1,000,000 54.1%
280 滋　賀 （特非） かがやき 甲賀市 青少年支援ハウス 輝 地活支援センター(障) 送迎車両 1,341,780 860,000 64.0%
281 滋　賀 （福） こなんＳＳＮ 草津市 こなんＳＳＮ 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 950,000 630,000 66.3%
282 滋　賀 （特非）ほのぼのハウスまあるい 栗東市 ほのぼのハウスまあるい 老人デイ 福祉車両 1,708,198 1,000,000 58.5%
283 滋　賀 （福）近江はちまん社会福祉事業協会 近江八幡市 ありす保育園 保育所 組立プール 2,457,400 1,000,000 40.6%
284 滋　賀 （福）志賀福祉会 大津市 近江舞子しょうぶ苑 特養老 冷温蔵配膳車 858,000 480,000 55.9%

計 7　件 10,915,708 5,970,000 54.6%

285 大　阪 （福）恵壽会 大阪府岸和田市 東岸和田こども園 認定こども園 スチームコンベクションオーブン・食器洗浄機 2,805,000 2,050,000 73.0%
286 大　阪 （特非）泉州自立支援センター 大阪府和泉市 ともにー 就労継支A・B（障） 自動紐掛機 1,507,000 1,100,000 72.9%
287 大　阪 （福）大阪聴覚障害者福祉会 大阪府羽曳野市 あいらぶ工房 生活介護・・就労移支・就労継支B（障） 福祉車両 3,370,160 2,100,000 62.3%

計 3　件 7,682,160 5,250,000 68.3%
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288 奈　良 (福)　仁南会 御所市 さうす国見 特養老 福祉車両 1,705,078 780,000 45.7%
289 奈　良 (福)  佐保会 奈良市 佐保苑 軽費老 屋根防水改修工事 5,830,000 3,090,000 53.0%
290 奈　良 (福)  綜合施設美吉野園 吉野郡大淀町 吉野学園 知障児(障) 送迎車両 1,030,000 470,000 45.6%
291 奈　良 (福)  奈良市和楽園 奈良市 和楽園 軽費老 ボイラー 4,070,000 910,000 22.3%

計 4　件 12,635,078 5,250,000 41.5%

292 和歌山 (福)生石会 海草郡紀美野町 ひかり作業所 就労継支Ｂ(障) 外装改修工事 3,465,000 980,000 28.2%
293 和歌山 (福)しあわせ 和歌山市 しあわせ 老人デイ 福祉車両 2,800,000 980,000 35.0%
294 和歌山 (福)こじかの会 日高郡美浜町 こじか保育園 保育所 フェンス及び造成工事 1,478,829 980,000 66.2%
295 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Ｂ(障) 運搬車両 1,398,700 970,000 69.3%
296 和歌山 (福)橋本福祉会 橋本市 夢あじさい 就労継支Ａ・Ｂ(障) 畦塗機 793,760 580,000 73.0%
297 和歌山 (福)きのかわ福祉会 岩出市 ふるさとファーム 就労継支Ｂ(障) 送迎・運搬車両 1,150,000 780,000 67.8%

計 6　件 11,086,289 5,270,000 47.5%

298 鳥　取 (福)敬仁会 倉吉市 シルバー倉吉 養護老 電動ベッド 213,620 160,000 74.8%
299 鳥　取 (特非)鳥取県自閉症協会 鳥取市 鳥取県自閉症協会 自閉症 事務所改修工事 484,000 360,000 74.3%
300 鳥　取 (特非)共生会 米子市 ワークセンターほほえみ 就労継支Ｂ(障) 施設改修工事 2,304,500 1,000,000 43.3%
301 鳥　取 (特非)西部ろうあ仲間サロン会 米子市 西部ろうあ仲間サロン会 聴覚障害支援 施設改修工事 2,540,000 1,000,000 39.3%
302 鳥　取 (特非)穗のしるべ 境港市 穗のしるべグループホーム 就労継支Ｂ・障グループホーム(障) 居室エアコン 935,000 700,000 74.8%
303 鳥　取 (特非)きらめき 西伯郡大山町 ストーク作業所 就労継支A・B(障) ビニールハウス張替 1,209,309 900,000 74.4%
304 鳥　取 (福)讃美会 鳥取市 おれんじ湖山デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 2,058,682 1,000,000 48.5%
305 鳥　取 (福)れしーぶ 八頭郡八頭町 HAL PLACE 就労継支B(障) 送迎車両 1,181,840 870,000 73.6%

計 8　件 10,926,951 5,990,000 54.8%

306 島　根 （福）萌友福祉会 雲南市 みとやの郷 特養老 入浴用リフト 1,119,720 830,000 74.1%
307 島　根 （福）やすぎ福祉会 安来市 しらさぎ苑 特養老 福祉車両 4,400,000 1,000,000 22.7%
308 島　根 （福）いわみ福祉会 浜田市 ワークくわの木江津事業所 生活介護・就労継支Ｂ(障) コーヒーミル・ラベルプリンタ 1,021,020 760,000 74.4%
309 島　根 （福）亀の子　 大田市 遊亀館 就労移支・就労継支Ａ(障) 運搬車両 1,384,710 900,000 64.9%
310 島　根 （福）共和会 松江市 新生園 救護 送迎車両 2,900,000 1,000,000 34.4%
311 島　根 （福）大田市社会福祉事業団 大田市 ビラたかやま 通所介護(老) 送迎車両 1,289,632 830,000 64.3%

計 6　件 12,115,082 5,320,000 43.9%
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312 岡　山 (福)子育てサポートもみの木 岡山市北区 もみの木保育園 保育所 プールろ過機 1,133,000 690,000 60.9%
313 岡　山 （特非）あおぞら会 岡山市中区 なごみ 就労継支A(障) 送迎・運搬車両 2,763,390 1,270,000 45.9%
314 岡　山 (福)リンク 倉敷市 倉敷地域基幹相談支援センター 相談支援(障) 訪問車両 1,099,850 670,000 60.9%
315 岡　山 (福)千寿福祉会 津山市 そうじゃ晴々 小規模多機能(老) 福祉車両 1,000,000 620,000 62.0%
316 岡　山 (福)恭和会 井原市 サンライズ 老人デイ 送迎車両 2,285,100 1,050,000 45.9%
317 岡　山 (特非)東備 備前市 とうびホーム 障グループホーム(障) 浴室改修工事 1,100,000 670,000 60.9%

計 6　件 9,381,340 4,970,000 52.9%

318 広　島 （福）翁仁会 府中市 ほのぼの苑 特養老 特殊浴槽 6,600,000 3,410,000 51.6%
319 広　島 （福）創樹会 福山市 さわらび 生活介護（障） 福祉車両 3,635,000 1,870,000 51.4%
320 広　島 （福）芙蓉の家 福山市 さぽーと 老人デイ 給水ポンプユニット更新工事 935,000 700,000 74.8%

計 3　件 11,170,000 5,980,000 53.5%

321 山　口 （福）周陽会 周南市 社会就労センター セルプ周陽 就労継支B(障) 印刷用製本機 5,500,000 2,000,000 36.3%
322 山　口 （福）くすの園 下関市 くすの園 生活介護(障) 送迎車両 6,837,310 2,120,000 31.0%
323 山　口 （福）明和会 長門市 明和苑 特養老 福祉車両 3,550,000 2,000,000 56.3%

計 3　件 15,887,310 6,120,000 38.5%

324 徳　島 （福）阿波国慈恵院 徳島市 阿波国慈恵院 養護児 送迎車両 1,690,000 1,000,000 59.1%
325 徳　島 （福）めばえ会 板野郡北島町 めばえ 認定こども園 消毒保管機 495,000 370,000 74.7%
326 徳　島 （福）悠林舎 阿南市 シーズ 生活介護(障) 厨房機器 930,600 690,000 74.1%
327 徳　島 （特非)轍 徳島市 シェア轍 老人福祉 事務所改修工事 1,585,100 1,000,000 63.0%
328 徳　島 （福）十字会 三好郡東みよし町 工房ヴィレッジ 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 2,913,162 1,380,000 47.3%
329 徳　島 （福）蒼生会 徳島市 論田ひまわり保育園 保育所 エアコン 1,081,300 810,000 74.9%

計 6　件 8,695,162 5,250,000 60.3%

330 香　川 （特非）あじさいの会 高松市 ほたるの里指定通所介護事業所 老人デイ テーブル・ソファーベッド 544,390 400,000 73.4%
331 香　川 （福）光志福祉会 丸亀市 ネムの木デイサービス円座 老人デイ 福祉車両 3,450,000 2,020,000 58.5%
332 香　川 （特非）きぼうの木 高松市 ふたば 障害児通所支援 送迎車両 2,210,000 1,290,000 58.3%
333 香　川 （福）誠心会 丸亀市 はらだこども園 認定こども園 屋外遊具 3,971,000 2,340,000 58.9%

計 4　件 10,175,390 6,050,000 59.4%

－18－



交付
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

334 愛　媛 （福）Sign 今治市 パドル 就労移支・就労継支Ｂ(障) 福祉車両 3,360,920 1,500,000 44.6%
335 愛　媛 （福）ひまわり育成会 西予市 宇和ひまわりの郷 生活介護・就労継支Ｂ(障) 送迎・運搬車両 2,615,420 1,500,000 57.3%
336 愛　媛 （福）伊方福祉会 西宇和郡伊方町 ワークいかた 生活介護・就労移支・就労継支Ｂ(障) 福祉車両 2,974,880 1,500,000 50.4%
337 愛　媛 （福）正和会 宇和島市 A･I　Hope 就労継支Ａ(障) 運搬車両 1,120,000 810,000 72.3%

計 4　件 10,071,220 5,310,000 52.7%

338 高　知 （福）てくとこ会 高知市 オーシャンクラブ 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 3,160,000 1,500,000 47.4%
339 高　知 （特非）地域福祉サポートあ・とむ 土佐市 こなつ 老人デイ 送迎車両 2,480,000 1,500,000 60.4%
340 高　知 （福）ゆめのき 四万十市 リトル・フレンド 保育所 屋外遊具 1,954,700 1,320,000 67.5%
341 高　知 （特非）あおぞら広場Ａｚｏｎｏ 高知市 Ａｚｏｎｏにこにこ駅 保育所 外構修繕工事 1,243,000 930,000 74.8%

計 4　件 8,837,700 5,250,000 59.4%

342 佐　賀 (福)佐賀西部コロニー 藤津郡太良町 白石作業所 就労継支Ｂ(障) 玉ねぎ移植機 1,320,000 710,000 53.7%
343 佐　賀 (福)このめ会 嬉野市 このめの里 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 3,135,550 1,800,000 57.4%
344 佐　賀 (福)たちばな会 嬉野市 かがやきの丘 障害者支援施設 キッチンカー 5,536,680 2,770,000 50.0%

計 3　件 9,992,230 5,280,000 52.8%

345 長　崎 （福）旭瑞会 雲仙市 洗心保育園 保育所 送迎車両 3,450,000 1,000,000 28.9%
346 長　崎 （福）民生会 佐世保市 白岳学園 施設支援（障） 作業場改装工事 1,808,400 1,000,000 55.2%
347 長　崎 （福）ことの海会 大村市 わくわく 生活介護（障） 福祉車両 3,101,938 1,000,000 32.2%
348 長　崎 （福）友愛会 長崎市 長崎リハビリテーション 施設支援（障） 福祉車両 4,550,000 1,000,000 21.9%
349 長　崎 （福）寿光会 諫早市 天恵荘 特養老 送迎車両 1,523,535 980,000 64.3%
350 長　崎 （福）秀峯会 五島市 きじの里 特養老 福祉車両 1,820,350 1,000,000 54.9%

計 6　件 16,254,223 5,980,000 36.7%

351 熊　本 （特非）こまちの森 熊本市北区 こまちの森 就労継支Ｂ(障) 送迎・運搬車両 1,250,000 750,000 60.0%
352 熊　本 （特非）誠桜の樹 菊池市 ユニコーン 児童デイ(障) 福祉車両 2,219,620 1,330,000 59.9%
353 熊　本 （特非）やまが元気倶楽部 山鹿市 元気が出るデイサービス温泉プラザ 通所介護(老) 送迎車両 1,500,000 900,000 60.0%
354 熊　本 （特非）阿蘇きぼうの家 阿蘇市 阿蘇きぼうの家 就労継支Ｂ・地活支援センター(障) 施設入口工事 2,200,000 1,270,000 57.7%
355 熊　本 （特非）ひだまりの家 天草市 ひだまりの家 地活支援センター(障) 送迎車両 3,280,000 1,920,000 58.5%

計 5　件 10,449,620 6,170,000 59.0%
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356 大　分 (特非)オーバー 豊後大野市 　ホームヘルプセンターももたろう 訪問介護(老) 福祉車両 1,800,000 910,000 50.5%
357 大　分 (特非)おおいた成年後見権利擁護支援センター 臼杵市 (特非)おおいた成年後見権利擁護支援センター 地域福祉・成年後見(障) 送迎車両 1,710,000 910,000 53.2%
358 大　分 (福)ぴぃたぁパンの家 日田市 ぴぃたぁパン 生活介護・就労継支B(障) 送迎車両 2,900,000 910,000 31.3%
359 大　分 (特非)ぴいあ 中津市 福祉ショップ　心の駅 就労継支B(障) 送迎車両 1,090,000 720,000 66.0%
360 大　分 (福)日田市しらゆり会 日田市 ひた福祉就労センター 社会授産(障) 屋根改修工事 1,540,000 900,000 58.4%
361 大　分 (福)県南福祉会 佐伯市 ゆめあーる 障グループホーム(障) 特殊浴槽 1,437,250 900,000 62.6%

計 6　件 10,477,250 5,250,000 50.1%

362 宮　崎 （福）奨禮会 都城市 どりーむわーくす 就労継支Ｂ(障) 収穫機・トレーラ 4,620,000 1,500,000 32.4%
363 宮　崎 （特非）希親会 都城市 なないろ 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 2,626,400 1,300,000 49.4%
364 宮　崎 （特非）天岩戸友愛会 西臼杵郡高千穂町 ふれあい作業所あまてらす 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 1,795,000 1,200,000 66.8%
365 宮　崎 （特非）ふれあい 東臼杵郡門川町 ふれあい 通所介護(老) 送迎車両 1,875,000 1,250,000 66.6%

計 4　件 10,916,400 5,250,000 48.0%

366 鹿児島 （福）有明会 肝属郡東串良町 明光園 養護老 防犯カメラ 470,800 350,000 74.3%
367 鹿児島 （特非）霧島やまびこの会 霧島市 ワークセンターやまびこ 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 3,080,000 1,500,000 48.7%
368 鹿児島 （福）諏訪福祉会 薩摩川内市 川内すわこども園SECOND 認定こども園 送迎車両 3,400,000 1,500,000 44.1%
369 鹿児島 （福）なないろ福祉会 霧島市 なないろこども園 認定こども園 倉庫 1,995,000 1,450,000 72.6%

計 4　件 8,945,800 4,800,000 53.6%

370 沖　縄 （福）喜寿会 南城市 小谷園 特養老 福祉車両 2,180,000 1,000,000 45.8%
371 沖　縄 （福）たまん福祉会 糸満市 就労支援センターたまん 就労移支・就労継支B(障) ガーメントプリンター、プレス機 2,145,000 1,000,000 46.6%
372 沖　縄 （福）若竹福祉会 浦添市 社会就労センターわかたけ 生活介護・就労移支・就労継支B(障) 運搬車両 2,710,000 1,000,000 36.9%
373 沖　縄 （福）おおぞら福祉会 宮古島市 ぽっぽ保育園 保育所 防犯カメラ 431,200 320,000 74.2%
374 沖　縄 （福）養秀福祉会 那覇市 琴の音保育園 保育所 外部手摺補修工事 440,000 300,000 68.1%
375 沖　縄 （特非）ロービジョンライフ沖縄 那覇市 ロービジョンライフ繁多川 就労継支B(障) 音声付レンジグリル、ポータブルレコーダー 227,029 170,000 74.8%
376 沖　縄 （特非）アンビシャス 那覇市 アンビシャス 地域福祉 ソーラーパネル、発電機 466,000 340,000 72.9%
377 沖　縄 （特非）海莉 沖縄市 くれよん！ 障害児通所支援 送迎車両 1,530,000 1,140,000 74.5%
378 沖　縄 （特非）ToiToi 沖縄市 ToiToi 障害児通所支援 パルスメーター、救急セット 1,072,478 780,000 72.7%

計 9　件 11,201,707 6,050,000 54.0%

171　件 419,642,462 209,110,000 49.8%
378　件 983,256,630 489,070,000 49.7%

府県合計　

 総合計
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