公益財団法人 ダイトロン福祉財団

令和元年 第１８回 障害者福祉助成金贈呈額

§第１号事業 障害福祉サービス事業所などに対する設備費等助成事業

団 体 名

４６ 団体

４３，１３５，０００円

地 域

助 成 内 容

ＮＰＯ法人 愛光園

長浜市

農業用ビニールハウスの設置（一棟126㎡）

(社福) あすなろ福祉会 あすなろ園

犬上郡

タオル箱詰作業用ベルトコンベアー

(社福) ひかり福祉会 セルプひこね

彦根市

施設内トイレ改修工事（4据）

(社福) 椎の木会 落穂寮

湖南市

空調機器取り付け及び付帯工事

ＮＰＯ法人 すまいる スマイルくさつ

草津市

ストレッチ及びリハビリ用エアレックスマット購入 ９枚

草津市

事業所移転に伴うトイレ、流し台などの設備の移設

草津市

ソラマメくらぶ施設入口バリアフリー工事

企業組合ねっこの輪 社会的事業所 掃除屋プリ

大津市

【車】 ダイハツハイゼットカーゴ

(社福) なかよし福祉会 栗東なかよし作業所

栗東市

【車】 ダイハツハイゼットカーゴ

ＮＰＯ法人 ぷくぷく

守山市

グループホームの雨戸取付工事

ＮＰＯ法人 きらら ワークパートナーきらら 穴村

草津市

喫茶事業の設備機器（オーブン）購入及び設置工事

草津市

【車】 ダイハツ アトレースローバー

草津市

【車】 スズキ エブリィ PC2型

ＮＰＯ法人 草津市心身障害児者連絡協議会

４８,０７６,０００円

フリータイム
ＮＰＯ法人 ＮＰＯ子どもﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 天気村
放課後等デイサービス ソラマメくらぶ

NPO法人 滋賀県脊髄損傷者協会
障がい者サポートセンタースマイルフレンズ
(社福) 若竹会 ワークステーションわかたけ
(社福) きぼう モコハウス
一般社団法人no-de

近江八幡市

【車】 日産アトラスF24

草津市

【車】 日産 クリッパーバン チェアキャブ

(社福) すぎやまの家 杉山寮

高島市

【車】 ホンダ ステップワゴン

ＮＰＯ法人 ここねっと

甲賀市

【車】 トヨタ ノア ７人乗り

(社福) なかよし福祉会 第二栗東なかよし作業所

栗東市

味噌製造機器一式（自動発酵機、直火式蒸機、圧力釜他）

(社福) 悠紀会 にっこり作業所

野洲市

作業室等の床塩ビシート貼替工事

(社福) 湖南会 障害者支援施設 蛍の里

守山市

ガス式乾燥機入替工事費

(社福) しがらき会 ワークセンター紫香楽

甲賀市

手漉き和紙加工用機器購入

(社福) さつき会 さつき作業所

湖南市

【車】 トヨタ ハイエース

合同会社 就労サポートみずほ

守山市

【車】 スズキ エブリイハイルーフ

指定障害福祉サービス事業所no-deライフ

ＮＰＯ法人 ふれあい広場 ハーモニー
(社福) 白蓮

もりやま作業所

東近江市

風呂、トイレ、洗面所の改修工事及びスプリンクラー設置

守山市

もりやませんべい製造備品（せんべい平型10セット)の購入

ＮＰＯ法人 ふれあいワーカーズ

野洲市

屋根、外壁、トイレ等の改修工事

ＮＰＯ法人 さぼてん 日中一時事業所

湖南市

日中一時事業所建物の屋根の修繕

NPO法人 マイ・ライフ 福祉事業所 春の日

甲賀市

【車】 ダイハツ ハイゼットカーゴ

ＮＰＯ法人 あんと

野洲市

事業拡大に伴う施設整備（冷暖房設備、強化ガラス設備費用）

(社福) ぽてとファーム事業団 アシストセンター ぽッ

長浜市

【車】 トヨタ シエンタ 7人乗り

ＮＰＯ法人 スペースウイン

守山市

【車】 スズキ キャリー

ＮＰＯ法人 道 デイサービス ふぁみりぃ

彦根市

重症児者対応の空気清浄機購入（標準、コンパクト各１台）

ミライキックス株式会社 コッカラ

甲賀市

【車】 ホンダ Nバン

ＮＰＯ法人 ルミエル 就労支援センター ルミエル

野洲市

【車】 トヨタ ハイエース

(社福) 虹の会

高島市

乗用草刈機の購入

(社福) しがらき会 信楽青年寮 しん

甲賀市

業務用洗濯機器の購入

NPO法人 滋賀県社会就労事業振興センター JALAN

草津市

【車】 ダイハツ ハイゼットカーゴ

(社福) 共生シンフォニー 夢創舎

大津市

耕運機、草刈機の購入

医療法人藤樹会 障害者相談・生活支援センター やすらぎ

大津市

支援センター備品（ｿﾌｧｰ､椅子､ﾊﾟｿｺﾝ､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ）購入

(社福) 湖北会

長浜市

作業棟トイレ全面改修工事

長浜市

トヨタ フォークシフタ（フォークリフト）購入

アイリス

あそしあ

(社福) おおぞら福祉会 つつじ作業所

§第２号事業 障害者の社会参加の促進と生活向上等に寄与する調査研究のための助成事業

団 体 名
ＮＰＯ法人 あさがお

地 域
大津市

§第３号事業 特別助成事業

団 体 名

６７７，０００円

助 成 内 容
法人後見における障害者の意思決定支援の具体化に関する調査研究

４，２６４，０００円

地 域

助 成 内 容

ＮＰＯ法人 NPOワイワイあぼしクラブ

湖南市

多世代共生ホーム（高齢者と知的障害者の共生）の整備

ＮＰＯ法人 街かどケア滋賀ネット

湖南市

いきいき生活支援員の活躍に関する社会参加の広報費用

(社福) びわこ学園 びわこ学園医療福祉ｾﾝﾀｰ草津

草津市

E4センサー着装による重症心身障害児・者の支援方法創出のための機器購入

滋賀県中途失聴難聴者協会

草津市

「第25回全国中途失聴者・難聴者福祉大会in滋賀」開催費用

