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（  ）内は前年度

　 総件数 件 (          378件 対前年比 100.2％）
総　額 千円 ( 510,040千円 　〃 　　  99.3％）

　  交付額 千円 ( 482,770千円 　〃 　　  99.7％）
内訳　　加算額 千円 ( 6,300千円 　〃 　 　 66.3％）

　  事務費 千円 ( 20,970千円 　〃 　    100.0％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 14 (16) 31,300 (31,110)
函　館 15 (16) 23,170 (23,120)
福　島 21 (20) 23,850 (24,200)
新　潟 17 (16) 23,060 (23,120)
中　山 24 (26) 29,740 (31,680)
東　京 30 (24) 35,800 (36,670)
中　京 15 (15) 23,960 (23,920)
京　都 18 (19) 32,020 (31,860)
阪　神 39 (37) 31,220 (31,110)
九　州 17 (18) 23,910 (23,170)

馬主協会　計 210 (207) 278,030 (279,960)
Ⅱ 府県 （38） 169 (171) 207,770 (209,110)
Ⅰ+Ⅱ    合計 379 (378) 485,800 (489,070)
Ⅲ   事務費 20,970 (20,970)
総合計 379 (378) 506,770 (510,040)

決定交付額（千円）

令和３事業年度   施設整備等助成金交付額内訳

 件数（件）

506,770
379

481,620
4,180

20,970
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１０馬主協会－２１０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 （特非）南宗谷ひだまりの会 枝幸郡枝幸町 ともいきホーム 障グループホーム(障) 居室増設工事 4,125,000 3,000,000 72.7%
2 札　幌 （福）新冠ほくと園 新冠郡新冠町 節婦ぽろしりの里 施設支援(障) いす式階段昇降機 2,970,000 2,220,000 74.7%
3 札　幌 （福）清水旭山学園 上川郡清水町 清水旭山学園 障害者支援 福祉車両 2,217,969 1,660,000 74.8%
4 札　幌 （福）シルバニア 札幌市東区 ウィズ東苗穂 就労継支A(障) 溶接機、加工機 2,231,900 1,670,000 74.8%
5 札　幌 （福）さっぽろひかり福祉会 札幌市東区 ひかり工房 就労継支A・B(障) 店舗改修工事
　 3,169,430 2,370,000 74.7%
6 札　幌 （福）豊生会 札幌市東区 ひかりの 小規模多機能居宅介護(障) 福祉車両 3,752,754 2,500,000 66.6%
7 札　幌 （福）共友会 札幌市西区 札幌福祉印刷 就労継支A(障) 製版機 3,641,000 2,730,000 74.9%
8 札　幌 （特非）福祉旭川共有会 旭川市 きずな 生活介護(障) 福祉車両 3,200,000 2,400,000 75.0%
9 札　幌 （特非）鷹の巣 旭川市 栞 老人グループホーム 屋根改修工事
　 3,205,400 2,400,000 74.8%

10 札　幌 （特非）グループホームいちご畑 旭川市 いちご畑 老人グループホーム 屋根塗装・外壁補修工事
　 1,925,000 1,430,000 74.2%
11 札　幌 （福）旭川ねむのき会 旭川市 ねむのきワークセンター 就労継支Ｂ・生活介護(障) 送迎車両 3,450,000 2,420,000 70.1%
12 札　幌 （福）ゆあみ会 岩見沢市 らいむ 生活介護(障) 送迎車両 3,231,860 2,420,000 74.8%
13 札　幌 （特非）北海道こども発達研究センタ― 札幌市手稲区 あいびー・ぽらりす 児童発達支援・放課デイ(障) 送迎車両 3,180,000 2,380,000 74.8%

40,300,313 29,600,000 73.4%
14 札場外 （福）慈光園 札幌市豊平区 みのり保育所 保育所 食器消毒保管庫、エアコン、ガスコンベクション 2,289,100 1,700,000 74.2%

2,289,100 1,700,000 74.2%
合計 14　件 42,589,413 31,300,000 73.4%

15 函　館 （福）函館カリタスの園 函館市 旭ヶ岡の家 特養老 給湯設備取替 4,620,000 1,960,000 42.4%
16 函　館 （福）敬聖会 函館市 グループホームききょう 認知症共同（老） 福祉車両 3,447,000 1,490,000 43.2%
17 函　館 （福）つぐみ園 函館市 つぐみ保育園 認定こども園 駐車場ロードヒーティング設置工事 3,850,000 1,650,000 42.8%
18 函　館 （福）函館厚生院 函館市 百楽園 特養老 食器保管庫、ガステーブル、冷蔵庫 1,852,400 870,000 46.9%
19 函　館 （福）函館緑風会 函館市 グループホームふるーる 障グループホーム(障) 福祉車両 3,146,100 1,370,000 43.5%
20 函　館 （特非）はあと 北斗市 はあと 就労継支B(障) 送迎車両 3,500,000 1,400,000 40.0%
21 函　館 （福）恵盛会希望の家 余市郡余市町 ふろ～む・ながはし 児童デイ(障) 送迎車両 3,291,860 1,360,000 41.3%
22 函　館 （福）優和会 白老郡白老町 デイサービスくぬぎ 認知症通所（老） 福祉車両 4,260,000 1,710,000 40.1%
23 函　館 （特非）せたな共同作業所ふれんど 久遠郡せたな町 せたな共同作業所ふれんど 就労継支B(障) トイレ改修事業 3,520,000 1,410,000 40.0%
24 函　館 （特非）かがりの杜 亀田郡七飯町 大地 就労継支B(障) 洗濯機、乾燥機、紐掛機 6,161,000 2,000,000 32.4%
25 函　館 （福）倶知安福祉会 虻田郡俱知安町 グループホーム羊蹄 認知症共同（老） 暖房器具 4,048,000 1,620,000 40.0%

令和 ３ 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１３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）愛和福祉会 札幌市北区 愛和の里きもべつ 施設支援(障) 送迎車両 3,636,250 1,460,000 40.1%
27 函　館 （特非）ラメールもり 茅部郡森町 ショートステイ豊生園,デイサービスセンターラメール 老人短期・老人デイ(老) 福祉車両 4,700,000 1,900,000 40.4%
28 函　館 （福）愛誠会 勇払郡むかわ町 ほべつ誠和 施設支援(障) 蒸気ボイラ 3,740,000 1,500,000 40.1%
29 函　館 （福）塩谷福祉会 小樽市 せせらぎ・青葉 就労継支B・生活訓練(障) 福祉車両 3,668,000 1,470,000 40.0%
合計 15　件 57,440,610 23,170,000 40.3%

30 福　島 (福）明生会 いわき市 悠々の里 軽費老 エアコン 1,769,680 1,320,000 74.5%
31 福　島 (福）けやきの村 福島市 青松苑 就労継支B・生活介護（障） 冷温蔵配膳車 2,032,800 1,440,000 70.8%
32 福　島 (保護）至道会 福島市 至道会 更生保護 送迎車両 1,375,000 1,030,000 74.9%
33 福　島 (福）常照福祉会 福島市 にわさかこども園 認定こども園 受水槽給水ポンプ 1,485,000 1,110,000 74.7%
34 福　島 (福）エル・ファロ いわき市 未来空間 障グループホーム(障) 福祉車両 1,895,000 1,420,000 74.9%
35 福　島 (福）しんち福祉会 相馬郡新地町 新地ホーム 特養老 特殊浴槽 6,127,000 1,500,000 24.4%
36 福　島 (特非)あおば 双葉郡双葉町 あおば 就労継支B（障） エアコン 1,930,000 1,440,000 74.6%
37 福　島 (福）福島愛育園 福島市 福島愛育園 養護児 キッチン改修工事 3,740,000 1,500,000 40.1%
38 福　島 (特非）ぼーんず 南相馬市 ぼーんずB 就労継支B(障) パン生地づくり機 1,309,000 980,000 74.8%
39 福　島 (特非）咲 福島市 つぼみ 就労継支B(障) 送迎車両 1,003,631 750,000 74.7%
40 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) 自動水栓取付工事 427,900 320,000 74.7%
41 福　島 (特非）天使の唄 福島市 桑の実 就労継支A(障) コンベクションオーブン、オーブンレンジ 333,740 250,000 74.9%
42 福　島 (福）岩瀬福祉会 岩瀬郡鏡石町 長沼ホーム 特養老 福祉車両 1,920,795 1,360,000 70.8%
43 福　島 (特非）後藤至誠記念会 郡山市 あさかの杜温泉デイサービス 老人デイ 福祉車両 2,954,860 1,500,000 50.7%
44 福　島 (福）甲子の里福祉会 西白河郡西郷村 甲子の里希望の家 就労継支B(障) 運搬車両 1,269,130 950,000 74.8%
45 福　島 (特非）あいの里 会津若松市 あいの里 就労継支B(障) 外部階段改修工事 1,059,300 790,000 74.5%
46 福　島 (特非）BFCふくしま 福島市 ゆ～もあ～と 就労継支B(障) 空気清浄機 1,878,030 1,400,000 74.5%
47 福　島 (福）会津長寿園 会津若松市 会津長寿園デイサービスセンター 老人デイ 特殊浴槽 12,793,000 1,500,000 11.7%
48 福　島 (福）桜桃会 福島市 さくらんぼ保育園 保育所 食器洗浄機、スチームコンベクション 1,385,175 1,030,000 74.3%
49 福　島 (福）厚慈会 伊達郡国見町 国見の里 特養老 福祉車両 3,887,866 1,500,000 38.5%

50,576,907 23,090,000 45.6%
50 福場外 (福）会津児童園 会津若松市 会津児童園 養護児 建具取付・駐車場工事 1,023,000 760,000 74.2%

1,023,000 760,000 74.2%
合計 21　件 51,599,907 23,850,000 46.2%

計２０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

51 新　潟 （特非）作業所あゆみ 新発田市 作業所あゆみ 地活支援センター(障) 送迎車両 1,420,000 960,000 67.6%
52 新　潟 （福）克己会 五泉市 太田園 保育所 送迎車両 3,680,000 1,950,000 52.9%
53 新　潟 （福）三条嵐南老人福祉会 三条市 薬師の郷 老人デイ 福祉車両 4,289,930 1,950,000 45.4%
54 新　潟 （特非）加茂市手をつなぐ育成会 加茂市 雪椿の舎 就労継支B・生活介護(障) ロッカー 197,850 120,000 60.6%
55 新　潟 （福）十日町福祉会 十日町市 なごみの家 就労継支B・生活介護(障) 送迎車両 9,296,760 1,950,000 20.9%
56 新　潟 （特非）あおぞら 新潟市江南区 あおぞらソラシード 就労継支B(障) 駐車場舗装工事 385,000 250,000 64.9%
57 新　潟 （福）清泉会 長岡市 深沢保育園 保育所 園舎外壁改修工事 4,130,000 1,950,000 47.2%
58 新　潟 （福）大谷ゆめみらい 新潟市中央区 大谷ゆめみらい 就労移支・就労継支A(障) 運搬車両 1,635,600 1,060,000 64.8%
59 新　潟 （特非）あいこうえん翼 燕市 あいこうえん翼 就労継支B(障) 送迎車両 2,824,066 1,770,000 62.6%
60 新　潟 （福）慈豊会 阿賀野市 いらかの丘 老人グループホーム 福祉車両 2,509,140 1,510,000 60.1%
61 新　潟 （福）青空福祉会 三条市 きずな工房 就労移支・就労継支B(障) 送迎車両 3,760,000 1,950,000 51.8%
62 新　潟 （福）千清福祉会 新潟市中央区 ゆうりん居宅介護支援センター 居宅介護(老) 訪問車両 1,677,600 1,140,000 67.9%
63 新　潟 （福）仁成福祉協会 新潟市江南区 ケアハウス新寿園 軽費老 福祉車両 2,080,000 1,280,000 61.5%
64 新　潟 （特非）自立生活センター新発田 新発田市 自立生活センター新発田 就労継支B(障) 福祉車両 1,912,370 1,180,000 61.7%
65 新　潟 （福）満日福祉会 新潟市秋葉区 満日こども園 認定こども園 園庭築山造成工事 1,100,000 710,000 64.5%
66 新　潟 （福）新潟臨港福祉会 新潟市東区 桃山園 老人デイ 福祉車両 4,798,450 1,950,000 40.6%
67 新　潟 （福）えちご府中会 上越市 和久楽 特養老 福祉車両 2,073,990 1,380,000 66.5%
合計 17　件 47,770,756 23,060,000 48.2%

68 中　山 （福）長春会 船橋市 たちばな保育園 保育所 階段手すり増設工事 302,500 200,000 66.1%
69 中　山 （福）喜働会 流山市 えどがわ森の保育園 保育所 床修繕工事 2,022,680 1,400,000 69.2%
70 中　山 （福）健善富会 千葉市緑区 真生保育園 保育所 扉、デッキ手摺改修工事 826,659 570,000 68.9%
71 中　山 （福）慈紘園 我孫子市 慈紘保育園 保育所 エアコン更新工事 2,640,000 1,800,000 68.1%
72 中　山 （福）結の陽会 印西市 ゆいのひ保育園 保育所 サッシ交換工事 1,040,000 700,000 67.3%
73 中　山 （特非）ちば地域再生リサーチ 千葉市美浜区 みらいの木 学童保育 送迎車両 2,350,000 1,600,000 68.0%
74 中　山 （福）檸檬会 和歌山県紀の川市 レイモンド汐見丘保育園 保育所 屋内遊具・テーブル 1,546,280 1,000,000 64.6%
75 中　山 （福）千葉県厚生事業団 柏市 ひかり隣保館 特養老 特殊浴槽 6,780,000 1,800,000 26.5%
76 中　山 （福）花和会 千葉市若葉区 サンライズビラ 特養老 トイレ改修工事 2,860,000 1,400,000 48.9%
77 中　山 （福）たむかい 茂原市 あんしん 特養老 エアコン 2,694,230 1,800,000 66.8%
78 中　山 （福）あかぎ万葉 流山市 春の苑 特養老 外壁修繕工事 3,410,000 1,800,000 52.7%
79 中　山 （福）下総会 成田市 名木の里 特養老 特殊浴槽 4,917,000 1,800,000 36.6%
80 中　山 （福）恵洋会 長生郡
睦沢町 睦沢園 特養老 エアコン 2,700,000 1,800,000 66.6%
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

81 中　山 （特非）エヌフィット 東京都中央区 エヌフィットキャリアカレッジ 就労移支・自立訓練(障) パソコン 1,583,736 800,000 50.5%
82 中　山 （福）ベテスダ奉仕女母の家 東京都練馬区 かにた婦人の村 婦人保護 福祉車両 1,796,473 1,200,000 66.7%
83 中　山 （特非）銚子市手をつなぐ
育成会 銚子市 のぞみ 就労継支B(障) 送迎車両 1,790,000 1,200,000 67.0%
84 中　山 （福）千葉市社会福祉協議会 千葉市中央区 つばさ 共同作業所(障) ガス給湯機 181,500 120,000 66.1%
85 中　山 （福）香取学園 香取郡東庄町 龍ヶ谷寮 知障児 棟居室及び洗面所改修工事 2,555,905 1,800,000 70.4%
86 中　山 （特非）インク 市原市 インク 地活支援センター(障) 福祉車両 4,290,000 1,800,000 41.9%
87 中　山 （特非）希望の虹 習志野市 東習志野にじっこ 放課後デイ(障) 空気清浄機、オーブンレンジ 613,800 420,000 68.4%
88 中　山 （福）柊の郷 袖ヶ浦市 ラ・メール木更津 生活介護(障) 福祉車両 2,200,000 1,550,000 70.4%
89 中　山 （福）気づき 松戸市 思いやり保育 児童発達支援 入浴リフト・チェア 833,925 580,000 69.5%
90 中　山 （特非）土曜会 松戸市 ビオラ工房 地活支援センター(障) 運搬車両 1,339,540 900,000 67.1%
91 中　山 （福）つくばね会 我孫子市 はるか 就労移支・就労継支B(障) 運搬車両 2,688,836 1,700,000 63.2%
合計 24　件 53,963,064 29,740,000 55.1%

92 東　京 (福)河辺保育園 青梅市 河辺保育園 保育所 スチームコンベクションオーブン 2,200,000 1,040,000 47.2%
93 東　京 (福)鶴風会 武蔵村山市 東京小児療育病院 施設支援(障) Wi-Fi設備 2,750,000 1,300,000 47.2%
94 東　京 (特非)わたげ あきる野市 わたぼうし 障グループホーム(障) 送迎車両 2,775,546 1,900,000 68.4%
95 東　京 (福)椎の木会 清瀬市 清瀬どんぐりの家 就労継支B(障) 運搬車両 2,900,000 1,400,000 48.2%
96 東　京 (福)黎明会 小平市 澄水園 施設支援(障) 福祉車両 3,690,000 1,400,000 37.9%
97 東　京 (特非)工房マテリアル 多摩市 工房マテリアル 就労継支B(障) 運搬車両 2,843,940 1,400,000 49.2%
98 東　京 (特非)MitoProject 調布市 キナリヤ 就労継支B(障) 食器洗浄機 770,000 490,000 63.6%
99 東　京 (特非)どろんこ会 西東京市 どろんこ作業所 生活介護(障) 福祉車両 3,750,000 1,400,000 37.3%
100 東　京 (福)蕗の会 八王子市 ふきのとう 就労継支B・生活介護(障) 福祉車両 3,600,000 1,740,000 48.3%
101 東　京 (福)もくば会 八王子市 シップス 障グループホーム(障) 福祉車両 3,927,400 1,400,000 35.6%
102 東　京 (特非)まゆだま 八王子市 まゆだま 生活介護(障) 送迎車両 2,888,590 1,900,000 65.7%
103 東　京 (特非)CES 八王子市 ゆいまーる生活館 生活介護(障) 複合機 633,600 320,000 50.5%
104 東　京 (福)イリアンソス 東久留米市 活動センターかなえ 生活介護(障) 福祉車両 3,541,870 1,900,000 53.6%
105 東　京 (福)リブリー 東久留米市 花みずき 障グループホーム(障) 福祉車両 2,278,000 1,190,000 52.2%
106 東　京 (特非)生活支援グループ夢来夢来 東久留米市 へるぱーすてーしょんむくむく 行動援護(障) 福祉車両 3,636,532 1,740,000 47.8%
107 東　京 (福)東京コロニー 東村山市 トーコロ青葉ワークセンター 就労移支・就労継支B(障) ロッカー 336,392 250,000 74.3%
108 東　京 (特非)食工房 ぱる 東大和市 食工房ぱる 就労継支B(障) 運搬車両 1,100,000 820,000 74.5%
109 東　京 (福)あすはの会 昭島市 障害者就労プラザあいあい 就労継支B(障) 送迎車両 2,700,440 1,260,000 46.6%
110 東　京 (福)紫苑の会 町田市 シャロームの家 生活介護(障) スチームコンベクションオーブン 1,760,000 1,320,000 75.0%
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111 東　京 (福)コロロ学舎 西多摩郡瑞穂町 瑞学園 生活介護(障) 送迎車両 7,321,300 1,400,000 19.1%
112 東　京 (特非)みずほまち精神保健福祉会 西多摩郡瑞穂町 瑞穂町精神障害者地域活動支援センターひまわり 地活支援センター(障) 椅子、冷蔵庫、洗濯機、ブロワー 639,270 440,000 68.8%
113 東　京 (福)むうぷ 三鷹市 むうぷ舎新川 就労継支B(障) 運搬車両 1,450,000 750,000 51.7%
114 東　京 (福)芳洋会 西多摩郡日の出町 ひので理想郷の園 通所介護(老) 福祉車両 4,174,690 1,400,000 33.5%
115 東　京 (福)合掌苑 町田市 鶴のさと 通所介護(老) 福祉車両 3,228,280 1,030,000 31.9%

64,895,850 29,190,000 44.9%
116 東場外 (特非)結ぶ会 港区 NPO法人結ぶ会 相談事業(障) 送迎車両 1,870,000 1,330,000 71.1%
117 東場外 (福)足立邦栄会 足立区 かえで 施設支援(障) 特殊浴槽 5,841,000 1,500,000 25.6%
118 東場外 (特非)コスモス会 足立区 コスモス会 就労継支B(障) 運搬車両 2,967,600 1,740,000 58.6%
119 東場外 (福)原町成年寮 葛飾区 葛飾通勤寮 自立訓練(障) 訪問車両 1,961,590 1,270,000 64.7%
120 東場外 (福)桜雲会 新宿区 桜雲会 点字図書館 点字プリンター 1,039,500 530,000 50.9%
121 東場外 (福)もえぎの会 目黒区 しいの実社 就労継支B・生活介護(障) クッキングヒーター 341,000 240,000 70.3%

14,020,690 6,610,000 47.1%
合計 30　件 78,916,540 35,800,000 45.3%

122 中　京 （福）名肢会 名古屋市西区 サンホープ名古屋 生活介護(障) 福祉車両 4,530,000 2,350,000 51.8%
123 中　京 （福）みなと福祉会 名古屋市港区 あしたの家 生活介護(障) 福祉車両 3,800,000 2,000,000 52.6%
124 中　京 （福）王寿曾 豊橋市 王寿会 特養老 福祉車両 4,062,790 2,200,000 54.1%
125 中　京 （福）名古屋ライトハウス 名古屋市昭和区 港ワークキャンパス 就労継支A(障) 送迎車両 3,900,000 2,100,000 53.8%
126 中　京 （福）エゼル福祉会 名古屋市西区 WILL 生活介護(障) 送迎車両 1,920,000 1,100,000 57.2%
127 中　京 （福）放光福祉会 瀬戸市 ひかりみつる保育園 保育所 屋外遊具 1,400,000 950,000 67.8%
128 中　京 （福）大府福祉会 大府市 たくと大府 生活介護(障) 運搬車両 2,491,930 1,300,000 52.1%
129 中　京 （福）恵の実 豊川市 恵の実「ステップくん」 放課後デイ(障) 送迎車両 1,804,540 1,000,000 55.4%
130 中　京 （福）新城福祉会 新城市 第2矢部ホーム 障グループホーム(障) 特殊浴槽、シャワーチェア 3,795,000 2,000,000 52.7%
131 中　京 （福）ふれ愛名古屋 名古屋市港区 かえで 重度支援(障) 福祉車両 2,550,000 1,500,000 58.8%
132 中　京 （福）楽笑 蒲郡市 日中支援センター禄兵衛 生活介護(障) 福祉車両 4,445,561 2,310,000 51.9%
133 中　京 （福）憩の郷 大府市 ライム 就労継支B・自立訓練(障) 送迎車両 2,658,030 1,500,000 56.4%
134 中　京 （特非）ノッポの会 名古屋市西区 花いちもんめ　すみれ 老人デイ 送迎車両 2,580,000 1,500,000 58.1%
135 中　京 （福）無門福祉会 豊田市 むもんカンパニー 就労継支B(障) 運搬車両 2,500,000 1,300,000 52.0%

42,437,851 23,110,000 54.4%計１４件

計２４件

計６件
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136 中京外 （福）貴和会 名古屋市中村区 アカデミックケアホーム太閤 特養老 手織機 1,273,800 850,000 66.7%
1,273,800 850,000 66.7%

合計 15　件 43,711,651 23,960,000 54.8%

137 京　都 （福）久御山福祉会 久世郡久御山町 和音くみやま作業所 就労継支B・生活介護（障） 福祉車両 3,660,000 2,400,000 65.5%
138 京　都 （特非）京都DARC 京都市伏見区 デイセンターマハロ 自立訓練（障） 送迎車両 3,538,765 2,400,000 67.8%
139 京　都 （福）青葉学園 亀岡市 青葉学園 養護児 送迎車両 3,289,269 2,000,000 60.8%
140 京　都 （福）こもれび 宇治市 クローバー 生活介護（障） 福祉車両 3,580,730 2,000,000 55.8%
141 京　都 （福）えのき会 京都市伏見区 さくらの家　分室 生活介護（障） 福祉車両 1,987,860 1,100,000 55.3%
142 京　都 （福）亀岡福祉会 亀岡市 デイセンターぽれぽれ 生活介護（障） 福祉車両 3,653,910 2,400,000 65.6%
143 京　都 （福）西山福祉会 京都市西京区 西山寮 特養老 福祉車両 3,570,000 2,000,000 56.0%
144 京　都 （福）勧修福祉会 京都市山科区 長楽園 特養老 福祉車両 2,076,270 1,100,000 52.9%
145 京　都 （福）よさのうみ福祉会 与謝郡与謝野町 野田川共同作業所 就労継支B・生活介護（障） 福祉車両 4,400,101 2,000,000 45.4%
146 京　都 （福）成光苑 大阪府摂津市 ライフ・ステージ舞夢 特養老 福祉車両 4,460,000 2,000,000 44.8%
147 京　都 （福）花ノ木 亀岡市 はなのき通所 生活介護（障） 福祉車両 4,200,000 2,000,000 47.6%
148 京　都 （福）与謝郡福祉会 与謝郡与謝野町 長寿苑 特養老 トイレ改修工事 528,000 360,000 68.1%
149 京　都 （福）育福会 大阪府茨木市 コティコート北大阪 特養老 福祉車両 3,430,000 2,550,000 74.3%
150 京　都 （福）延寿会 大阪府貝塚市 ふれあい二色の浜 軽費老 福祉車両 3,369,675 2,500,000 74.1%
151 京　都 （福）百合会 大阪府寝屋川市 清徳 軽費老 ナースコール改修 4,235,000 3,140,000 74.1%

49,979,580 29,950,000 59.9%
152 京場外 （福）愛友会 京都市東山区 愛友保育園 保育所 食器洗浄機、食器消毒保管庫 1,450,000 720,000 49.6%
153 京場外 （特非）ピュアみらい 大阪府泉佐野市 ワークさらな 就労継支B（障） 焼き芋機、ホットショーケース 1,078,000 780,000 72.3%
154 京場外 （福）堺あけぼの福祉会 大阪府堺市南区 堺あけぼの園 生活介護（障） アスファルト舗装 797,500 570,000 71.4%

3,325,500 2,070,000 62.2%
合計 18　件 53,305,080 32,020,000 60.0%

計３ 件

計１件

計１５件
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155 阪　神 (福）ベイカー福祉会 姫路市 ベイカ 認定こども園 送迎車両 4,080,000 1,200,000 29.4%
156 阪　神 (福）あかりの家 高砂市 障害者支援施設あかりの家 施設支援(障) 福祉車両 2,064,670 1,000,000 48.4%
157 阪　神 (福)明照会 伊丹市 あそか苑 特養老 電動ベッド 2,717,000 1,000,000 36.8%
158 阪　神 (福)五倫会 姫路市 姫路暁乃里 施設支援(障) リハビリ映像装置 2,020,000 1,000,000 49.5%
159 阪　神 (福)ひえ 西脇市 比延こども園 認定こども園 送迎車両 7,800,436 1,490,000 19.1%
160 阪　神 (福)安室 姫路市 安室保育園 認定こども園 屋外遊具 9,257,500 1,690,000 18.2%
161 阪　神 (福)よい子の広場福祉会 姫路市 荒川ひまわり保育園 認定こども園 送迎車両 7,020,000 1,340,000 19.0%
162 阪　神 (福)播陽灘 姫路市 いやさか苑 特養老 送迎車両、マットレス、車椅子 2,083,121 1,000,000 48.0%
163 阪　神 (福)恕心福祉会 加古川市 加古川さくら園 特養老 福祉車両 1,830,000 910,000 49.7%
164 阪　神 (福)寿光会 三木市 りんどうの里 特養老 電動ベッド 752,650 370,000 49.1%
165 阪　神 (福)有馬福祉会 神戸市北区 有馬保育園 保育所 送迎車両 4,100,000 1,000,000 24.3%
166 阪　神 (福)みかり会 南あわじ市 花の森 特養老 福祉車両 1,887,620 700,000 37.0%
167 阪　神 (福)大樹会 神戸市西区 西神の里 特養老 福祉車両 3,945,100 1,000,000 25.3%
168 阪　神 (福)報恩会 神戸市兵庫区 パーマリィ・イン中道 特養老 電動ベッド 11,660,000 1,000,000 8.5%
169 阪　神 (福)神戸協和会 神戸市灘区 ファボール星陵 特養老 福祉車両 3,700,000 800,000 21.6%
170 阪　神 (福)宝塚ひよこ福祉会 宝塚市 宝塚ひよこ保育園 保育所 屋上人工芝 2,321,000 1,000,000 43.0%
171 阪　神 (福)つくしの朋 西宮市 甲子園子ども学舎 認定こども園 乳幼児用体動センサー 643,500 250,000 38.8%
172 阪　神 (福)兼誠福祉会 西宮市 メヌエット 特養老 シャワーストレッチャー 317,900 220,000 69.2%
173 阪　神 (福)夢工房 芦屋市 西宮夢 認定こども園 防犯カメラ 753,500 250,000 33.1%
174 阪　神 (福)ほっとスマイル 西宮市 生瀬ぽぽこども園 認定こども園 送迎車両 1,495,000 500,000 33.4%
175 阪　神 (福)いずみひばり会 大阪府和泉市 てらかど保育園 認定こども園 運搬車両 1,850,000 460,000 24.8%
176 阪　神 (福)徳友会 大阪府高石市 取石認定こども園 認定こども園 アップライトピアノ 704,000 460,000 65.3%
177 阪　神 (福)脇浜保育園 大阪府貝塚市 わきはまこども園 認定こども園 ベンチ 680,000 460,000 67.6%
178 阪　神 (福)双葉児童園 大阪府岸和田市 双葉児童園 認定こども園 エアコン 977,850 460,000 47.0%
179 阪　神 (福)三谷園 大阪府泉南市 ココアンジュ新家 認定こども園 屋外遊具 1,825,000 460,000 25.2%
180 阪　神 (福)穴師福祉会 大阪府泉大津市 ワークショップかりん 就労移支・就労継支B(障) 運搬車両 2,500,000 1,100,000 44.0%
181 阪　神 (福)とんぼ福祉会 大阪府茨木市 とんぼ作業所 生活介護(障) 送迎車両 3,170,000 1,100,000 34.7%
182 阪　神 (福)慶徳会 大阪府茨木市 子供の家 養護児 送迎車両 1,990,000 1,100,000 55.2%
183 阪　神 (福)阪南福祉事業会 大阪府岸和田市 あんだんて 養護児 脱臭機、エアコン、テレビ 1,907,000 1,100,000 57.6%
184 阪　神 (福)天王福祉会 大阪府茨木市 茨木荘 特養老 福祉車両 2,127,220 1,300,000 61.1%
185 阪　神 (福)桃林会 大阪府摂津市 とりかい白鷺園 特養老 福祉車両 3,285,000 1,000,000 30.4%
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186 阪　神 (福)関西中央福祉会 大阪府大阪市淀川区 淀川暖気の苑 特養老 福祉車両 3,800,000 1,400,000 36.8%
187 阪　神 (福)そうそうの杜 大阪府大阪市城東区 創奏 生活介護(障) 福祉車両 3,321,000 1,090,000 32.8%
188 阪　神 (福)大阪主婦の会保育所 大阪府大阪市北区 大阪主婦之会保育園 保育所 冷凍冷蔵庫 502,700 300,000 59.6%
189 阪　神 (福)朋援福祉会 大阪府大阪市西区 京町掘西船場保育園 保育所 跳び箱、踏切板 179,300 120,000 66.9%
190 阪　神 (福)しろきた福祉会 大阪府大阪市旭区 ありんこ保育園 保育所 食器消毒保管庫 421,300 250,000 59.3%
191 阪　神 (福)博愛社 大阪府大阪市東淀川区 こひつじ乳児保育園 保育所 収納棚、間仕切、マット 603,900 370,000 61.2%
192 阪　神 (福)恵友会 大阪府大阪市鶴見区 鶴見みどり保育園 保育所 すのこ 160,800 100,000 62.1%

100,454,067 30,350,000 30.2%
193 阪場外 (福)四恩学園 大阪府大阪市住吉区 四恩みろく乳児院 乳児院 送迎車両 1,164,240 870,000 74.7%

1,164,240 870,000 74.7%
合計 39　件 101,618,307 31,220,000 30.7%

194 九　州 （福）あけぼの会 大牟田市 生活支援センターこすもす 生活介護（障） トイレ改修工事 1,477,806 1,000,000 67.6%
195 九　州 （福）キリスト者奉仕会 大牟田市 自立支援センターたんぽぽ 就労継支A・B（障） エアコン 3,520,000 1,900,000 53.9%
196 九　州 （福）久福木福祉会 大牟田市 久福木の森保育園 保育所 屋外遊具 2,546,500 1,900,000 74.6%
197 九　州 （福）小鳩福祉会 大牟田市 小鳩保育園 保育所 屋上防水塗装工事 816,200 610,000 74.7%
198 九　州 （福）東翔会 大牟田市 サンフレンズ 特養老 温冷配膳車 2,466,420 1,800,000 72.9%
199 九　州 （福）木犀会 大牟田市 ケアハウスやぶつばき 軽費老 非常用発電機修理 1,210,000 900,000 74.3%
200 九　州 （福）育栄会 北九州市八幡東区 塔野保育園 保育所 日除けシート設置 4,191,000 1,900,000 45.3%
201 九　州 （福）北九州市保育事業協会 北九州市八幡東区 鳴水保育園 保育所 非常放送防災アンプ・電話機 919,820 600,000 65.2%
202 九　州 （福）北九州障害者福祉事業協会 北九州市戸畑区 とりはた玄海園生活支援センター 施設支援・生活介護（障） 特殊浴槽 6,336,000 1,550,000 24.4%
203 九　州 （福）孝徳会 北九州市若松区 サポートセンター本城 特養老 福祉車両 3,524,539 1,800,000 51.0%
204 九　州 （福）英会 北九州市小倉北区 すみれそう 特養老 福祉車両 3,327,000 1,850,000 55.6%
205 九　州 （福）もやい聖友会 北九州市八幡西区 もやいのおうち保育園 保育所 園庭改修工事 1,166,000 700,000 60.0%
206 九　州 （福）容風会 北九州市小倉南区 おきなの杜 特養老 電動ベッド・マット 2,383,315 1,400,000 58.7%
207 九　州 （福）愛光会 嘉麻市 さくらんぼ 就労継支A（障） 送迎車両 2,900,000 1,560,000 53.7%
208 九　州 （福）共生の里 行橋市 共生の里そよかぜホーム 障グループホーム（障） 送迎車両 1,645,000 820,000 49.8%
209 九　州 （福）すみれ育成会 田川郡川崎町 すみれアクティブセンター 就労継支B・生活介護（障） 福祉車両 3,416,376 1,810,000 52.9%
210 九　州 （福）日本傷痍者更生会 遠賀郡岡垣町 くすのき 児童福祉 送迎車両 3,434,200 1,810,000 52.7%
合計 17　件 45,280,176 23,910,000 52.8%

210　件 576,195,504 278,030,000 48.2%

計３８件

計１件

馬主協会合計
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211 青　森 (福)あーるど 五所川原市 びーたスキルアップセンター 放課後デイ(障) 送迎車両 2,900,000 1,660,000 57.2%
212 青　森 (福)親泉会 八戸市 ピュアこだま 放課後デイ(障) 送迎車両 3,140,000 1,800,000 57.3%
213 青　森 (特非)ハッピーエンジェル 八戸市 りんごっこ 就労移支・就労継支B(障) 送迎車両 2,070,000 1,180,000 57.0%
214 青　森 (福)藤聖母園 青森市 弘前大清水ホーム 特養老 電動ベッド 1,100,880 620,000 56.3%

計 4　件 9,210,880 5,260,000 57.1%

215 岩　手 （福）岩手しいの木会 盛岡市 しいのみホームゆきわり 共同介護(障) 福祉車両 1,999,850 1,500,000 75.0%
216 岩　手 （福）くりの木会 二戸市 ちゃいるどスクール 認定こども園 送迎車両 1,700,500 1,260,000 74.0%
217 岩　手 （福）天神会 久慈市 ひばりデイサービスセンター 地活支援センター(障) 福祉車両 4,740,340 1,540,000 32.4%
218 岩　手 （特非）釜石市身体障害者協議会 釜石市 釜石市福祉作業所 就労継支A・B(障) 運搬車両 1,277,861 950,000 74.3%

計 4　件 9,718,551 5,250,000 54.0%

219 宮　城 （福）敬寿会 山形県山形市 アルカディア仙台敬寿園 特養老 特殊浴槽 3,080,000 2,030,000 65.9%
220 宮　城 （福）つどいの家 仙台市若林区 つどいの家・コペル 生活介護（障） 福祉車両 3,604,716 2,380,000 66.0%
221 宮　城 （福）紀心会 亘理郡山元町 ヘルパーステーション テイクオフ 訪問介護（老） 訪問車両 1,500,000 990,000 66.0%

計 3　件 8,184,716 5,400,000 65.9%

222 秋　田 （福）緑光福祉会 秋田市 緑光苑 就労継支B(障) 送迎車両 3,018,150 1,440,000 47.7%
223 秋　田 （福）つるまい福祉会 由利本荘市 水林新生園 生活介護(障) 送迎車両 8,600,000 1,440,000 16.7%
224 秋　田 （福）二ツ井ふくし会 能代市 よねしろ 特養老 特殊浴槽 4,268,110 1,440,000 33.7%
225 秋　田 （福）小坂ふくし会 鹿角郡小坂町 ケアハウスわかば 軽費老 福祉車両 3,642,110 930,000 25.5%

計 4　件 19,528,370 5,250,000 26.8%

226 山　形 （福）一幸会 鶴岡市 一幸会サテライトプラザ 特養老 エアコン設置工事 1,815,000 1,200,000 66.1%
227 山　形 （福）北平田協会 酒田市 北平田保育園 保育所 送迎車両 4,961,000 1,500,000 30.2%
228 山　形 （福）偕寿会 上山市 蓬仙園通所介護事業所 老人デイ 施設改修工事 1,545,500 1,050,000 67.9%
229 山　形 （福）すばる 寒河江市 醍醐 特養老 福祉車両 3,481,110 1,500,000 43.0%

計 4　件 11,802,610 5,250,000 44.4%

令 和 ３ 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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230 茨　城 （福）春陽会 日立市 ＭAO 特養老 特殊浴槽 5,060,000 1,650,000 32.6%
231 茨　城 （特非）なごみの家 水戸市 なごみの家 通所介護（老） 廊下増築工事 3,194,550 1,320,000 41.3%
232 茨　城 （福）二希会 つくば市 アイリスコート 特養老 洗濯機、乾燥機、汚物処理機 4,147,000 1,640,000 39.5%
233 茨　城 （福）仁心会 水戸市 みと東部デイサービスセンター 通所介護（老） 福祉車輌 3,475,000 1,370,000 39.4%

計 4　件 15,876,550 5,980,000 37.6%

234 栃　木 （福）千駒会 大田原市 なす保育園 保育所 空気清浄機 1,848,000 1,070,000 57.9%
235 栃　木 （福）謙心会 大田原市 にちにちそうもとまち 居宅介護(老) 施設屋根塗装工事 913,000 680,000 74.4%
236 栃　木 （福）大門福祉会 宇都宮市 徳次郎ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 老人デイ 福祉車両 1,855,970 1,000,000 53.8%
237 栃　木 （福）エルム福祉会 大田原市 たじまの杜 居宅介護(老) 福祉車両 1,604,200 1,000,000 62.3%
238 栃　木 （福）わらしべの里 栃木市 わらしべの家 就労継支B・生活介護(障) 送迎車両 3,101,410 1,500,000 48.3%

計 5　件 9,322,580 5,250,000 56.3%

239 群　馬 （福）にしあがつま福祉会 吾妻郡長野原町 からまつ荘 通所介護(老) 福祉車両 2,959,790 1,590,000 53.7%
240 群　馬 （特非）じゃんけんぽん 高崎市 じゃんけんぽん群馬町 老人グループホーム 送迎車両 1,547,180 830,000 53.6%
241 群　馬 （福）あい 前橋市 ゆーふる 児童デイ(障) 福祉車両 4,294,663 1,800,000 41.9%
242 群　馬 （福）光塩会 前橋市 上毛の里 特養老 特殊浴槽 1,915,100 1,030,000 53.7%

計 4　件 10,716,733 5,250,000 48.9%

243 埼　玉 （福）みぬま福祉会 川口市 大地 生活介護・短期入所（障） 乾燥機 1,364,000 900,000 65.9%
244 埼　玉 （特非）みらい 加須市 きらり 生活介護（障） 福祉車両 3,240,000 2,230,000 68.8%
245 埼　玉 （福）埼玉のぞみの園 深谷市 生活支援サービスのぞみ 生活介護（障） 移動車両 1,705,882 1,100,000 64.4%
246 埼　玉 （福）茂樹会 久喜市 喜びの里鷲宮 特養老 福祉車両 1,641,632 1,050,000 63.9%

計 4　件 7,951,514 5,280,000 66.4%

247 神奈川 （福）久良岐母子福祉会 横浜市南区 くらき 母子生活支援 送迎車両 3,362,227 2,270,000 67.5%
248 神奈川 （福）いずみ苗場の会 横浜市泉区 かがやき 生活介護(障) 福祉車両 4,097,000 2,350,000 57.3%
249 神奈川 （福）進和学園 平塚市 サンメッセしんわ 就労継支B(障) 送迎車両 1,913,310 1,150,000 60.1%
250 神奈川 （福）清和会 鎌倉市 鎌倉やまなみ 相談事業 訪問車両 1,627,000 1,120,000 68.8%

計 4　件 10,999,537 6,890,000 62.6%
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251 富　山 (福）萬葉の杜福祉会 氷見市 朝日山ケアセンター 小規模多機能型居宅介護(老) 福祉車両 1,855,000 1,070,000 57.6%
252 富　山 (福）野の草会 氷見市 あさひの丘こども園 認定こども園 園庭遊具 3,905,000 1,460,000 37.3%
253 富　山 (特非）知的障害者のくらしを考える会 中新川郡立山町 わくわくファームきらり 就労継支B(障) ビニールハウス張替 6,800,000 1,400,000 20.5%
254 富　山 (特非）どんぐり山共同保育園 富山市 どんぐり山学童クラブ 認定こども園 送迎車両 2,900,000 1,330,000 45.8%

計 4　件 15,460,000 5,260,000 34.0%

255 石　川 （福）長久福祉会 加賀市 くらし・しごと応援センターはるかぜ 就労継支B(障) 送迎車両 2,858,280 1,280,000 44.7%
256 石　川 （福）はくさん会 白山市 美杉の郷 特養老 福祉車両 4,892,986 2,200,000 44.9%
257 石　川 （福）石川県社会福祉事業団 金沢市 鳳寿荘 老人短期 福祉車両 3,930,000 1,770,000 45.0%

計 3　件 11,681,266 5,250,000 44.9%

258 福　井 （福）はこべ福祉会 三方郡美浜町 はこべの家 就労継支B・生活介護(障) 福祉車両 4,555,380 1,250,000 27.4%
259 福　井 （福）陽光会 越前市 障がい者支援センターひまわり 就労継支B(障) 運搬車両 5,245,000 1,440,000 27.4%
260 福　井 (特非)しあわせ会　ゆう 小浜市 ゆう 訪問介護(老) 訪問車両 1,278,000 350,000 27.3%
261 福　井 （福）若狭町社会福祉協議会 三方上中郡若狭町 きらやま茶屋 就労継支B(障) ガスオーブン 949,300 250,000 26.3%
262 福　井 （福）親渉会 坂井市 つぼみ保育園 保育所 テラス改修工事 7,629,050 1,990,000 26.0%

計 5　件 19,656,730 5,280,000 26.8%

263 山　梨 （福）善隣会 甲府市 サテライト尚古園 老人デイ 福祉車両 1,695,000 1,150,000 67.8%
264 山　梨 （特非）ゆいまる 甲府市 ゆいまる 地域福祉 福祉車両 1,847,340 1,250,000 67.6%
265 山　梨 （特非）韮和会 韮崎市 ドリーム 就労継支B(障) 施設間仕切工事 1,210,000 810,000 66.9%
266 山　梨 （福）白根聖明会 南アルプス市 白根聖明園 特養老 福祉車両 1,800,000 940,000 52.2%
267 山　梨 （特非）フォーライフ 南アルプス市 ふぉーらいふ 就労継支B(障) 送迎車両 1,280,200 860,000 67.1%
268 山　梨 （特非）あさひ 北杜市 ぶーこっこ 就労継支B・生活介護(障) 鶏舎改築工事 2,277,000 960,000 42.1%

計 6　件 10,109,540 5,970,000 59.0%
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269 長　野 （福）ひなたぼっこ 諏訪郡富士見町 宅幼老所ひなたぼっこ 老人デイ 福祉車両 1,817,010 1,150,000 63.2%
270 長　野 （福）音葉会 上伊那郡辰野町 ふらっと辰野 特養老 送迎車両 1,694,560 1,080,000 63.7%
271 長　野 （福）木祖村社会福祉協議会 木曽郡木祖村 木祖村社会福祉協議会 訪問介護（老） 訪問車両 1,286,000 800,000 62.2%
272 長　野 （福）にこにこ会 下高井郡山ノ内町 宅幼老所にこにこの湯 老人デイ 浴室リフト 1,404,200 1,050,000 74.7%
273 長　野 （特非）てくてく 松本市 カフェギャラリーてくてく 就労移支・就労継支Ｂ（障） スポットクーラー 462,000 340,000 73.5%
274 長　野 （特非）キッズウィル 大町市 キッズウィル児童支援センター 児童デイ(障) エアコン 1,108,800 830,000 74.8%

計 6　件 7,772,570 5,250,000 67.5%

275 岐　阜 （特非）トレジャーシップ 愛知県名古屋市守山区 つむぎ 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,901,885 1,750,000 44.8%
276 岐　阜 （特非）陶宅老所いちにのさん 瑞浪市 いちにのさん 通所介護(老） 送迎車両 3,018,450 1,470,000 48.7%
277 岐　阜 （福）心誠会 郡上市 せせらぎ緑風苑 特養老 ガス乾燥機 660,000 300,000 45.4%
278 岐　阜 （福）愛燦会 愛知県津島市 長寿の里・南濃 老人デイ 福祉車両 2,312,199 1,730,000 74.8%

計 4　件 9,892,534 5,250,000 53.0%

279 静　岡 (福)ゴウディングコミュニティ 富士市 ごうでぃんぐ岩世ケ原 就労継支Ｂ・生活介護(障) 送迎車両 2,589,577 1,940,000 74.9%
280 静　岡 (福)愛育会 菊川市 西方保育園 認定こども園 屋外遊具移設・改修工事 5,300,000 3,150,000 59.4%
281 静　岡 (福)デンマーク牧場福祉会 袋井市 いぶき 就労継支Ｂ(障) 堆肥カッター 247,500 180,000 72.7%

計 3　件 8,137,077 5,270,000 64.7%

282 三　重 （福）よつば会 三重郡川越町 さとなか２ 老人グループホーム 電動リフト、シャワーチェア 1,524,650 1,140,000 74.7%
283 三　重 （特非）希望の園 松阪市 まつさかチャレンジドプレイス希望の園 生活介護(障) 送迎車両 2,995,355 2,090,000 69.7%
284 三　重 （特非）バンビーニこども村保育園 津市 バンビーニ 放課後デイ(障) 送迎車両 1,590,000 1,110,000 69.8%

計 3　件 6,110,005 4,340,000 71.0%

285 滋　賀 （福）琵琶湖愛輪会 大津市 松の浦湯治の郷 老人デイ 福祉車両 4,584,886 1,000,000 21.8%
286 滋　賀 （福）湖北報恩会 米原市 長浜学舎 保育所 送迎車両 4,000,000 1,000,000 25.0%
287 滋　賀 （福）芳醇会 長浜市 ケアステーションかけはし　 通所介護(老) 福祉車両 4,638,000 1,000,000 21.5%
288 滋　賀 （特非）のどかの家高木 野洲市 のどかの家大篠原 通所介護(老) 送迎車両 1,570,000 990,000 63.0%
289 滋　賀 （福）光養会 高島市 ふじの里 特養老 福祉車両 2,249,580 1,000,000 44.4%
290 滋　賀 （福）八身福祉会 東近江市 八身ワークショップ 就労継支B・生活介護(障) 送迎車両 1,810,000 1,000,000 55.2%

計 6　件 18,852,466 5,990,000 31.7%
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291 大　阪 （福）友愛会 茨木市 茨木療護園 障害者支援 福祉車両 4,160,420 3,040,000 73.0%
292 大　阪 （福）三ケ山学園 貝塚市 こどもデイケアいずみ 自閉症 相談室拡充工事 3,080,000 2,230,000 72.4%

計 2　件 7,240,420 5,270,000 72.7%

293 奈　良 (特非)　永弘福祉会 北葛城郡河合町 いちょう作業所 就労継支B(障) 送迎車両 1,560,000 1,000,000 64.1%
294 奈　良 (福) 徳眞会 橿原市 たけのこ園 就労移支・就労継支B・生活介護(障) 送迎車両 2,820,000 1,650,000 58.5%
295 奈　良 (福) 飛鳥学院 桜井市 飛鳥学院 養護児 送迎車両 6,805,120 1,950,000 28.6%
296 奈　良 (福) 史明会 奈良市 リノ 特養老 施設外壁改修工事 1,364,000 660,000 48.3%

計 4　件 12,549,120 5,260,000 41.9%

297 和歌山 (福)安原福祉会 和歌山市 あいの里第2 小規模多機能型居宅介護(老） 福祉車両 1,485,000 900,000 60.6%
298 和歌山 (福)さかえ保育園 和歌山市 さかえ保育園 保育所 幼児用棚 989,340 700,000 70.7%
299 和歌山 (福)なかよし福祉会 日高郡みなべ町 なかよし作業所 就労継支B(障) 送迎車両 3,108,157 900,000 28.9%
300 和歌山 (福)一峰会 海南市 あすの実 就労継支B(障) 送迎車両 1,130,000 700,000 61.9%
301 和歌山 (福)山口保育園 和歌山市 山口こども園 認定こども園 トイレ手洗い改修工事 891,000 500,000 56.1%
302 和歌山 (福)紀之川寮 橋本市 悠久の郷 救護 洗濯乾燥機 2,932,314 900,000 30.6%
303 和歌山 (福)太陽福祉会 和歌山市 太陽保育園 保育所 屋外遊具修繕 930,000 650,000 69.8%

計 7　件 11,465,811 5,250,000 45.7%

304 鳥　取 （特非）タチカワプラザ 鳥取市 さとこ 老人グループホーム エアコン 1,155,000 860,000 74.4%
305 鳥　取 （福）はまなす会 境港市 夕日ヶ丘保育園 保育所 除雪機 540,914 400,000 73.9%
306 鳥　取 （福）あしーど 米子市 デイセンターはみんぐ 生活介護(障) 車いす用体重計 206,250 150,000 72.7%
307 鳥　取 （福）遊歩 米子市 吾亦紅 就労継支Ｂ・生活介護(障) 更衣ロッカー 915,860 680,000 74.2%
308 鳥　取 （特非）一歩の会 鳥取市 佐治ふれあい作業所 就労継支B(障) テラス工事 1,083,500 810,000 74.7%
309 鳥　取 （特非）みんなの家 鳥取市 グループホームみんなの家 短期入所(障) 送迎車両 1,930,000 1,000,000 51.8%
310 鳥　取 （福）地域でくらす会 米子市 ヘルパーステーションまちくら 訪問介護(老) 福祉車両 1,618,747 1,080,000 66.7%
311 鳥　取 （福）清和会 倉吉市 うつぶき地域包括支援センター 老人福祉 訪問車両 1,462,000 1,000,000 68.3%

計 8　件 8,912,271 5,980,000 67.0%

－17－



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

312 島　根 （福）かきのき保育所 鹿足郡吉賀町 かきのき保育所 保育所 照明器具ＬＥＤ化工事 2,910,600 1,070,000 36.7%
313 島　根 （福）愛宕会 隠岐郡隠岐の島町 なごみ苑 特養老 福祉車両 1,779,000 1,050,000 59.0%
314 島　根 （福）春日福祉会 松江市 サポートかすが 就労継支Ｂ(障) 運搬車両 2,106,561 1,050,000 49.8%
315 島　根 （福）金太郎の家 出雲市 金太郎の家 老人デイ スチームコンベクションオーブン、食器洗浄機 3,300,000 1,080,000 32.7%
316 島　根 （福）あすなろ会 出雲市 あすなろ第２保育園 保育所 生ゴミ処理機 2,640,000 1,070,000 40.5%

計 5　件 12,736,161 5,320,000 41.7%

317 岡　山 (福)岡山ライトハウス 岡山市北区 ワークランド虹 就労継支B(障) 送迎車両 2,780,000 1,780,000 64.0%
318 岡　山 (特非)おかやま多機能サポートネット 笠岡市 夢ゆめハウス 老人デイ 福祉車両 1,483,000 1,000,000 67.4%
319 岡　山 (福)聖華会 浅口市 聖華こども園 認定こども園 園庭施設整備 2,426,600 1,560,000 64.2%

計 3　件 6,689,600 4,340,000 64.8%

320 広　島 (福)友和の里 廿日市市 友和の里通所部 生活介護（障） 福祉車両 3,049,786 2,280,000 74.7%
321 広　島 (特非)なの花会 福山市 なの花作業所 就労継支Ｂ・生活介護(障) 福祉車両 4,206,263 3,150,000 74.8%

計 2　件 7,256,049 5,430,000 74.8%

322 山　口 （福）通津南和会 岩国市 ケアハウスつづの里 軽費老 福祉車両 3,010,000 1,830,000 60.7%
323 山　口 （福）鼎会 岩国市 かなえ 特養老 スチームコンベクション 2,189,000 1,330,000 60.7%
324 山　口 （特非）つばさ 柳井市 ワークショップ未来 就労継支B(障) 送迎車両 1,320,000 810,000 61.3%
325 山　口 （福）萌仁会 山陽小野田市 とまりの郷 認知症通所(老) 福祉車両 3,350,000 2,000,000 59.7%

計 4　件 9,869,000 5,970,000 60.4%

326 徳　島 (福)美照福祉会 徳島市 ゆめあい 認定こども園 送迎車両 2,760,000 1,000,000 36.2%
327 徳　島 (福)徳島愛光会 三好郡東みよし町 みよしの山荘 救護 福祉車両 3,420,000 1,280,000 37.4%
328 徳　島 (福)仁栄会 板野郡松茂町 春叢園 施設支援(障) 送迎車両 1,319,000 980,000 74.2%
329 徳　島 (福)白寿会 徳島市 阿波老人ホームよしの園 特養老 テーブル、椅子 1,449,910 1,000,000 68.9%
330 徳　島 (福)徳島県社会福祉事業団 徳島市 フラット未来 児童デイ(障) 送迎車両 2,480,000 1,000,000 40.3%

計 5　件 11,428,910 5,260,000 46.0%
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331 香　川 （福）光寿会 高松市 あかね 特養老 スチームコンベクション、炊飯器 1,457,500 1,090,000 74.7%
332 香　川 （福）ウルカ福祉会 高松市 支援センタードリーム 小規模多機能(障) 送迎車両 1,419,410 1,010,000 71.1%
333 香　川 （福）うぶすな会 丸亀市 うぶすな園 就労継支B・生活介護(障) 温冷配膳車 1,584,000 1,020,000 64.3%
334 香　川 （福）さぬき市社会福祉協議会 さぬき市 恵生ノ園 就労継支B・生活介護(障) デッキ・テラス屋根新設工事 2,090,000 1,560,000 74.6%
335 香　川 （特非）SEEDS OF HOPE 小豆郡小豆島町 アースハーモニー 放課後デイ(障) バリアフリー工事 1,765,056 1,320,000 74.7%

計 5　件 8,315,966 6,000,000 72.1%

336 愛　媛 （福）三瓶福祉会 西予市 ひまわり保育園 保育所 組立式プール 1,540,000 1,120,000 72.7%
337 愛　媛 （福）紡ぎの里 松山市 共同作業所なかよし村 就労継支B・生活介護(障) AED 203,500 150,000 73.7%
338 愛　媛 （福）名石会 東温市 きくま 障グループホーム(障) 福祉車両 1,743,100 1,200,000 68.8%
339 愛　媛 （福）エリム会 伊予市 さくら幼児園 保育所 屋外遊具 2,150,000 1,460,000 67.9%
340 愛　媛 （福）立正福祉会 宇和島市 立正保育園 保育所 組立式プール 1,826,000 1,330,000 72.8%

計 5　件 7,462,600 5,260,000 70.4%

341 高　知 （福）ほっとハート 四万十市 共同作業所ほっとハート 就労継支B・自立訓練(障) 福祉車両 1,670,000 1,250,000 74.8%
342 高　知 （福）すずめ福祉会 高知市 すずめ通所センター 就労継支B(障) ミキサー、ラベルプリンター 1,365,100 1,020,000 74.7%
343 高　知 （福）愛成会 香美市 共同生活援助事業所白ゆり 障グループホーム(障) 浴室改修工事、給湯器 1,590,000 1,190,000 74.8%
344 高　知 （福）五台山保育園振興会 高知市 五台山保育園 保育所 エアコン交換及び動力設備工事 2,693,900 1,790,000 66.4%

計 4　件 7,319,000 5,250,000 71.7%

345 佐　賀 (特非)アクティブ 佐賀市 アクティブ 就労継支B(障) 運搬車両 2,933,706 1,780,000 60.6%
346 佐　賀 (特非)菜菜 武雄市 菜菜 就労継支B(障) 福祉車両 4,736,200 2,710,000 57.2%
347 佐　賀 (特非)フレンドハウス 唐津市 フレンドハウス 地活支援センター(障) 送迎車両 1,330,000 760,000 57.1%

計 3　件 8,999,906 5,250,000 58.3%

348 長　崎 （特非）すばる 諫早市 とっとっ亭 就労継支Ａ（障） 送迎車両 1,315,300 940,000 71.4%
349 長　崎 （福）大村市手をつなぐ育成会 大村市 大村さくらの家 就労移支・就労継支Ｂ（障） 送迎車両 1,463,000 1,000,000 68.3%
350 長　崎 （福）瑠璃光会 島原市 宝生園中堀町 老人デイ 福祉車両 1,650,000 1,090,000 66.0%
351 長　崎 （福）うずしお福祉会 西海市 つばき苑 老人デイ 福祉車両 2,038,000 1,100,000 53.9%
352 長　崎 （福）森の里福祉会 諫早市 げんきはうす 老人デイ 送迎車両 1,104,260 750,000 67.9%
353 長　崎 （福）なごみ会 五島市 かけはし木場 短期介護（老） 福祉車両 1,712,000 1,090,000 63.6%

計 6　件 9,282,560 5,970,000 64.3%
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354 熊　本 （特非）にしはらたんぽぽハウス 阿蘇郡西原村 たんぽぽハウス 地活支援センター(障) トイレ増設及び雨どい修理工事 1,303,343 670,000 51.4%
355 熊　本 （特非）みふねデコボコ会 上益城郡御船町 でこぼこ 地活支援センター(障) スチームコンベクションオーブン 1,584,330 820,000 51.7%
356 熊　本 （福）わくわく 熊本市北区 もねっと 生活介護(障) 送迎車両 2,448,640 1,270,000 51.8%
357 熊　本 （福）二見中央福祉会 八代市 二見中央保育園 保育所 屋外遊具 2,331,450 1,210,000 51.8%
358 熊　本 （福）共生福祉会 合志市 サンシャインワークス 就労継支A(障) 運搬車両 2,350,000 1,220,000 51.9%
359 熊　本 （福）天水会 天草市 御所浦苑 特養老 福祉車両 1,810,000 930,000 51.3%

計 6　件 11,827,763 6,120,000 51.7%

360 大　分 （特非）みんなのあおぞら 大分市 あおぞら 就労継支B(障) 送迎車両 3,039,200 1,360,000 44.7%
361 大　分 （福）下毛もみじ会 中津市 サポートセンターもみじ 相談支援(障) 訪問車両 1,198,000 890,000 74.2%
362 大　分 （福）津久見市社会福祉協議会 津久見市 サポートセンター竹とんぼ 相談支援(障) 訪問車両 1,411,920 1,050,000 74.3%
363 大　分 （福）豊後大野市社会福祉協議会 豊後大野市 豊後大野市社会福祉協議会 地域福祉 運搬車両 1,338,804 1,000,000 74.6%
364 大　分 （福）国東市社会福祉協議会 国東市 くにさきケアセンターなのはな 通所介護(老) 送迎車両 1,302,200 950,000 72.9%

計 5　件 8,290,124 5,250,000 63.3%

365 宮　崎 （福）巴会 宮崎市 阿波岐原通所センター 生活介護(障) 福祉車両 3,730,000 2,400,000 64.3%
366 宮　崎 （福）かなえ会 宮崎市 よりそい 通所介護(老) 浴室改修工事 2,310,000 1,550,000 67.0%
367 宮　崎 （福）そうあい 小林市 美穂の里 特養老 福祉車両 1,833,330 1,300,000 70.9%

計 3　件 7,873,330 5,250,000 66.6%

368 鹿児島 （福）いぶすきケアネット 指宿市 徒然館 小規模多機能型居宅介護(老) 福祉車両 1,990,000 1,410,000 70.8%
369 鹿児島 （福）笠木福祉会 曽於市 スイミーこども園 認定こども園 送迎車両 3,650,000 1,400,000 38.3%
370 鹿児島 （福）ひまわり福祉会 伊佐市 ワークプラザひまわりの家 就労継支Ｂ(障) 送迎車両 2,637,600 1,400,000 53.0%
371 鹿児島 （福）高城福祉協会 薩摩川内市 高城保育園 保育所 渡り廊下新設工事 1,470,524 1,040,000 70.7%

計 4　件 9,748,124 5,250,000 53.8%

－20－



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

372 沖　縄 （福）南島会 島尻郡与那原町 与那原日の出園 特養老 エレベーター更新工事 13,420,000 1,000,000 7.4%
373 沖　縄 （福）久仙会 島尻郡久米島町 まがい友遊宛 老人グループホーム キッチン周り修繕工事 704,000 520,000 73.8%
374 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) 送迎車両 3,366,890 1,000,000 29.7%
375 沖　縄 （福）トゥムヌイ福祉会 糸満市 イノー 就労移支・就労継支B(障) 送迎車両 3,024,000 1,300,000 42.9%
376 沖　縄 （特非）ちゅいたれーいだれーい 那覇市 就労支援センター首里 就労継支B・生活介護(障) 送迎車両 1,342,000 900,000 67.0%
377 沖　縄 （特非）てぃだ与勝 うるま市 チャレンジドセンターてぃだ 就労移支・就労継支B(障) 福祉車両 3,127,320 1,520,000 48.6%
378 沖　縄 （特非）チャレンジサポート・クローバー 那覇市 クローバー 就労継支B(障) 小型オーブン 475,000 350,000 73.6%
379 沖　縄 （特非）アルバ 浦添市 アルバ 就労継支B(障) 業務用アイロン台 814,000 580,000 71.2%

計 8　件 26,273,210 7,170,000 27.2%

169　件 414,524,154 207,770,000 50.1%
379　件 990,719,658 485,800,000 49.0%

府県合計　

 総合計
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