
§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　　　　　　　　　　　　　　６６団体　５９，８９９，０００円

地　域

特定非営利法人 れんげはうす 彦根市
送迎車両の購入（買替）

【車】ノア　ｳｪﾙｼﾞｮｲﾝ＋ﾘｽﾄｱｯﾌﾁﾙﾄﾟの買替購入

自立訓練事業所　かけはし 事業所に電動工具を配備し、いつでも製品が作れるようすること

社会福祉法人  くすのき会
放課後等デイサービス　ソレイユ

東近江市

社会福祉法人滋賀県障害児協会 
長浜市

地域交流スペース用空調設備の更新

湖北タウンホーム 開所当初（H9年）から使用中の空調設備が老朽化した為、更新を希望

（特非）滋賀県自閉症研究会  たんぽぽ
蒲生郡

作業・アクティビティ活動用備品整備

さくら工房 会議椅子、加湿空気清浄器、パーティション、ラミネーター、シーラ購入

   公益財団法人 ダイトロン福祉財団

        2022年度(令和4年) 第21回 障害者福祉助成金贈呈額   　73 団体  71,294,000円

団　体　名 助成対象事業名／助成内容

彦根市
トイレ改装工事

障害児のための電動ベッド３台の購入

放課後等デイサービス・ソレイユに電動ベッドの導入

特定非営利法人 滋賀県難病連絡協議会
栗東市

車いす乗り入れ可能な普通車への買替

しがなんれん作業所 【車】シエンタ　車両の購入（買替）

社会福祉法人　和光会　
大津市

除草・清掃作業及び利用者送迎用車両購入

みどり園 【車】キャラバン（ハイルーフ）　車両の買替

社会福祉法人 青い鳥会

生活介護事業所 すら～ぶ 小児用トイレを改修し使用可能にして、移動の負担軽減

一般社団法人  このゆびとまれ
高島市

利用者の木工製品作成用電動工具類の購入

特定非営利法人 元気っずミーオ  
草津市

業務用食器洗浄機（ホシザキ食器洗浄機）の購入

ベーカリー＆カフェ脇本陣 パン製造とカフェ運営用食洗器購入で、ｽｷﾙｱｯﾌﾟと安定工賃評価へ

社会福祉法人　信楽くるみ福祉会
甲賀市

屋根改修工事

信楽くるみ作業所 本体建物と倉庫をつなぐ屋根の設置工事

（特非）滋賀県脊髄損傷者協会　
草津市

障害者地域支援事業の健康促進事業　タニタ車いす用体重計他の購入

スマイルフレンズ 車いす体重計を導入して、研修会等で本人が健康チェックのための体重測定を行う

特定非営利法人　すまいる   
草津市

多くの利用者が作業に参加できる小型アルミ缶プレス機の導入

スマイルくさつ フジテックス製小型空き缶プレス機E282の購入と設置

特定非営利法人 ふれ愛パーク
甲賀市

農福連携バリアフリーそば畑農耕用トラクターの購入

ふれ愛パーク 使用中の農業用トラクターの老朽化により、買い換えが必要となった

特定非営利法人 コスモス会  
愛知郡

自動紐掛機Y60型の購入

コスモス共同作業所 中古で購入した1963年製の結束機が老朽化して頻繁に故障する

一般社団法人　慶和会
大津市

放課後等デイサービス用送迎車両の購入（中古車）

放課後等デイサービス　あすなろＭＡＸ 【車】セレナの購入

社会福祉法人 椎の木会  
湖南市

移動式リフト・スリングシートの購入

落穂寮 利用者、職員の事故防止、身体の負担軽減等のため

有限会社 　lhoujin 　
大津市

知能検査用具（WISC-V)の購入

適応教育教室　ハーフステップ 最新の知能検査キットを使用し、利用者の能力を分析し支援に活用する。

特定非営利法人　あいとう和楽 東近江市
障害者、高齢者の配食事業のための冷凍冷蔵庫の購入

活動拡大のため、大型冷凍冷蔵庫の設置を希望

医療法人 藤樹会　
大津市

ぎんいろ喫茶店新設工事（喫茶スペースでの調理、接客、販売）

ぎんいろ・オアシスの郷 利用者に生産と販売活動の機会を提供するため

社会福祉法人 あすなろ福祉会 
犬上郡

作業用フォークリフト　トヨタ電動フォークリフト　プチランナー　の買替購入

第２あすなろ園 使用中フォークリフトの老朽化（14年）に伴い、買替が必要

特定非営利法人　けいかん  甲賀市
各施設間連絡用車両の購入

【車】タントの購入

合同会社　三田トータルサービス
米原市

グループホーム増設に伴う空き家屋改修工事

障害者グループホーム ルピナス ユニットの完備、上下水道工事、浴室・台所・洗面所増設・トイレ、共有スペース・各居室改修

学校法人 関西福祉学園  
湖南市

料理台下漏水修繕工事

働き教育センター湖南 土間修繕、給水配管復旧工事、CFハツリ部のみ修繕工事、塗装工事

社会福祉法人　にぎやか会  
草津市

台所給湯器の設置

放課後等デイサービス きぼう 施設内に1か所の台所兼手洗い場に給湯器を設置して、手洗いや台所作業、衛生保持

社会福祉法人　ひかり福祉会　
彦根市

感染症感染防止対策におけるサーモグラフィー体温計の購入

働き・暮らし　コトー支援センター 高精度な非接触式体温測定器が必要

（福）滋賀県立聴覚障害者福祉協会
守山市

空調機の修理

びわこみみの里 老朽化で夜間蓄熱機能が故障した空調機の修理

社会福祉法人 　汀会  
東近江市

リクライニングシャワーキャリーと検温機能付き顔認証リーダーの購入

止揚学園 安全・安心な入浴の確保とクラスター発生予防のための検温



地　域団　体　名 助成対象事業名／助成内容

SUNNYSIDE 合同会社　
草津市

園庭カーポート設置工事

おひさまはうす 大雨・強風時に取込む必要がない、日除けとしてｶｰﾎﾟｰﾄ状のものが必要

社会福祉法人　白蓮 
守山市

せんべい用ミキサー買替

もりやま作業所 老朽化により油漏れが発生しているミキサー1台の買替

社会福祉法人　おうみ福祉会　
近江八幡市

グループホーム入居者住環境設備整備工事

グループホーム　小田の里 ①電圧増加工事 ②移動経路への手すり設置（移動補助、転倒防止等）

社会福祉法人 なかよし福祉会
栗東市

陶芸・授産活動の為の車両買替

第二栗東なかよし作業所 【車】ハイゼットトラックの買替

社会福祉法人 瑠璃光会  
甲賀市

空気清浄機の購入

障害者支援施設るりこう園 微細な埃や花粉、ウイルス等を浄化する空気清浄機の購入

社会福祉法人 なかよし福祉会
栗東市

トイレの改修工事

栗東なかよし作業所 車椅子用トイレ・手すり、便器及び扉の改修工事

社会福祉法人　もるどう会
守山市

エアーコンプレッサ買替

あじさい園 エアーコンプレッサの容量拡大　吐出空気量（現：42L/min→新：470L/min)

（特非）草津市心身障害児者連絡協議会  
草津市

送迎及び物品搬入用車両の購入

フリータイム 【車】セレナの購入

社会福祉法人 湖南会　
守山市

入所棟の洗面所改修工事

蛍の里 施設の内装、床の改修、洗面器具の取り換え床の改修など

特定非営利法人 くりの木会  
栗東市

送迎用福祉車両の購入

第一くりのみ作業所 【車】ＮＢＯＸ　４WDの買替

特定非営利法人就労ネットワーク滋賀　 野洲市
日中一時支援事業および移動支援における車両の買替

【車】ルークス　車両の買替

社会福祉法人　しが夢翔会 
大津市

自閉症・行動障害を呈する方々を受け入れるための改装工事

いちばん星桐生 厨房であった場所を改装し、通所者が安心・安全に過ごせる居場所を増やす

資生園　株式会社 大津市
電気乾燥機の購入と付帯工事

野菜加工の製造に使用する電気乾燥機及び付帯設備の購入

社会福祉法人　わたむきの里福祉会
蒲生郡

コバシサイバーハローTX315E-UAの購入

わたむきの里　第4作業所 効率化を図るため、トラクターに取り付けるサイバーハローを購入する。

特定非営利法人　あんと
野洲市

自閉症利用者のための防音工事（二重窓とエアコンの交換）

あんと 地域の中での生活のため、二重窓にして防音を図るための工事

株式会社 TCC Japan 栗東市
放課後等デイサービスPONYKIDS 新事業所送迎車購入

【車】ノアの購入

社会福祉法人　蒲生野会   
東近江市

農機具購入（黒豆脱粒機他６種）ヤンマー黒大豆脱粒機他

あかね 地域の方と協力しての取り組み、農作物の生産、収穫に必要な器具の導入

社会福祉法人  パレット・ミル
栗東市

発砲スチロール減容事業拡大の為のテント設置

自立就労センター 発砲スチロールの保管場所の確保と作業場所の拡充

特定非営利法人　むげ　
湖南市

47MSLユニットハウス設置及び付帯設備の工事

エルディ＆こけこっこ 訪問販売車の商品仕訳、出し入れ等に必要な専用スペースの確保

一般社団法人　異才ネットワーク
大津市

珈琲用焙煎機の購入

大津オルタナティブスクール　トライアンフ 不登校児の就労体験として市民活動センター前にブースを設け、珈琲を販売

社会福祉法人　米原市社会福祉協議会　
米原市

地域の方々や利用者への情報伝達用大型ディスプレイ等の購入・設置

ほおずき作業所 地域へイベント情報を伝えたり、利用者にスケジュール他必要情報の伝達

社会福祉法人　湖南会　
野洲市

送迎用福祉車両の買替

野風草 【車】ハイエースウェルキャップ　車両の買替

社会福祉法人　しがらき会　
甲賀市

利用者の健康管理のためのバイタル記録タブレットアプリ購入

信楽青年寮　らく バイタル測定機器とタブレット記録アプリの購入と設定費用一式

社会福祉法人　しがらき会　
甲賀市

相談支援事業ーしがらき安心ネットワーク構築事業（専用車両の購入）

しがらき地域生活支援センター「うろむろ」 【車】スペーシアの購入

株式会社 近商物産　　
草津市

送迎用車両の購入

つくも 【車】フリードの購入

スマイル甲賀 甲賀市
エンジン付き薪割機の購入

福祉作業所との協働作業によって、障害のある人たちへの支援と交流を図る

特定非営利法人 ディフェンス 草津市
送迎用福祉車両の買替

【車】スペーシア　車両の買替

特定非営利法人　ふれあいワーカーズ 野洲市
手洗場の増設等施設の改修

利用者等の処遇面の向上や安全確保

(特非) With　us
長浜市

清掃用品収納小屋新設工事

こほく自立応援センター 事業所の隣に小規模な小屋の新設工事を行いたい

社会福祉法人 　おおぞら福祉会  
長浜市

利用者送迎車両の買替

つつじ作業所 【車】ノア　車両の買替

株式会社　チャレンジファーム 湖南市
養鶏の飼料作り用の施設の購入と利用者の更衣室の新設

障がい者による鶏飼料作りを可能にするための昇降装置と更衣室、シャッターの設置



地　域団　体　名 助成対象事業名／助成内容

§第3号事業　特別助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７団体　１１，３９５，０００円

地　域

公益財団法人 ダイトロン福祉財団

特定非営利法人　BRAH=art.
大津市

アプローチ整地工事

生活介護事業所　office-cosiki アプローチに高低差、段差があるため改修を行いたい。

一般社団法人　なないろ
長浜市

放課後等デイサービス アオの送迎で活用

放課後等デイサービス　アオ 【車】ＺＥＳＴ　中古車両の購入

社会福祉法人　湖南会　
守山市

法人車両の買替

特定相談支援事業所　風音 【車】ワゴンR　車両の買替

学校法人 関西福祉学園  
大津市

軽自動車の買替

働き教育センター大津 【車】ＮＶ１００クリッパー　車両の買替

社会福祉法人　さつき会　
湖南市

就労継続支援B型事業所への設備改装工事

（仮）さつき作業所　日枝工場 工場改装と設備を整備して福祉事業所に再利用してB型事業所を開業

合同会社　Venuvana
Be free れん

長浜市
送迎用車両買替

【車】ランディ　車両の買替

・机と椅子を購入（職場環境の向上）・大型プリンターの買替（協会収益向上）

社会福祉法人 しがらき会　
甲賀市

壁かけエアコンの設置

信楽青年寮　しん 壁掛けエアコン２台の新規設置とそれに伴う配管と電源工事一式

社会福祉法人　グロー 
蒲生郡

障害者への差別解消を目的としたバリアフリー演劇上演事業

一般社団法人 滋賀県ろうあ協会 草津市
事務所設備の改善と充実

団　体　名 助成対象事業名／助成内容

社会福祉法人　びわこ学園 
草津市

重症心身障害児の動く権利を保障する事業

びわこ学園　医療福祉センター草津 今仙技術研究所製のCarry Loco　を２台購入する

ひのたに園 ・バリアフリー演劇の上演　・開催案内のチラシの作成

一般社団法人 滋賀県障害者スポーツ協会 大津市
滋賀県障害者スポーツ協会法人車両の更新

【車】ハイエース　車両の買替

新設の複合施設の備品購入（プロジェクター設置）

ワークステーション わかたけ プロジェクターの購入とその設置費用

特定非営利法人 　アイ・コラボレーション 
草津市

滋賀県６カ所で障害者・高齢者向けパソコン教室を開催

アイ・コラボレーション　草津 研修用PCの購入、講師人件費・交通費、教室賃借料他

合同会社　ふくろう　　
大津市

障がい者就職パンフレットの製作費用一式

Shake Hands 広告用デザイン、Web製作DTP（チラシ）の製作、PR動画の製作

社会福祉法人 湘南学園
大津市

社会参加事業に必要な車両の購入

障害者福祉施設作業所　れもん会社 【車】ハイエースワゴンｳｴﾙｼﾞｮｲﾝ車両の買替

社会福祉法人　若竹会　
草津市


