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（  ）内は前年度

　 総件数 件 ( 379件 対前年比  102.4％）
総　額 千円 ( 506,770千円 　〃  　  109.5 ％）

　  交付額 千円 ( 481,620千円 　〃        105.8 ％）
　内訳　　　　加算額 千円 ( 4,180千円 　〃  　 220.8 ％）

追加交付額 千円

　  事務費 千円 ( 20,970千円 　〃  　   99.3 ％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 17 (14) 34,620 (31,300)
函　館 15 (15) 26,150 (23,170)
福　島 24 (21) 26,810 (23,850)
新　潟 18 (17) 26,260 (23,060)
中　山 27 (24) 36,000 (29,740)
東　京 29 (30) 39,690 (35,800)
中　京 15 (15) 27,600 (23,960)
京　都 17 (18) 37,510 (32,020)
阪　神 34 (39) 34,550 (31,220)
九　州 20 (17) 26,370 (23,910)

馬主協会　計 216 (210) 315,560 (278,030)
Ⅱ 府県 （38） 172 (169) 218,330 (207,770)
Ⅰ+Ⅱ    合計 388 (379) 533,890 (485,800)
Ⅲ   事務費 20,820 (20,970)
総合計 388 (379) 554,710 (506,770)

決定交付額（千円）

令和４事業年度   施設整備等助成金交付額内訳

  件数（件）

388
554,710
509,660

9,230
15,000
20,820
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１０馬主協会－２１６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)サロマ福祉会 常呂郡佐呂間町 サンガーデンさろま 軽費老 福祉車両 1,955,000 1,270,000 64.9%
2 札　幌 (福) わらしべ会 札幌市東区 浦河わらしべ園 生活介護（障） 受電設備更新工事 9,350,000 4,670,000 49.9%
3 札　幌 (福) 浦河向陽会 浦河郡浦河町 浦河向陽園 生活介護（障） 暖房ボイラー更新工事 6,270,000 4,070,000 64.9%
4 札　幌 (福) 柏の里めむろ 河西郡芽室町 オークル 就労継支B（障） ドゥコンディショナー 1,584,000 1,020,000 64.3%
5 札　幌 (特非) みなみなプレイス 川上郡標茶町 みなみなプレイス 放課後デイ（障） 除雪機・草刈機 909,832 600,000 65.9%
6 札　幌 (特非)Forest 札幌市中央区 branch for pro 就労継支A（障） 休憩室改修工事及びPC環境の整備 1,285,816 850,000 66.1%
7 札　幌 (特非)自立支援センター歩歩路 札幌市東区 さっちゃん 障グループホーム（障） リフト付シャワーキャリー 1,709,512 1,130,000 66.1%
8 札　幌 (福)ともに福祉会 札幌市西区 ともに 就労継支B（障） 送迎車両 3,550,000 2,300,000 64.7%
9 札　幌 (福)渓仁会 札幌市中央区  あおばデイサービスセンター 老人デイ 電気設備更新工事 3,850,000 2,500,000 64.9%

10 札　幌 (公財)北海道盲導犬協会 札幌市南区 北海道盲導犬協会 盲導犬訓練（障） 訪問車両 3,240,000 2,100,000 64.8%
11 札　幌 (福)札幌肢体不自由福祉会 札幌市中央区 Ｏ・むすび（おむすび） 生活介護（障） 福祉車両 3,660,000 2,370,000 64.7%
12 札　幌 (福)清田福祉会 札幌市清田区 清田保育園 保育所 冷凍冷蔵庫・食器消毒保管庫他 1,826,000 1,180,000 64.6%
13 札　幌 (特非)ワーカーズ・ぽっけ 札幌市清田区 いきいき広場 老人デイ 送迎車両 2,865,004 1,900,000 66.3%
14 札　幌 (特非)ほっとスペースこすもす 旭川市 ピア・こすもす 就労継支B（障） 送迎車両 3,583,070 2,370,000 66.1%
15 札　幌 (福)しべつ福祉会 士別市 ワークセンターきずな　食事処「結」 就労継支B（障） うどん製麺機 3,183,400 2,060,000 64.7%
16 札　幌 (福)千歳いずみ学園 千歳市 ぱすてる 児童発達支援 送迎車両 3,290,000 2,130,000 64.7%

52,111,634 32,520,000 62.4%
17 札場外 (福)扶躬会 釧路市 鶴の園 特養老 特殊浴槽シャワーベッド 3,245,000 2,100,000 64.7%

3,245,000 2,100,000 64.7%
合計 17　件 55,356,634 34,620,000 62.5%

18 函　館 (福)函館杉の子園 函館市 函館花園認定こども園 認定こども園 玄関ドア自動化工事 1,650,000 1,230,000 74.5%
19 函　館 (福)函館常光会 函館市 函館石川保育園 認定こども園 デッキ工事 1,144,000 850,000 74.3%
20 函　館 (福)函館大庚会 函館市 俱有 特養老 福祉車両 2,580,000 1,930,000 74.8%
21 函　館 (福)函館恵愛会 函館市 松陰プラザ 就労継支A（障） スチームコンベクションオーブン 2,420,000 1,570,000 64.8%
22 函　館 (福)育栄会 函館市 神山保育園 保育所 2階外壁改修工事 2,080,000 1,560,000 75.0%
23 函　館 (福)ホープ 白老郡白老町 のぼりべつ東町ふれあいホーム 生活介護（障） 送迎車両 1,970,000 1,280,000 64.9%
24 函　館 (福)蘭越厚生事業団 磯谷郡蘭越町 一灯園 特養老 乾燥機 2,640,000 1,720,000 65.1%
25 函　館 (福)登別さいわい福祉会 登別市 サポートセンター心愛 生活介護（障） 福祉車両 3,100,000 2,020,000 65.1%

令和 ４ 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１６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)徳風会 余市郡余市町 かるな和順 養護老 特殊浴槽・ストレッチャー 2,420,000 1,570,000 64.8%
27 函　館 (特非)木の実福祉会 日高郡新ひだか町 ワークセンターみのり 就労継支B（障） 送迎車両 3,290,000 2,460,000 74.7%
28 函　館 (福)エコライフまどか 白老郡白老町 暖炉 軽費老 福祉車両 3,730,000 2,400,000 64.3%
29 函　館 (福)きずな会 二海郡八雲町 きずなファーム 就労継支B（障） 福祉車両 2,442,302 1,590,000 65.1%
30 函　館 (福)白老宏友会 白老郡白老町 ポプリ 就労継支B（障） 菓子製造専用ミキサー 2,640,000 1,980,000 75.0%
31 函　館 (福)美々川福祉会 苫小牧市 美々川福祉園 生活介護（障） 送迎車両 3,380,200 2,200,000 65.0%
32 函　館 (福)浦河愛生会 浦河郡浦河町 ちのみの郷 特養老 洗濯機 2,750,000 1,790,000 65.0%
合計 15　件 38,236,502 26,150,000 68.3%

33 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 フェンス及び車止め用バリカー設置工事 907,500 680,000 74.9%
34 福　島 (特非)いわき自立生活センター いわき市 ミント 就労継支B（障) ガーメントプリンター 383,570 280,000 72.9%
35 福　島 (福）多宝会 福島市 アリヴァーレ宝生園 特養老 洗濯機・汚物除去機 3,985,300 1,500,000 37.6%
36 福　島 (福）南相馬福祉会 南相馬市 梅の香 特養老 浴室改修工事 4,477,000 1,300,000 29.0%
37 福　島 (福）心愛会 郡山市 コパン 生活介護（障） 福祉車両 4,480,000 1,300,000 29.0%
38 福　島 (福）あいあい福祉会 福島市 みず和の郷 特養老 特殊浴槽 7,042,200 1,500,000 21.3%
39 福　島 (福）福島福祉会 福島市 グリーンライト 老人デイ 送迎車両 1,924,732 1,440,000 74.8%
40 福　島 (福）田村福祉会 田村郡三春町 都路まどか荘 老人デイ 福祉車両 1,976,310 1,400,000 70.8%
41 福　島 (福）五彩会 いわき市 パライソごしき 特養老 冷蔵庫・冷凍庫 583,000 410,000 70.3%
42 福　島 (福）信達福祉会 伊達市 川俣ホーム 特養老 福祉車両 2,130,000 1,500,000 70.4%
43 福　島 (福）大生福祉会 福島市 大生リコピントマト農場 就労継支B（障） 送迎車両 3,070,000 1,500,000 48.8%
44 福　島 (福）誠信会 福島市 ひかりの子保育園 保育所 屋外テラス工事 1,302,400 970,000 74.4%
45 福　島 (福）福島県社会福祉事業団 西白河郡西郷村 福島県かしわ荘 生活介護（障） 福祉車両 1,665,090 1,020,000 61.2%
46 福　島 (福）わたり福祉会 福島市 はなゆまち 老人デイ 給湯ボイラー更新工事 2,365,000 1,390,000 58.7%
47 福　島 (福）南陽会 南会津郡南会津町 下郷作業所ホイップ 就労継支B（障） 運搬車両 1,200,000 900,000 75.0%
48 福　島 (福）郡山社会事業協会あさかの里 郡山市 暁紫舎 就労継支B（障） トイレ増設工事 1,640,749 1,230,000 74.9%
49 福　島 (福）いわき厚生会 いわき市 いわさき荘 特養老 厨房機器 1,573,000 1,170,000 74.3%
50 福　島 (福）北信福祉会 福島市 ハッピー愛ランド 軽費老 福祉車両 2,353,870 1,380,000 58.6%
51 福　島 (特非)こんぺいとうの会 郡山市 まぁぶる 就労継支B（障） 送迎車両 2,516,368 1,500,000 59.6%
52 福　島 (福）ライフ・タイム・福島 福島市 ロング・ライフ 老人デイ 福祉車両 4,800,000 1,500,000 31.2%
53 福　島 (福）むつき福祉会 郡山市 小春日和 特養老 福祉車両 4,079,175 1,500,000 36.7%
54 福　島 (特非)あんだんて 郡山市 ぽっけ 放課後デイ（障） 空気清浄機・パーテーション 262,180 190,000 72.4%
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番号
協 会
県 名 法　人　名 法人所在地 施　設　名 施設の種類 助　成　物　件 助成率総事業費

助　成　金
交　付　額

55 福　島 (福）いわきの里 いわき市 サンシャインよしま 特養老 食器洗浄機 755,700 560,000 74.1%
55,473,144 26,120,000 47.0%

56 福場外 (福）福島福祉施設協会 福島市 福島恵風園 養護老 衣類乾燥機 929,500 690,000 74.2%
929,500 690,000 74.2%

合計 24　件 56,402,644 26,810,000 47.5%

57 新　潟 (福)知足常楽会 新潟市中央区 知足荘 軽費老 空調設備改修工事 6,930,000 1,910,000 27.5%
58 新　潟 (特非)ギフト 新潟市中央区 ギフト 放課後デイ（障） 複合機 569,800 370,000 64.9%
59 新　潟 (福)あさひ共生福祉会 三条市 裏館倶楽部 特養老 ポータブル水洗トイレ 815,100 570,000 69.9%
60 新　潟 (福)越後厚生会 糸魚川市 糸魚川翠明苑 軽費老 ソーラー設備修繕工事 792,000 450,000 56.8%
61 新　潟 (特非)地域ケアサポート魚沼 中魚沼郡 いなほ 老人グループホーム 福祉車両 1,898,182 1,080,000 56.8%
62 新　潟 (特非)立野福祉会 佐渡市 チャレンジド立野 就労継支B（障） 送迎車両 1,900,000 1,170,000 61.5%
63 新　潟 (福)ほっと妙高 妙高市 のぞみ 就労継支B（障） 送迎車両 3,620,000 1,910,000 52.7%
64 新　潟 (福)しあわせ福祉会 佐渡市 愛らんど相川 就労継支B（障） 運搬車両 1,588,680 940,000 59.1%
65 新　潟 (福)みんなでいきる 上越市 きら 生活介護（障） 施設外壁補修工事 3,081,760 1,810,000 58.7%
66 新　潟 (福)清和会 上越市 桑の里 老人短期 福祉車両 4,768,251 1,910,000 40.0%
67 新　潟 (福)佐渡前浜福祉会 佐渡市 スマイル赤泊 特養老 福祉車両 2,170,000 1,500,000 69.1%
68 新　潟 (福)新潟地区手をつなぐ育成会 新潟市中央区 いしやま 就労継支B（障） 施設改修工事 2,731,388 1,910,000 69.9%
69 新　潟 (福)キングス・ガーデン新潟 新潟市北区 カナン 老人デイ 福祉車両 1,950,000 1,180,000 60.5%
70 新　潟 (福)すこやか福祉会 新潟市西蒲区 かたくりの里 障害者支援 特殊浴槽 6,820,000 1,910,000 28.0%
71 新　潟 (福)人と緑の大地 見附市 すずらんの園 特養老 電動ベット 3,629,340 1,910,000 52.6%
72 新　潟 (福)秋葉福祉会 新潟市秋葉区 はさぎの里 老人デイ 福祉車両 4,653,325 1,910,000 41.0%
73 新　潟 (福)妻有福祉会 十日町市 アップルつまり 老人デイ 送迎車両 3,922,776 1,910,000 48.6%
74 新　潟 (福)小千谷北魚沼福祉会 小千谷市 ひかり工房 就労継支B（障） 厨房改修工事 4,268,000 1,910,000 44.7%
合計 18　件 56,108,602 26,260,000 46.8%

75 中　山 （福）あすなろ福祉会 鎌ケ谷市 まるやま保育園 保育所 空調設備の交換工事 17,600,000 1,600,000 9.0%
76 中　山 （福）銚子栄光福祉会 銚子市 萌保育園 保育所 床暖房設備の設置工事 2,139,073 1,380,000 64.5%
77 中　山 （福）西口の杜 柏市 西口保育園 保育所 移動車両 4,100,000 1,600,000 39.0%
78 中　山 （福）豊福祉会 千葉市若葉区 みつわ台保育園 保育所 給水管更新工事 6,380,000 1,600,000 25.0%
79 中　山 （福）きらぼし 流山市 ミルキーホーム向小金園 保育所 送迎車両 1,480,000 960,000 64.8%
80 中　山 （福）和習会 船橋市 習志野台みゆき苑 特養老 特殊浴槽 5,830,000 1,600,000 27.4%

計２３件

計１件

－6－



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 （福）市川朝日会 市川市 市川あさひ荘　デイサービスセンター 老人デイ 送迎車両 3,550,000 1,600,000 45.0%
82 中　山 （福）慶美会 市川市 ナーシングホーム市川 特養老 温冷配膳車 1,289,200 830,000 64.3%
83 中　山 （福）鼎 印旛郡酒々井町 エコトピア酒々井 特養老 給湯器 2,670,000 1,600,000 59.9%
84 中　山 （福）聖心会 松戸市 明尽苑 特養老 福祉車両 3,840,000 1,600,000 41.6%
85 中　山 （福）福徳会 山武郡
横芝光町 吉祥苑 特養老 静養室出入口改修工事 1,430,000 910,000 63.6%
86 中　山 （福）福祉楽団 千葉市美浜区 杜の家くりもと 特養老 洗濯機・乾燥機 3,135,000 1,600,000 51.0%
87 中　山 （福）葉寿会 千葉市若葉区 菜の花園 特養老 介護ベッド・マットレス 2,714,360 1,600,000 58.9%
88 中　山 （福）大久保学園 船橋市 大久保学園 障害者支援 送迎車両 2,850,000 1,600,000 56.1%
89 中　山 （福）あかね 船橋市 ワークアイ・船橋 就労継支B（障） 名刺カッター 364,320 230,000 63.1%
90 中　山 （特非）實埜里 市川市 TUBUPLAN 就労継支B（障） オゾン水消毒設備 3,558,500 1,600,000 44.9%
91 中　山 （福）よつかいどう福祉会 四街道市 はちみつ 生活介護（障） 送迎車両 3,200,000 1,300,000 40.6%
92 中　山 （福）いちょうの里 勝浦市 みずほ学園 障害者支援 福祉車両 3,220,000 1,600,000 49.6%
93 中　山 （特非）ヘルスマネジメントあおぞら 千葉市中央区 ファームなかた 就労継支B（障） 送迎車両 2,275,380 1,600,000 70.3%
94 中　山 （特非）就労生活定着支援センターリーブ 袖ヶ浦市 就労サポートリーブ 就労継支B（障） 送迎車両 2,982,970 1,600,000 53.6%
95 中　山 （福）ミッドナイトミッションのぞみ会 富津市 望みの門新生舎 就労継支B（障） 厨房・食堂空調設備工事 2,020,000 1,300,000 64.3%
96 中　山 （特非）鎌ケ谷たんぽぽクラブ 鎌ケ谷市 myペアホーム鎌ケ谷 障グループホーム（障） スプリンクラー設置工事 4,290,000 1,600,000 37.2%
97 中　山 （特非）長柄地域の障害児者を支える会 長生郡長柄町 はっぴぃマウス 生活介護（障） 送迎車両 2,417,380 1,600,000 66.1%
98 中　山 （福）悠仁会 鴨川市 嶺岡園 障害者支援 特殊浴槽 5,984,000 1,600,000 26.7%
99 中　山 （福）まつかぜの会 松戸市 みらいず 就労継支B（障） デジタルスケール 322,080 200,000 62.0%
100 中　山 （特非）精神保健福祉を支える会ＮＥＷ 銚子市 しおさい三崎 就労継支B（障） シュレッダー 151,580 90,000 59.3%
101 中　山 （福）嬉泉 東京都世田谷区 袖ケ浦のびろ学園 自閉症 送迎車両 3,500,000 1,600,000 45.7%
合計 27　件 93,293,843 36,000,000 38.5%

102 東　京 (福)年輪 青梅市 いいあさファーム 就労継支B（障） 送迎車両 3,463,800 2,000,000 57.7%
103 東　京 (福)小曾木福祉会 青梅市 おそき保育園 保育所 遊具修繕工事 2,475,000 1,500,000 60.6%
104 東　京 (特非)東京自立支援センター 国立市 ともにーホーム 障グループホーム（障） 送迎車両 1,658,000 1,240,000 74.7%
105 東　京 (福)チャレンジャー支援機構 小金井市 パン工房ノアノア 就労継支B（障） 運搬車両 1,480,000 1,100,000 74.3%
106 東　京 (福)あいの樹 小平市 あいの実武蔵村山 重症心身児 福祉車両 4,442,990 2,000,000 45.0%
107 東　京 (特非)だれもがともに小平ネットワーク 小平市 ともにネットのグループホーム 障グループホーム（障） 福祉車両 4,072,350 2,190,000 53.7%
108 東　京 (特非)えるぶ 狛江市 スペースえるぶ 地活支援センター（障） 給湯器 120,500 90,000 74.6%
109 東　京 (福)時の会 多摩市 ぐりーんぴーす工房 就労継支B（障） 冷凍庫 341,000 250,000 73.3%
110 東　京 (福)大和会 多摩市 多摩市和光園ケアセンター 老人デイ 福祉車両 3,585,215 2,000,000 55.7%
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111 東　京 (特非)なないろの会 調布市 クレヨンキッズ 放課後デイ（障） 送迎車両 2,882,000 2,150,000 74.6%
112 東　京 (福)新の会 調布市 はあと・ふる・えりあ 就労継支B（障） 運搬車両 2,432,100 1,820,000 74.8%
113 東　京 (特非)爽々苑 調布市 爽々苑 就労継支B（障） 運搬車両 3,420,000 2,000,000 58.4%
114 東　京 (特非)SU総合企画 世田谷区 ラポール仙川 障グループホーム（障） フェンス・手すり工事 1,771,000 1,320,000 74.5%
115 東　京 (福)月峰会 八王子市 Mitleben穂高 就労継支B（障） 福祉車両 2,163,461 1,620,000 74.8%
116 東　京 (特非)武蔵野の里 東久留米市 くるめパソコン作業所 就労継支B（障） 印刷機 3,179,000 1,500,000 47.1%
117 東　京 (福)えいぶる 東大和市 かたつむりの会作業所 就労継支B（障） 運搬車両 1,534,000 1,150,000 74.9%
118 東　京 (福)みんなの会 東大和市 第一みんなの家 就労継支B（障） 電気陶芸窯 2,819,300 1,500,000 53.2%
119 東　京 (福)日野市民たんぽぽの会 日野市 たんぽぽたかはたセンター 就労継支B（障） スチームコンベクションオーブン 1,100,000 820,000 74.5%
120 東　京 (福)大家族 日野市 シンフォニア 特養老 福祉車両 2,069,990 1,550,000 74.8%
121 東　京 (福)府中西和会 府中市 鳳仙寮 特養老 リフト入浴機 4,089,800 1,500,000 36.6%

49,099,506 29,300,000 59.6%
122 東場外 (福)青少年福祉センター 足立区 暁星学園 養護児 送迎車両 1,488,000 1,110,000 74.5%
123 東場外 (福)トラムあらかわ 荒川区 荒川ひまわり 就労継支B（障） 菓子ショーケース 1,791,900 1,340,000 74.7%
124 東場外 (福)小茂根の郷 板橋区 東京武蔵野ホーム 特養老 厨房機器 2,530,000 1,630,000 64.4%
125 東場外 (福)みくに会 大田区 丸子ベビー保育園 保育所 サークル車、乳児用テーブル・椅子 365,680 270,000 73.8%
126 東場外 (特非)つどい 世田谷区 ぽーとたまがわ 相談事業（障） 事務所備品 2,233,220 1,500,000 67.1%
127 東場外 (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 児童療育（障） 筋弛緩モニター 968,000 720,000 74.3%
128 東場外 (特非)このは 豊島区 このはの家 就労継支B（障） 運搬車両 1,729,536 1,290,000 74.5%
129 東場外 (福)南東北福祉事業団 郡山市 江古田の森 軽費老 リフト入浴機 1,457,600 1,030,000 70.6%
130 東場外 (福)三交会 目黒区 青葉台さくら苑 特養老 特殊浴槽 6,001,600 1,500,000 24.9%

18,565,536 10,390,000 55.9%
合計 29　件 67,665,042 39,690,000 58.6%

131 中　京 （特非）くおりお 豊川市 そらまめ 生活介護（障） トイレの増設工事 1,936,000 1,400,000 72.3%
132 中　京 （福）光洋福祉会 名古屋市守山区 一粒荘 施設支援（障） 福祉車両 3,962,576 2,000,000 50.4%
133 中　京 （福）英楽会 名古屋市緑区 楓林花の里南館 特養老 特殊浴槽 5,370,900 3,200,000 59.5%
134 中　京 （福）豊橋市福祉事業会 豊橋市 豊橋ゆたか学園 知障児 送迎車両 3,000,000 1,800,000 60.0%
135 中　京 （福）愛知慈恵会 一宮市 新和楽荘 養護老 福祉車両 4,190,000 2,310,000 55.1%
136 中　京 （福）太陽 半田市 にしのまち保育園 保育所 屋外遊具 3,367,650 1,800,000 53.4%
137 中　京 （福）小牧福祉会 小牧市 本庄授産所 生活介護（障） 送迎車両 2,789,955 1,800,000 64.5%
138 中　京 （福）ぬくもり福祉会 安城市 安城市虹の家 就労継支B(障） 網戸の修繕工事 239,800 160,000 66.7%

計２０件

計９件
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139 中　京 （福）アニモ福祉会 瀬戸市 アニモの家 生活介護（障） 施設のバリアフリー工事 3,900,000 2,040,000 52.3%
140 中　京 （福）清新会 名古屋市中村区 森孝しぜんかん 生活介護（障） 運搬車両 2,775,110 1,700,000 61.2%
141 中　京 （福）おおぐち福祉会 丹羽郡大口町 ハートフル大口 訪問介護（老） 訪問車両 1,060,000 790,000 74.5%
142 中　京 （特非）くるみの会 豊明市 来夢 生活介護（障） 福祉車両 4,330,000 2,400,000 55.4%
143 中　京 （福）ゆたか福祉会 名古屋市南区 まーぶる 障グループホーム（障） 福祉車両 4,200,810 2,000,000 47.6%
144 中　京 （福）成春館 田原市 蔵王苑 施設支援（障） 福祉車両 3,669,320 2,400,000 65.4%

44,792,121 25,800,000 57.5%
145 中京外 （福）野並福祉会 名古屋市天白区 堀田デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,215,000 1,800,000 55.9%

3,215,000 1,800,000 55.9%
合計 15　件 48,007,121 27,600,000 57.4%

146 京　都 （特非）フォーラムひこばえ 京都市右京区 ひこばえｍｅ 生活介護（障） 送迎車両 3,081,000 2,150,000 69.7%
147 京　都 （福）しあわせネットワーク 福知山市 しあわせネット・勇気 就労継支B（障） 運搬車両 3,040,000 2,140,000 70.3%
148 京　都 （福）八康会 久世郡久御山町 楽生苑 老人デイ 福祉車両 2,300,000 1,560,000 67.8%
149 京　都 （福）共生福祉会 京田辺市 たなべ緑の風作業所 就労継支B（障） ホイロ付スチームオーブン 3,883,000 2,220,000 57.1%
150 京　都 （福）イエス団 兵庫県神戸市 空の鳥幼児園 児童発達支援 送迎車両 10,827,790 5,120,000 47.2%
151 京　都 （福）不動園 宇治市 あゆみ園 児童発達支援 送迎車両 6,711,650 3,270,000 48.7%
152 京　都 （福）菊鉾会 京都市左京区 テンダーハウス 生活介護（障） 福祉車両 3,800,000 2,590,000 68.1%
153 京　都 （福）京都障害者福祉センター 京都市南区 京都市洛南身体障害者福祉会館 生活介護（障） 福祉車両 4,227,100 3,000,000 70.9%
154 京　都 （福）太陽福祉会 京丹後市 海山園 短期入所（老） 福祉車両 2,161,790 1,450,000 67.0%
155 京　都 （福）長岡京せいしん会 長岡京市 天神の杜 特養老 福祉車両 2,209,940 1,590,000 71.9%
156 京　都 （福）心音会 大阪府豊中市 刀根山こころこども園 保育所 居室エアコン 1,933,800 1,320,000 68.2%
157 京　都 （福）美郷会 大阪府枚方市 美郷 特養老 特殊浴槽 4,950,000 3,220,000 65.0%
158 京　都 （福）しらゆり会 大阪府豊中市 のばたけ保育園 認定こども園 冷却機能付給茶機 1,721,500 1,100,000 63.8%
159 京　都 （福）みおつくし福祉会 大阪府大阪市 北中本保育園 保育所 屋根・外壁防水工事 5,885,000 3,760,000 63.8%
160 京　都 （福）博愛社 大阪府大阪市 博愛社こども園 認定こども園 看板（案内板）設置工事 1,230,000 740,000 60.1%

57,962,570 35,230,000 60.7%
161 京場外 （福）大江福祉会 福知山市 大江作業所 就労継支B（障） 運搬車両 1,309,200 760,000 58.0%
162 京場外 （福）白水福祉会 堺市南区 城山台こども園 認定こども園 回転釜・立体炊飯器 2,519,000 1,520,000 60.3%

3,828,200 2,280,000 59.5%
合計 17　件 61,790,770 37,510,000 60.7%

計２ 件

計１５件

計１４件

計１件
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163 阪　神 （福）常寿会 高砂市北浜町 常寿園 特養老 送迎車両 1,688,157 1,260,000 74.6%
164 阪　神 （福）正和会 川西市清和台東 やわらぎの里　東谷 特養老 特殊浴槽 3,779,600 2,490,000 65.8%
165 阪　神 （福）もみじ会 たつの市新宮町 協和学園 障害者支援 送迎車両 3,170,022 2,290,000 72.2%
166 阪　神 （福）柏翔会 丹波市柏原町 ミライズにじ 認定こども園 屋外遊具 1,914,000 1,430,000 74.7%
167 阪　神 （福）あいむ 姫路市広畑区 アメニティホーム光都学園 養護児 送迎車両 2,310,000 1,730,000 74.8%
168 阪　神 （福）きょうどう 神戸市兵庫区 ソーシャルコープひょうご 就労継支A・B（障） アラキクラゲ栽培棚 1,813,196 1,000,000 55.1%
169 阪　神 （福）ウィステリア 明石市大久保町 ricco六甲保育園 保育所 送迎車両 7,172,000 2,000,000 27.8%
170 阪　神 （福）雄岡山福祉会 神戸市西区 幼老の郷グループホーム　おっこう山 老人グループホーム 福祉車両 4,575,642 1,000,000 21.8%
171 阪　神 （福）明倫福祉会 神戸市中央区 ぽー愛 特養老 特殊浴槽 4,081,000 1,000,000 24.5%
172 阪　神 （福）波賀の里福祉会 宍粟市波賀町 メープルホーム 特養老 洗濯機 2,321,000 1,000,000 43.0%
173 阪　神 （福）兵庫県社会福祉事業団 神戸市西区 のぞみの家 救護施設 乾燥機 1,772,375 930,000 52.4%
174 阪　神 （福）神戸老人ホーム 神戸市東灘区 デイサービス　こだま 老人デイ 福祉車両 3,940,000 1,000,000 25.3%
175 阪　神 （福）北須磨保育センター 神戸市須磨区 友が丘YUAI 特養老 介護ベッド１０台 1,628,000 930,000 57.1%
176 阪　神 （福）めぐみ会 たつの市揖保川町 宝塚仏光保育園 保育所 和太鼓、PA機器、玩具 1,399,689 1,000,000 71.4%
177 阪　神 （福）ウエルライフ 西宮市西宮浜 ウエルライフ西宮 特養老 事務用チェア 502,810 370,000 73.5%
178 阪　神 （福）尼崎武庫川園 西宮市田近野町 武庫アルテンハイム 特養老 入浴用ストレッチャー 1,263,900 780,000 61.7%
179 阪　神 （福）緑峯会 西宮市山口町 セントポーリア愛の郷 特養老 温冷配膳車 1,378,300 850,000 61.6%
180 阪　神 （福）浜寺会 堺市西区 はまでら保育園 認定こども園 室内遊具 671,000 400,000 59.6%
181 阪　神 （福）あおば福祉会 堺市北区 おおぞら保育園 保育所 多機能電話機１２台 1,265,000 400,000 31.6%
182 阪　神 （福）ひなぎく会 堺市南区 ひなぎくこども園 認定こども園 送迎車両 1,407,262 550,000 39.0%
183 阪　神 （福）ドレミ福祉会 堺市西区 ドレミ保育園 認定こども園 園庭用時計、ベンチ他 545,000 400,000 73.3%
184 阪　神 （福）淳心会 堺市南区 平和の園 認定こども園 送迎車両 1,429,262 550,000 38.4%
185 阪　神 （福）ほっこり福祉会 貝塚市三ツ松 ほっこりの里 就労継支B（障） 運搬車両 2,480,000 1,100,000 44.3%
186 阪　神 （福）心愛 枚方市大峰元町 心学塾作業所 就労継支B（障） 運搬車両 1,460,000 1,090,000 74.6%
187 阪　神 （福）大阪児童福祉事業協会 大阪市天王寺区 清心寮 養護児 送迎車両 3,620,710 1,100,000 30.3%
188 阪　神 （福）枚方療育園 枚方市津田東町 枚方総合発達医療センター 重症心身児 福祉車両 5,401,177 1,100,000 20.3%
189 阪　神 （福）山麓会 四条畷市清滝中町 清滝らくらく苑 特養老 福祉車両 1,734,970 1,150,000 66.2%
190 阪　神 （福）福友会 枚方市藤阪東町 うぐいすの里 特養老 福祉車両 2,045,000 1,150,000 56.2%
191 阪　神 （福）野のはな 阪南市和泉鳥取 野のはな 就労継支B（障） 福祉車両 4,023,200 1,890,000 46.9%
192 阪　神 （福）俊英舘福祉事業会 大阪市鶴見区 俊英舘保育園 保育所 食器消毒保管庫 308,000 230,000 74.6%
193 阪　神 （福）大領福祉会 大阪市住吉区 大領乳児保育園 保育所 電子ピアノ２台 240,000 180,000 75.0%
194 阪　神 （福）貝塚中央福祉会 貝塚市橋本 谷町中央保育園 保育所 防災関連用品 745,270 490,000 65.7%
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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
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交　付　額

195 阪　神 （福）堺あかり会 堺市中区 浅香東保育園 保育所 机、椅子 460,680 340,000 73.8%
72,546,222 33,180,000 45.7%

196 阪場外 （福）功徳会 大阪市西成区 にちげつの光津守 特養老 福祉車両 1,833,380 1,370,000 74.7%
1,833,380 1,370,000 74.7%

合計 34　件 74,379,602 34,550,000 46.4%

197 九　州 （福）援助会 北九州市八幡西区 グループホーム聖ヨゼフの園 老人グループホーム 福祉車両 2,060,000 1,400,000 67.9%
198 九　州 （福）恵光会 北九州市小倉南区 朽網保育園 保育所 エアコン 2,200,000 1,600,000 72.7%
199 九　州 （福）恵風会 北九州市門司区 広済寺保育園 保育所 園庭遊具補修工事 1,859,000 1,350,000 72.6%
200 九　州 （福）広寿会 北九州市小倉北区 足原のぞみ苑 特養老 浴室リフト 2,413,400 1,800,000 74.5%
201 九　州 （福）宏隆会 北九州市小倉南区 デイサービスセンター舞ケ丘明静苑 老人デイ 福祉車両 1,884,540 1,170,000 62.0%
202 九　州 （福）広緑会 北九州市若松区 ケアイン博多 特養老 福祉車両 3,370,000 1,800,000 53.4%
203 九　州 （福）小倉新栄会 北九州市小倉北区 新栄きよみずの杜 特養老 入浴用リフト・走行用リフト 984,985 730,000 74.1%
204 九　州 （特非)シュタイナー＆モンテッソーリ ・アカデミー 北九州市八幡東区 シュタイナーハウス・モモ 放課後デイ（障） 送迎車両 2,650,000 1,980,000 74.7%
205 九　州 （福）春和会 北九州市小倉南区 こじか保育園 保育所 1階テラス改修工事 2,926,660 1,480,000 50.5%
206 九　州 （福）真祐会 北九州市八幡西区 リアンたかのす保育園 認定こども園 園庭遊具 4,191,000 2,000,000 47.7%
207 九　州 （福）長浜会 北九州市小倉北区 長浜保育園 認定こども園 玄関廻り改修工事 1,430,000 1,000,000 69.9%
208 九　州 （福）八心会 北九州市小倉南区 グループホームひまわりヒルズ 老人グループホーム 福祉車両 2,153,465 1,600,000 74.2%
209 九　州 （福）龍玉会 北九州市小倉南区 洗心保育園 認定こども園 園舎外壁塗装工事 2,090,000 1,050,000 50.2%
210 九　州 （特非)ろう高齢者の豊かな生活を支える会陽だまり 北九州市八幡東区 ろう高齢者の豊かな生活を支える会陽だまり 共同作業所（障） 送迎車両 1,880,000 1,410,000 75.0%
211 九　州 （福）大川市福祉会 大川市 木の香園就労支援センター 就労継支B（障） 廊下、食堂床改修工事 1,298,000 670,000 51.6%
212 九　州 （福）翔空会 糟屋郡志免町 志免さくらこども園 認定こども園 エントランス拡張工事 6,600,000 1,170,000 17.7%
213 九　州 （福）筑前伊都の会 福岡市 松生園 特養老 デイルーム改修工事 2,343,000 1,370,000 58.4%
214 九　州 （福）とりかい 福岡市 デイサービスセンター飛鳥 老人デイ 福祉車両 1,900,000 850,000 44.7%
215 九　州 （特非)福岡県障害者雇用支援センターあゆむ 久留米市 福岡県障害者雇用支援センターあゆむ 就労移支（障） 送迎車両 2,202,622 770,000 34.9%
216 九　州 （福）豊徳会 田川郡福智町 児童発達支援センターきらり直方 児童発達支援（障） 送迎車両 3,550,000 1,170,000 32.9%
合計 20　件 49,986,672 26,370,000 52.7%

216　件 601,227,432 315,560,000 52.4%

計３３件

計１件

馬主協会合計
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Ⅱ. 府 県 別 交 付 額 一 覧
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217 青　森 （福）つがる福祉会 つがる市 車力こども園 認定こども園 送迎車両 5,100,000 3,090,000 60.5%
218 青　森 （福）ぶさん会 八戸市 ワーク柿の木苑 就労継支Ｂ（障） 運搬車両 3,792,160 2,310,000 60.9%
219 青　森 （福）厚志会 五所川原市 第一さつき 認定こども園 屋外時計・PAスピーカー 259,600 190,000 73.1%

計 3　件 9,151,760 5,590,000 61.0%

220 岩　手 （特非）ユリノキ会 盛岡市 コスモス 就労継支Ｂ（障） 運搬車両 1,385,000 1,030,000 74.3%
221 岩　手 （福）ひたかみ福祉会 奥州市 ワークみずさわ 就労継支B（障） 運搬車両 1,494,200 1,100,000 73.6%
222 岩　手 （福）共伸会 胆沢郡金ケ崎町 共伸園 就労継支Ｂ（障） パソコン・プリンター 2,283,600 1,710,000 74.8%
223 岩　手 （福）岩手更生会 盛岡市 緑生園 生活介護（障） 福祉車両 2,079,740 1,450,000 69.7%

計 4　件 7,242,540 5,290,000 73.0%

224 宮　城 （福）一歩一歩福祉会 仙台市青葉区 ポケット 生活介護（障） 施設屋根部分修繕工事 7,163,921 2,570,000 35.8%
225 宮　城 （福）家庭福祉会 仙台市宮城野区 きぼう園 生活介護（障） 空調設備工事 4,000,000 1,430,000 35.7%
226 宮　城 （福）東松島福祉会 東松島市 やもと赤井の里 特養老 福祉車両 4,765,000 1,710,000 35.8%

計 3　件 15,928,921 5,710,000 35.8%

227 秋　田 （特非）NPO法人リロリ 湯沢市 Comitto-こみっと- 生活介護（障） 福祉車両 2,350,000 1,500,000 63.8%
228 秋　田 （福）山本更生会 山元郡三種町 大日寮 障害者支援 福祉車両 2,090,000 1,500,000 71.7%
229 秋　田 （福）秋田ふくしハートネット 仙北市 愛仙の華 生活介護（障） 送迎車両 1,807,044 1,320,000 73.0%
230 秋　田 （福）秋田県母子寡婦福祉連合会 秋田市 あきた保育園 保育所 ２階バルコニー手摺補強工事 1,155,000 860,000 74.4%

計 4　件 7,402,044 5,180,000 69.9%

231 山　形 （特非）にじいろ 最上郡舟形町 にじいろ 就労継支B（障） 福祉車両 1,976,910 1,480,000 74.8%
232 山　形 （福）星和学園 天童市 ほし保育園 保育所 運搬車両 1,470,000 1,100,000 74.8%
233 山　形 （福）朝日敬慎会 西村山郡朝日町 和合荘 特養老 災害用大型備蓄倉庫 621,500 460,000 74.0%
234 山　形 （福）南陽恵和会 南陽市 こぶし荘 特養老 福祉車両 4,210,000 1,500,000 35.6%
235 山　形 （福）やまがた市民福祉会 山形市 とかみ共生苑 特養老 カーポート新設工事 1,368,000 1,020,000 74.5%

計 5　件 9,646,410 5,560,000 57.6%

令 和 ４ 事 業 年 度   施 設 整 備 等 助 成 金 交 付 額 一 覧

（単　位　：　円）

総事業費
助　成　金
交　付　額
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236 茨　城 （福）清順会 水戸市 蛍 生活介護（障） 自動包装機械 3,489,530 2,610,000 74.7%
237 茨　城 （福）青洲会 土浦市 こほく 老人デイ 福祉車両 3,750,000 2,020,000 53.8%
238 茨　城 （福）下総プリンスクラブ 古河市 下総プリンスクラブ 軽費老 送迎車両 3,144,200 1,710,000 54.3%

計 3　件 10,383,730 6,340,000 61.0%

239 栃　木 （福）創和会 栃木市 まろにえ四季の里 特養老 福祉車両 4,133,090 1,460,000 35.3%
240 栃　木 （福）パステル 小山市 セルプ花 就労継支B（障） 運搬車両 5,530,000 1,460,000 26.4%
241 栃　木 （福）誠心会 那須塩原市 那須順天荘 特養老 福祉車両 1,787,700 970,000 54.2%
242 栃　木 （福）長寿栄光会 宇都宮市 宮の里ふじおか 特養老 移動式リフト 506,869 370,000 72.9%
243 栃　木 （福）とちのみ会 佐野市 どんぐり 生活介護（障） 送迎車両 3,454,710 1,460,000 42.2%

計 5　件 15,412,369 5,720,000 37.1%

244 群　馬 （福）大桐会 富岡市 天の間園 特養老 福祉車両 1,743,630 810,000 46.4%
245 群　馬 （福）民善会 富岡市 妙義 特養老 福祉車両 1,743,630 810,000 46.4%
246 群　馬 （福）毛里田睦会 太田市 障害児通所支援事業所毛里田 放課後デイ（障） 送迎車両 2,750,000 1,280,000 46.5%
247 群　馬 （特非）工房ぜっと 高崎市 めだかホーム 障グループホーム（障） 送迎車両 2,880,000 1,340,000 46.5%
248 群　馬 （福）巣立ちの杜 前橋市 レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場 就労継支Ｂ（障） 送迎車両 3,561,000 1,500,000 42.1%

計 5　件 12,678,260 5,740,000 45.2%

249 埼　玉 （特非）合 越谷市 重症児者ディサービスyes 放課後デイ（障） 福祉車両 2,262,280 1,550,000 68.5%
250 埼　玉 （福）藤の実会 所沢市 きらめき 生活介護（障） 送迎車両 3,100,000 1,840,000 59.3%
251 埼　玉 （特非）ほっとポット さいたま市岩槻区 あおい荘 障グループホーム（障） 送迎車両 1,660,000 1,240,000 74.6%
252 埼　玉 （福）埼葛福祉会 越谷市 神明苑 相談事業（障） 訪問車両 1,370,000 950,000 69.3%

計 4　件 8,392,280 5,580,000 66.4%

253 神奈川 （福）かながわ共同会 秦野市 とまと 生活介護（障） 福祉車両 4,535,650 3,210,000 70.7%
254 神奈川 （福）唐池学園 綾瀬市 コペルタ貴志園 生活介護（障） 送迎車両 4,228,250 2,800,000 66.2%
255 神奈川 （福）阿部睦会 横須賀市 美山ホーム 養護老 福祉車両 1,862,060 1,280,000 68.7%

計 3　件 10,625,960 7,290,000 68.6%

－14－



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

256 富　山 (特非）あかりハウス 富山市 あかりハウス 就労継支B（障） 送迎車両 1,508,295 1,020,000 67.6%
257 富　山 (福）手をつなぐ高岡 高岡市 ワークスてんもく 就労継支B（障） 送迎車両 3,465,000 2,120,000 61.1%
258 富　山 (福）せせらぎ会 黒部市 せせらぎハウス黒部 就労継支B（障） 運搬車両 2,380,000 1,610,000 67.6%
259 富　山 (福）富山県精神保健福祉協会 富山市 ゆりの木の里 就労継支A（障） 製パン用ミキサー 1,245,200 830,000 66.6%

計 4　件 8,598,495 5,580,000 64.8%

260 石　川 （特非）いずみの 金沢市 いずみの 就労継支B（障） 運搬車両 1,407,099 690,000 49.0%
261 石　川 （福）奥能登福祉会 鳳珠郡能登町 ケアハウス縄文 軽費老 福祉車両 4,500,000 2,000,000 44.4%
262 石　川 （福）粟津福祉協会 小松市 粟津こども園 認定こども園 オーニング（テント）改修工事 1,950,300 950,000 48.7%
263 石　川 （特非）飛鳥 白山市 グループホームあすか 老人グループホーム 施設修繕事業 1,903,000 930,000 48.8%
264 石　川 （福）清湖の杜 河北郡内灘町 グループホームみんなの杜 老人グループホーム 外壁シーリング工事 2,200,000 1,070,000 48.6%

計 5　件 11,960,399 5,640,000 47.1%

265 福　井 （福）　白山会 福井市 パークスみなみ 特養老 特殊浴槽 5,384,500 1,880,000 34.9%
266 福　井 （特非）アップ・トゥ・ユウ 小浜市 アップ・トゥ・ユウ 就労継支A（障） 送迎車両 3,368,140 1,190,000 35.3%
267 福　井 （福）四ヶ浦保育園 越前町 四ヶ浦こども園 認定こども園 送迎車両 7,334,640 2,560,000 34.9%

計 3　件 16,087,280 5,630,000 34.9%

268 山　梨 （福）あそびじゅく 甲府市 茅工房 生活介護（障） 福祉車両 1,870,000 1,200,000 64.1%
269 山　梨 （福）友和会 甲斐市 フレンズ 就労継支B（障） 送迎車両 3,617,388 1,650,000 45.6%
270 山　梨 （福）櫻樹会 南アルプス市 ひまわり 老人デイ 福祉車両 1,850,000 1,200,000 64.8%
271 山　梨 （福）友伸福祉会 北杜市 ほくと・ぬくもり 居宅介護（老） 福祉車両 2,320,000 1,300,000 56.0%
272 山　梨 （福）光塩福祉会 甲州市 クローバー学園 養護児 送迎車両 1,616,526 1,000,000 61.8%

計 5　件 11,273,914 6,350,000 56.3%
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273 長　野 （福）絆の会 長野市 リアン若里 障グループホーム（障） 屋根修繕工事 2,300,000 1,310,000 56.9%
274 長　野 （福）まるこ福祉会 上田市 ホームとんぼ　Ⅲ 障グループホーム（障） 特殊浴槽 2,880,000 1,500,000 52.0%
275 長　野 （特非）ぽれぽれ野の花 大町市 ぽれぽれ野の花 老人デイ 屋根・外壁修繕工事 1,859,000 1,060,000 57.0%
276 長　野 （福）ハイネスライフ 長野市 高山おんせん朝日ホーム 特養老 車いす 487,500 280,000 57.4%
277 長　野 （特非）まつばらの風 松本市 フルリール 障グループホーム（障） 送迎車両 2,642,050 1,500,000 56.7%

計 5　件 10,168,550 5,650,000 55.5%

278 岐　阜 (福)岐協福祉会 岐阜市 大洞岐協苑 特養老 福祉車両 3,990,000 1,820,000 45.6%
279 岐　阜 (福)慶睦会 岐阜市 千手の華 老人短期 送迎車両 1,646,520 1,080,000 65.5%
280 岐　阜 (福)武芸会 関市 寿和苑 特養老 防災設備更新工事 7,150,000 2,700,000 37.7%

計 3　件 12,786,520 5,600,000 43.7%

281 静　岡 （福）正廉会 牧之原市 海山荘 特養老 福祉車両 1,840,000 1,320,000 71.7%
282 静　岡 （福）たんぽぽ会 浜松市 芳川の里 特養老 網戸・障子修繕工事 2,870,000 2,070,000 72.1%
283 静　岡 （福）静岡慈恵会 静岡市 春日保育園 保育所 ウッドデッキ他 3,091,990 2,230,000 72.1%

計 3　件 7,801,990 5,620,000 72.0%

284 三　重 (特非)いろ葉 度会郡玉城町 多気郡地域児童発達支援センター 児童発達支援 エアコン 2,952,345 2,200,000 74.5%
285 三　重 (福)敬愛会 津市 津長谷山学園 障害者支援 大型洗濯機・大形乾燥機 2,689,500 2,010,000 74.7%

計 2　件 5,641,845 4,210,000 74.6%

286 滋　賀 (福)あすこみっと 草津市 きらっと 就労移支（障） 送迎車両 2,990,000 1,000,000 33.4%
287 滋　賀 (福)パレット・ミル 栗東市 パレット・ミル 就労継支B（障） 発泡スチロール減容機 2,475,000 1,000,000 40.4%
288 滋　賀 (福)おおつ福祉会 大津市 伊香立の杜 障グループホーム（障） 送迎車両 1,092,260 730,000 66.8%
289 滋　賀 (特非)スペースウィン 守山市 やまぼうし 障グループホーム（障） エアコン 768,900 510,000 66.3%
290 滋　賀 (福)近江幸楽会 長浜市 ほほえみ 老人デイ 送迎車両 1,703,452 1,000,000 58.7%
291 滋　賀 (福)瑠璃光会 甲賀市 るりこう園 障害者支援 福祉車両 1,810,000 1,000,000 55.2%

計 6　件 10,839,612 5,240,000 48.3%
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292 大　阪 （福）ぽぽんがぽん 大阪府茨木市 ぽかぽか 生活介護（障） 福祉車両 3,600,000 2,620,000 72.7%
293 大　阪 （福）創思苑 大阪府東大阪市 パンジー 生活介護（障） 福祉車両 3,991,809 2,960,000 74.1%

件 2　件 7,591,809 5,580,000 73.5%

294 奈　良 (福)  嘉耶の会 奈良市 はるかぜ 就労継支A（障） 福祉車両 3,600,270 1,660,000 46.1%
295 奈　良 (福)  恵風会 宇陀市 やまびこ 特養老 特殊浴槽 6,138,000 2,870,000 46.7%
296 奈　良 (福)  博寿会 香芝市 てんとう虫 特養老 福祉車両 2,273,840 1,050,000 46.1%

計 3　件 12,012,110 5,580,000 46.4%

297 和歌山 (福)貴桃会 紀の川市 たんぽぽ作業所 生活介護（障） カーテン 750,420 500,000 66.6%
298 和歌山 (福)親和園 和歌山市 ケアハウス第三親和園 軽費老 給湯設備更新工事 6,000,000 1,000,000 16.6%
299 和歌山 (福)愛徳園 和歌山市 ビンセント療護園 障害者支援 浴槽床改修工事 1,188,000 800,000 67.3%
300 和歌山 (福)わらべ会 和歌山市 新堀こども園 認定こども園 カーテン及び壁紙修繕工事 782,540 580,000 74.1%
301 和歌山 (福)公風会 和歌山市 通園あるば 児童発達支援 室内運動遊具 911,680 680,000 74.5%
302 和歌山 (福)かぜのこ福祉会 和歌山市 かぜのこ保育園 保育所 テラス修繕工事 1,966,747 1,000,000 50.8%
303 和歌山 (福)おもと会 有田郡有田川町 おもと 第5オレンジホーム 障グループホーム（障） エアコン 742,500 400,000 53.8%
304 和歌山 (福)やおき福祉会 田辺市 かしのき 地活支援センター（障） 物置 925,100 620,000 67.0%

計 8　件 13,266,987 5,580,000 42.0%

305 鳥　取 更生保護法人 鳥取県更生保護給産会 鳥取市 鳥取県更生保護給産会 更生保護 食堂用家電 1,285,900 960,000 74.6%
306 鳥　取 （福）ふれあい 岩美郡岩美町 岩井長者寮 軽費老 浴室美装工事 270,270 200,000 74.0%
307 鳥　取 （福）慶愛会 西伯郡大山町 大山やすらぎの里 特養老 屋上防水工事 2,603,920 1,100,000 42.2%
308 鳥　取 （福）みその児童福祉会 岡山市 米子聖園コスモス 母子生活支援 施設改修工事 2,200,000 1,070,000 48.6%
309 鳥　取 （福）希望の家 倉吉市 希望の家 生活介護（障） オストメイト設備設置工事 638,000 470,000 73.6%
310 鳥　取 （福）まつぼっくり 境港市 まつぼっくり事業所 就労継支B（障） 食堂床修繕工事 605,000 450,000 74.3%
311 鳥　取 （福）日南福祉会 日野郡日南町 あかねの郷 老人デイ 送迎車両 1,552,677 1,000,000 64.4%
312 鳥　取 （福）いずみの苑 米子市 いずみの苑 軽費老 送迎車両 2,876,600 1,100,000 38.2%

計 8　件 12,032,367 6,350,000 52.7%

－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

313 島　根 （特非）久米の家 松江市 ほっと 居宅介護（老） 福祉車両 1,870,000 1,000,000 53.4%
314 島　根 （福）草雲会 松江市 東寿苑 特養老 特殊浴槽 4,400,000 1,030,000 23.4%
315 島　根 （特非）あかぎ福祉会 飯南町 まんてんの家 老人グループホーム 施設改修工事 1,006,500 750,000 74.5%
316 島　根 （福）ふらっと 松江市 ピー・ター・パン 就労継支A（障） パソコン・カメラ他 1,399,750 1,000,000 71.4%
317 島　根 （特非）コミュニティサポートいずも 出雲市 ＣＳいずも大社事業所 放課後デイ（障） 福祉車両 1,941,570 1,000,000 51.5%
318 島　根 （福）弥栄福祉会 浜田市 弥栄ヘルパーひだまり 訪問介護(老） 訪問車両 1,190,000 890,000 74.7%

計 6　件 11,807,820 5,670,000 48.0%

319 岡　山 (福)クムレ 倉敷市 多機能型事業所おうちだ 生活介護（障） 特殊浴槽等 4,180,000 1,310,000 31.3%
320 岡　山 (福)純晴会 倉敷市 浮州園 特養老 福祉車両 1,790,000 560,000 31.2%
321 岡　山 (福)郁青会 倉敷市 サンバードデイサービスセンター 老人デイ 肘付椅子・テーブル等家具 1,290,000 410,000 31.7%
322 岡　山 (福)松園福祉会 倉敷市 あすなろ園 特養老 特殊浴槽 3,619,000 1,110,000 30.6%
323 岡　山 (福)笠岡市社会福祉事業会 笠岡市 笠岡学園 障害者支援 送迎車両 3,638,000 1,110,000 30.5%
324 岡　山 (福)誠和 瀬戸内市 あじさいのおか牛窓 特養老 特殊浴槽 3,601,400 1,110,000 30.8%

計 6　件 18,118,400 5,610,000 30.9%

325 広　島 （福）燈心会 広島市西区 三滝苑 老人デイ 福祉車両 3,850,000 2,850,000 74.0%
326 広　島 （福）サンシャイン 広島市南区 サンシャイン南蟹屋 老人デイ 福祉車両 3,714,450 2,750,000 74.0%
327 広　島 （福）交響 広島市東区 第一きつつき共同作業所 生活介護（障） 福祉車両 1,597,640 1,140,000 71.3%

計 3　件 9,162,090 6,740,000 73.5%

328 山　口 （福）宇部市厚生事業会 宇部市 好生園 軽費老 エレベーター改修工事 25,410,000 2,000,000 7.8%
329 山　口 （特非）ふれあいの家鴻の峯 山口市 ワークステーション大歳 就労継支B（障） 施設屋根改修工事 1,095,353 770,000 70.2%
330 山　口 （特非）ぴーすくえあ 下関市 ゆーすくえあ 放課後デイ（障） 送迎車両 2,830,000 1,820,000 64.3%
331 山　口 （福）下関市民生事業助成会 下関市 なごみの里 障害支援施設 福祉車両 2,760,000 1,780,000 64.4%

計 4　件 32,095,353 6,370,000 19.8%
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332 徳　島 （福）徳島県身体障害者連合会 徳島市 小星園 障害者支援 福祉車両 3,260,000 1,370,000 42.0%
333 徳　島 （福）健祥会 徳島市 一休さん 老人デイ 福祉車両 2,130,000 1,230,000 57.7%
334 徳　島 （特非）巣立 吉野川市 巣立 就労継支Ｂ（障） 運搬車両 1,350,000 1,000,000 74.0%
335 徳　島 （特非）アスカ 阿波市 アスカ 就労継支Ｂ（障） 屋根付カーポート新設工事他 1,094,390 820,000 74.9%
336 徳　島 （福）わかば会 徳島市 沖洲こども園 認定こども園 組立式プール 1,529,000 1,000,000 65.4%
337 徳　島 （福）カリヨン 徳島市 れもんワークス 就労継支Ｂ（障） 屋根付駐輪場 236,100 170,000 72.0%

計 6　件 9,599,490 5,590,000 58.2%

338 香　川 （福）洋々会 高松市 （仮称）フィールド 障グループホーム（障） グループホーム開設改修工事 2,000,000 1,500,000 75.0%
339 香　川 （福）こがも福祉会 高松市 クローバーハウスこがも 生活介護（障） 福祉車両 3,891,946 1,500,000 38.5%
340 香　川 （福）光志福祉会 丸亀市 デイサービスセンターネムの木 老人デイ 福祉車両 3,594,000 2,680,000 74.5%
341 香　川 （特非）ASAの会 さぬき市 みなとの家 就労継支Ｂ（障） フルカラー複合機 880,000 660,000 75.0%

計 4　件 10,365,946 6,340,000 61.1%

342 愛　媛 （福）北条愛児園 松山市 北条愛児園 保育所 鳥飼育小屋 2,353,780 1,360,000 57.7%
343 愛　媛 （福）南風会 伊予郡砥部町 ハートピアみなみ 就労継支B（障） 送迎車両 1,542,925 960,000 62.2%
344 愛　媛 （福）育和会 上浮穴郡久万高原町 NIKONIKO館 児童館 送迎車両 3,390,000 1,360,000 40.1%
345 愛　媛 （福）神拝保育園 西条市 神拝保育園 保育所 運搬車両 1,312,000 790,000 60.2%
346 愛　媛 （福）三志会 松山市 潮見保育園 保育所 エアコン 1,650,000 1,110,000 67.2%

計 5　件 10,248,705 5,580,000 54.4%

347 高　知 （特非）うーたん 南国市 からふる 就労継支B（障） 送迎車両 3,150,000 1,500,000 47.6%
348 高　知 （福）和光会 高知市 高知愛児園 保育所 冷凍冷蔵庫、乳児用遊具 1,328,800 990,000 74.5%
349 高　知 （特非）ホップあきの会 安芸市 共同作業所ホップあき 就労継支B（障） 運搬車両 1,910,000 1,260,000 65.9%
350 高　知 （福）城南保育協会 高知市 城南保育園 保育所 乳児用室内遊具 2,200,000 1,500,000 68.1%
351 高　知 （特非）ら・ら・ら会 吾川郡いの町 ら・ら・らホーム２ 障グループホーム（障） 家電製品 596,728 330,000 55.3%

計 5　件 9,185,528 5,580,000 60.7%

352 佐　賀 (福)誠和福祉会 武雄市 みふねの里 障グループホーム（障） 屋上防水改修工事 2,000,000 1,330,000 66.5%
353 佐　賀 (特非)スイングフェイス 鳥栖市 スイングフェイス 障グループホーム（障） 福祉車両 1,686,000 1,120,000 66.4%
354 佐　賀 (福)スプリングひびき 佐賀市 奏 放課後デイ（障） 送迎車両 1,766,000 1,140,000 64.5%
355 佐　賀 (福)ふくしの里 神埼 神埼市 ザ・かんざき 就労継支B（障） 送迎車両 3,440,000 1,990,000 57.8%

計 4　件 8,892,000 5,580,000 62.7%
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356 長　崎 (福)慈光福祉会 佐世保市 すみれ保育園 保育所 送迎車両 3,546,400 1,750,000 49.3%
357 長　崎 (福)山陰会 南島原市 自然寮 障グループホーム（障） 送迎車両 1,330,100 680,000 51.1%
358 長　崎 (福)博仁会 佐世保市 博仁荘 特養老 福祉車両 2,280,000 1,140,000 50.0%
359 長　崎 (福)樹陽会 大村市 デイサービスセンター湧泉荘 老人デイ 福祉車両 2,200,000 1,160,000 52.7%
360 長　崎 (福)慶長会 対馬市 通所介護・なるたき園 老人デイ 福祉車両 3,370,963 1,650,000 48.9%

計 5　件 12,727,463 6,380,000 50.1%

361 熊　本 (特非)糸 熊本市 つむぐ 訪問介護（障） 福祉車両 4,165,050 1,330,000 31.9%
362 熊　本 (福)翠光園 球磨郡あさぎり町 翠光園 養護老 福祉車両 1,590,000 1,050,000 66.0%
363 熊　本 (特非)後藤会 熊本市 もねろ 居宅介護（老） 施設屋根修繕工事 2,585,000 1,330,000 51.4%
364 熊　本 (福)光輪会 葦北郡芦北町 石蕗の里 障害者支援 施設居室等改修工事 39,721,000 1,330,000 3.3%
365 熊　本 (特非)おーさぁ 熊本市 健軍くらしささえ愛工房 老人デイ 福祉車両 1,983,890 1,310,000 66.0%

計 5　件 50,044,940 6,350,000 12.6%

366 大　分 （福）別府発達医療センター 別府市 児童発達支援センターひばり園 障害児通所 送迎車両 3,090,000 1,000,000 32.3%
367 大　分 （福）青山２１ 佐伯市 げんきファーム 就労継支A（障） 送迎車両 2,650,000 1,000,000 37.7%
368 大　分 （福）グループ・ラム 日田市 障害福祉サービス事業ラム 就労継支B（障） 送迎車両 3,330,000 1,000,000 30.0%
369 大　分 （福）産土会 由布市 みずほ保育園 保育所 運搬車両 1,850,000 1,000,000 54.0%
370 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 施設２階の天井工事 693,000 470,000 67.8%
371 大　分 （福）大分県盲人協会 大分市 新大分県盲人福祉センター 点字図書館 点字プリンター 1,039,500 700,000 67.3%
372 大　分 （福）直心会 中津市 望箭荘 特養老 超低床ベッド（２台） 613,800 410,000 66.7%

計 7　件 13,266,300 5,580,000 42.0%

373 宮　崎 （特非）チームさどわら 宮崎市 久峰食堂 就労継支B（障） 送迎車両 3,000,000 1,600,000 53.3%
374 宮　崎 （特非）サポートセンターそしある 宮崎市 そしある 生活介護（障） 屋外物置 230,600 170,000 73.7%
375 宮　崎 （特非）ゆるいと 小林市 ゆるいとタウン　とんで―の 地活支援センター（障） 送迎車両 1,410,000 710,000 50.3%
376 宮　崎 （特非）一歩会 西臼杵郡高千穂町 一歩 生活介護（障） 送迎車両 3,262,300 1,600,000 49.0%
377 宮　崎 （福）コスモス会 小林市 陽光の里 特養老 福祉車両 4,063,090 1,500,000 36.9%

計 5　件 11,965,990 5,580,000 46.6%
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378 鹿児島 (福）更生会 南九州市 慈生園 障害者支援 福祉車両 2,115,000 1,380,000 65.2%
379 鹿児島 (福）休道福祉会 南九州市 知覧　ふれあいの里 就労継支Ｂ（障） 送迎車両 3,000,000 1,420,000 47.3%
380 鹿児島 (福）南嶺山福祉会 出水市 西出水認定こども園 認定こども園 送迎車両 4,255,730 1,420,000 33.3%
381 鹿児島 (福）青鳥会 鹿児島市 あおいとり 障害者支援 福祉車両 4,023,400 1,420,000 35.2%

計 4　件 13,394,130 5,640,000 42.1%

382 沖　縄 (公社)沖縄県母子寡婦福祉連合会 那覇市 沖縄県母子寡婦福祉連合会 母子生活支援 訪問車両 1,850,000 1,000,000 54.0%
383 沖　縄 (福)大成福祉会 糸満市 みつる認定こども園 認定こども園 送迎車両 3,898,020 1,000,000 25.6%
384 沖　縄 (福)喜寿会 南城市 福寿園 特養老 送迎車両 2,080,000 1,000,000 48.0%
385 沖　縄 (特非)子育て応援隊いっぽ 糸満市 いっぽ保育園 小規模保育所 玄関前庇取付工事 1,300,000 970,000 74.6%
386 沖　縄 (特非)南風原障がい者支援センター 島尻郡南風原町 はんどinはんど 就労継支B（障） 冷凍庫・作業台 690,800 510,000 73.8%
387 沖　縄 (特非)やえせ 島尻郡八重瀬町 野の花 就労継支B（障） 空気清浄機 190,575 140,000 73.4%
388 沖　縄 (福)たまん福祉会 糸満市 じぶんみらいココイロ 放課後デイ(障) プロジェクター 693,000 510,000 73.5%

計 7　件 10,702,395 5,130,000 47.9%

172　件 478,502,702 218,330,000 45.6%
388　件 1,079,730,134 533,890,000 49.4%

府県合計　

 総合計

－21－


	割当一覧 (馬主協会分）
	表紙・中表紙
	目次
	割当内訳
	割当一覧 (県共募分)



