公益財団法人 ダイトロン福祉財団

令和２年 第１９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
(社福) 洛和福祉会 障がい者就労支援事業所 らくわ

４３ 団体

３３団体

地 域

４９,１７７,０００円

３４，５９２，０００円

助 成 内 容

大津市

車いす、マット乾燥機の購入

ＮＰＯ法人 こほく自立応援センター グループホームすみれ

長浜市

グループホームのトイレ改修工事

(社福) ゆたか会 わーくる夢

高島市

災害時避難用ストレッチャー(ｴｱｰｽﾄﾚｯﾁｬｰ､ﾗｯﾌﾟ･ﾛｰﾊﾞﾙ）の購入

大津市

しいたけ乾燥機（電機乾燥機 E-3H）の購入

ＮＰＯ法人 すまいる スマイルくさつ

草津市

食事・活動用テーブルの購入 2脚

(社福) いしづみ会 いしづみの家

大津市

【車】 トヨタ タウンエースバンの購入

ＮＰＯ法人 障害者自立支援センター 葦の舟

彦根市

【車】 ダイハツ アトレーワゴンの購入

(社福) しが夢翔会 いちばん星桐生

(社福) おうみ福祉会 おうみ作業所

近江八幡市

移乗介護用リフト（シーホネンス ゴルボ9000）の購入

ＮＰＯ法人 けいかん 共働作業所 けいかん

甲賀市

自走式草刈機 HRC804STEPの購入

ＮＰＯ法人 むげ

湖南市

【車】 ホンダ Nバンの購入

湖南市

【車】 トヨタ カローラフィールダーの購入

NPO法人 スポーツネットワーク ぱぴぷぺぽん

栗東市

【車】 ダイハツ タントスローパーの購入

(社福) 共生シンフォニー

大津市

新規生活介護施設の異動用リフト(EL-580他)の購入

長浜市

【車】 マツダ タイタン 1.5tトラックの購入

NPO法人 ウェルメント ウェルメント米原 ４

米原市

【車】 ニッサン NVクリッパーリオ 車いす仕様の購入

NPO法人 蓬莱の家 莱の家共同作業所

大津市

公園型シェア農園 土地造成、販売所製作工事

学校法人 関西福祉学園 働き教育センター 甲良

犬上郡

温室及び発芽器(ブルーリボンプチカ、花・野菜専用発芽器)の購入

(社福) 湘南学園 れもん会社

大津市

施設設備改修(汚水ポンプ取替)工事

(社福) 大木会 グループホーム碧天（あおぞら）

NPO法人 長浜みなみ会

長浜みなみ共同作業所

(社福) きぬがさ福祉会 きぬがさ作業所

近江八幡市

【車】 ニッサン キャラバンの購入

東近江市

【車】 スズキ スペーシアの購入

(社福) 草津市社会福祉協議会 草津点字グループ あゆみ会

草津市

点字プリンター(ESA919)の購入

(公財) 滋賀県身体障害者福祉協会

草津市

障害者福祉センター トレーニング室用ランニングマシーン買換え

(社福) さわらび福祉会 第二さわらび作業所

甲賀市

【車】 トヨタ レジアスの購入

(社福) よつば会 あったかグループホーム

栗東市

【車】 スズキ ワゴンRの購入

(社福) 八身福祉会 八身ワークショップ

(社福) 蒲生野会 サンライズ

東近江市

【車】 トヨタ ハイエース(10人乗り)の購入

(社福) 米原市社会福祉協議会 ほおずき作業所

米原市

【車】 スズキ キャリーの購入

(社福) 湖南会 もりじろう

守山市

【車】 トヨタ ノア 車いす仕様の購入

大津市

事務所トイレ改修工事(男女トイレ床材変更、壁の塗替え工事)

ＮＰＯ法人 真 フォーラムはな

長浜市

施設改修及び遊具設置工事(雨漏り修理及びボルダリング設置）

㈱イケダ光音堂 キッズパーク放課後等デイサービス

長浜市

フェンス設置工事一式

(社福) パレット・ミル 自立就労センターパレット・ミル

栗東市

トヨタエンジンフォークリフト(02-8FDL15)の買い替え

湖南市

【車】 スズキ エブリィの購入

草津市

【車】 ニッサン クリッパーの購入

㈲Ihoujin 適応教育教室 ハーフステップ

㈱チャレンジファーム
ＮＰＯ法人 元気っずミーオ

§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
(社福) 滋賀県聴覚障害者福祉協会

地 域
草津市

§第３号事業 特別助成事業

団 体 名

滋賀県における高齢の聴覚障害者のニーズ調査研究

１３，０８５，０００円

助 成 内 容

ＮＰＯ法人 さんまクラブ 放課後等デイサービス さんま

甲賀市

【車】 ホンダ ステップワゴンの購入

SUNNYSIDE 合同会社 おひさまはうす

草津市

【車】 ニッサン NVクリッパーリオ 車いす仕様の購入

(社福) 汀会 止揚学園

東近江市

１，５００，０００円

助 成 内 容

９団体

地 域

１団体

衣類乾燥機(タンブラー乾燥機STT30）の購入

(公社) おうみ犯罪被害者支援センター

大津市

「デートDV予防啓発」のための教育資料の作成費用(印刷製本代、人件費他）

ＮＰＯ法人 BRAHart

大津市

地域社会応援のための冊子、デザインその他作成費用

ＮＰＯ法人 きらら きららホーム

草津市

青地ホーム耐震化工事、屋根瓦葺替工事他

(社福) 虹の会 ドリーム・あんです

高島市

自主製品販売強化による工賃向上プロジェクト

東近江市

凧日和新築移転に伴うエレベーター設置工事

(社福) こなんSSN 凧日和（カイトビヨリ）
第17回土と色京都展実行委員会

甲賀市

第17回土と色ーひびきあう世界京都展

