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 （  ）内は前年度

　 総件数   　           　  　　　３６３件 （　 　　　  ３７８件   対前年比   96.0％）

総　額　　　　    ４６９,３４０千円 （  ４６３,３９０千円   　 〃          101.2％）

    　  交付額    ４４３,８７０千円 （  ４３９,０３０千円　　 〃       101.1％）

　　　　加算額　　　４,４９０千円 （  　　３,３９０千円　　 〃       132.4％）

    　  事務費    　２０,９８０千円 （　  ２０,９７０千円　      〃       100.0％）

区　分

Ⅰ 馬主協会

札　幌 16 (17) 28,770 (28,320)
函　館 18 (12) 21,660 (21,340)
福　島 16 (19) 21,850 (21,680)
新　潟 16 (22) 21,720 (21,070)
中　山 18 (20) 27,340 (27,100)
東　京 24 (30) 32,680 (32,360)
中　京 14 (14) 21,860 (21,950)
京　都 22 (24) 29,260 (29,040)
阪　神 35 (34) 28,720 (28,370)
九　州 14 (18) 21,950 (20,950)

馬主協会　計 193 (210) 255,810 (252,180)
Ⅱ 府県 （38） 170 (168) 192,550 (190,240)
Ⅰ+Ⅱ    合計 363 (378) 448,360 (442,420)
Ⅲ   事務費 20,980 (20,970)
総合計 363 (378) 469,340 (463,390)

決定交付額（千円）

平成30事業年度   施設整備等助成金交付額内訳

  件数（件）

内 訳    
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Ⅰ. 馬 主 協 会 別 交 付 額 一 覧
（場外分を含む）

１０馬主協会－１９３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）新篠津福祉会 石狩郡新篠津村 新篠津福祉園 特養老 特殊浴槽 5,130,000 2,600,000 50.6%
2 札　幌 （福）日高町社会福祉協議会 沙流郡日高町 日高デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,575,760 2,300,000 50.2%
3 札　幌 （福）平取福祉会 沙流郡平取町 さるがわ 就労継支Ｂ（障） レーザー彫刻機 4,779,000 2,400,000 50.2%
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・生活介護（障） 福祉車両 3,676,442 1,850,000 50.3%
5 札　幌 （福）響会 札幌市北区 そら篠路館 児童発達支援・児童デイ（障） 送迎用車両 2,866,973 1,500,000 52.3%
6 札　幌 （特非）すこやかライフ 札幌市中央区 ｓａｋｕｒａ 就労継支Ｂ（障） 缶バッジ製造機 273,456 200,000 73.1%
7 札　幌 （特非）Ｆｏｒｅｓｔ 札幌市中央区 ｂｒａｎｃｈ　ｆｏｒ　ｐｒｏ 就労継支Ａ（障） 作業室改修工事・パソコン 1,120,554 800,000 71.3%
8 札　幌 （福）札幌恵友会 札幌市北区 新川エバーライフ 特養老 介護入浴用シャワーベッド 3,391,200 1,750,000 51.6%
9 札　幌 （福）札幌協働福祉会 札幌市北区 ふれあいセンターＡ・ｙｅｌｌ 就労継支Ｂ（障） パン製造機・オーブン・ミキサー 3,888,000 2,000,000 51.4%
10 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） 運搬用車両 3,470,000 1,850,000 53.3%
11 札　幌 （特非）札幌障害者活動支援センターライフ 札幌市西区 共働事業所きばりや 就労継支Ａ（障） 福祉車両 4,833,157 2,450,000 50.6%
12 札　幌 （福）共友会 札幌市西区 札幌福祉印刷 就労継支Ａ（障） 断裁機 4,136,400 2,100,000 50.7%
13 札　幌 （福）旭川ねむのき会 旭川市 ねむのき福祉センター 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,415,357 1,850,000 54.1%
14 札　幌 （特非）くしろ・ぴーぷる 釧路市 ぴーぷる 就労継支Ｂ・自立訓練（障） 送迎用車両 2,668,000 1,500,000 56.2%
15 札　幌 （福）萌佑会 岩見沢市 ぬくもりの郷 特養老 特殊浴槽 4,385,880 2,220,000 50.6%

52,610,179 27,370,000 52.0%
16 札場外 （福）しべつ福祉会 士別市 ワークセンターきずな　みつばクリーニング 就労継支Ｂ（障） クリーニング用蒸気ボイラ 2,624,400 1,400,000 53.3%

2,624,400 1,400,000 53.3%
合計 16  件 55,234,579 28,770,000 52.0%

17 函　館 （福）函館恵愛会 函館市 松陰プラザ 就労継支Ａ（障） 自動おしぼり包装機 972,000 590,000 60.6%
18 函　館 （福）函館カリタスの園 函館市 旭ヶ岡の家在宅ケアセンター　ベレル 老人短期 入浴用リフト 3,607,200 1,550,000 42.9%
19 函　館 （福）函館大庚会 函館市 デイサービスセンター「松濤」 老人デイ 福祉車両 4,150,000 1,550,000 37.3%
20 函　館 （福）函館杉の子園 函館市 杉の子保育園 認定こども園 倉庫修繕工事 4,385,000 1,000,000 22.8%
21 函　館 （特非）共同学童保育所風の子クラブ 函館市 第３風の子クラブ 学童保育 床改修工事 216,000 140,000 64.8%
22 函　館 （特非）工房・虹と夢 函館市 工房・虹と夢　 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,333,000 800,000 60.0%
23 函　館 （特非）おはよう共同作業所 函館市 おはよう共同作業所 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 2,317,000 1,400,000 60.4%
24 函　館 （福）ホープ 白老郡白老町 フロンティア 生活介護・就労継支Ｂ（障） 大判プリンター 706,320 430,000 60.8%
25 函　館 （福）室蘭福祉事業協会 室蘭市 エンルムハイツ 特養老 訪問用車両 1,620,000 1,000,000 61.7%

平 成 ３ ０ 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15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）上ノ国福祉会 檜山郡上ノ国町 かみのくに荘 特養老 福祉車両 2,250,000 1,350,000 60.0%
27 函　館 （福）小樽高島福祉会 小樽市 ワークセンター・やまびこ 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,220,000 1,550,000 48.1%
28 函　館 （福）幸清会 虻田郡洞爺湖町 湘南 通所リハ（老） 福祉車両 4,320,000 1,550,000 35.8%
29 函　館 （福）蘭越厚生事業団 磯谷郡蘭越町 一灯園 特養老 福祉車両 4,506,836 1,550,000 34.3%
30 函　館 （福）愛誠会 勇払郡むかわ町 愛誠園 特養老 福祉車両 4,534,686 1,550,000 34.1%
31 函　館 （福）北海道伊達博光会 伊達市 喜楽園 特養老 福祉車両 4,537,490 1,550,000 34.1%
32 函　館 （福）今金福祉会 瀬棚郡今金町 豊寿園 特養老 福祉車両 4,669,426 1,550,000 33.1%
33 函　館 （福）ニセコ福祉会 虻田郡ニセコ町 ニセコ町デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 5,150,000 1,550,000 30.0%
34 函　館 （特非）ひまわり 爾志郡乙部町 ひまわり黒松内Ｂ－１ 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,480,000 1,000,000 28.7%

合計 18  件 55,974,958 21,660,000 38.6%

35 福　島 （福）わたり福祉会 福島市 はなしのぶ 特養老 スチームコンベクションオーブン・架台 1,636,200 1,140,000 69.6%
36 福　島 （福）ライフ・タイム・福島 福島市 ライフ吉井田 小規模多機能（老） 福祉車両 4,600,000 1,500,000 32.6%
37 福　島 （福）福島福祉施設協会 福島市 福島保育所 保育所 組立プール 2,200,000 1,500,000 68.1%
38 福　島 （特非）南茶和 福島市 笹森の郷 就労継支Ｂ （障） 送迎用車両 1,957,497 1,370,000 69.9%
39 福　島 （特非）あおば 福島市 あおば 就労継支Ｂ （障） スチームコンベクションオーブン 1,404,000 1,010,000 71.9%
40 福　島 （福）にんじん舎の会 郡山市 共働作業所にんじん舎 就労継支Ｂ （障） トラクター 1,946,000 1,360,000 69.8%
41 福　島 （特非）ペンギン村 郡山市 ペンギン村共同作業所ペンギンステーション 就労継支Ｂ （障） 運搬用車両 1,990,218 1,390,000 69.8%
42 福　島 （福）みどりのかぜ いわき市 のはら 生活介護（障） 送迎用車両 3,185,230 1,500,000 47.0%
43 福　島 （福）篤心会 須賀川市 エルピス玉川 小規模多機能（老） 送迎用車両 3,240,000 1,500,000 46.2%
44 福　島 （福）あおぞら福祉会 二本松市 菊の里 生活介護（障） 送迎用車両 3,690,000 1,500,000 40.6%
45 福　島 （福）のびのび福祉会 二本松市 のびのび保育園 保育所 屋根塗装・防水工事 2,218,590 1,500,000 67.6%
46 福　島 （福）慈仁会 伊達市 星風苑 特養老 浴室改修工事 6,264,000 1,500,000 23.9%
47 福　島 （福）信達福祉会 伊達市 あつかし荘 特養老 大型加湿器・車いす 2,320,400 1,500,000 64.6%
48 福　島 （特非）川俣町セルプかえで 伊達郡川俣町 川俣町セルプかえで 就労継支Ｂ （障） 福祉車両 2,150,000 1,500,000 69.7%
49 福　島 （福）鶴翔会 大沼郡会津美里町 ゆきわり荘 障害者支援 業務用洗濯機・乾燥機 5,596,560 1,500,000 26.8%

44,398,695 21,270,000 47.9%
50 福場外 （特非）ほっとアクト 西白河郡西郷村 あるく 生活介護・児童デイ（障） 入浴用介護リフト 821,191 580,000 70.6%

821,191 580,000 70.6%
合計 16  件 45,219,886 21,850,000 48.3%

51 新　潟 （福）佐渡ふれあい福祉会 佐渡市 高千の里 老人デイ 福祉車両 4,400,000 1,800,000 40.9%

計15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

52 新　潟 （福）越後上越福祉会 上越市 あいれふ妙高 特養老 福祉車両 3,985,377 1,800,000 45.1%
53 新　潟 （福）吉井隣保館 佐渡市 吉井隣保館 保育所 調乳・沐浴室増築工事 1,681,230 980,000 58.2%
54 新　潟 （福）見附福祉会 見附市 ケアガーデン新幸 小規模多機能（老） 送迎用車両 2,540,000 1,490,000 58.6%
55 新　潟 （福）燕・西蒲原福祉会 新潟市南区 梨の里 就労移支・就労継支Ｂ（障） 空調設備改修工事 2,770,200 1,800,000 64.9%
56 新　潟 （福）ひめさゆり福祉会 三条市 ピュアハウス 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,173,882 1,800,000 56.7%
57 新　潟 （福）佐渡市社会福祉協議会 佐渡市 金井デイサービスセンターしゃくなげの里 老人デイ 福祉車両 4,706,193 1,800,000 38.2%
58 新　潟 （福）みどり心育会 五泉市 みどりの園 特養老 福祉車両 1,995,734 1,200,000 60.1%
59 新　潟 （福）華桜会 新潟市中央区 はるまち保育園 保育所 運動遊具 860,800 540,000 62.7%
60 新　潟 （特非）たんぽぽカンパニー 新潟市東区 いけだんち 日中一時支援・移動支援（障） 送迎用車両 1,800,000 1,120,000 62.2%
61 新　潟 （福）けやき福祉会 新潟市西区 あい・いからしの郷はなみずき 小規模多機能（老） 福祉車両 2,080,000 1,220,000 58.6%
62 新　潟 （福）きすげ福祉会 胎内市 きすげこども園 認定こども園 園児用トイレ改修工事 1,816,831 1,050,000 57.7%
63 新　潟 （福）御幸会 新発田市 ベルセゾン新発田デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 4,489,518 1,800,000 40.0%
64 新　潟 （福）三条市手をつなぐ育成会 三条市 すてっぷ 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,343,348 910,000 67.7%
65 新　潟 （特非）らいふすてーじ 燕市 すきっぷ 就労継支Ｂ・生活介護（障） 福祉車両 4,666,517 1,800,000 38.5%
66 新　潟 （福）上越妙高福祉会 上越市 下門前保育園 保育所 ステージ幕・演台・プロジェクター 972,000 610,000 62.7%

合計 16  件 43,281,630 21,720,000 50.1%

67 中　山 （福）共励福祉会 成田市 つのぶえ保育園 保育所 園庭遊具設置・壁面改修工事 2,700,000 1,870,000 69.2%
68 中　山 （福）輝 鎌ケ谷市 ふじのこ保育園 保育所 送迎用車両 5,183,000 1,960,000 37.8%
69 中　山 （福）茂原高師保育園 茂原市 東茂原保育園 保育所 床暖房用熱源機更新工事 820,000 570,000 69.5%
70 中　山 （福）聖華 野田市 聖華みどり保育園 保育所 保育室床改修工事 1,975,104 1,380,000 69.8%
71 中　山 （福）笑顔 四街道市 からたち 特養老 福祉車両 2,460,000 1,660,000 67.4%
72 中　山 （福）旭福祉会 旭市 やすらぎ園 特養老 福祉車両 3,938,000 1,850,000 46.9%
73 中　山 （福）柚子の会 南房総市 リブタウン館山 老人デイ 福祉車両 1,647,000 1,170,000 71.0%
74 中　山 （福）愛寿会 千葉市花見川区 桐花園 特養老 非常放送設備･自動火災報知設備更新工事 1,998,000 1,300,000 65.0%
75 中　山 （福）白寿会 南房総市 びわの郷 老人デイ 福祉車両 1,504,540 1,000,000 66.4%
76 中　山 （特非）NECST 市川市 ユースキャリアセンターフラッグ 就労移支（障） パソコン 1,334,880 940,000 70.4%
77 中　山 （特非）ホップ 市川市 ホップ 児童デイ（障） 送迎用車両 2,930,000 1,800,000 61.4%
78 中　山 （特非）すずらん 八千代市 ひまわり 地活支援センター（障） 耐震・屋根改修・外部塗装等工事 4,600,000 2,000,000 43.4%
79 中　山 （特非）晃智会 市原市 ＲＯＨＡＳ 生活介護（障） 福祉車両 4,077,000 1,980,000 48.5%
80 中　山 （福）ワーナーホーム 大網白里市 ワークショップしらさと 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 6,297,650 2,000,000 31.7%
81 中　山 （特非）あゆみの里 東金市 手作りパン工房「カバの家」 就労継支Ｂ（障） パン製造機器 1,598,400 1,100,000 68.8%
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82 中　山 （福）松里福祉会 松戸市 わかば園 生活介護（障） 送迎用車両 2,830,000 1,800,000 63.6%
83 中　山 （福）千手会 佐倉市 さくら千手園 障害者支援 厨房機器 2,057,400 1,320,000 64.1%
84 中　山 （福）九十九里ホーム 匝瑳市 聖マーガレットホーム 障害者支援 福祉車両 3,290,107 1,640,000 49.8%

合計 18  件 51,241,081 27,340,000 53.3%

85 東　京 （特非）グループゆう 東大和市 ゆうハウス 児童デイ（障） 送迎用車両 2,500,000 1,870,000 74.8%
86 東　京 （特非）Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ音楽スタジオ 世田谷区 ワンステップ倶楽部 児童発達支援・児童デイ（障） マリンバ 1,488,240 1,040,000 69.8%
87 東　京 （特非）木馬の会 小金井市 小金井おもちゃライブラリー学童クラブ 児童デイ（障） 送迎用車両 2,526,400 1,770,000 70.0%
88 東　京 （特非）バリアフリーセンター・福祉ネット「ナナの家」 狛江市 こどもデイサービスすてっぷ 児童発達支援・児童デイ（障） 運搬用車両 1,281,332 900,000 70.2%
89 東　京 （福）東京サレジオ学園 小平市 東京サレジオ学園 養護児 送迎用車両 1,500,000 1,050,000 70.0%
90 東　京 （特非）ここかまど 八王子市 まこもっちゃ 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 3,104,350 2,000,000 64.4%
91 東　京 （特非）ピアネット北 北区 やじろべえ 障グループホーム（障） エアコン交換工事 1,046,088 730,000 69.7%
92 東　京 （特非）リング 東大和市 グランデ 就労継支Ｂ・生活介護（障） 運搬・送迎用車両 1,500,000 1,050,000 70.0%
93 東　京 （特非）国分寺ハンディキャブ運営委員会 国分寺市 国分寺ハンディキャブ 地域福祉 福祉車両 1,756,950 1,230,000 70.0%
94 東　京 （特非）高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム 調布市 調布ドリーム 生活訓練・就労継支Ｂ（障） パソコン・ロッカー・椅子等 2,071,872 1,450,000 69.9%
95 東　京 （福）八王子いちょうの会 八王子市 いちょう工房虹 生活介護（障） 手洗器湯栓化工事 911,520 640,000 70.2%
96 東　京 （特非）ＦＬＡＧＳ 府中市 ＦＬＡＧＳ　ｄｅｓｉｇｎ 就労継支Ｂ（障） エアコン設置工事 455,760 320,000 70.2%
97 東　京 （福）白梅会 府中市 レスポワール工房 就労継支Ｂ・就労移支（障） 送迎・運搬用車両 2,739,255 1,910,000 69.7%
98 東　京 （特非）地域福祉ネット・結 東久留米市 地域福祉ネット・結 地域福祉 福祉車両 2,930,000 1,950,000 66.5%
99 東　京 （福）日野青い鳥福祉会 日野市 あおいとり日野 就労継支Ｂ・生活介護（障） 送迎用車両 2,800,600 1,950,000 69.6%

100 東　京 （福）田無の会 西東京市 たんぽぽ 障害者支援 鍵交換工事 1,400,000 980,000 70.0%
101 東　京 （福）さくらの園 西東京市 田無寮 障グループホーム（障） 送迎用車両 1,420,000 990,000 69.7%
102 東　京 （福）すずかけの会 日野市 ふらっと・すずかけ 生活介護（障） 送迎用車両 3,500,668 1,900,000 54.2%
103 東　京 （福）みんなの会 東大和市 第三みんなの家 就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,420,000 1,950,000 57.0%
104 東　京 （福）あけぼの福祉会 府中市 グループホームあけぼの 樹林の家 障グループホーム（障） 福祉車両 3,570,993 1,690,000 47.3%

41,924,028 27,370,000 65.2%
105 東場外 （特非）ＡＤＤＳ 新宿区 ＡＤＤＳ新宿事業所 児童発達支援（障） トイレ・外階段改修工事 1,460,000 1,020,000 69.8%
106 東場外 （福）シルヴァーウィング 中央区 戸山いつきの杜 小規模多機能（老） 福祉車両 2,075,212 1,300,000 62.6%
107 東場外 （福）南東北福祉事業団 福島県郡山市 梅ヶ丘（仮称） 自立訓練（障） 福祉車両 4,022,654 1,950,000 48.4%
108 東場外 （特非）エヌフィット 中央区 エヌフィットキャリアカレッジ日本橋 就労移支・自立訓練（障） 訓練用パソコン・コピー機 1,497,528 1,040,000 69.4%

9,055,394 5,310,000 58.6%
合計 24  件 50,979,422 32,680,000 64.1%

計20件

計4件
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109 中　京 （福）山美福祉会 安城市 よさみ保育園 保育所 屋上防水工事 3,564,000 2, 000, 000 2,500,000 70.1%
110 中　京 （福）としなが福祉会 豊川市 すまいる 生活介護（障） 送迎用車両 6,885,675 3,200,000 46.4%
111 中　京 （福）愛知県厚生事業団 名古屋市東区 愛厚ホーム西尾苑 特養老 送迎用車両 2,763,034 2,000,000 72.3%
112 中　京 （福）せんねん村 西尾市 せんねん村キッズクラブ 学童保育 送迎用車両 1,780,000 1,250,000 70.2%
113 中　京 （福）春日井保育園 春日井市 春日井保育園 保育所 フェンス取替工事 1,134,000 760,000 67.0%
114 中　京 （福）尾北しらゆり福祉会 岩倉市 さくら・ワーク 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,400,000 1,000,000 71.4%
115 中　京 （福）朝日福祉会 一宮市 朝日デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,680,000 1,100,000 65.4%
116 中　京 （福）愛知慈恵会 一宮市 西御堂の里三笠 老人デイ 福祉車両 2,365,000 1,600,000 67.6%
117 中　京 （福）ふれ愛名古屋 名古屋市港区 ｓａｔｓｕｋｉ 生活介護（障） 福祉車両 3,650,000 2,500,000 68.4%
118 中　京 （福）ふたば 豊橋市 授産所ふくふく 生活介護・就労継支Ｂ（障） ガス式イカ焼き機 285,120 200,000 70.1%
119 中　京 （福）やまなみ会 新城市 やすらぎの家 就労継支Ｂ（障） 業務用冷凍冷蔵庫 399,600 250,000 62.5%
120 中　京 （福）平針福祉会 名古屋市天白区 福寿荘 障害者支援 送迎・運搬用車両 1,788,300 1,200,000 67.1%
121 中　京 （福）福田会 豊明市 豊明苑 特養老 福祉車両 3,720,212 2,200,000 59.1%

31,414,941 19,760,000 62.9%
122 中京外 （福）フラワー園 名古屋市中川区 ケアハウスほっとはっと 軽費老 福祉車両 3,135,654 2,100,000 66.9%

3,135,654 2,100,000 66.9%
合計 14  件 34,550,595 21,860,000 63.2%

123 京　都 （特非）おおみやぼくじょう 京都市北区 おおみやぼくじょう 訪問介護（老） 福祉車両 1,683,800 1,200,000 71.2%
124 京　都 （福）京都育和会 京都市東山区 レット・イット・ビー 小規模多機能（老） 福祉車両 2,743,510 1,600,000 58.3%
125 京　都 （特非）生活よろず相談所「たよりになる輪」 宇治市 生活よろず相談所「たよりになる輪」 移動支援（障） 福祉車両 4,244,060 2,000,000 47.1%
126 京　都 （福）横大路保育園 京都市伏見区 横大路保育園 保育所 食器洗浄機・食器消毒保管庫 1,706,400 980,000 57.4%
127 京　都 （福）京都地の塩会 京都市伏見区 つくし保育園 保育所 ガスヒートポンプエアコン 3,600,000 1,000,000 27.7%
128 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 3,870,000 1,860,000 48.0%
129 京　都 （福）京都紫明福祉会 京都市右京区 うずまさ共生の郷 特養老 福祉車両 1,862,096 1,050,000 56.3%
130 京　都 （福）美山育成苑 南丹市 美山育成苑 障害者支援 ベッド・ワードローブ・ローチェスト 2,515,514 1,400,000 55.6%
131 京　都 （福）菊鉾会 京都市左京区 テンダーハウス 就労移支・就労継支Ｂ（障） クリーニング用蒸気ボイラ 3,942,000 1,940,000 49.2%
132 京　都 （公社）京都市身体障害児者父母の会連合会 京都市右京区 重度障害者通所介護じゅらく 生活介護（障） 福祉車両 3,485,881 1,850,000 53.0%
133 京　都 （福）広野保育所 宇治市 広野保育所 保育所 調理用急速冷却機 1,590,000 660,000 41.5%
134 京　都 （特非）ＥＮＤＥＡＶＯＲ　ＪＡＰＡＮ 向日市 らうれあ 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 3,150,000 1,650,000 52.3%
135 京　都 （福）久美の浜福祉会 京丹後市 かがやきの杜あおぞら 生活介護（障） 送迎・運搬用車両 1,370,000 700,000 51.0%

計1件

計13件
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136 京　都 （福）北丹後福祉会 京丹後市 久美浜苑くまのの里 特養老 送迎・訪問用車両 1,086,500 550,000 50.6%
137 京　都 （特非）リアル・リンク京都 京都市上京区 紫明会館デイサービス 老人デイ 福祉車両 2,893,310 1,350,000 46.6%
138 京　都 （福）あい・あい福祉会 大阪府茨木市 あい・あい塾 生活介護（障） エレベーター改修工事 3,240,000 1,560,000 48.1%
139 京　都 （福）南大阪福祉協会 大阪府藤井寺市 ひかりこども園 認定こども園 スチームコンベクションオーブン・冷凍冷蔵庫 2,210,760 1,430,000 64.6%
140 京　都 （福）つむぎ福祉会 大阪市東住吉区 そらまめ作業所 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,584,000 1,610,000 44.9%
141 京　都 （福）のぞみ 大阪府池田市 古江台ホールデイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,426,485 1,530,000 44.6%
142 京　都 （福）弥栄福祉会 大阪府泉南郡熊取町 くまとり弥栄園 障害者支援 コンビオーブン・食器消毒保管機 2,160,000 1,360,000 62.9%

54,364,316 27,280,000 50.1%
143 京場外 （福）京都社会福祉協会 京都市上京区 村山保育園 保育所 スチームコンベクションオーブン・食器洗浄機 1,765,800 660,000 37.3%
144 京場外 （福）ふらっぷ 大阪府大東市 のんびりハウス 生活介護（障） 送迎用車両 1,775,500 1,320,000 74.3%

3,541,300 1,980,000 55.9%
合計 22  件 57,905,616 29,260,000 50.5%

145 阪　神 （福）樫の木会 尼崎市 かしのき学園 児童発達支援（障） 送迎用車両 7,012,000 1,300,000 18.5%
146 阪　神 （福）やまさき福祉会 宍粟市 みのりこども園 認定こども園 送迎用車両 6,300,000 1,300,000 20.6%
147 阪　神 （福）一宮福祉会 宍粟市 一宮ひかり保育所 保育所 送迎用車両 4,198,334 1,380,000 32.8%
148 阪　神 （福）但馬福祉園 養父市 デイサービスセンター妙見荘 老人デイ 福祉車両 2,190,918 1,000,000 45.6%
149 阪　神 （福）清照会 相生市 若狭野の里 特養老 業務用乾燥機 2,184,840 1,000,000 45.7%
150 阪　神 （福）播陽灘 姫路市 いやさか苑 特養老 スタンディングリフト・床走行式リフト・車いす 1,934,340 970,000 50.1%
151 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 1,680,000 840,000 50.0%
152 阪　神 （福）勝心会 赤穂郡上郡町 ほうらいの里 特養老 全自動汚物除去機 1,109,376 550,000 49.5%
153 阪　神 （福）谷内福祉会 姫路市 妻鹿みどりこども園 認定こども園 園庭遊具 1,100,000 550,000 50.0%
154 阪　神 （福）寿光会 三木市 りんどうの里 特養老 介護ロボット・ワイヤレスベッドセンサー 1,001,160 500,000 49.9%
155 阪　神 （福）和田福祉会 丹波市 わだ 認定こども園 電子ピアノ 210,000 110,000 52.3%
156 阪　神 （福）まなの会 三木市 カトレア鈴蘭台 特養老 福祉車両 2,740,000 1,000,000 36.4%
157 阪　神 （福）くすのき会 神戸市北区 ひふみ園 障害者支援 スチームコンベクションオーブン・食器洗浄機 1,529,280 500,000 32.6%
158 阪　神 （福）和光福祉会 神戸市西区 フェニックス月が丘ケアセンター 特養老 福祉車両 4,685,370 1,000,000 21.3%
159 阪　神 （福）正久福祉会 宍粟市 宝塚まどか園 特養老 福祉車両 3,480,000 2,500,000 71.8%
160 阪　神 （福）高明会 西宮市 シルバートピア西宮 特養老 見守りセンサー 2,079,000 1,100,000 52.9%
161 阪　神 （福）いちにわたけのこ会 西宮市 ゆめっこわかば保育園 保育所 画用紙整理ケース・保育遊具 238,860 170,000 71.1%
162 阪　神 （福）長陽会 西宮市 ニコニコ桜保育園 認定こども園 大型ゴミ箱・パソコン 317,088 230,000 72.5%

計20件

計2件
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163 阪　神 （福）イエス団 神戸市中央区 一麦保育園 保育所 ユニットプール 1,350,000 1,000,000 74.0%
164 阪　神 （福）由寿会 大阪府東大阪市 アーバンチャイルドこども園 認定こども園 人工呼吸器ユニット 313,200 220,000 70.2%
165 阪　神 （福）真優福祉会 大阪府東大阪市 中新開さつきこども園 認定こども園 送迎用車両 5,246,000 1,200,000 22.8%
166 阪　神 （福）若竹福祉会 大阪府八尾市 志紀保育園 認定こども園 園庭遊具 1,600,000 490,000 30.6%
167 阪　神 （福）どんぐり福祉会 大阪府東大阪市 久宝寺保育園 保育所 スチームコンベクションオーブン 1,425,600 490,000 34.3%
168 阪  神 （福）幸悠会 大阪府八尾市 ゆめの子保育園 保育所 送迎・運搬用車両 1,991,682 1,200,000 60.2%
169 阪　神 （福）奈佐原寮 大阪府高槻市 奈佐原寮 養護児 ハンドドライヤー 1,500,000 1,100,000 73.3%
170 阪　神 （福）女子慈教寮 大阪府和泉市 女子慈教寮 養護児 送迎用車両 2,320,000 1,100,000 47.4%
171 阪　神 （福）ふたかみ福祉会 大阪府羽曳野市 はびきの園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,780,000 1,200,000 31.7%
172 阪　神 （福）さつき福祉会 大阪府吹田市 就労支援センターみち 就労継支Ｂ（障） ラベルプリンター・エアコン 1,681,560 720,000 42.8%
173 阪　神 （福）聖天奉仕会 大阪市福島区 第ニ和光園 保育所 ホワイトボード 302,400 220,000 72.7%
174 阪　神 （福）恵美寿福祉会 大阪市住之江区 えびす保育園 保育所 運動遊具 360,000 270,000 75.0%
175 阪　神 （福）敬福会 大阪市都島区 毛馬コティ保育園 保育所 園庭遊具 420,000 310,000 73.8%
176 阪　神 （福）田島童園 大阪市生野区 田島童園 養護児 パソコン・プリンター 645,840 430,000 66.5%
177 阪　神 （福）大阪府肢体不自由者協会 大阪市中央区 なにわの宮 生活介護・就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,080,000 810,000 75.0%
178 阪　神 （福）今川学園 大阪市東住吉区 今林の里 障害者支援 送迎用車両 1,464,350 730,000 49.8%

69,471,198 27,490,000 39.5%
179 阪場外 （福）秀生会 大阪市港区 ザイオン大阪港 特養老 福祉車両 1,882,310 1,230,000 65.3%

1,882,310 1,230,000 65.3%
合計 35  件 71,353,508 28,720,000 40.2%

180 九　州 （福）朝倉市福祉会 朝倉市 清流学園 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,763,002 2,000,000 72.3%
181 九　州 （福）小石原福祉会 福岡市西区 デイサービスセンター清和園 老人デイ 福祉車両 2,643,336 1,900,000 71.8%
182 九　州 （福）こがね福祉会 朝倉市 こがね園 就労継支Ｂ・生活介護（障） 窓断熱工事 3,523,755 2,000,000 56.7%
183 九　州 （福）寿泉会 朝倉市 甘木愛光園 特養老 トイレ改修工事 4,241,484 2,000,000 47.1%
184 九　州 （福）千代丸福祉会 朝倉市 千代の里 障害者支援 照明設備ＬＥＤ化工事 2,646,000 1,980,000 74.8%
185 九　州 （福）あさひ事業協会 北九州市小倉南区 あさひ保育園 保育所 出入口改修工事 1,177,200 800,000 67.9%
186 九　州 （福）日昇会 北九州市八幡西区 浅川保育園 保育所 食器洗浄機 864,000 500,000 57.8%
187 九　州 （福）亀保の里 豊前市 亀保の里 特養老 福祉車両 3,617,000 1,930,000 53.3%
188 九　州 （福）慶和会 大野城市 まどか園 障害者支援 福祉車両 4,081,872 1,930,000 47.2%
189 九　州 （福）幸容会 田川郡福智町 グループホームクローバー 障グループホーム（障） 福祉車両 4,500,000 1,930,000 42.8%
190 九　州 （福）とりかい 福岡市城南区 飛鳥 特養老・短期介護（老） 福祉車両 1,532,174 1,020,000 66.5%

計34件

計1件
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191 九　州 （特非）ともとも福祉会 福岡市城南区 ともとも 生活介護（障） 福祉車両 1,944,421 1,290,000 66.3%
192 九　州 （特非）なごみの家 福岡市早良区 なごみの家 小規模多機能（老） 福祉車両 1,722,362 1,150,000 66.7%
193 九　州 （福）ハイジ福祉会 八女市 フラワーパッケージセンター 就労継支Ａ（障） トラクター 2,043,000 1,520,000 74.4%
合計 14  件 37,299,606 21,950,000 58.8%

503,040,881 255,810,000 50.8%馬主協会合計　１９３件
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194 青　森 （福）明和会 むつ市 となみ療護園 障害者支援 福祉車両 4,770,000 2,000,000 41.9%
195 青　森 （特非）ふうあの会 青森市 ふうあの家・ここっと作業所 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 3,000,000 2,250,000 75.0%
196 青　森 （福）静修会 弘前市 せいしゅう保育園 保育所 外壁修繕工事 415,800 310,000 74.5%
197 青　森 （福）愛成会 弘前市 弘前温淸園 養護老 介護ベッド 898,020 250,000 27.8%

9,083,820 4,810,000 52.9%

198 岩　手 （福）睦会 遠野市 石上の園 障害者支援 浴場循環ろ過装置更新工事 5,654,880 1,440,000 25.4%
199 岩　手 （福）大洋会 大船渡市 四季の郷 障害者支援 特殊浴槽 7,322,400 1,870,000 25.5%
200 岩　手 （福）寿水会 奥州市 寿水荘 養護老 福祉車両 2,120,000 1,500,000 70.7%

15,097,280 4,810,000 31.8%

201 宮　城 （福）つどいの家 仙台市若林区 ひこうき雲 障グループホーム（障） 福祉車両 2,799,134 1,920,000 68.5%
202 宮　城 （福）千賀の浦福祉会 多賀城市 松島長松苑 特養老 空調設備更新工事 24,548,400 1,000,000 4.0%
203 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） 空調設備更新工事 21,587,810 1,000,000 4.6%
204 宮　城 （福）あしたば福祉会 塩釜市 あすなろ 生活介護（障） 避難通路・フェンス設置工事 1,198,800 890,000 74.2%

50,134,144 4,810,000 9.5%

205 秋　田 （福）南秋福祉会 南秋田郡八郎潟町 潟上天王つくし苑 就労継支Ｂ（障） 急速凍結庫 1,188,000 880,000 74.0%
206 秋　田 （特非）ホープ・フル 秋田市 秋田のうさん 就労継支Ｂ（障） プレハブ冷蔵庫 1,930,608 1,410,000 73.0%
207 秋　田 （福）能代ふくし会 能代市 ぴあわーく 就労継支Ｂ・児童デイ（障） 送迎用車両 1,529,240 1,140,000 74.5%
208 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） 送迎用車両 3,250,000 1,440,000 44.3%

7,897,848 4,870,000 61.6%

209 山　形 （福）寒河江あおぞら保育園 寒河江市 あおぞら保育園 保育所 看板設置工事 450,000 330,000 73.3%
210 山　形 （福）西川保健福祉会 西村山郡西川町 ケアハイツ西川 特養老 渡り廊下改修工事 2,224,800 1,660,000 74.6%
211 山　形 （福）陽光会 南陽市 いちょうの家 就労継支Ｂ・生活介護（障） 送迎・運搬用車両 3,500,000 2,280,000 65.1%
212 山　形 （福）上郷保育会 鶴岡市 上郷保育園 保育所 園庭遊具 723,600 540,000 74.6%

6,898,400 4,810,000 69.7%

計4件

計4件

平 成 ３ ０ 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4件

計3件

計4件



－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

213 茨　城 （福）鳳凰会 水戸市 フォレストヴィラ水戸 特養老 ナースコール更新工事 8,338,939 1,880,000 22.5%
214 茨　城 （福）幸恵会 筑西市 中舘園 特養老 エレベーター改修工事 1,379,160 290,000 21.0%
215 茨　城 （福）達生堂 結城市 結城デイサービスセンター　ヒューマン・ハウス 老人デイ 福祉車両 3,730,000 770,000 20.6%
216 茨　城 （福）和楽日会 つくばみらい市 谷和原指定通所介護事業所 老人デイ 福祉車両 1,630,000 350,000 21.4%
217 茨　城 （福）尚恵学園 土浦市 コスモス 生活介護（障） 送迎用車両 2,850,000 690,000 24.2%
218 茨　城 （福）愛和会 古河市 デイサービスセンター愛和苑 老人デイ 福祉車両 2,300,000 480,000 20.8%
219 茨　城 （福）梅行会 小美玉市 サンホーム竹原 老人デイ 送迎用車両 2,230,000 470,000 21.0%
220 茨　城 （福）下総プリンスクラブ 古河市 デイサービスセンター白英荘 老人デイ 福祉車両 3,980,000 830,000 20.8%

26,438,099 5,760,000 21.7%

221 栃　木 （福）大門福祉会 宇都宮市 今泉保育園 保育所 スチームコンベクションオーブン 1,524,960 850,000 55.7%
222 栃　木 （福）がんばり福祉会 矢板市 こどもの森保育園 保育所 運搬・送迎用車両 1,810,000 850,000 46.9%
223 栃　木 （福）藹藹会 宇都宮市 クオーレ 小規模保育 送迎用車両 2,484,495 800,000 32.1%
224 栃　木 （福）長寿栄光会 宇都宮市 宮の里 老人デイ 福祉車両 1,658,660 750,000 45.2%
225 栃　木 （福）優心会 鹿沼市 ポプリ 特養老 防災倉庫・発電機・ストーブ 969,840 580,000 59.8%
226 栃　木 （福）同愛会 塩谷郡塩谷町 リヴレット 老人デイ 特殊浴槽 2,084,400 750,000 35.9%
227 栃　木 （福）ソフィア会 小山市 えいぶるの里 就労継支B（障） トイレ改修工事 388,800 250,000 64.3%

10,921,155 4,830,000 44.2%

228 群　馬 （特非）えがお 伊勢崎市 ほほえみ 児童デイ（障） 送迎用車両 2,950,000 2,000,000 67.7%
229 群　馬 （特非）あんだんて 太田市 まぁぶる 生活介護（障） 送迎用車両 3,073,000 2,000,000 65.0%
230 群　馬 （福）あんなか福祉会 安中市 明嶺荘 特養老 大型洗濯機 1,717,200 1,130,000 65.8%

7,740,200 5,130,000 66.2%

231 埼　玉 （福）いこいの里 深谷市 しくね育成園 障害者支援 床置型エアコン 2,348,352 1,600,000 68.1%
232 埼　玉 （福）ウィング 比企郡川島町 ワーク＆ライクのびっこ 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 2,500,000 1,600,000 64.0%
233 埼　玉 （福）雑草福祉会 東松山市 雑草授産センター 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,878,931 1,610,000 55.9%

7,727,283 4,810,000 62.2%

234 神奈川 （福）ともかわさき 川崎市川崎区 第二やまぶき 生活介護（障） 福祉車両 3,699,900 2,070,000 55.9%
235 神奈川 （福）常成福祉会 秦野市 秦野ワークセンター 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,576,773 2,070,000 57.8%

計7件

計3件

計3件

計8件
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236 神奈川 （福）日本キリスト教奉仕団 東京都新宿区 アガペ第１作業所 就労移支・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,740,000 2,050,000 74.8%
10,016,673 6,190,000 61.7%

237 富　山 （福）至宝会 富山市 至宝館すまはぴ 特養老 福祉車両 4,000,000 950,000 23.7%
238 富　山 （福）千寿会 富山市 太陽苑デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,818,000 940,000 51.7%
239 富　山 （福）富山県精神保健福祉協会 富山市 グループホームゆりの木 障グループホーム（障） ベッド・マットレス 740,325 440,000 59.4%
240 富　山 （特非）川の音 富山市 デイサービス＆サロン川の音 老人デイ 送迎用車両 1,900,004 1,120,000 58.9%
241 富　山 （特非）自立生活支援センター富山 富山市 富山生きる場センター 地活支援センター（障） 福祉車両 2,286,776 1,360,000 59.4%

10,745,105 4,810,000 44.7%

242 石　川 （特非）ＷＡＣ輝き 金沢市 サンサンクラブ「かがやき」 生活介護（障） 福祉車両 2,272,960 1,200,000 52.7%
243 石　川 （福）ジェイエイ小松福祉会 小松市 ＪＡきらら 老人デイ 送迎用車両 1,410,000 730,000 51.7%
244 石　川 （福）和倉温泉福祉会 七尾市 ゆうかりの郷奥原 小規模多機能（老） 外壁改修工事 4,212,000 2,000,000 47.4%
245 石　川 （福）国府福祉会 小松市 舟見ヶ丘保幼園 認定こども園 園庭遊具 1,776,600 900,000 50.6%

9,671,560 4,830,000 49.9%

246 福　井 （福）友愛会 小浜市 第二やすらぎの郷 障害者支援 送迎用車両 3,270,000 1,370,000 41.8%
247 福　井 （福）輝雲会 丹生郡越前町 たいら保育園 保育所 送迎用車両 4,090,678 1,700,000 41.5%
248 福　井 （福）おおた福祉会 福井市 ＨＯＭＥ　ＴＯＷＮ　コスモス 特養老 送迎用車両 1,720,000 710,000 41.2%
249 福　井 （福）鯖江市社会福祉協議会 鯖江市 鳥羽事業所　なかま 短期入所・児童デイ（障） 温水ボイラー更新工事 2,494,800 1,030,000 41.2%

11,575,478 4,810,000 41.5%

250 山　梨 （福）慈光福祉会 甲府市 慈光保育園 保育所 プール改修工事 1,231,200 700,000 56.8%
251 山　梨 （福）さくら会 甲府市 風林荘別館 特養老 福祉車両 2,040,000 1,190,000 58.3%
252 山　梨 （福）ゆうき会 甲府市 ゆうき工房 生活介護・就労継支Ｂ（障） 屋上防水改修工事 1,684,800 950,000 56.3%
253 山　梨 （特非）こどもサポートやまなし 甲府市 こどもサポートやまなし　 児童福祉 バスケットボール施設設置工事 1,013,688 570,000 56.2%
254 山　梨 （特非）わたげの会 韮崎市 リーフ韮崎 就労継支Ｂ（障） 紙折機 367,200 210,000 57.1%
255 山　梨 （福）八十八会 南アルプス市 南岳荘 特養老 福祉車両 2,035,000 1,150,000 56.5%
256 山　梨 （福）山梨樫の会 甲府市 ゆめみどり 特養老 福祉車両 1,540,000 700,000 45.4%

9,911,888 5,470,000 55.1%

257 長　野 （福）ともいき会 長野市 ウィズ発達支援センター 児童発達支援（障） 手洗い場・トイレ改修工事 1,324,458 720,000 54.3%

計7件

計4件

計4件

計5件

計3件
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258 長　野 （福）すずらん福祉会 駒ヶ根市 エーデルこまがね 軽費老 送迎用車両 1,870,000 800,000 42.7%
259 長　野 （福）信濃整肢療護園 千曲市 稲荷山医療福祉センター 重症心身児 手洗い設備改修工事 8,013,600 3,400,000 42.4%

11,208,058 4,920,000 43.8%

260 岐　阜 （福）日本児童育成園 岐阜市 乳幼児ホームまりあ 乳児院 二段式洗濯乾燥機 1,890,000 1,400,000 74.0%
261 岐　阜 （福）暁光会 郡上市 アルプス 特養老 福祉車両 3,480,000 1,730,000 49.7%
262 岐　阜 （福）ぶなの木福祉会 郡上市 ぶなの木学園 生活介護(障) 福祉車両 3,160,179 1,700,000 53.7%
263 岐　阜 （特非）ワンハート 関市 ワンハートきらきら 児童デイ・児童発達支援（障） 自動体外式除細動器 372,600 250,000 67.0%

8,902,779 5,080,000 57.0%

264 静　岡 （福）正生会 焼津市 つばさ 特養老 福祉車両 3,606,969 2,600,000 72.0%
265 静　岡 （福）井友会 浜松市西区 やすらぎの里 特養老 テーブル・椅子 642,600 460,000 71.5%
266 静　岡 （福）復生あせび会 御殿場市 あせびの家 障グループホーム（障） 火災報知設備更新・警報器設置工事 1,424,520 1,030,000 72.3%
267 静　岡 （福）慈照会 静岡市清水区 浜石の郷 特養老 車いす 1,005,000 720,000 71.6%

6,679,089 4,810,000 72.0%

268 三　重 （福）七和福祉会 桑名市 七和保育園 保育所 食器洗浄機・電解次亜水生成装置 1,510,000 1,130,000 74.8%
269 三　重 （福）三和福祉会 三重郡菰野町 グリーンランド 生活介護（障） 送迎用車両 3,100,000 2,320,000 74.8%
270 三　重 （福）聖フランシスコ会 津市 安濃聖母の家 特養老 福祉車両 1,620,000 1,210,000 74.6%

6,230,000 4,660,000 74.7%

271 滋　賀 （福）華頂会 大津市 福寿荘 特養老 エアコン 1,020,600 680,000 66.6%
272 滋　賀 （福）信楽くるみ福祉会 甲賀市 信楽くるみ作業所 就労移支・就労継支Ｂ（障） 陶芸用焼成室改修工事 250,000 160,000 64.0%
273 滋　賀 （福）パレット・ミル 栗東市 パワフル 就労継支Ａ・就労移支（障） 運搬用車両 1,480,000 980,000 66.2%
274 滋　賀 （特非）陽だまり 野洲市 陽だまり 就労継支Ａ（障） 運搬用車両 1,346,000 890,000 66.1%
275 滋　賀 （福）近江ちいろば会 湖南市 ぼだいじホームヘルパーステーション 訪問介護（老） 福祉車両 2,006,460 1,000,000 49.8%
276 滋　賀 （福）光養会 高島市 ふじの里なごみの家 特養老 送迎用車両 1,308,000 870,000 66.5%
277 滋　賀 （福）日野友愛会 蒲生郡日野町 デイサービスセンター誉の松 老人デイ 福祉車両 1,615,620 1,000,000 61.8%

9,026,680 5,580,000 61.8%

278 大　阪 （福）高槻ライフケア協会 高槻市 くらし創造の家　朋 生活介護（障） 福祉車両 3,734,924 1,610,000 43.1%
279 大　阪 （福）あかつき福祉会 箕面市 わんすてっぷ 生活介護（障） 送迎用車両 2,896,907 1,530,000 52.8%

計4件

計3件

計7件

計3件

計4件
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280 大　阪 （福）敬信福祉会 大東市 あいの里竜間 老人デイ 入浴用リフト・車いす 3,391,200 1,680,000 49.5%
10,023,031 4,820,000 48.0%

281 奈　良 （特非）らいず 天理市 すたんどあっぷ 生活介護・就労継支Ｂ（障） 福祉車両 3,080,000 1,630,000 52.9%
282 奈　良 （福）奈良県手をつなぐ育成会 高市郡高取町 やすらぎの丘・たかとりワークス 障害者支援 耕運機 882,800 500,000 56.6%
283 奈　良 （福）白鳳会 北葛城郡河合町 希望の花西大和 児童発達支援・児童デイ（障） 送迎用車両 3,170,000 1,630,000 51.4%
284 奈　良 （福）あゆみの会 奈良市 オープンスペース’ＡＹＵＭＩ’ 生活介護（障） 福祉車両 1,589,710 900,000 56.6%
285 奈　良 （福）バルツァ事業会 奈良市 あいづ保育園 保育所 オルガン 214,000 160,000 74.7%

8,936,510 4,820,000 53.9%

286 和歌山 （福）一麦会 和歌山市 麦の郷印刷 就労継支Ａ（障） プリンター 1,296,000 880,000 67.9%
287 和歌山 （福）愛徳園 和歌山市 エンジェルハウス 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,478,120 1,100,000 44.3%
288 和歌山 （福）一峰会 海南市 あすなろ共同作業所 就労継支Ｂ（障） 金属検出機 1,337,040 910,000 68.0%
289 和歌山 （福）六地学園 橋本市 六地学園 養護児 送迎用車両 1,240,000 840,000 67.7%
290 和歌山 （福）ゆたか会 橋本市 リハビリ橋本 障害者支援 福祉車両 1,614,966 1,100,000 68.1%

7,966,126 4,830,000 60.6%

291 鳥　取 （福）倉吉東福祉会 倉吉市 倉吉東こども園 認定こども園 床フロアタイル張替工事 2,128,896 1,220,000 57.3%
292 鳥　取 （特非）因幡万笑の会 鳥取市 スマイルセンター浜村 生活介護・児童デイ（障） カーポート設置工事 649,600 480,000 73.8%
293 鳥　取 （福）柿木村福祉会 西伯郡大山町 柿木村共同作業所 就労継支Ｂ（障） 運搬用車両 1,027,000 770,000 74.9%
294 鳥　取 （福）真誠会 米子市 富益しあわせデイサービス 老人デイ 福祉車両 1,532,400 1,000,000 65.2%
295 鳥　取 （特非）ｅｖｅｒ　ｇｒｅｅｎ 米子市 ヘルパーステーションカルミア 居宅介護・移動支援（障） 福祉車両 1,590,000 1,000,000 62.8%
296 鳥　取 （特非）地域活動支援センターおおぞら 米子市 おおぞら 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 1,680,000 1,000,000 59.5%

8,607,896 5,470,000 63.5%

297 島　根 （特非）みずうみ 出雲市 ワークケアみずうみ 就労継支Ｂ（障） 椎茸栽培施設設置工事 7,575,120 1,000,000 13.2%
298 島　根 （福）まつえ友愛会 松江市 ｙｏｕ愛 就労継支Ｂ・生活介護（障） 福祉車両 2,129,030 820,000 38.5%
299 島　根 （福）ふあっと 出雲市 あそび 就労継支Ｂ・就労移支（障） 送迎用車両 3,655,190 800,000 21.8%
300 島　根 （福）友愛会 飯石郡飯南町 にじいろ 居宅支援（老） 福祉車両 2,150,000 800,000 37.2%
301 島　根 （福）大田市社会福祉事業団 大田市 ビラおおだデイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 1,529,196 800,000 52.3%
302 島　根 （福）島根整肢学園 江津市 安養学園 療養介護（障） 業務用洗濯機 2,054,160 800,000 38.9%

19,092,696 5,020,000 26.2%

計6件

計6件

計5件

計3件

計5件
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303 岡  山 （福）旭川荘 岡山市北区 みどり学園 児童発達支援（障） 訪問用車両 1,377,860 750,000 54.4%
304 岡　山 （福）愛隣会 岡山市北区 旭水荘 特養老 ボイラー室改修工事 800,000 440,000 55.0%
305 岡　山 （福）三穂の園 倉敷市 ワークハウス住倉・服部 就労継支Ａ・生活介護（障） 送迎用車両 3,150,000 1,410,000 44.7%
306 岡　山 （特非）やまさくら 久米郡美咲町 さくらの実 就労継支B（障） 運搬・送迎用車両 3,223,560 1,450,000 44.9%
307 岡　山 （福）岡山県視覚障害者協会 岡山市中区 みちしるべ 自立訓練（障） 訪問用車両 1,596,805 880,000 55.1%

10,148,225 4,930,000 48.5%

308 広　島 （福）むつみ会 尾道市 向島ケアハウス 軽費老 介護職員詰所・体験入居室増設工事 6,428,160 2,200,000 34.2%
309 広　島 （福）広島県肢体障害者連合会 広島市南区 セルプ宇品 障害者支援 エレベーター改修工事 842,400 470,000 55.7%
310 広　島 （福）天友会 広島市南区 広島南作業所 就労継支Ｂ（障） 食品加工室新設工事 3,132,000 1,050,000 33.5%
311 広　島 （福）広谷福祉会 府中市 セイフティー信和デイサービスセンター 老人デイ 照明設備ＬＥＤ化工事 4,644,000 1,750,000 37.6%

15,046,560 5,470,000 36.3%

312 山　口 （福）紫雲会 萩市 むつみ園 特養老 福祉車両 1,950,000 1,210,000 62.0%
313 山　口 （福）山口県聴覚障害者福祉協会 山口市 山口県聴覚障害者情報センター 聴覚障害情報提供 送迎用車両 1,969,160 1,220,000 61.9%
314 山　口 （福）ひらきの里 山口市 ひらきの家 生活介護・就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,491,438 1,550,000 62.2%
315 山　口 （福）通津南和会 岩国市 つづの里 老人デイ 送迎用車両 2,500,000 1,550,000 62.0%

8,910,598 5,530,000 62.0%

316 徳　島 （福）白寿会 徳島市 阿波老人ホーム御所園 特養老 福祉車両 2,000,000 1,000,000 50.0%
317 徳　島 （特非）なのはな徳島 徳島市 元気の学校もりの家 児童デイ（障） 送迎用車両 2,690,000 1,070,000 39.7%
318 徳　島 （特非）山の薬剤師たち 鳴門市 たなごころ吉野 児童発達支援・児童デイ（障） 送迎用車両 1,610,000 1,000,000 62.1%
319 徳　島 （福）共生会 阿波市 かがやき 就労継支Ｂ（障） パソコン・ラベルプリンター 992,923 740,000 74.5%
320 徳　島 （福）愛育会 板野郡松茂町 どんどこどん 地活支援センター（障） 厨房機器 1,381,644 1,000,000 72.3%

8,674,567 4,810,000 55.4%

321 香　川 （福）銀河の会 高松市 ミルキーウェイ 就労継支Ｂ（障） グループホーム用居室化改装工事 14,688,000 1,610,000 10.9%
322 香　川 （福）花園福祉会 高松市 はなぞの園 特養老 共用トイレ扉改修工事 2,792,448 1,610,000 57.6%
323 香　川 （福）慈光福祉会 高松市 西光寺保育所 保育所 プール防水修繕工事 860,000 640,000 74.4%
324 香　川 （福）詫間福祉会 三豊市 たくま荘デイサービスセンター 老人デイ 福祉車両 3,420,000 1,610,000 47.0%

21,760,448 5,470,000 25.1%計4件

計5件

計5件

計4件

計4件
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325 愛　媛 （福）完愛会 松山市 ひらい園 児童デイ（障） 送迎用車両 2,983,980 1,370,000 45.9%
326 愛　媛 （福）福角会 松山市 ウィズ 生活介護（障） 福祉車両 4,100,000 1,820,000 44.3%
327 愛　媛 （福）金亀会 松山市 スマイル 障害者支援 福祉車両 3,639,570 1,820,000 50.0%

10,723,550 5,010,000 46.7%

328 高　知 （福）公生会 香南市 あぐり 老人デイ 福祉車両 1,620,000 740,000 45.6%
329 高　知 （福）つくしの会 土佐市 つくし作業所 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,348,000 1,620,000 68.9%
330 高　知 （特非）みどりの手 高知市 みどり作業所 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 2,547,000 1,770,000 69.4%
331 高　知 （福）土佐あけぼの会 香南市 みかんの丘あけぼの 就労継支Ａ（障） エアコン 999,000 680,000 68.0%

7,514,000 4,810,000 64.0%

332 佐　賀 （福）あやめ会 唐津市 太陽社 就労継支Ｂ（障） 送迎用車両 6,890,124 2,050,000 29.7%
333 佐　賀 （福）華頂福祉会 佐賀市 城南保育園 保育所 園庭遊具 4,400,000 1,810,000 41.1%
334 佐　賀 （特非）オレンジ 佐賀市 リトルグリーン 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,376,803 1,000,000 72.6%

12,666,927 4,860,000 38.3%

335 長　崎 （福）宏陽福祉会 南島原市 白百合保育園 認定こども園 送迎用車両 3,671,068 1,000,000 27.2%
336 長　崎 （福）青空会 長崎市 あおぞら 生活介護（障） 送迎・運搬用車両 1,099,000 730,000 66.4%
337 長　崎 （福）山陰会 南島原市 一心荘 障グループホーム（障） 送迎用車両 1,194,000 770,000 64.4%
338 長　崎 （福）瑠璃光会 島原市 宝生園中堀町 老人デイ 福祉車両 1,681,181 1,000,000 59.4%
339 長　崎 （福）幸生会 諌早市 峰幸園 老人デイ 福祉車両 3,916,670 1,000,000 25.5%
340 長　崎 （福）豊寿会 佐世保市 ことのうみ 養護老 福祉車両 1,760,000 1,000,000 56.8%

13,321,919 5,500,000 41.2%

341 熊　本 （福）リデルライトホーム 熊本市中央区 コムーネ黒髪 小規模多機能（老） 福祉車両 2,010,000 1,180,000 58.7%
342 熊　本 （福）白川直会会 熊本市東区 るり苑 老人デイ 福祉車両 2,322,870 1,170,000 50.3%
343 熊　本 （福）みどり園 上天草市 みどり園 養護児 送迎用車両 2,780,000 1,740,000 62.5%
344 熊　本 （福）延慶会 天草市 延慶寺保育園 保育所 園舎屋根塗装工事 2,268,000 1,380,000 60.8%

9,380,870 5,470,000 58.3%

345 大　分 （福）みのり会 別府市 富士見 障グループホーム（障） 送迎用車両 1,470,000 1,000,000 68.0%
346 大　分 （特非）玖珠むつみ会 玖珠郡玖珠町 玖珠むつみ会 地活支援センター（障） 送迎・運搬用車両 1,140,000 850,000 74.5%

計4件

計3件

計6件

計3件

計4件
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347 大　分 （福）青藍会 別府市 藍 就労継支Ｂ（障） 送迎・運搬用車両 1,079,630 780,000 72.2%
348 大　分 （福）庄内厚生館 由布市 久保更生園 障害者支援 送迎用車両 6,770,000 1,370,000 20.2%
349 大　分 （福）熊崎福祉会 臼杵市 すみれ保育園 保育所 運搬用車両 1,087,437 810,000 74.4%

11,547,067 4,810,000 41.6%

350 宮　崎 （福）ゆくり 宮崎市 アートステーションどんこや 生活介護・生活訓練（障） 福祉車両 1,640,000 1,090,000 66.4%
351 宮　崎 （特非）みやざき自立支援センターシーソーウェルフェア 都城市 シーソーウェルフェア 就労継支Ａ（障） 送迎用車両 1,310,000 810,000 61.8%
352 宮　崎 （特非）ベストライフ都城 都城市 ベストライフ都城 就労継支Ａ（障） 送迎用車両 2,710,000 1,700,000 62.7%
353 宮　崎 （特非）オレンジカフェみやこんじょー楓凛 都城市 オレンジカフェみやこんじょ 老人福祉 福祉車両 1,970,000 1,210,000 61.4%

7,630,000 4,810,000 63.0%

354 鹿児島 （特非）サポートハウス２１ 鹿児島市 子育て広場のびのびパレット 児童発達支援・児童デイ（障） プレハブハウス設置工事 1,395,000 1,040,000 74.5%
355 鹿児島 （特非）長寿ささえ愛の会 日置市 デイサービスつるかめ 老人デイ 浴室拡充工事 3,488,400 1,500,000 42.9%
356 鹿児島 （福）西方福祉協会 薩摩川内市 西風園 保育所 門扉改修工事 1,533,600 1,090,000 71.0%
357 鹿児島 （福）千草会 鹿児島市 第二千草寮 母子生活支援 送迎用車両 1,583,000 1,180,000 74.5%

8,000,000 4,810,000 60.1%

358 沖　縄 （特非）交流広場ハッピーハウス 宜野湾市 未来の宝アダマスｐｌｕｓ+ 児童発達支援・児童デイ（障） 送迎用車両 3,050,000 1,000,000 32.7%
359 沖　縄 （福）久仙会 島尻郡久米島町 くめしま 特養老 福祉車両 5,200,000 1,270,000 24.4%
360 沖　縄 （福）そてつの会 那覇市 ドリームワークそてつ 就労継支Ｂ（障） パン製造機・冷凍冷蔵庫 1,681,560 1,000,000 59.4%
361 沖　縄 （福）しののめ福祉会　 宜野湾市 しののめこども園 認定こども園 畳・テーブル・椅子・ソファー・絵本棚 691,740 510,000 73.7%
362 沖　縄 （福）たまん福祉会 糸満市 就労支援センターたまん 就労継支Ｂ（障） 印刷機器 2,397,600 1,000,000 41.7%
363 沖　縄 （福）トゥムヌイ福祉会 糸満市 イノー 就労継支Ｂ・就労移支（障） コンロ・ダクト増設工事 972,000 720,000 74.0%

13,992,900 5,500,000 39.3%

449,849,429 192,550,000 42.8%
952,890,310 448,360,000 47.0%

府県合計　１７０ 件
 総合計　  ３６３件

計4件

計6件

計5件

計4件
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