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20周年記念

　三年ぶりに開催の贈呈式でございますが、当財団は2001年に故髙本善四郎が
財団法人を創設して昨年12月で満20年を迎え、本年は「20周年記念助成金贈呈
式」を開催する運びとなりました。今日まで何とか無事に障害者福祉助成活動を
続けてくることができましたのは、偏に県を始め、各市町村の福祉関係の皆様の
ご指導、ご協力の賜物と深く感謝しております。改めて厚く御礼申し上げます。

　本日は、滋賀県から大杉副知事を始め、健康医療福祉部の方々、甲賀市からも正木副市長をご来賓として
お迎えしています。「滋賀県社会福祉協議会」、また「滋賀県共同募金会」、其の他各市町村の福祉関係の
方々には、いつも当財団に温かいご指導とご協力を頂いておりまして、大変有難うございます。
また、メインサポーターのダイトロングループを代表して、前績行様、土屋伸介様、毛利肇様、松田豊様に
ご出席頂いています。長年に亘って毎年のご支援に対し厚く御礼申し上げます。
　そして今日の主役、助成金贈呈先の福祉事業団体の73団体の方々、並びに「20周年記念講演」をして頂
く2020東京パラリンピック、バタフライ金メダリストの木村敬一様、そして木村敬一様に講演頂くために
労を取って頂いたNPO法人スペシャルオリンピックス日本・滋賀の理事長、元滋賀県知事の國松善次様、
常任理事の檜山眞理様にもご臨席頂いております。お忙しい所誠に有難うございます。
　最後に、当財団の縁の下の力持ちとも言うべき影の功労者の方々であります、財団役職員及びダイトロン
（株）の支援協力者の方々23名も参加させていただいております。日ごろのご奉仕有難うございます、と
言う訳で、本日はこの会場に114名がご参集です。
　20周年記念贈呈式と言うことで、もう少しお話ししたいこともありますが、当財団の20年間の歩みなど
については「開会の辞」、「閉会の辞」での、諸先輩からのお話にお任せして、私は本題の助成事業の説明
に入らせ頂きたいと思います。
　今年度は、3月 7日から助成金募集をして、95団体様からご応募を頂きました。その後、事前協議会、選
考委員会にて適正・厳正な審査を行い、理事会にて以下のように決定致しました。

　１．	障害者福祉サービス事業等に対する設備助成事業
　　　　お申し込み　82件の中の	 66件	 5,989万 9千円
　２．	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
　　　　お申し込み　1件の中の	 選考なし	
　３．	障害者の社会福祉向上に寄与する設備等の特別助成事業
　　　　お申し込み　12件の中の	 7件	 1,139万 5千円

　今年度は合計73団体様に、前年比約2千万円多い	総額 7,129万 4千円の助成をさせて頂くこととなりま
した。過去最大規模の助成となりましたが、来年も当財団の創立の精神であります「真心こめた	ふれあい
と助け合い」をモットーに本年以上の助成となるよう努力致します。
　本日助成金を受けられた皆様は、コロナでクラスターも多数発生する中、猛暑の夏も、凍える冬も、障害
者の方々のために日夜地道な活動とたゆまぬ努力を続けられ、新しい分野にも挑戦する積極性が高く評価さ
れたものです。贈呈先の皆様に、心よりの感謝と共に深く敬意を表します。

公益財団法人  ダイトロン福祉財団　　理 事 長　 髙  本　　敬

理 事 長 挨 拶
　　「20 周年記念　助成金贈呈式」にあたって　　 令和 4 年 9 月吉日
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　「ダイトロン福祉財団　20 周年記念助成金贈呈式」にあたり、一言お祝いの言葉
を申し上げます。
　ダイトロン福祉財団におかれましては、「真心こめた　ふれあいと助け合い」の
精神のもと、地域に根差した社会貢献を行っておられ、平成 14 年から毎年、本県
の障害福祉関係団体に対して、助成を頂いており、助成総額は６億円に上ります。
　20 周年の今年度は、昨年度より約 30 団体多い 73 団体に、自立訓練や就労継続支
援に必要なききの導入、送迎のための車両購入、障害の特性に応じたトイレの改修
など、各事業所の実情に応じたきめ細かな支援をして下さいました。
　こうした貴財団の活動に深く敬意を表しますとともに、心から感謝もうしあげます。
　本日、贈呈を受けられます皆様方におかれましては、助成金を活用いただき、障

害のある方の就労の促進、地域活動の充実につなげていただくことを期待しております。
　さて、本県では、令和元年 10 月に「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を施工し、障害のある
人もない人も、その人らしさを認め合いながら共に生きる、共生社会の実現を目指した取組を進めています。
　さらに昨年度に制定しました「滋賀県障害者プラン 2021（ニーゼロニーイチ）」で、全ての施策・取組お基
盤に「共生社会づくり」を位置づけ、障害による差別を無くすためのこころのバリアフリーを進めるとともに、
障害のある人自身が主体となって地域で生活していくための意思決定への支援の充実などの取組を進めていき
ます。
　すべての人に居場所と出番があり、最後まで充実した人生を送れる社会となるよう、みん
なが助け合い、支え合うことで、誰もが生き生きと活躍できる、共生社会・滋賀を目指して
おりますので、本日お集まりの皆様にも、引き続きご協力をお願い致します。
　結びに、髙本理事長をはじめ役員の皆様、審査委員の皆様、さらに財団をお支え頂いてい
る事務局や関係の皆様に改めて敬意を表しますとともに、本日お集りの皆様のご健勝とます
ますのご活躍をお祈りし、お祝いの言葉と致します。　　　　　　　　

令和４年９月６日

滋賀県知事　 三日月　大造
（代読　副知事　大杉　住子）

　このたび、公益財団法人ダイトロン福祉財団「20 周年記念助成金贈呈式」が開催
されますことに、心からのお祝いを申し上げますとともに、財団設立以来、長年に
わたり障害者福祉支援活動を継続いただいておりますことに対し、深く敬意を表し
ます。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、２年にわたって助成金贈呈式の開
催は中止となりましたが、20 周年記念事業となる今回は、昨年にも増して、本市内
12 団体を含む 73 団体へ助成を決定いただいたと伺っております。貴財団のご厚志
に改めて感謝申し上げる次第です。
　本市といたしましても、共生社会の実現に向けてたゆまぬ努力を続けて参る所存
でございますので、貴財団におかれましては、今後とも引き続き、ご支援、ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、貴財団のご発展と髙本理事長様をはじめ財団関係者の皆様の今後ますますのご活躍を
心から祈念申し上げ、20 周年記念助成金贈呈式に当たりましてのお祝いとお礼のことばといたします。

令和４年９月６日

大津市長　佐藤　健司

20 周年記念助成金贈呈式　祝辞

滋賀県知事 三日月大造様からいただいた祝辞を代読いただきました。

大津市長 佐藤健司様より祝電を頂戴致しました。

副知事　大杉　住子
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公益財団法人 ダイトロン福祉財団　役職員名簿

◦当財団の活動報告や収支状況は当財団のホームページでご覧いただけます。
https://daitron-fukushi.org
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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
団 体 名 地 域 助 成 内 容

 （社福） 青い鳥会　生活介護事業所 すら～ぶ 愛知郡  トイレ改装工事

 （一社） このゆびとまれ　自立訓練事業所 かけはし 高島市  利用者の木工製品作成用電動工具類の購入

 （社福） くすのき会  放課後等デイサービス ソレイユ 東近江市  障害児のための電動ベッド３台の購入

 NPO法人 れんげはうす 彦根市  【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

 （社福） 和光会  みどり園 大津市  【車】キャラバン（ハイルーフ） 車両の買替購入

 NPO法人 滋賀県難病連絡協議会  しがなんれん作業所 栗東市  【車】シエンタ　車両の買替購入

 （特非） 滋賀自閉症研究会 たんぽぽ  さくら工房 蒲生郡  会議椅子、加湿空気清浄器、パーティション等の購入

 （社福） 滋賀県障害児協会  湖北タウンホーム 　 長浜市  地域交流スペース用空調設備の更新

 （社福） 信楽くるみ福祉会  信楽くるみ作業所 甲賀市  屋根改修工事

 NPO法人 元気っずミーオ　ベーカリー＆カフェ脇本陣  草津市  業務用食器洗浄機（ホシザキ食器洗浄機）の購入

 NPO法人 すまいる  スマイルくさつ 草津市  フジテックス製小型空き缶プレス機E282の購入と設置

 （特非） 滋賀県脊髄損傷者協会  スマイルフレンズ 草津市  タニタ車いす用体重計他の購入

 NPO法人 コスモス会  コスモス共同作業所 愛知郡  自動紐掛機Y60型の購入

 NPO法人 ふれ愛パーク  ふれ愛パーク 甲賀市  そば畑農耕用トラクターの購入

 （社福） 椎の木会  落穂寮 湖南市  移動式リフト・スリングシートの購入

 （一社） 慶和会  放課後等デイサービス あすなろＭＡＸ 大津市  【車】セレナの購入

 NPO法人 あいとう和楽 東近江市  配食事業のための冷凍冷蔵庫の購入

 （有） lhoujin  適応教育教室 ハーフステップ 大津市  知能検査用具（WISC-V)の購入

 （社福） あすなろ福祉会  第２あすなろ園 犬上郡  トヨタ電動フォークリフト　プチランナーの買替購入

 （医） 藤樹会　ぎんいろ・オアシスの郷 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）

 （合） 三田トータルサービス  障害者グループホーム ルピナス 米原市  グループホーム増設に伴う空き家屋改修工事

 NPO法人  けいかん  甲賀市  【車】タントの購入

 （社福） にぎやか会  放課後等デイサービス きぼう 草津市  台所給湯器の設置

 （学） 関西福祉学園  働き教育センター 湖南 湖南市  料理台下漏水修繕工事

 （社福） 滋賀県立聴覚障害者福祉協会  びわこみみの里 守山市  空調機の修理

 （社福） ひかり福祉会  働き・暮らし コトー支援センター 彦根市  サーモグラフィー体温計の購入

 （社福） 汀会  止揚学園 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

 SUNNYSIDE （同）　おひさまはうす 草津市  園庭カーポート設置工事

 （社福） おうみ福祉会  グループホーム 小田の里 近江八幡市  ・電圧増加工事 ・移動経路への手すり設置（移動補助、転倒防止等）

 （社福） 白蓮  もりやま作業所 守山市  せんべい用ミキサー買替

 （社福） 瑠璃光会  障害者支援施設 るりこう園 甲賀市  空気清浄機の購入

 （社福） なかよし福祉会  第二栗東なかよし作業所 栗東市  【車】ハイゼットトラックの買替購入

 （社福） もるどう会  あじさい園 守山市  エアーコンプレッサ買替

 （社福） なかよし福祉会  栗東なかよし作業所 栗東市  車椅子用トイレ・手すり、便器及び扉の改修工事

 （社福） 湖南会  蛍の里 守山市  入所棟の洗面所改修工事

公益財団法人 ダイトロン福祉財団　20 周年記念 贈呈式
73団体　助成金総額　　71,294,000 円
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 NPO 法人 草津市心身障害児者連絡協議会  フリータイム 草津市  【車】セレナの購入

 NPO 法人 就労ネットワーク滋賀 野洲市  【車】ルークス　車両の買替購入

 NPO 法人 くりの木会  第一くりのみ作業所 栗東市  【車】ＮＢＯＸ　４WD の買替購入

 資生園（株） 大津市  電気乾燥機の購入と付帯工事

 （社福） しが夢翔会  いちばん星桐生 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

 NPO 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）

 （社福） わたむきの里福祉会  わたむきの里 第 4 作業所 蒲生郡  コバシサイバーハローTX315E-UA の購入

 （社福） 蒲生野会  あかね 東近江市  農機具購入  ヤンマー黒大豆脱粒機他

 ( 株 ) TCC Japan 栗東市  【車】ノアの購入

 NPO 法人 むげ  エルディ＆こけこっこ 湖南市  47MSL ユニットハウス設置及び付帯設備の工事

 （社福） パレット・ミル 自立就労センター 栗東市  発砲スチロール減容事業拡大の為のテント設置

 （社福） 米原市社会福祉協議会  ほおずき作業所 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

 （一社） 異才ネットワーク  大津オルタナティブスクール トライアンフ 大津市  珈琲用焙煎機の購入

 （社福） しがらき会  信楽青年寮 らく 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

 （社福） 湖南会  野風草　 野洲市  【車】ハイエースウェルキャップ　車両の買替購入

 ( 株 ) 近商物産  つくも 草津市  【車】フリードの購入

 （社福） しがらき会  しがらき地域生活支援センター「うろむろ」 甲賀市  【車】スペーシアの購入

 NPO 法人 ディフェンス 草津市  【車】スペーシア　車両の買替購入

 スマイル甲賀 甲賀市  エンジン付き薪割機の購入

 NPO 法人 With us  こほく自立応援センター 長浜市  清掃用品収納小屋新設工事

 NPO 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工事

 ( 株 ) 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

 （社福） おおぞら福祉会  つつじ作業所 長浜市  【車】ノア　車両の買替購入

（一社） なないろ  放課後等デイサービス アオ 長浜市  【車】ＺＥＳＴ　中古車両の購入

 NPO 法人 BRAH=art.  生活介護事業所 office-cosiki 大津市  アプローチ整地工事

 （学） 関西福祉学園  働き教育センター 大津 大津市  【車】ＮＶ１００クリッパー　車両の買替購入

 （社福） 湖南会  特定相談支援事業所 風音 守山市  【車】ワゴンR　車両の買替購入

 （同） VenuvanaBe ｆ ree  れん 長浜市  【車】ランディ　車両の買替購入

 （社福） さつき会  （仮）さつき作業所 日枝工場 湖南市  就労継続支援B 型事業所への設備改装工事

 （社福） しがらき会  信楽青年寮 しん 甲賀市  壁かけエアコンの設置

 （一社） 滋賀県ろうあ協会 草津市  ・机と椅子を購入 ・大型プリンターの買替購入

 （社福） グロー  ひのたに園 蒲生郡 ・バリアフリー演劇の上演 ・開催案内のチラシの作成代

 （一社） 滋賀県障害者スポーツ協会 大津市  【車】ハイエース　車両の買替購入

 （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  今仙技術研究所製の Carry Loco を２台購入

 NPO法人 アイ・コラボレーション  アイ・コラボレーション 草津 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、その費用

 （社福） 若竹会  ワークステーション わかたけ 草津市  新設の複合施設の備品購入（プロジェクター設置）

 （社福） 湘南学園  障害者福祉施設作業所 れもん会社 大津市  【車】ハイエースワゴンｳｴﾙｼﾞｮｲﾝ車両の買替購入

 （同） ふくろう  Shake Hands　 大津市  障がい者就職パンフレットの製作費用一式

　

第３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　　7団体　11,395,000 円
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公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み
設立趣意 ＜髙本善四郎の志＞
　昭和２７年（１９５２年）に 故 髙本善四郎が現在のダイトロングループの基礎となる大都商
事株式会社（現ダイトロン（株））を大阪市北区に設立。同社が、２００１年に５０周年を迎えた
事を記念して故 髙本善四郎が私財を投じてダイトロングループ各社からの賛同も得て「財団
法人ダイトロン福祉財団」を滋賀県に設立されたものです。
　故 髙本善四郎は、ダイトロングループが長年お世話になった滋賀県に貢献したく、同財団
を通じて滋賀県に住んでおられる障害者の人達への援助のため、「真心こめたふれあいと
助けあい」の基本精神で地域に根差した社会貢献活動を行っています。 【 故　髙本善四郎 】

【 財団の事務所がある
　滋賀県の栗東工場 】

ダイトロン福祉財団の誕生から20 年間のヒストリー

◇1952年（昭和27年） 大都商事株式会社を設立

◇1998年（平成10年） 大都商事からダイトエレクトロン㈱に商号変更

◆2001年（平成13年） 財団法人ダイトロン福祉財団設立（12月18日）
初代理事長　髙本 善四郎　就任

   ダイトエレクトロン㈱（旧大都商事(株)）創立50周年

◆2002年（平成14年） 第1回障害者福祉助成贈呈式を10月21日大津プリンスホテルにて開催
＜助成先27団体、助成金額17,969千円＞

◆2003年（平成15年） ダイトロン福祉財団の機関紙「ダイトロン福祉だより」第１号を発行

◆2007年（平成19年） 紺谷　健治　第2代理事長に就任

◆2011年（平成23年） 公益財団法人への移行（移行日：7月21日）
＜公益財団法人　ダイトロン福祉財団へ＞
髙本　敬　第3代理事長に就任

   第10回記念助成贈呈式を9月6日ピアザ淡海にて開催
  　　　＜助成先26団体、助成金額17,559千円＞
  　　　＜松野明美氏(マラソン選手、タレント、政治家)による特別講演＞

◇2017年（平成29年） ダイトロングループ3社が統合、ダイトロン㈱が誕生

◆2020年（令和2年） ダイトロン福祉財団　ウェブサイトを新規開設
＜ URL:https://daitron-fukushi.org ＞

◆2022年（令和4年） 「20周年記念助成金贈呈式」を9月6日ピアザ淡海にて開催
＜助成先73団体、助成金額71,294千円＞
＜木村敬一氏(東京パラリンピック水泳金メダリスト)による特別講演＞

＊黒文字は、メインサポーターのダイトロン㈱のヒストリー

【 松野 明美氏 】

【 木村 敬一氏 】
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助成対象事業の事例発表
障がい者家族会「楽歩」　顧問　原　一正　　

謝　　辞
社会福祉法人 湖南会　理事長　竹脇　義成　

公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み公益財団法人 ダイトロン福祉財団 ２０年の歩み
設立趣意 ＜髙本善四郎の志＞
　昭和２７年（１９５２年）に 故 髙本善四郎が現在のダイトロングループの基礎となる大都商
事株式会社（現ダイトロン（株））を大阪市北区に設立。同社が、２００１年に５０周年を迎えた
事を記念して故 髙本善四郎が私財を投じてダイトロングループ各社からの賛同も得て「財団
法人ダイトロン福祉財団」を滋賀県に設立されたものです。
　故 髙本善四郎は、ダイトロングループが長年お世話になった滋賀県に貢献したく、同財団
を通じて滋賀県に住んでおられる障害者の人達への援助のため、「真心こめたふれあいと
助けあい」の基本精神で地域に根差した社会貢献活動を行っています。 【 故　髙本善四郎 】

【 財団の事務所がある
　滋賀県の栗東工場 】

ダイトロン福祉財団の誕生から20 年間のヒストリー

◇1952年（昭和27年） 大都商事株式会社を設立

◇1998年（平成10年） 大都商事からダイトエレクトロン㈱に商号変更

◆2001年（平成13年） 財団法人ダイトロン福祉財団設立（12月18日）
初代理事長　髙本 善四郎　就任

   ダイトエレクトロン㈱（旧大都商事(株)）創立50周年

◆2002年（平成14年） 第1回障害者福祉助成贈呈式を10月21日大津プリンスホテルにて開催
＜助成先27団体、助成金額17,969千円＞

◆2003年（平成15年） ダイトロン福祉財団の機関紙「ダイトロン福祉だより」第１号を発行

◆2007年（平成19年） 紺谷　健治　第2代理事長に就任

◆2011年（平成23年） 公益財団法人への移行（移行日：7月21日）
＜公益財団法人　ダイトロン福祉財団へ＞
髙本　敬　第3代理事長に就任

   第10回記念助成贈呈式を9月6日ピアザ淡海にて開催
  　　　＜助成先26団体、助成金額17,559千円＞
  　　　＜松野明美氏(マラソン選手、タレント、政治家)による特別講演＞

◇2017年（平成29年） ダイトロングループ3社が統合、ダイトロン㈱が誕生

◆2020年（令和2年） ダイトロン福祉財団　ウェブサイトを新規開設
＜ URL:https://daitron-fukushi.org ＞

◆2022年（令和4年） 「20周年記念助成金贈呈式」を9月6日ピアザ淡海にて開催
＜助成先73団体、助成金額71,294千円＞
＜木村敬一氏(東京パラリンピック水泳金メダリスト)による特別講演＞

＊黒文字は、メインサポーターのダイトロン㈱のヒストリー

【 松野 明美氏 】

【 木村 敬一氏 】

　本年度、私共湖南会３事業所を含めて７３団体に助成金支援を実施された、貴
財団の永年の滋賀県の障害者福祉に対する貢献に敬意を表し、今年助成を受けた
団体を代表して感謝申し上げます。
　湖南会は、“ひろがれ笑顔	輝けいのち”　をスローガンに、守山市で重度の知
的障害者の入所施設や通所施設、グループホーム、相談支援事業所等を運営して
おります。
　中核施設『蛍の里』は、利用者個々のペースを尊重し、その人らしさを大切に
しながら生き生きと暮らしていけるよう支援する入所施設です。この施設の老朽化に対処するための改修
工事等に助成いただきました。
　野洲市の通所施設『野風草（のふうそう）』では、車いす仕様の送迎車購入を助成いただきました。重
度の知的障害があっても地域で安心・安全に暮らし続けることを目標に、各々が自発的に行動できるよう
意欲や体力・健康の維持増進に取り組んでいます。
　守山駅近接の相談支援事業所『風音（かのん）』では、17 年が経過した、日常業務用公用車の買替えに
助成いただきました。ここでは障害児・者が、夢や希望を実現させて地域で安心して暮せることができる
よう、相談支援業務を行っています。
　今回の助成は、受けられた各団体には今後の活動の大きな励みとなり、滋賀県の障害者福祉の向上に大
きく寄与するものと確信いたします。

　昨年度、御財団からの助成で、県内の特別支援学校の高等部を卒業されたご本
人とそのご家族を対象に、日々の生活とか余暇の過ごし方についてのアンケート
を実施して、結果を小冊子にまとめて関係先に配布させていただきました。
　私は元特別支援学校で教師をしておりましたが、当時、蓬莱養護学校の卒業生
の保護者から、仲が良かった家族同士で集まる機会を作るようにしたいという要
望が起こり、家族の皆さんと一緒になって障害者家族会「楽歩」を立ち上げた次
第です。
　この家族会では、知的障害、肢体不自由など様々な障害をもった子供達と、保護者、兄弟姉妹が定期的
に集まってトランプをしたり、歌を歌ったり、体操をしたり、お菓子作りを楽しんだりとか、楽しい時間
を定期的に過ごしている団体です。
　コロナ禍で集まるのが困難になって初めて、親しい人達で集い遊ぶ、その機会にお互いが、違う立場の
人達のことを知る、理解する、といった事がいかに必要かと言うことに気付きました。それで、私は「楽
歩」の活動に関わりながらこういう現実を何らかの形でちょっとまとめよう、調べてみよう、という問題
意識みたいなものは以前教員時代から少しあったので、アンケート調査をしようという提案をして実施す
ることになったのです。
　保護者も障害者本人も長い人生にやはり楽しみが無いというのは非常に寂しい事です。こういう冊子に
まとめたものが、一般の個人のお店の方とか、いろんな地域のみなさんにこういうような生活状況、生活
実態が有るという事を少しでも知っていただければと思ってこういう冊子を作らせて頂きました。
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＜小４で水泳を始め、パラリンピック・リオ大会に出場するまで＞

１．小学４年生、彦根のスイミングスクールとの出会い

　幼少期から運動好きで小４時に水泳を始めたが、障害のある子供がスイミングスクールに入るのは
今でもそう容易ではないが、当時私は運よく彦根のスイミングスクールに受け入れてもらえた。その
後の水泳競技人生は、この彦根のスクールの存在抜きには語れない。ありがとうございました。

２．東京の中学校と国際大会への出場、パラリンピック出場への夢の誕生

　小学校までは滋賀県、中学以降は東京へ移った。中学より記録を縮めるための練習に切り替え、中
3の時アメリカで開催された国際大会に初出場。世界の競技水準の高さに驚いた。その頃にパラリン
ピックに出て金メダルを取りたいという夢が生まれた。

３．万全の準備でパラリンピック・リオ大会に臨むも金メダルに届かず

　北京、ロンドンとパラリンピックに出場後、体力も上がりハードな練習の成果が出て金メダル争い
のできるレベルになった。2016 年リオ大会に出場したが、結果は５種目に出場して銀２、銅２で金
メダルには届かなかった。金メダルを逃したという敗北感が強かった。

＜渡米して競泳トレーニング＞

１．渡米を決め、メリーランド州ボルチモアへ

　リオ大会後は燃え尽きた感もあって一時は水泳をやめ
ようかとも思ったが、次の母国東京大会で金メダルを獲
りたいという気持ちもあり悩んだ。その結果、練習環境
を変えることにして、経験豊富な米国人コーチとも出会
え、アメリカ東海岸メリーランド州のボルチモアに練習
拠点を移した。

【講演者略歴】
　先天性疾患により２歳で視力を失い、母のすすめで 10 歳から水
泳を始めた。パラリンピックには 2008 年の北京大会から４大会
連続出場。ロンドン大会で日本代表選手団の旗手を務めて銀と銅 各
１、リオ大会では銀と銅 各２のメダルを獲得。2018 年から米国に
練習拠点を移して同国コーチから指導を受けた。帰国後 2021 年開
催の東京大会では、100m 平泳ぎの銀メダルに続き、100m バタ
フライで悲願の金メダルを獲得して日本中を感動の渦に包んだ。（パ
ラサポ WEB より抜粋）

木村 敬一
栗東市出身　32 歳
「東京 2020 パラリンピック」100m バタフライ金メダリスト

米国人コーチと練習仲間

特別講演20周年記念
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２．アメリカでの２年間のトレーニングからコロナにより帰国へ

　パラリンピック選手を多数育てたブライアン・レフラー先生に指導を受け、マッケンジー・コー
ン、パラリンピック金メダリストの小人症の女性が練習仲間になり、住居とプールとの往復や、
仲間との遊びに誘ってくれたり、買い物なども車で送り迎えしてくれて生活面でも助けられた。
最後はコロナのため練習も生活もままなくなり、日本への帰国を余儀なくされた。

＜パラリンピック東京大会＞

１．東京大会の開催へ

　帰国後すぐにコロナのために１年延期が決まった。そして、
2021	年 8	月に	東京パラリンピックが始まり、無観客での開催
となったが、開催のために苦労していただいた関係者の皆さん
に感謝したい。東京大会ではバタフライを含めて競泳 3種類に
出場したが、以下はバタフライ 100m（S-11）の模様。

２．競技前夜から当日 9月 3日の午前：予選、午後：決勝へ

　9月 3 日に予選と決勝が行われた。選手村の宿舎で過ごしていたが、その前夜は緊張で 2時間
しか眠れなかった。当日午前中の予選は調子がよくて一位通過となった。決勝はその夜 7時 40 分
ごろの予定で、４時半の集合時間まで時間があったので、昼食後マッサージを受け、昼寝も試み
たが眠れず決勝までまた緊張の時間を過ごした。

３．ゴールの瞬間と金メダルの決定・表彰式

　目の見えない競技者は健常者と異なり、ゴールしても結果がすぐには
分からない。ルールで全員ゴールした後で結果が知らされるが、私も結
果を知るまでは「ダメだったかも知れない」という不安に駆られた。金
メダルだと分かった瞬間は、嬉しさは勿論だが、それ以上に『これでやっ
と戦いを終えることができる』という安堵の思いの方が強かった。
　10 年前の中学 3	年でパラリンピック・金メダルへの夢を抱き、厳し
いトレーニングを重ねてリオ大会で金に挑戦するも叶わなかった。	東
京大会で再挑戦に挑むことを決めたものの、一年延期と波乱の中、東京
大会での金メダルの獲得は、嬉しい気持ちも勿論あったが、ひと段落が
付いたという安堵感が大きかった。
　表彰式は今までも銀メダリスト、銅メダリストの立場で出席したことはあったが、金メダルを
獲ると国歌を流してもらえる。この国歌を聞いた時、今この瞬間、世界で自分よりも強い選手は
誰もいないんだと思うと、その瞬間を制した感じはとても気持ちがよくて表彰式が一番嬉しかっ
たと感じている。

４．仲間に恵まれた競泳人生

　競泳人生を振り返ると本当に仲間には恵まれたと思う。学生時代は健常者の学生達とも一緒に
練習していたが、パラリンピックを応援してくれていてアルバイトで貯めたお金でロンドンまで
応援に来てくれた。アメリカで一緒に練習した女性選手も東京大会でも金メダルを獲って日本で
いい思い出をつくって帰国した。水泳は個人競技ではあるが、多くの仲間に支えられて戦い抜く
ことができ、これまで本当に幸せな水泳人生を送ってこれたと思う。今日まで温かく支えてくれ
た人達全ての皆さんに心から感謝したい。
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（誌面の都合上、皆さんからいただいた原稿の一部を編集させていただいています）

20周年記念

 （社福） 青い鳥会　生活介護事業所 すら～ぶ
【愛知郡】 

　この度は、トイレ改装工
事の助成金を賜りましてあり
がとうございました。
　今回、使用していない小
児用トイレを大人用に改装
させていただきました。利用
者の日中活動の部屋からも
近くなり利用者はもちろん介
助職員も喜んでおります。ま

た、今までは併設の放課後デイサービスとも共用だっ
たため混雑することもありましたが、緩和することが
でき助かっております。
　これからも、「元気で、明るく、楽しく、穏やかな
生活を主体的に過ごす」ことを目標に、利用者が様々
な活動に取り組み、その人らしい生活が送れる支援
ができるよう職員一同努力していきます。

 （一社） このゆびとまれ
自立訓練事業所 かけはし 【高島市】

　一般社団法人「この
ゆびとまれ」は自立
訓練事業所「かけはし」
と生活介護事業所「う
らら」を併設し、か
けはしは「人との関わ
りや仕事などでスト

レスを抱え込んだ人たちが、少しずつ将来を考えるこ
とができるよう、日々の活動を通して自信を取り戻し
ていく場」うららは「常時支援を必要とする人たちが、
心身ともに健康を維持できる場」であるよう支援を続
けています。
　高島市内で知名度が上がりつつある木製の注意喚
起看板（飛び出し坊や）や、近隣で頂戴するヒノキの
間伐材を活用した木工品などの、製作には欠かせな
い電動工具類を助成金で購入することができました。

今まで必要に応じて借用に走り回っていた労力を利用
者支援や製作の時間に充てることができます。特に計
画的に作業を進められることがとてもありがたく、今
回の助成に深く感謝申し上げます。

 （社福） くすのき会
放課後等デイサービス ソレイユ【東近江市】

　この度の助成で「障がい児のための電動ベッド」を
購入できました。ソレイユは重症心身障害児を対象と
した放課後等デイサービスです。利用児童の大半が医
療的ケアが必要で、ベッドが必要です。
　今回の助成で２台の電動ベッドと１台の柵付きベッ
ドを購入して、１日の利用定員５名分のベッドを確保
できました。
　また、電動ベッド・柵付きベッドが用意できた事で、

利用児童の特性に合わせ
てベッドの使い分けを行う
事ができ、児童の安全や
空間確保、介護業務や医
療的ケアのスムーズな実
施、職員の介護負担の軽
減につなげる事ができま
した。
　これからも利用児童の安
全を第一に考えながら、充
実した時間を過ごしてもら
えるように業務に取り組ん
でいきたいと思います。誠
にありがとうございました。

 NPO法人 れんげはうす
【彦根市】

　当事業所は主に
重度知的障害の方
を対象に生活介護
事業を運営してお
り、通所のため彦

根市内、東近江市、愛荘町へ送迎車を配車しております。
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　走行距離25万キロ超や初年度登録が平成17年の車
両等があり順次乗換えしていく必要がありましたが、
今回の助成のおかげで送迎途中での車両不具合等の
トラブルを心配することなく、利用者様を安全に送迎
することができ職員一同感謝しております。また当事
業所に通所しておられる方のご家族様の事情もあり、
出来るだけ天候に左右されることなく開所したいと考
えており、ご家族様の負担を軽減するために昨冬のよ
うな積雪量の多い日でも開所して、今回の助成によっ
て安心して送迎ができることに感謝申し上げます。

 （社福） 和光会  みどり園
【大津市】

　この度「日産キャラバン」
購入に係る助成金を賜り
誠に有難うございました。
　みどり園は昭和５５年
開所して今年で４２年目を
迎え、現在、就労継続支

援Ｂ型事業所として４３名の利用者が通園して、除草
清掃作業、下請け作業、銅線作業などに日々勤しん
でおられます。
　みどり園では、大多数の利用者が通園に送迎車を
利用しており、除草清掃作業でも現場への移動手段
や刈草の運搬等に車両が必要で、車は必需品です。
送迎や除草清掃作業に現在使用中の車両の１台は、
購入後２６年が経過して劣化が著しく、頻繁に修理が
必要な状態です。今回購入した車両は、使用中の車
両よりも手すりやエアバッグ、自動ブレーキなどの安
全装備が充実していて、利用者も乗り降りしやすく、
職員も安心して運転できる車両です。半導体不足等の
影響でまだ納車されていませんが、新しく装備が整っ
た車両で安心安全に業務に取り組むことが出来る日を
利用者、職員共に心待ちにしております。納車後は車
両を大切に使用させていただきます。

NPO法人 滋賀県難病連絡協議会
しがなんれん作業所 【栗東市】

　この度は、公益財団法人ダイトロン福祉財団様より
「シエンタ（車いす仕様車）」購入の助成金を賜り誠に
ありがとうございます。
　今回購入したシエンタは予防安全の装備も充実して
おり、送迎時には利用者の方々にもより快適に安心し
て乗車していただけます。送迎だけでなく、お花見や

博 物 館 見 学、
余暇活動など
にも活躍して
もらう予定で、
今からみんな
で楽しみにし

ています。これからも安全運転に努め、大切に使わ
せていただきます。
　当作業所は、難病や慢性疾患の方々が通われてい
る多機能型の作業所です。原因不明でまだ治療法も
解らない病気が突然やってきて受け入れられず、ずっ
と引きこもっておられた方もいらっしゃいます。そんな
中で、同じ思いの方たちと一緒に作業をし、楽しい時
間を共有することで、自分らしい毎日を送って頂ける
よう支援をしていきたいと考えております。

（特非） 滋賀自閉症研究会たんぽぽ
さくら工房 【蒲生郡】

　この度は、『作業・アクティ
ビティ活動用備品整備』に
助成金をいただきまして誠
にありがとうございました。
　当法人は、自閉症や発達
障害に特化した支援を提供
する就労の場として、生活

介護型事業所さくら工房を運営しています。障害特性
を踏まえ一人ひとりに合った支援を行うことで、利用
者の方には社会経済活動にかかわっていただいていま
す。興味関心の偏りや集中力の継続が短く、作業の
みで作業所での一日を組み立てることが難しい利用
者の方には、アクティビティ活動を取り入れ多様なア
プローチを行っています。作業効率を上げるシーラー、
コミュニケーション支援に使うカードの作成に役立つ
ラミネーター、環境調整のための衝立など、大いに利
用し、さまざまな活動を展開して利用者の方の活動の
幅を広げていきたいと思います。

（社福） 滋賀県障害児協会  湖北タウンホーム 
【長浜市】

　この度の助成で、地域交流スペースの空調設備を
更新できました。厚く御礼申し上げます。
　さて、地域交流スペースは施設開所時に地域住民
との交流を図る目的で整備されました。創立記念日
の式典や文化祭の開催時には地域のみなさんにも参
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加を呼びかけ、
積極的に交流を
図ってきました。
近年のコロナ禍
では自粛してい
ますが、陶芸活

動や音楽療法活動の場として日常的に活用しています。
　施設開所以来使用してきた空調設備の老朽化にと
もない、 更新が必要となっていました。本件助成事業
のおかげをもちまして、活動に参加されているボラン
ティアのみなさん、障がい当事者のみなさんが楽しい
時間を共有する環境を整備することができました。
　今後とも地域との交流を積極的に図るとともに、イ
ンクルーシブ社会への理解を深める取り組みを展開し
ていきたいと考えています。ひき続き、ご支援を賜り
ますようお願い申しあげます。

（社福） 信楽くるみ福祉会  信楽くるみ作業所
　 【甲賀市】

　当法人が運営する信楽
くるみ作業所は、地域の
皆様や関係各位のご理解
とご支援により開所４０
年を迎えます。その間、
行政や民間団体の厚い支
援を受け建物の増築や修
繕、備品の購入など環境
を整えていただきました。
　今回は、増改築を繰り
返したことにより一部不

適格となった箇所の除去とそれに伴う屋根を新たに設
置していただきました。建築基準法に適合するよう修
繕を終えて、今後は安心して作業に集中することがで
きます。新たに設置した屋根には、倉庫内トイレへの
通路も含まれています。本体建物にもトイレはあるの
ですが、数が限られており倉庫内のトイレも必要不可
欠です。本体建物と倉庫を行き来する際、利用者たち
が不安なく安全に移動することが可能となり、今回の
助成がかなったことに大変喜んでおります。本当にあ
りがとうございました。

NPO法人 元気っずミーオ
ベーカリー＆カフェ脇本陣 【草津市】

　この度は「業務用食器洗浄機」購入助成金を賜り、

誠にありがとうございます。
　就労継続支援B型事業
所であるベーカリー＆カ
フェ脇本陣では、パンの
製造と販売を中心に活動
しています。毎日たくさん
の洗い物が出ますが、利
用者さんによって洗いあが

りにムラがあったり、時間がかかりすぎてしまったり、
確認が指導員の負担のひとつとなっていました。食洗
機導入後しばらくは見慣れない機械にあまり積極的で
はなかった利用者さんたちでしたが、指導員が使う様
子を見るうちにしっかり覚えて使用できるようになり
ました。安心して任せられる業務が増えた上に、短縮
できた時間で余裕をもって他の業務の指導に当たるこ
とができます。今後も利用者さんのスキルアップと安
定した工賃評価に繋げていけるよう、皆で大切に利用
させていただきます。

NPO法人 すまいる  スマイルくさつ
【草津市】

　この度「空き缶プレス
機」購入に貴財団より助
成を賜り、誠にありがと
うございました。
　当事業所では多くの支
援を必要とする知的障
害のある利用者25名が、
ウォーキングや資源回収

などの軽作業を行っています。近隣住民や事業所様
からいただいたアルミ缶は一つ一つ潰してから処理業
者に運びます。これまでは改造した足踏み式缶プレス
機で両腕に体重を乗せて潰さねばならなかったため、
腕力が弱い利用者には難しい作業でした。今回電動
式空き缶プレス機を導入することで、処理速度が飛躍
的に向上したのはもちろん、ほぼ全員が空き缶つぶし
の作業に携わることができるようになりました。
　今後も「どんな障害があっても地域でいきいきと働き、
生活する」理念の実現に少しでも近づくことをめざし
てまいります。ありがとうございました。

（特非） 滋賀県脊髄損傷者協会
スマイルフレンズ 【草津市】

　この度の助成金で、念願の車いす用体重計を導入で
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きました。ありがとうござい
ました。
　通常の体重計では車いす
からおりて計測が必要で、
車いす利用者にとってそれ
は不可能です。また、車い
す用体重計が設置されてい

る場所も大病院や県立障害者福祉センターなどに限
られるため、自分の体重を把握できていない状況で
す。会員をはじめ重度車いす障害のある方は、日頃か
ら体重管理などの健康管理には人一倍留意が必要で
すが、現状ではそれができません。
　今回の車いす用体重計を導入できたことにより、当
協会の事業での会員の健康チェックをはじめ、気軽
に利用できるように、機関誌「明日へ」に掲載などで
みなさまに啓発し、一人でも多くの方に有効活用して
いただく所存です。
　今後も当協会では、障害のある人の自立や社会参
加促進を図りたいと考えておりますので、ご支援よろ
しくお願い申し上げます。

NPO法人 コスモス会  コスモス共同作業所
【愛知郡】

　この度は、自動紐掛機購
入のためにダイトロン福祉
財団の助成金をいただきあ
りがとうございました。
　作業所ではダンボールの
落丁や結束作業をしていま
す。従前の結束機は中古を
7年前に導入したものです

が、老朽化が激しく故障も多く作業が中断する日も多々
ありました。
　新しい紐掛機の導入により作業効率はもちろん、
一回り大きい機種のため従来より少し大きいダンボー
ルの結束も可能となり支援協力企業の信頼を得て作
業量が増えることになり利用者の工賃アップも見込ま
れているところで、職員はじめ利用者ともども大変喜
んでいる次第です。

NPO法人 ふれ愛パーク  ふれ愛パーク 
【甲賀市】

　この度の助成で、農耕用トラクターを購入できました。
ありがとうございました。

　当法人は、年齢や障
害の有無などに関わら
ず、誰もがふれ合い支
え合う福祉のまちづくり
を目的として、農福連
携のバリアフリーなそば
づくり事業をはじめ、知的障がい者の方々を対象とす
るグループホームの運営事業や福祉有償運送事業を３
本の柱としていますが、この「そばづくり事業」こそ
が根幹です。
　これまで、そばの栽培から、収穫、そば打ち、そ
ばの店のイベント出店など、様々な一連の活動は、バ
リアフリーやふれあいに常にこだわりながら活動や人
の輪を広げてきました。
　トラクターの新規導入で、そばづくりの基盤である、
安定・継続的なそば栽培が可能となります。私たちは、
そばの栽培を通した農作業から、そば打ち、さらには、
そば粉、そばの実、そば茶などの販売に至るまでの様々
な手作業を通して、知的障がい者や閉じこもりの方々
など福祉に関わる人たちの居場所づくりへと活動の幅
をさらに広げていくつもりです。

（社福） 椎の木会  落穂寮
【湖南市】

　この度、貴財団が設立２０
周年を迎えられたこと、 心よ
りお祝いを申し上げます。 
　今回の助成により、「移動
式リフト及びスリングシ ート」
を購入できました。心より感
謝申し上げます。
　当法人は今年度の５月末に、

加齢に伴い心身機能が低下し、車椅子利用や要介護
状態の入所利用者１０名の居住棟を含む「多機能型地
域生活支援棟」の増改築が完了し、６月より利用を
開始致しました。助成金で購入させていただいた移動
式リフトは、施設で掲げる「安心安全な支援」と厚生
労働省が推奨する「抱えない介護」を実践し、利用
者さん・職員共に安心できる環境づくりがまた一歩前
進できたと考えております。今後も移動リフトを活用し、
利用者さんの生活を支えていきたいと思います。

（一社） 慶和会  放課後等デイサービス
あすなろＭＡＸ 【大津市】
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　この度は、公益
財団法人ダイトロ
ン福祉財団様より、
送迎車購入に際し
て助 成 金を 賜り、
誠にありがとうご
ざいました。

　当事業所は、運動療育を主に行う放課後等デイサー
ビスとして開設4年目になります。おかげさまで利用
児童も順調に増え、送迎車も増車が必要となっており
ました。
　事業所の送迎車は、毎日の学校へのお迎え、自宅
への送りだけでなく、長期休みには少し遠くの大きな
公園や川、プール、体育館などへ出かける際にも使用
します。
　今回の助成を賜り購入しました送迎車も、早速この
夏休みに大活躍しました。コロナ禍でいろいろ制約が
ある中ではありますが、子供たちにたくさんの経験を
させてあげることができ、職員一同喜んでおります。
　このような助成制度に感謝し、私共もますます福祉
事業を通じて社会貢献ができれば、と感じております。

NPO法人 あいとう和楽
　

【東近江市】

　この度の助成で大
型冷凍冷蔵庫を購入
でき、職員一同喜び、
感謝しております。
　コロナ禍と値上げ
ラッシュが続き売上が
下降していく中、喫茶

事業で１０年間使用中の大型冷凍冷蔵庫が故障、大
変な事態に陥りました。高額な冷凍冷蔵庫を直ぐに購
入するのは困難で大変困りました。『食』は事業所にとっ
て重要な事業で、利用者様の給食作り、地域の高齢
者様の配食や、２軒の喫茶事業のランチを含めると日
に１００食近く作ります。当事業所の就労売上を支え
る大黒柱です。その為に冷凍冷蔵庫は新鮮な食材を
確保する上で重要な役割を果たしています。
　東近江市愛東地区は少子高齢化、人口減少等によ
り今年の４月に過疎地域に指定されました。障害者
や高齢者の働く場としての役割を担うことを目標とし
ています。また、高齢者の配食事業は需要も増えてい
ることから今年度は売上拡大を図りたい。
　笑顔のある愛東！そして地域の皆様に温かい手作り

弁当をお届け出来るよう日々努力してまいります。あ
りがとうございました。

（有） lhoujin  適応教育教室 ハーフステップ
【大津市】

　この度は20周年記念助成
金を受け賜り、厚く御礼申し
上げます。
　当事業所は、大津市の瀬
田駅前で発達障がい児・者
の日中一時支援事業所として
2017年4月から事業を開始

し、一般就労等の自立の実現や次の進路に向けて個
別の学習支援・SST（ソーシャルスキルトレーニング）
に取り組んでおります。
　ハーフステップでは事業開始当初より、知能検査で
あるWISC ‐ Ⅳを購入し、希望する方に検査を行い、
検査結果から分かった数値や個人内差を、学習支援
に活用したり、教育機関と連携する際の参考としてお
りました。
　この度、改訂版のWISC ‐ Ⅴが発売されましたが、
コロナ禍で売り上げが落ち込み、検査キット自体が高
額であるため、更新を躊躇しておりました。そこで、今回、
ダイトロン様の福祉助成事業により購入することがで
き、とても感謝をしております。新たに標準化され、
より最新の研究が反映された検査を通して、今後も
地域の子供たちの支援に活かしていきたいと思います。

（社福） あすなろ福祉会  第２あすなろ園
【犬上郡】

　この度は、貴財団より
「電動フォークリフト購
入助成金」を賜り、誠
にありがとうございまし
た。
　私どもの事業所では、

就労継続支援B型の日中活動として企業からの下請け
作業を行っておりますが、使用していた小型電動フォー
クリフトが老朽化のため修繕費がかさみ困っておりま
した。そうした状況の中、今回の助成金を頂いたおか
げで長年使用したフォークリフトを新しい電動フォー
クリフトに買い替えできました。下請け作業の資材等
の荷積み・荷下ろしが、安全でスムーズに作業が出来
るようになり、大変喜んでおります。　また、フォー
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クリフトの使用においては、安全運転を心がけ、利用
者様の工賃向上に努めていきたいと思います。

（医） 藤樹会　ぎんいろ・オアシスの郷
【大津市】

　この度は、ぎんいろ
喫茶店建築工事に対し
助成金を賜り、誠にあ
りがとうございます。
　当事業所は、平成29
年に就労継続支援B型

として設立し、「自助」「互助」「公助」の考えのもとに、
併設するオアシスの郷と連携しながら、個々にあった
作業を行っています。これまでは、銅線被覆はがし作
業や農作業、木工作業、手芸品製作などに取り組ん
できました。
　以前より、新たな作業として、調理や接客販売を行
いたいと考えていました。調理は生活の質の向上につ
ながり、販売は地域の方との交流を生み、就労に生
かせるだけでなく、暮らしを豊かにしてくれるという思
いもあります。
　助成金のおかげもありまして、１１月にはテイクアウ
ト形式のお店を開店し、地域の皆様にもお越しいた
だいています。今後も、職員と利用者の皆でアイデア
を出しながら、就労支援や地域交流の場として、大切
に活用していきます。

（合） 三田トータルサービス  障害者グループ
ホーム ルピナス 【米原市】

　障害者グループホー
ムルピナスは、令和2
年5月に開業したばか
りの若い施設ですが、
とても朗らかな利用者
様達に囲まれ、現在の
ホームは満床となり、
複数の方々が入居をお
待ちの状況です。
　以前より、特に女性

棟開設のご希望の声が多く、今回、貴財団の助成で
隣接する当ホーム運営法人所有の空家を改修して増設
の運びとなりました。
　鳥のさえずりで目が覚めるような自然豊かな環境に
佇む、昭和の雰囲気を色濃く残すレトロな外観とは裏

腹に、令和の先進的機能を備え、安全で快適、そし
て衛生的で平穏な日常を過ごしていただける施設を目
指して令和5年1月開業を目標に現在工事中です。
　インフラ工事を以外は施設職員の手作業で改装を
していますので、利用をお待ちの方々には少々お時間
を頂いておりますが、現在開業中のグループホーム同様、
手作り感溢れる暖かい空間を提供します。

NPO法人  けいかん  
【甲賀市】

　NPO 法 人 け い か ん は、
2002年10月に『障碍のあ
る人は様々なバリアによ
り、人としての権利が制限
されています。これらのバ
リアの解消が大切です』と
の理念のもと、社会的事業
所として活動を始めました。

2009年には、障碍者に対する様々な差別やバリア(障
壁)をなくし、男女や外国人、部落や子どもに対する
差別意識をなくすため、特定非営利活動法人に組織
変更して、2017年4月、グループホーム「かずみハウス」
を甲南町に開設、更に2021年1月より、かずみハウス
のサテライトとして「かずみハウス・エルム」を甲賀町
に開設しました。
　上記３事業所が相互に行き来するには、自動車の
利用が不可欠です。この度の車両購入助成金は、グ
ループホームの連絡調整やホーム利用者さんの買い物
に大変に意義があります。この車両を大切に使用させ
ていただき、より一層利用者さんの支援に努めてまい
ります。この度の助成、誠にありがとう ございました。

（社福） にぎやか会
放課後等デイサービス きぼう 【草津市】

　当法人は放課後
等デイサービス事業
を行っており、特別
支援学校や地域の
中学校から２０数名
の児童生徒が通所
しています。
　これまで施設に給湯設備がなかったため、手洗い
や食器洗い、掃除用具の洗い物をする際、特に冬場
は子どもたちは不自由な思いをしていました。
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　この度の助成で給湯器を設置できました。お湯を使っ
た子どもたちが、「お湯が出るから嬉しい」「これからもしっ
かり手を洗う」などと嬉しそうに話す姿を見て、職員
一同感謝の気持ちを新たにしました。
　新型コロナやインフルエンザ等で手洗いやうがいの
重要性が高まっている中、子どもたちが十分な衛生保
持ができるよう支援し、毎日元気に活動できるよう努
めてまいります。ありがとうございました。

（学） 関西福祉学園  働き教育センター 湖南
【湖南市】

　令和3年4月1日に就労移
行支援事業所として開所し
ました。学校法人が運営し
ている特色を活かし “働き
たい” と言う気持ちを有す
る方たちが就労を目指して
日々訓練に取り組んでいま
す。建物の老朽化により、

開所直後に調理室の水道の配管に水漏れが発見され、
LST訓練(Life Skill Training)での調理実習ができな
くなりました。就労を目指す訓練として、ビジネスマナー
やコミュニケ―ション、農作業などの実践訓練だけで
なく、学校を卒業してすぐの方や社会経験の少ない10
代～20代の方が多く利用されているので自立に向け
て生活面の力をつけるためにも取り組んで行きたい訓
練の一つでした。
　今回の助成で配管の水漏れを修理でき、今後は調
理実習だけでなく、シンク清掃など清掃訓練にも利用
し、就労を目指している皆さんのスキルアップにつな
げていきます。この度の助成、関係者一同感謝申し上
げます。

（社福） 滋賀県立聴覚障害者福祉協会
びわこみみの里 【守山市】

　この度の貴財団か
らの設備修繕への助
成、誠にありがとう
ございました。
　当法人の事業所の
一つ「びわこみみの里」
は、守山市水保町で

2007年に開所して15年が経過しました。聴覚障害者
の方を中心に、お菓子作りやミシン作業、内職作業

などに勤しんでいます。しかし、設備の老朽化が進ん
で昨年の8月に空調機の夜間蓄熱装置が突然故障し
た結果、光熱費高騰により経営が圧迫され、高額な
ため修理もできず、日常的に節電を余儀なくされてい
ました。
　今回の助成で修理ができ、この夏は例年にない猛
暑が続きましたが、おかげさまで快適に作業すること
ができました。スタッフ、職員一同大変喜んでおります。
今後ともびわこみみの里は、地域に開かれた、すべて
の人にとっての「居場所」である施設をめざして取り
組んでまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

（社福） ひかり福祉会
働き・暮らし コトー支援センター 【彦根市】

　この度の、「非接触 体温
測定器・サーマル カメラ」
購入に対する貴財団の助
成に感謝申し上げます。
　コロナ禍での支援業務
にはかつてないストレス
を抱えることが多く、働

き・生活の上で困っておられる障害ある方々にとって、
気軽に相談しづらくなっていないかと懸念しています。
私たち障害者就業・生活支援センターでは、不特定
多数の方々との面談機会も多いため、地域社会全体
がストレスフルな状態の中でも、心許せるコミュニケー
ションが図れる環境づくりを心がけています。
　まずは悩みを気軽に打ち明け、自分の将来なりた
い姿を想像してどう実現するか、その人自身が強みも
含めて前向きに話せるかが重要になります。地域の中
でつながり、サポート付きで自立し合える社会づくり
をするためにもと考えて、今回の助成を申請しました。
導入後のメディカルチェックがスムーズにいくことがこ
んなにもよかったとは思いませんでした。

（社福） 汀会  止揚学園
【東近江市】

　この度の助成で、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を購入できました。
　止揚学園では、高齢化に伴い車いす生活の方や麻
痺や拘縮のため、座位保持が難しくなる方が増えてい
ます。助成購入品シャワーキャリーは、リクライニン
グ機能、肘掛け、ヘッドレスト機能がついていて安全、
且つゆっくりと入浴が出来るようになり、皆本当に喜
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んでいます。
　また、クラスター発生リ
スクの高い障害者支援施設
では、まだまだコロナウイ
ルス感染に油断できない状
況です。体温測定、マスク
着用を促す機能付きの体表
面温度測定対応の認証リー
ダーの導入で、入園している

方々は勿論、来客の方にもすぐ体温を測定していただ
くことが出来て感染対策に大いに役立っています。助
成に感謝し、大切に使用いたします。

SUNNYSIDE （同）　おひさまはうす
【草津市】

　熱 線 遮断屋根のカー
ポート設置費用に対する
助成、誠にありがとうご
ざいました。
　「おひさまはうす」は開
設５年目、放課後等デイ
サービス事業・児童発達
支援事業・相談支援事業・
日中一時支援事業・音楽
療法・言語療法を行って
います。

　園庭では、砂や水遊び、プール遊びなどを通して子
どもの発達支援をしていますが、夏場は日差しが強く
暑いため、熱中症予防対策に苦慮していました。
　今回、耐久性のあるカーポート状の日よけが設置で
き、安心して療育を行えるようになりました。園庭を
覆う程の大きさなので、夏の暑さや紫外線を懸念する
ことなく戸外遊びを楽しめるようになりました。
　これまではサンシェードやテントで対応して、毎朝、
設置に３～４人必要で、準備に時間がかかっていまし
た。突然の風雨の時は療育中に迅速な対応ができず、
テントの支柱が雨の重みで折れたり、強風のためテン
トが破れたり飛ばされたりしていました。
　これらが解消され、子どもたちが安心・快適に活動
できるようになってとても嬉しく思っています。

（社福） おうみ福祉会
グループホーム 小田の里 【近江八幡市】

　現在小田の里では、男女５名の障害種別も程度も

異なる入居者が生活しています。
入居者の機能低下やニーズ実現
等により、歩行リスクや電力供
給の中断という事態が発生して
いましたが、今回の助成でこれ
らの問題を解消できました。誠
にありがとうございました。
　今年３月の新入居予定者に歩
行リスクがあったため対策を検
討中のところ、今回の助成で手
すりを設置できたことで、先住
者にも利用でき、今後の高齢化

等を見据えたホームの設備強化を図れました。
　一方、コロナ禍でニーズが高かった外出が困難になり、
各個室で過ごす時間が増えたため、 消費電力が急増し
て頻繁にブレーカーが落ちていました。電力増強工事
ができ、そのニーズ充足のみならず、夏冬などを快適
に過ごすための電化製品の使用にも対応できました。
快適に過ごせる環境が整備できて、ゆったりとそれぞ
れが望む生活が続けられています。
　現状課題解決と将来の高齢化や機能低下等に対応
できる設備強化が図れました。今後も入居者の生活
がより安全で充実するよう支援を構築していきます。

（社福） 白蓮  もりやま作業所
【守山市】

　この度は助成いただき、
ありがとうございました。
　もりやま作業所の主力
商品である「せんべい」
の生地を練る機械を買
い替えさせていただきま
した。甘く優しい味わい
で、販売開始から20年
に渡り親しまれているせ
んべいですが、生地を練

る際に使用していた機械が老朽化し、２台中１台は使
用できない状態でした。残る１台もいつ使用不能とな
るかわからず、今後もせんべいを継続できるか不安と
隣り合わせでした。
　今回、新しいねり機を導入したことで、不安は解消
されました。新しい機械は内部の洗浄が簡単にでき
るようになったり、タイマーがついたりと、作業の効
率が格段に上がりました。キラキラ光る機械を見て、
仲間のモチベーションも上がり「これからも、おせん
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べいがんばって作ろう！」と意気込んでいます。
　末永く大切に使用させて頂きます。本当にありがと
うございました。

（社福） 瑠璃光会
障害者支援施設 るりこう園 【甲賀市】

　この度の助成で4台の
空気清浄機を購入するこ
とができました。誠にあ
りがとうございました。
　るりこう園は、身体に

障がいを持つ60名の利用者が生
活する施設で、食事時間は利用
者の皆さまが一堂に会します。様々
な感染症への対策として、食事テー
ブルにアクリル板を設置し、職員
は『One ケア・One 消毒』を合

言葉にこまめに手指消毒をして感染予防に努めてきま
した。しかし、利用者が安心して生活を送っていただ
くためには、目に見えないウイルスや細菌の対策をよ
り強化する必要があると感じていました。
　この度、購入しました空気清浄機を使用することで
感染症対策を一層強化するとともに、アレルギー症状
を引き起こす微細な埃や花粉などのハウスダストを除
去し、より快適な生活環境の提供が可能となりました。
今後、安全で快適な生活空間を提供するために大切
に使用させていただきます。

（社福） なかよし福祉会
第二栗東なかよし作業所 【栗東市】

　 この 度、 貴
財 団より車 両
買 換えの助成
金を賜り、誠に
ありがとうござ
いました。

　当事業所では、廃品回収や公園の除草作業・陶芸
活動における作品の運搬などに軽トラックを利用して
いましたが、購入から20年近く経過し、安全に運転・
作業を行うことが難しくなっていました。
　今回、助成を頂いたことにより安全対策がよりとら
れた車両を利用することが可能になりました。陶芸作
品の搬入・搬出や焼成用の薪の運び入れの他、アル
ミ缶なども安全に運搬することができるようになりま

した。新しい車に今日は誰が乗るか、など仕事の合
間に話が出るなど楽しみも増え毎日盛り上がっていま
す。この車両を大切に使わせていただき、就労支援に
つなげていきたいと思います。

（社福） もるどう会  あじさい園 
【守山市】

　この度は「エアーコンプレッ
サー買替」への助成、誠に
ありがとうございました。
　当園では、電気部品組立
の下請けや軍手の自主製品
製造などの作業を行ってお
ります。いままでのエアーコ
ンプレッサーでは電気部品

の組み立てと、軍手製造の作業をする際に、どちらか
を停止させなければならない状態で、効率が悪く作業
工程に影響が出ておりました。
　今回の買替で両方の作業を並行して行うことが可能
になり、作業効率が大幅に向上しました。また以前よ
り動作音が静かになり、作業環境の改善にもつなが
りました。今後は、エアーブローやエアープレスなど
の仕事を受注しやすくなり、作業の幅が広がるなどの
期待をしています。軍手製造についても、機械の稼働
時間の増加により、より多くのお客様に商品をお届け
することができます。今後も今まで以上に作業ができ
ることに感謝し、利用者・職員共々励んでまいります。

（社福） なかよし福祉会  栗東なかよし作業所
【栗東市】

　栗東なかよし作業所は開所
から２４年が経過しました。長
い歴史の中で建物も徐々に老
朽化してきました。そんな中で
トイレの便器や手すりが経年
劣化と共に故障するほか、ト
イレの扉までも壊れてしまい、
ついには開閉不可能となって
しまいました。これでは、プ
ライバシー保護もできないため、

簡易の扉をつくるなどしてその場をしのいできました。
　この度、貴財団より助成をいただき、男子のトイレ
の便器交換、手すりの設置、又男女ともトイレの扉の
改修を行ことで、気持ちよく利用できる空間に改修し
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て頂くことができました。利用者さんからは「トイレ
の扉を直してくれてありがとう」「きれいな便器で嬉し
いです」また、職員からは「利用者さんへのトイレ介
助が格段にしやすくなりました」と喜びと感謝の言葉
を聞いています。
　今後も皆が気持ちよく利用できるように維持管理を
していこうと思います。ありがとうございました。

（社福） 湖南会  蛍の里
【守山市】

　蛍の里では、今回
の助成金で入所棟の
内装改修や収納棚
設置工事を行いまし
た。50名の知的障
害のある利用者が生
活しているため、朝

の洗顔に始まり、食前の手洗い、食後の歯磨き、活
動後のうがい等、洗面所の使用頻度が非常に高いで
す。手洗いや水飲みのこだわりがある利用者もいるた
め、壁がめくれ、床が滑りやすくなり、場所によって
は水漏れもひどくなっていました。洗面所改修により、
洗顔や手洗い、歯磨き等の身だしなみを快適にでき
るようになりました。また、衛生用品や感染対策物品
等の必需品を、必要な場所で収納できるようになりま
した。利用者の重度化・高齢化に直面している蛍の里
にとって、見だしなみを通じた清潔保持や感染対策は、
利用者の健康を守るために重要なことなので、利用者
も職員も非常に喜んでいます。この度は本当にありが
とうございました。

NPO法人 草津市心身障害児者連絡協議会  
フリータイム 【草津市】

　この度の貴財団からの助成で、利用者の送迎、作
業の部品・製品の納受品に使用する車両を購入できま
した。誠にありがとうございました。
　当事業所は、生きづらさを抱えてひきこもりがちだっ
た方達に、安心して過ごせる居場所を提供し、ここ
で出会った仲間と作業や様々な活動を体験、共有し、
その経験を積重ねていく事で社会で自立が可能にな
る事を目的に平成２８年にスタートしました。
　開設６年が経過して利用者も増え、ひきこもりがち
な利用者の方達は、その日の体調等により通所時間
が様々なため、野洲市、湖南４市、大津市南部等の

利用者を個々に送
迎しながらの作業
部品・製品の納受
品に、今までは公
用車（軽自動車）
２台では足らず、
職員の自家用車を

使用せざるを得ませんでした。
　この度ワンボックス車を購入した事で、公用車のみ
で余裕を持って送迎や運搬が可能になりました。今
後も一人でも多くのひきこもっている方々に支援を広げ
られるようまい進します。

NPO法人 就労ネットワーク滋賀
　

【野洲市】

　この度は、
貴財団「２０
周年記念 障
害者福祉助
成金」 を頂
戴し、誠に
ありがとう

ございます。 当法人は「誰もがしあわせを感じること
のできる社会の実現」を理念に掲げ滋賀県内で様々
な事業を展開しております。今回助成賜った日中一時
支援および移動支援事業は、ひきこもりがちで在宅
生活をされている障害のある方が安心して過ごせる居
場所、また次へのステップアップを目指して通うこと
ができる場所を目的に運営しております。
　開設して２年、初期費用も十分に確保はできていな
かったため、他事業で利用していた設備を寄せ集めて
開始した事業でした。送迎に利用していた車両も同様
でしたが、今回の助成を通して購入させていただいた
車両のおかげで、安心して送迎することができる環境
を整えることができました。納車当日からさっそく送
迎に利用させていただき、職員・利用者共に喜んでお
ります。本当にありがとうございました。

NPO法人 くりの木会  第一くりのみ作業所
【栗東市】

　この度の助成で車両の購入ができました。厚く御礼
申し上げます。
　当法人は、２００７年に就労継続支援B型事業所と
して設立致して、開所当時は利用者数も１０名程度で、
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とても小さな作業所としてのスタートでした。平成２４
年４月より生活介護事業も始めて、現在では定員４０
名の多機能型事業所として運営しています。
　年々利用者数が増加の中、送迎は欠かせず車両は
必需品です。また、道幅の狭い道路を通る機会が増
えたり、冬場に積雪のある坂路を通らねばならず、走
行距離170,000㎞で修理頻度も増加していた状況で、
雪道に強い４WDが必要・車椅子の方も乗車できるス
ロープタイプが必要・突然車が止まって動かなくなる

ことを避ける為にも
車の買換えが必要で
した。これで、利用
者の方をはじめ職員
も安全かつ安心して
乗車できるので大変
喜んでおります。

資生園（株）
【大津市】

　この度は、貴財団より「食
品乾燥機の購入」への助
成金を賜わり、誠にありが
とうございます。
　弊社では、菌床から作ら
れた椎茸を年間収穫量約
30t自社生産しています。
また、伊香立で畑を借りて
ナスやオクラなどの野菜の

栽培をしている他、仕入れを含めた県内産の作物を
量販店の地場産コーナーや道の駅に販売しています。
　平成24年に設立してから10年が経ち、弊社の活動
する規模も拡大しています。同時に食品ロスが増えて
いる為、今回助成して頂いた乾燥機で加工品を作り
事業展開が進展することに期待しています。

（社福） しが夢翔会  いちばん星桐生
【大津市】

　この度の貴財団からの助成金、誠にありがとうござ
いました。
　当事業所は、以前飲食店だった建物を改装しなが
ら運営を行い7年目となりました。改装箇所が多くて
飲食店時代に厨房として使用していた居室が未改装で
したが、この度の助成で改装できました。
　今回の改装工事は、厨房を通常の居室にという部

分と、一間を３カ所に区分けして個
別や少人数で過ごせるスペースを創
ることをポイントとしました。これ
によって環境面での設定や調整が
行いやすくなり、通所者の皆様の
安心した通所生活に繋がる支援が
行い易くなりました。
　当事業所は、設立より大津市南

部にて自閉症・行動障害を呈する方々を積極的に受け
入れ、安心して通所していただけることを目標・役割
とし運営しております。次年度以降も複数名の希望者
がおられますので、今回改装した居室を使用して、圏
域としての役割にもしっかりと応えていきたいと思い
ます。

 NPO法人 あんと
【野洲市】

　当法人は滋賀県野
洲市にて重い知的障
がいを持つ利用者様
をお預かりしておりま
す。設立より７年が経
過して少しずつ利用者
の皆様にもご成長いた
だいております。しか
し、私共「あんと」の

所在地が、一般の民家・住宅の中にあり、かねてより
利用者様の出す大きな声の為に近隣の住民の皆様に
はご迷惑をおかけしておりました。
　財政難の折、貴財団に相談させていただいたところ「本
年は20周年記念助成事業で、予算も通常年より多い
ので申請してみてはどうですか」とのことで今回申請
したところ、助成決定との連絡をいただき、驚きとと
もに本当に嬉しかったです。早速、９月に二重窓を設
置して古くなったエアコンを新しくすることが出来まし
た。また、二重窓は予想以上に防音の効果がありました。
　地域の中で障がいのある方々が暮らして行く為の貴
財団のお力添えに感謝申し上げます。

（社福） わたむきの里福祉会
わたむきの里 第4作業所

　
【蒲生郡】

　この度は、公益財団法人ダイトロン福祉財団20周
年記念助成事業におきまして、当法人が申請いたしま
した、農業事業におけるトラクター作業機の整備事
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業を選定いただ
き、誠にありがと
うございました。
　農業事業開始
から17年が経過
し、年々圃場面

積は拡大し現在は10haを超える規模へと成長してき
ました。その背景には、後継者不足に起因する離農
者・耕作放棄地の増加という地域課題があります。そ
れらを食い止める役割の一端を担うことを念頭に、地
域の皆様から頼りにされる存在となることを目指して
まいりました。
　近年では、農地や事業規模の拡大だけでなく「農
福連携」をキーワードに、地域住民の方 と々の共同の
取り組みが増えており、農業事業に携わる利用者の
みなさんにとっても、新たな経験を重ねていく貴重な
場となっています。今回助成いただき作業機を導入す
ることで農作業を効率化し、地域の方 と々の連携のさ
らなる拡充を図りたいと考えています。

（社福） 蒲生野会  あかね　
【東近江市】

　地産地消を大切にした
製菓のために…より畑作
業に力を入れたい！
　障害者支援施設あかね
では、地域の方と協力し
て大豆をはじめ綿花など
様々な作物を育てていま
す。特に大豆はきなこに

加工して、地産地消を大切にしたお菓子を作っています。
きなこを使用した『きなこかりんとう』は地域の方を
はじめ、滋賀県内で委託販売をしており人気の商品と
なっています。
　大豆をきなこにするためには、鞘から脱粒し、製粉
会社に大豆の加工を依頼します。脱粒するためには専
用の農機具が必要で、今までは地域の方から借用を
してなんとか栽培・加工してきました。
　今回の助成で、施設で大豆の脱粒機を購入するこ
とができました。今年の大豆は収穫量も多いため、
これから脱粒時期になり購入した機械を使用できるこ
とが楽しみです。その他にも必要な農機具類を合わ
せて購入することができ、これからより地域の方と一
緒に畑作業に力を入れていきたいと思います。ありが
とうございました。

(株) TCC Japan　
【栗東市】

　今度は、貴財
団「 ２０周 年 記
念 助成 金事 業 」
として助成いた
だき、新事業所
の送迎車を購入

させていただきました。 無事に令和4年9月より新
事業所の活動を開始し、利用者の方も元気に通って
きていただいています。これまでのホースセラピーを
取り入れた、「児童発達支援・放課後等デイサービス
PONY KIDS」では、馬のお世話や様々な馬との関
わり、豊かな自然環境の中で自由に遊ぶこと等を通し
て、心身の発達に必要な刺激を感じ、共に育ち共に
体験し、学びながら集団でのコミュニティを形成する
ことで、社会の中で生きていく力、社会生活能力の向
上を図ってまいりました。今回、PONYKIDSに続き、

「PONYKIDS　Plus」を開設することで、コロナ禍
で起きている問題に対しても、屋外活動の保障や不
登校児童の受け入れなど、幅広く活動を進めていきた
いと思っております。誠にありがとうございました。

NPO法人 むげ  エルディ＆こけこっこ　
【湖南市】

　当事業所は
訪問販売事業
の体制充実に
努 め て き て、
現在は軽自動
車5台（当初2

台）、5班体制（当初２班）になり、１日当たり利用者
５名が事業に携われることになりました。
　接客販売によって職業訓練の機会を増やせ、販売
エリアの拡大もできましたが、商品のストック場所が
手狭になって、従事者の増加に伴い作業所内の通路
などが大変混雑することになりました。
　解決のため本年貴財団の助成で新たな設備（ユニッ
トハウス）を設置しましたが、ストック場所が充実し、
納品時や販売用車両への積み下ろし時の利便性が大
幅に向上して、指導員・利用者共々大変嬉しく思って
います。ありがとうございました。
　ユニットハウスの完成後まだ日は浅いですが、利用
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者からは；(1) 「車に積込む時に混雑が無くなり、商品
が分りやすく並べられるようになってよかった」 (2) 「部
屋が整理されて、便利になった」また、指導員からは；

「利用者と二人三脚で商品の仕分けや積込みがしやす
くなり、訪問販売への出発前作業がよりスムーズになっ
た」など多くの喜びの声が聞こえてきました。

（社福） パレット・ミル 自立就労センター　
【栗東市】

　この度の助成
で発泡スチロー
ル減容事業拡大
の為のテントを
設置できました。
このテントのお

かげで、急な持ち込みを頂いた地域の家電商店さん
や企業さんからの発泡スチロールを雨に濡らすことな
く受け入れる事ができています。持ち込む側にとって
も廃棄費用の削減になるので喜んで頂き、当法人にとっ
ても減容後のインゴット売却益が上がって工賃向上に
大きく貢献しています。
　世界的なエネルギー不足や環境問題への解決策と
して石油製品のリサイクル事業は、今後の需要も大き
く期待できて必要とされる分野でもあり、売り上げも
昨年度（令和3年度）389万円でしたが、本年度は10
月末の時点で400万円を超えています。
　テントの設置で利用者の皆さんも減容前の発泡ス
チロールの移動が楽になり、雨に濡れる心配もなく快
適に作業ができるようになって喜んでおります。あり
がとうございました。

（社福） 米原市社会福祉協議会
ほおずき作業所

　
【米原市】

　当事業所はリサイ
クルショップを運営
しており、利用者さ
んや地域の方々の
応援も受けながら
皆で一生懸命に店

舗内の改善や売り上げ向上に取り組んでいます。
　店舗内の改善は、レイアウト変更や売り場の工夫
が進んでお客様から好評を頂けるようになってきまし
たが、次の課題として『情報通信技術』の活用を検討
中でした。LINE・インスタグラムとインターネットを

活用した販売促進活動で手ごたえを感じて、さらに充
実を図るために職員間で話し合った結果、「大型ディ
スプレ」を喫茶スペースに設置して、イベント情報や
作業所の取り組みを地域へ発信していくことに決まり、
今回申請させていただいて助成が決まった次第です。
お店の良く目立つ所にスクリーンを設置していますが、
来店される方の反応も良好です。店内の雰囲気が変
わり、利用者さんや職員の仕事へのモチベーションも
向上しています。今後は、利用者支援にも活用してい
きたと考えております。ご支援誠にありがとうござい
ました。

（一社） 異才ネットワーク
大津オルタナティブスクール トライアンフ

　
【大津市】

　この度は珈琲焙
煎機の購入へのご
助成をいただきあり
がとうございました。
　私どもは不登校
の子どもたちの日
中の居場所としてフ

リースクールを運営しており、学校に行かない選択を
した子どもたちが自己有用感を向上させ、自信を取り
戻すためにカフェ事業を行っております。生豆から仕
入れ、自家焙煎した珈琲を子どもたちがドリップし、
お客様に提供しておりますが、「おいしかったよ」や「あ
りがとう」といった言葉をかけていただき、とても励
みになっています。
　これまで手動でおこなっていた焙煎を、今回導入さ
せていただきました半熱風式のガス式焙煎機で効率
的におこなうことができるようになり、安定した焙煎
ができるようになりました。今後はこの焙煎機を使い
こなしながら、不登校の子どもたちが健全に育ち、社
会へとはばたいていくことをサポートしていきたいと思っ
ております。ありがとうございました。

（社福） しがらき会  信楽青年寮 らく　
【甲賀市】

 　この度の貴財団からの助成で、バイタル測定器と
タブレットを購入できました。誠にありがとうござい
ます。 
　施設では、利用者さんの高齢化に伴い、健康管理
が欠かすことのできない状況であります。そして、医
療面での支援が増えてきました。また、コロナ禍とい
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うこともあり、今まで以上
に定期的な検温も実施する
ことになり、業務が増加し
ています。測定したバイタル
などは記録システムへ入力
を行い管理しています。し
かし、限られた職員で測定
を行っていることで時間が

かかるのが現状であります。
　今回、助成を頂きましたバイタル測定器は、記録シ
ステムへの連動ができているため、業務の効率化に
もなります。また、職員間の共有もスムーズに行える
ことが期待できます。このシステムの活用で、サービ
スの質の向上につなげていきたいと思います。

（社福） 湖南会  野風草　
【野洲市】

　野風草（のふうそう）
は、重度の知的障害
があっても、地域で
安心・安全にして暮ら
し続けることを目標
とした通所施設です。
利用者の8割が強度

行動障害や歩行が不安定な方ですが、「歩く」「個別」
「創作」の３つをキーワードに、一人ひとりの興味や自
発的な行動を引き出せる活動と体力・健康維持を目的
とした活動に取り組んでいます。
　毎日の送迎には車いす仕様車を使用していますが、
リフトの調子が悪く度々止まってしまいます。また初
度登録から17年が経ち、走行距離も16万kmを超え
ているため、故障や汚れが多くなっていました。今回、
助成金を賜り、新車へ買い替えることでき、利用者も
職員も非常に喜んでいます。今後も、利用者の心身の
状態に合わせた安心・快適な送迎や活動を続け、利
用者の地域での暮らしを支援していきたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。

(株) 近商物産  つくも　
【草津市】

　この度の助成で送迎用車両ホンダ・フリードを購入
しました。心より感謝申し上げます。
　当事業所は、クリスマスブーツを作り始めて50年、
お子さまに夢と素敵な思い出をお届けさせて頂いてお

ります（株）近商
物産が母体となっ
て、令和2年５月よ
りB 型作業 所「つ
くも」を設立、以
来作業所ではクリ
スマスブーツを中

心としたお菓子業界の包装加工をしております。
　B型作業所の利用を考えておられる方で、送迎が
必須の方は少なくありません。そんな声にお応えすべ
く立上げ、当初より近隣3市の利用者の送迎をさせて
頂いております。しかし利用者の増加に伴い軽自動車
では一度に乗車できる数にも限りがあります。今回購
入させていただいた車両は7人乗りですので大変助か
ります。また、送迎だけではなく余暇活動での外出
や様々な場面で活躍してくれると期待しております。

（社福） しがらき会
しがらき地域生活支援センター「うろむろ」

　
【甲賀市】

　この度は、「相談支
援事業専用車スペー
シア」購入への助成し
ていただき誠にあり
がとうございました。
　当事業所は、2021
年に地域生活拠点機

能を持つ高齢障害者対応のグループホームを創設しま
した。同時に相談支援事業の機能強化を図り事務所
を移転しました。そこでこの度の相談支援事業専用車
両の整備で町の中の障害のある方の多様なニーズ（ご
家族からの相談・一般相談・就労相談・社会生活上
の相談から計画・生活支援・医療対応・職場対応など）
に対し、より柔軟で迅速な対応が出来るようになりま
した。今後もこの車両をフルに使用し、身近に顔が見
えるような関係性を大切にしながら、フットワーク軽く、
しがらき安心ネットワーク構築事業を展開していきた
いと思います。
　2021年に地域生活拠点機能を持つ、高齢障害者グ
ループホームを創設し、同時に相談支援事業の機能
強化の為、移転をしております。今回、公益財団法人
ダイトロン福祉財団様より、地域相談事業専用車両と
して助成していただき、地域の障害のある方の多様な
ニーズに対して既存事業の枠を超え、生活支援・医療
支援・職場対応などにより対応出来ることが可能とな
りました。
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NPO法人 ディフェンス　
【草津市】

　この度の助
成でスロープ
車の買換えが
で き ま し た。
20年も の 間、
地域の福祉活
動をご支援下
さっている貴

財団に、ただただ感謝の言葉しかありません。
　当法人も設立20周年が過ぎましたが、多くの方々
のご支援なくては活動の継続は不可能でした。障害
当事者はもちろん、現場で活動する者たちとっても、
ご支援は力強い励ましであり、社会の大切なつながり
を実感する機会となります。
　昨今、「共生社会」という言葉が福祉分野だけでなく、
すべての分野で提唱されるようになり、コロナ禍で一層、
人どうしのつながりの重要性が認識されています。我々
の活動も他分野を含めつながりを大切にし、誰一人取
り残されない社会を目指して努力したいと思います。
　尚、写真の2台のスロープ車両は、今回と5年前に
貴財団の助成で購入したものです。事務所の大家様
の浄教寺の鐘楼を背景に撮影しました。お蔭さまで
多数の障害者の方々に社会参加していただく支援が継
続できます。ご支援に応えるべく職員一同今後も努め
てまいります。

スマイル甲賀　
【甲賀市】

　この度の助成でエ
ンジン式薪割り機を
購入しました。誠に
有難うございました。
　「スマイル甲賀」は、
甲賀市で大原自治振

興会(甲賀町大原学区のまちづくり
協議会)や甲賀市社会福祉協議会
の支援を受けて活動中のボランティ
ア団体です。 今年度から甲賀福祉
作業所と協働で「甲賀木の駅」の
薪割作業を任されました。生産性

の向上と作業の軽減を図り、作業所に通所されてい

る方の賃金向上のためにもエンジン式薪割り機が欲し
かったところ、今回の助成で購入できました。。
丸太を機械にセットするのはボランティアが担当し、
操作ハンドルを持つオペレーターは通所者の方が担当
します。週2回、通所者と社協職員、当方ボランティ
アがローテーションを組んで、交流を楽しみながら作
業をしています。購入した機械は大切に使わせていた
だきます。これを機会に「共生社会」の実現を目指して、
地域住民の方々にも福祉ボランティアへの参加を呼び
掛けていきたいと思います。

NPO法人 With us  こほく自立応援センター
　 【長浜市】

　この度は、清掃
用品収納小屋の新
設工事への助成を
いただき、誠に有
難うございました。
　私達は、就労継
続支援B型の事業
所ですが、施設外
就労としてアパー

ト、企業尞、ビル、音楽教室など、いくつもの会社さ
んとお取引させていただき、毎日あちこちに清掃作業
へうかがっています。そうすると清掃用品や用具だけ
でかなりのボリュームになり、置き場所に困っていました。
　今回、助成で収納小屋を作ることができ、たくさん
の整容用品を片付けることができました。これを励み
に利用者・支援員一同で清掃作業のお仕事を頑張ろ
うという気持ちでいっぱいになっています。大切に使
わせていただきます。

NPO法人 ふれあいワーカーズ
【野洲市】

　この度の助成で「手洗
い場改修工事」を行うこ
とが出来ました。心より
感謝申し上げます。
　コロナの感染予防対策
として、アルコール消毒や
マスクの着用はもとより、
当事業所で可能な限りの
対策は講じていますが、

手洗いやうがい等も感染対策には効果がありますので、
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利用者さんにもこまめな手洗い等を推奨してきました。
しかし、休憩時間や昼休み時に複数人が同時に手洗
い等をすることができないという問題があったのですが、
今回の改修工事でそれを解決することができました。
　利用者さん達も新設されたピッカピカの洗面で手洗
いやうがい、歯磨き等できることを嬉しく感じておられ、
ある利用者さんは「こんなにキレイな洗面で手洗いす
ると気持ちもキレイになるわ～！」とご満悦の様子で
した。また、手洗い場の中心にはアクリル板でパーテー
ションを設けており、より安心して利用していただく
事が出来ています。今後も大事に使用してまいります。

(株) チャレンジファーム
【湖南市】

　この度は、助成を 
賜りまして誠にあり 
がとうございます。 
貴重な助成金で「飼 
料配合攪拌機修理・ 
更衣室新築」をさせ 
て頂きました。 
　数年前より飼料配

合撹拌機も故障でリフトによる積み上げで、特定の従
業員しか対応出来ませんでしたが、今回修理が完成し
飼料の配合に利用者も作業に従事することができ能
率も上がり大変喜んでいます。
また、念願の更衣室においては女性の方が不便をして
いましたが、男女別々に専用の部屋で安心して着替え
が出来て、チャレンジファーム、こけっこ湖南の利用
者８名と従業員６名合わせて１４名は大変喜んでします。
　令和４年度１月に開所したＮＰＯ法人こけっこ湖南
の利用者も６名となり、徐々に社内設備も充実し、今
後の利用者の受入れもスムーズに進められますことは、
ダイトロン福祉財団様よりの福祉補助金のお陰と感謝
しております。

（社福） おおぞら福祉会  つつじ作業所
【長浜市】

　この度、本法人つつじ作業所に対し、貴財団より送
迎車両の購入に助 成金を頂き、送迎車種のトヨタ ノ
アを購入することができました。
　つつじ作業所では現在45名の利用者が高月を中心
に長浜全域から利用されています。その内37名の利
用者が送迎を利用ししています。かなり窮屈な思いを

されて車両に乗っ
て頂いたり、使用
していた車両の自
動スライドドアが
故障し動かない車
両だった為、この

車両が購入する事が決まると、利用者からは「扉自動
で動くんか？これで簡単に開けれる様になるな」と言
う声も聞こえてきました。
　納車されるのは、もう少し先になりますが利用者、
職員共に楽しみにしています。
　今後、関係者一同この車両を末永く、大切に使い
ますことをお約束し、御礼の言葉とさせていただきます。
本当にありがとうございました。

（一社） なないろ
放課後等デイサービス アオ 【長浜市】

　この度は、送迎車両
「ZEST」購入への助成
を賜り、誠にありがとう
ございました。
　 一 般 社 団 法 人な な
い ろに おきましては、
2022年４月より複合施

設ココサロンを開所いたしました。ココサロンでは障
がいの種類や制度などに、分け隔てなく集える場所
を作りたいと考え、放課後等デイサービス・居宅介護・
生活介護・シェアハウスを開所いたしました。当事業
所「放課後等デイサービス アオ」では、習い事に通
う場所を創造し、それぞれの個性を尊重しながら夫々
の子供たちが育もうとする力を支えて行く所存です。
助成頂きました車両は送迎に大変助かっております。
大切に使わせていただきます。

NPO法人 BRAH=art.
生活介護事業所 office-cosiki 【大津市】

　「障がいがあろうとなかろうと、好きなことを仕事
にして精一杯生きる」を理念に大津市瀬田地域で活
動を続けています。
　瀬田の唐橋のたもとにあるoffice‐cosikiでは、観
光・子どもの学習支援・デザイン・雑貨屋と、各メン
バーがやりたいこととを仕事にし、地域の中で必要な
役割を担っています。滋賀県に来訪する観光者向けの
バリアフリー情報を発信したり、近江國一之宮建部大
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社で開催される「唐橋
しじみ市with勢多市」
の事務局を担当したり
しています。今回、メ
ンバーが目標としてい
たゲストハウスの設立・
運営に向けて大きく前
進する機会をいただき

ました。
　車いす使用メンバーの出入りのためには段差解消機
が必要でしたが、今回購入設置費用を助成していた
だいたことで、ゲストハウスの設立に向けた具体的な
準備を進めていくことができます。本当にありがとう
ございます。この街への訪問者や住人の皆さんにも、
この街のことを好きになっていただけるように、ゲス
トハウス事業でこの街の魅力を発信していきたいと思
います。

（学） 関西福祉学園  働き教育センター 大津
【大津市】

　この度の助成で
車 両（ 日 産クリッ
パー）の買替購入
ができました。誠
にありがとうござい
ました。
　当事業所はB 型

事業所として農業や下請け業務などを行っており、農
業は露地栽培で夏季はブルーベリーを中心に夏野菜
を栽培し、冬季は白菜や青ネギなどを栽培しています。
野菜は近隣の道の駅や地域のイベントなどで販売して
います。また、施設外就労で近隣の育苗関係の企業
様のねぎ苗管理や畑の畝たてや肥料やりなどの畑の
管理業務を行っています。下請け業務では菓子箱折
や電気部品の組立などを行っています。
　購入した車両は、道の駅などに野菜を納品したり、
施設外就労先への送迎に利用したり、受注先企業様
へ商品の受取、納品など様々な場面で活躍の予定です。
14年使用してきた車両が新しくなり、サイズが少し大
きくなって利用者・職員一同たいへん喜んでおります。
今後とも頑張ってまいります。

（社福） 湖南会  特定相談支援事業所 風音
【守山市】

　風音（かのん）で
は、知的障害のある
人が、障害があって
も夢や希望を実現さ
せ、困りごとを解消
しながら、地域で安
心して暮らし続ける

ことができるよう、相談支援を行っています。利用者
本人やご家族、障害福祉サービス事業所への聞き取り、
サービス担当者会議への出席等のために使用してい
た公用車は、異音や汚れがひどく、エアコンも故障し
ていましたが、金銭的な余裕がないため修理もできず、
新車への買替えは諦めていました。
　今回、貴財団から助成金を賜り、新車へ買い替え
ることでき、非常に喜んでいます。これからも、利用
者のご家族や関係機関と連携を取りながら、利用者
本人がスムーズに障害福祉サービス等を利用し、地域
で安心して暮らすことができるよう支援していきたい
と思います。この度は、本当にありがとうございました。

（同） VenuvanaBe ｆree  れん
【長浜市】

　この度は助成金
を賜りまして誠に
ありがとうござい
ました。
　以前使用してい
た送迎用車両は年
式も古く、いつ故
障してしまうこと
かと、冷や冷やし
ていました。

新しい車に変わり、乗車する利用者のこどもたちの表
情もいつもより明るく元気にみえてしまうのは、気の
せいではないと感じております。
　今日も明るい子どもたちの笑顔を乗せて、新車は行
くよどこまでも(^^♪とついつい歌まで飛び出してきそ
うな勢いで、社員も子どもたちとともに喜んで利用さ
せてもらっています。
　純粋な心を持つ子どもたちだからこそ、より良い環
境で迎えてあげたいという思いは強く、言葉に表すこ
とが出来ないくらい感謝しております。
　これから毎日、子どもたちの歓声とともに、お出掛
けや送迎に利用させてもらいます。
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（社福） さつき会
（仮）さつき作業所 日枝工場 【湖南市】

　この度の貴財団からの
助成で、社会福祉法人さ
つき会は工場用建物を取
得して新たに事業所を開
設するための改修工事を
実施しました。
　利用者には、身体に障
害のある方や視力に障害
のある方で、階段の昇降
が苦手な方がおられます。

ご本人やご家族から、工場用建物の環境に適応でき
るか不安の声をよく耳にしました。そんな不安のある
方を含めて誰もが安心して利用できる事業所にするた
め、トイレを福祉用に改修し、入口階段をスロープに
するなど、各所をユニバーサルデザインにしました。
　おかげさまで、１０月１日より「就労支援センターう
みとそら」という就労継続支援B型事業所を開業する
ことができました。利用者からは「階段より良いわ」「ト
イレがきれいで使いやすい」などの声が聞かれ、皆さ
ん安心して笑顔で通われています。
　今回の助成によって事業所に関係する皆さんにとっ
て、より良い働く環境づくりができたこと、心より御
礼申し上げます。

（社福） しがらき会  信楽青年寮 しん
【甲賀市】

この度は、貴財団よ り、
エアコン設置に対す る
助成を賜り、誠にあり 
がとうございます。 
　利用者さんの高齢化
とコロナ禍ということも
あり、施設では今まで
行っていた外出も少なく

なり、施設内での取組が多くなっております。そのよ
うな中、近年夏季は猛暑の日が続き、生活棟の屋内
も暑い環境の中、利用者さんが過ごされている状況
でありました。各居室や食堂には、エアコンが設置し
ていますが、共有スペースにはエアコンがなく、暑い
状況であります。これは冬季の寒い時期も同じことが
言えていました。

　今回、助成を頂きましたエアコンの設置により、利
用者さんに快適な生活を送って頂けるよう改善するこ
とができました。今後も利用者さんのために生活環
境を整え、質の高い支援を継続できるよう努めてまい
りたいと思います。

（一社） 滋賀県ろうあ協会
【草津市】

　この度は、貴財団より助成
を賜り、誠にありがとうござい
ました。 
　事務所の机と椅子、大判プ
リンター機を一新し、レイアウ
トも変更しました。 「大判プリ
ンター機を購入し、机と椅子
変えてレイアウトも変えよう！ 
」という職員の一言から始ま
り、机や椅子の選定や整理整
頓、配線の整理等大掃除並み
になりましたが、おかげで働き
やすい環境になりました。 
　会員の大切な情報書類等を

きちんと管理出来るようになったので、気持ちよく仕
事がはかどっています。
　また、大判プリンター機を購入出来たおかげでこ
れから先、大会や集いなど垂れ幕を作製して行きた
いです。また、大いに宣伝して、他の団体からの作製
依頼をどんどん増やし、ろうあ協会の収益に繋がって
行く目標が明確になり、大変うれしいです。
　これからもこの環境をきれいに保ちつつ、長く大切
に使わせて頂きます。

（社福） グロー  ひのたに園
【蒲生郡】

　バリアフリー演劇公演の開催にあたり、この度の助
成金を頂戴し誠にありがとうございました。
障害等の生きづらさを抱えながらも、差別や偏見を
恐れて誰にも相談できずに罪を犯すこと等を選択する
方々がいると聞きます。これを指し「疑似セーフティーネッ
ト」と呼ぶこともあるそうです。「セーフティーネット施設」
と呼ばれる救護施設で働く私たちとしては、なんとも
もどかしい思いがありました。この現状を何とかしたい。
何とかする取り組みを始めるきっかけとしたい。そう
思い本公演を企画、実施しました。
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　 当 日 は、 コ ロ
ナ禍にも関わらず
173人の来場者を
迎えて盛況のうち
に幕を閉じました。
ひ の た に 園 でこ

れまで取り組んでいる音楽（太鼓）活動や芸術活動、
農業の活動に関しても地域の方々にご覧いただくこと
ができました。この取り組みを契機に、地域で生きづ
らさを抱えた方々の暮らしを支える取り組みをさらに
推進していきたいと思っています。

（一社） 滋賀県障害者スポーツ協会
【大津市】

　この度の助成
で、 会 用 車（ ト
ヨタ ハイエース）
を購入しました。
誠にあがとうご
ざいました。
　私ども一般社

団法人滋賀県障害者スポーツ協会は、滋賀県にける
障害者スポーツの普及・振興を通じ、活力ある共生社
会の実現に向け活動を行っています。
　滋賀県では、来る2025年に全国障害者スポーツ大
会を開催することから、同大会に向けて障害者スポー
ツのすそ野拡大、選手の育成・強化のため、障害者スポー
ツの初心者向け教室、全国大会出場を目指す選手の
練習会・競技大会などに取り組んでいます。
　こうした活動では、障害者スポーツ特有の競技用具
や大会の機材などを競技場まで運搬する必要があり、
今回購入した会用車を活用して充実した競技環境を
整備してまいりたいと考えています。

（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】

重い障害のある子どもたちの動く権利を保障するために
　この度の助成で、「簡易型電動移動機器 Carry 
Loco 2台」を購入できました。厚く御礼申し上げます。
　心身に重度な障害のある子どもたちにも動くことの
喜びを如何に伝えるか。この命題に対しびわこ学園医
療福祉センター草津と滋賀県立大学、今仙技術研究
所の官民共同開発の結果、Carry Locoが発売されま
した。Carry Locoは、搭載型の電動移動機器です。

その本体に車いすを載せるだ
けですばやく電動車いすとし
て使用可能です。搭載は、タ
イヤを固定する方法がとられ、
タイヤ幅の調整も可能です。
　従来であれば人工呼吸器
を搭載した車いすを電動化す
ることはできませんでしたが、
このCarry Locoを用いるこ
とで、寝たきりのお子さんに
も電動車いすの操作する機会
ができました。どんなに重い
障害があっても、その子なり
の発達を保障していく。この

機器を子どもたちの笑顔につながる取り組みの一環と
して有効に使わせていただきます。

NPO法人 アイ・コラボレーション
アイ・コラボレーション 草津 【草津市】

　この度は助成を賜り誠にありがとうございます。
　最新Windows１１のノートパソコン１０台が購入で
きたので、最新のOSでのパソコン教室を開くことが
可能となりました。
　新型感染症感染拡大の不安から、まだ実際にパソ
コン教室を開くに至っておりませんが、講師をしてく
れている利用者の皆も、新しいパソコンを使ってパソ
コン教室が開けるようになったことを大変よろこんで
います。
　また、地域の方にも自由に使っていただけるように

環境を整備し、多く
の方にICT活用の楽
しさ、便利さを知っ
てもらう機会を作り、
社会参加を促進した
いと思います。

（社福） 若竹会
ワークステーション わかたけ 【草津市】

　若竹福祉総合学院がスタートします！
　若竹会は、養護学校を卒業した障がい者の多くが
福祉枠での企業就労や作業所での福祉就労に進んで
いる現状に対して、障がいが有るからこそ、ゆっくり
とじっくりと学ぶ時間が必要なのではないかと考えて
います。仲間と一緒に学び、喜び、助け合いながら長
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い人生に向き合う力
を養う時間、将来に
備えて自分探しがで
きる期間が必要だと
考え、健常者の大学
に相当する4年制（自
立訓練+就労移行）
の福祉学院を令和5

年4月に開設いたします。
　仲間と学びながら多くの経験を重ね、自分で選択し
た人生を楽しみ、進む力を養ってほしいと思います。
そのような学びの場所として、障がい者に限らず地域
福祉の交流拠点として、様々な情報発信ターミナルと
して、多くの人が集い支え合える地域資源として若竹
福祉総合学院を設置させていただきます。
　今回の助成で購入するプロジェクターと音響設備は
生徒の授業はもちろんのこと、地域の方々にも様々な
場面で幅広く活用させていただき、障がいの有無に
関係なく誰にも優しい街づくりを実践していきたいと
思います。

（社福） 湘南学園
障害者福祉施設作業所 れもん会社 【大津市】

　この度の貴
財団の助成で
ハエースを購
入いたしまし
た。この車両
は、今後私た
ちれもん会社 

の如何なる場面においても活躍することが見込まれま
す。例えば、就労移行支援事業の地域参画における
草刈りや、牛乳パック回収です。地域の方と直接コミュ
ニケーションをとる大切な機会になるため、新しい車
両で外回りに伺えることは、利用者にとっても誇りと
なり、地域参加に更に意欲的になることでしょう。
　また、れもん会社では、クッキー班・織り刺しゅう班・
木工班があり、これら製造班で作られる商品の納品
やイベント時の搬入において大活躍する予定です。さ
らに当事業所の余暇活動として、年中行事を行うこと
があります。新しい車両を導入できたことで安心・安
全な外出が可能となりました。初詣や小旅行など、働
く障害者にとって息抜きになる企画を今後は多数計画
したいと思っています。

（同） ふくろう  Shake Hands　
【大津市】

　この度は、貴財団
より障がい福祉雑誌

「Bi WORKS」 の 発
行における助成金を
賜りまして、誠にあり
がとうございました。

　今回、障がい福祉にフォーカスをあてた雑誌を発行
しようと思った背景には世間ではまだまだ障害者雇用
や就労支援という働き方が認知されていないと感じた
という点があります。中には一般の方だけでなく当事
者も自分の居場所や進路に悩みを持っていると感じま
した。その中でこの雑誌を読んでもらえた方に少しで
も勇気や希望を感じてもらえればと思い制作致しました。
　今回助成金を頂き、たくさんの方に「Bi WORKS」
を届けることができました。
　当事業所は印刷物の制作を行う事業所ですので、
これからもたくさんの方にたくさんの思いを受け取っ
て頂き、たくさんの笑顔があふれる世の中になれれば
という思いで活動を続けてまいります。この度は本当
にありがとうございました。
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2023年（令和５年）第２2回障害者福祉助成金申込のご案内案内案案案成金申込のご案成成成祉助成助第２2回障害者福祉第（令和５年）第（令年（年（年2023年3年02 第２2 害者 祉助成金 込のご 内22023年（令和５年）第２222 3年（令和５年）第２2回障害者福祉助成金申込のご案32 込22 3 助 内222 2332023年（令和５年）第２2回障害者福祉助成22023年（令和５年）第000023年（令和５年）第２2回障害者福祉助成金申込のご案0 年 年 者 の年2023年23年220 和５ ２2回 者福祉 成金申込のご案内内2022 3年（令和５年）第２2回障害者福祉助成金申込のご案323年（令和５年）第２222023年（令和５年）第２2回障害者福祉助成金申込のご案内内令令 第 回障害者福祉助
公益財団法人 ダイトロン福祉財団

2023年（令和５年）第２2回障害者福祉助成金申込のご案内

《趣 旨》
　本年度も当財団の目的および事業に対する社会的要望に応えるため、障害福祉サービス事業所
等への助成事業を通して、障害者の社会参加の促進ならびに生活向上等に関する調査研究のため
の支援を行います。第 21 回の助成事業の効果を確認し、昨年同様 特別助成事業も行います。
　第 22 回障害者福祉助成金の公募については、下記の要綱のとおり総額 7,５００万円 を限度と
して募集を実施致します。（注：助成対象先についての疑問点等は、お気軽にお問合せ下さい）　

《助成金申込要綱》
１．助成対象事業
（１）障害福祉サービス事業所等に対する設備費等助成事業　（第 1号事業）
ア．助成対象　滋賀県内の障害福祉サービス事業所等の積極的且つ有効な事業展開
のために必要な設備、資材および作業所等環境改善に対する助成

イ．助成金額　1件あたり１５０万円以内【但し、総事業費の８０％以内とする】
助成金総額　５,０００万円以内　　

＜一例：設備整備の為に必要な設備・機器・備品・ソフト等の物品の購入・設置費用及び
車両の購入費用、環境改善の為の施設改修工事・修繕費用 等、尚、上記助成は障害福祉サー
ビスの提供に限定するものであることから、申請に際し、資産として期待する効果を記載す
る＞

　　　　　
（２）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
（第 2号事業）
＜一例：意思伝達の為の ICTの調査・研究費用、障害者支援機器の開発費用 等＞
ア．助成対象　滋賀県内の社会福祉法人、公益法人等が行う障害者福祉にかかる調査
研究に対する助成

イ．助成金総額　３００万円以内
ウ．助成件数　３件程度

（３）特別助成事業　（第 3号事業）
障害者の福祉向上に寄与する施設等に特別の助成を行う。但し、上記（１）、（２）に含まれな
い、または（１）、（２）の枠を超える事業とする。
＜一例：障害者への理解を深める為の活動費用（式典・フォーラム・研修会・出版 等）、文化・
芸術・スポーツ等の創造活動費用（会場費・広告費・旅費・交通費）等、
尚、上記事業の実施に際し、地域障害者自立支援協議会等、または、複数の事業体の共同によ
る研修会、フォーラム等の開催に係る企画・運営費等も助成対象とする＞
ア．助成対象　滋賀県内の施設等（社会福祉法人、公益法人等含む）
イ．助成金総額　２，２００万円以内  
ウ．助成件数　１５件程度

２．特記事項
国、地方公共団体等からの補助および他の民間助成団体からの助成と重複しての助成は致
しません。

３．助成申請方法
助成金申請書に必要事項を記入のうえ、提出して下さい。
【申込書に添付の書類】
① 事業計画書（別紙のとおり）
② 見積書（物品等の場合は業者の指定はありません）
　※車の買替の場合（使用年数 13 年以上又は走行距離 15 万㎞以上が対象）は車検証
　　のコピー、新規事業の場合はその用途を明記したもの
③ 定款、寄附行為または規約（法人、団体の場合）　
④ 役員名簿　　　　
⑤ 直近の承認済収支決算書（2022 年度分が提出不可の場合は 2021 年度分）
＊申請書、事業計画書の電子データは、当財団ＨＰからダウンロードが可能です。
（URL  https://daitron-fukushi.org）

４．申請書提出（送付）先
〒532-0003  大阪市淀川区宮原 4－6－11　ダイトロン（株）内
  公益財団法人ダイトロン福祉財団 　大阪連絡所

５．申請期間（郵送にて）
2023 年 3 月 6 日（月）～ 2023 年 4 月 14 日（金）消印有効

６．助成決定
助成の採否については、5月に開催する選考委員会で選考し、6月開催の理事会において決
定後、6月下旬に個別に通知します。

７．助成金の交付及び贈呈式
助成金は、贈呈式以降に交付します。
助成金贈呈式は、9月初旬にピアザ淡海にて開催を予定しています。

８．事業完了報告
（１）第 1号事業及び第 3号事業については、助成事業終了後速やかに（2023 年 11 月 30

日（木）まで）に当財団に完了報告書を郵送にて提出願います。　　　　
（２）第 2号事業については、助成決定後１年以内に完了報告書を提出願います。（但し、

2023 年 11 月 30 日までに中間報告書を提出願います）

９．助成の取り消し
助成事業の遂行が不可能と認められるとき、あるいは助成金が目的外に使用されたときは、
助成の取り消しまたは助成金の返還を求めることがあります。

連絡・問合わせ先： 公益財団法人ダイトロン福祉財団
（事務局）森谷、木村、寺嶋
 TEL　06-7636-1012　FAX  06-6399-5216
E-mail アドレス： d-fukushi@daitron.co.jp

＊助成内容（助成対象事業）や申請方法等、ご不明点が御座いましたらご連絡をお願いします。
＊2023 年度の助成金募集に関する情報は、当財団のホームページに掲載されています。
また、社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会様のウエブサイト、http://www.shigashakyo.jp/
の「助成金情報」にご掲載いただいておりますので、そこからでもアクセスが可能です。
（2023 年 2 月上旬から掲載予定）
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公益財団法人 ダイトロン福祉財団

2023年（令和５年）第２2回障害者福祉助成金申込のご案内

《趣 旨》
　本年度も当財団の目的および事業に対する社会的要望に応えるため、障害福祉サービス事業所
等への助成事業を通して、障害者の社会参加の促進ならびに生活向上等に関する調査研究のため
の支援を行います。第 21 回の助成事業の効果を確認し、昨年同様 特別助成事業も行います。
　第 22 回障害者福祉助成金の公募については、下記の要綱のとおり総額 7,５００万円 を限度と
して募集を実施致します。（注：助成対象先についての疑問点等は、お気軽にお問合せ下さい）　

《助成金申込要綱》
１．助成対象事業
（１）障害福祉サービス事業所等に対する設備費等助成事業　（第 1号事業）
ア．助成対象　滋賀県内の障害福祉サービス事業所等の積極的且つ有効な事業展開
のために必要な設備、資材および作業所等環境改善に対する助成

イ．助成金額　1件あたり１５０万円以内【但し、総事業費の８０％以内とする】
助成金総額　５,０００万円以内　　

＜一例：設備整備の為に必要な設備・機器・備品・ソフト等の物品の購入・設置費用及び
車両の購入費用、環境改善の為の施設改修工事・修繕費用 等、尚、上記助成は障害福祉サー
ビスの提供に限定するものであることから、申請に際し、資産として期待する効果を記載す
る＞

　　　　　
（２）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
（第 2号事業）
＜一例：意思伝達の為の ICTの調査・研究費用、障害者支援機器の開発費用 等＞
ア．助成対象　滋賀県内の社会福祉法人、公益法人等が行う障害者福祉にかかる調査
研究に対する助成

イ．助成金総額　３００万円以内
ウ．助成件数　３件程度

（３）特別助成事業　（第 3号事業）
障害者の福祉向上に寄与する施設等に特別の助成を行う。但し、上記（１）、（２）に含まれな
い、または（１）、（２）の枠を超える事業とする。
＜一例：障害者への理解を深める為の活動費用（式典・フォーラム・研修会・出版 等）、文化・
芸術・スポーツ等の創造活動費用（会場費・広告費・旅費・交通費）等、
尚、上記事業の実施に際し、地域障害者自立支援協議会等、または、複数の事業体の共同によ
る研修会、フォーラム等の開催に係る企画・運営費等も助成対象とする＞
ア．助成対象　滋賀県内の施設等（社会福祉法人、公益法人等含む）
イ．助成金総額　２，２００万円以内  
ウ．助成件数　１５件程度

２．特記事項
国、地方公共団体等からの補助および他の民間助成団体からの助成と重複しての助成は致
しません。

３．助成申請方法
助成金申請書に必要事項を記入のうえ、提出して下さい。
【申込書に添付の書類】
① 事業計画書（別紙のとおり）
② 見積書（物品等の場合は業者の指定はありません）
　※車の買替の場合（使用年数 13 年以上又は走行距離 15 万㎞以上が対象）は車検証
　　のコピー、新規事業の場合はその用途を明記したもの
③ 定款、寄附行為または規約（法人、団体の場合）　
④ 役員名簿　　　　
⑤ 直近の承認済収支決算書（2022 年度分が提出不可の場合は 2021 年度分）
＊申請書、事業計画書の電子データは、当財団ＨＰからダウンロードが可能です。
（URL  https://daitron-fukushi.org）

４．申請書提出（送付）先
〒532-0003  大阪市淀川区宮原 4－6－11　ダイトロン（株）内
  公益財団法人ダイトロン福祉財団 　大阪連絡所

５．申請期間（郵送にて）
2023 年 3 月 6 日（月）～ 2023 年 4 月 14 日（金）消印有効

６．助成決定
助成の採否については、5月に開催する選考委員会で選考し、6月開催の理事会において決
定後、6月下旬に個別に通知します。

７．助成金の交付及び贈呈式
助成金は、贈呈式以降に交付します。
助成金贈呈式は、9月初旬にピアザ淡海にて開催を予定しています。

８．事業完了報告
（１）第 1号事業及び第 3号事業については、助成事業終了後速やかに（2023 年 11 月 30

日（木）まで）に当財団に完了報告書を郵送にて提出願います。　　　　
（２）第 2号事業については、助成決定後１年以内に完了報告書を提出願います。（但し、

2023 年 11 月 30 日までに中間報告書を提出願います）

９．助成の取り消し
助成事業の遂行が不可能と認められるとき、あるいは助成金が目的外に使用されたときは、
助成の取り消しまたは助成金の返還を求めることがあります。

連絡・問合わせ先： 公益財団法人ダイトロン福祉財団
（事務局）森谷、木村、寺嶋
 TEL　06-7636-1012　FAX  06-6399-5216
E-mail アドレス： d-fukushi@daitron.co.jp

＊助成内容（助成対象事業）や申請方法等、ご不明点が御座いましたらご連絡をお願いします。
＊2023 年度の助成金募集に関する情報は、当財団のホームページに掲載されています。
また、社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会様のウエブサイト、http://www.shigashakyo.jp/
の「助成金情報」にご掲載いただいておりますので、そこからでもアクセスが可能です。
（2023 年 2 月上旬から掲載予定）
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　「ダイトロン福祉だより」をご覧の皆様には、いつも大変お世話になりましてありがとうございます。皆
様におかれましては、長期にわたるコロナウィルス感染拡大で大変なご苦労をされておられることと存じま
す。当財団もこれらの影響を受け、昨年度は２０周年の記念すべき贈呈式を断念せざる得ませんでした。本
年の９月、遅ればせながら２０周年記念贈呈式を行うことが出来ました。実に３年ぶりの贈呈式となりまし
た。コロナもまだ完全に終結していないなか様々な問題が有りましたが、どうにか無事に終えられました。
これも皆様方のご支援とご協力のおかげと感謝しております。これからも当財団は、“真心こめたふれあい
と助け合い”の精神で、地域に根差した活動を行ってまいります。最後になりましたが、一日も早いコロナ
ウイルス感染症の終息と、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

−福祉だより作成にあたり感想文、写真等のご提供、ご協力誠にありがとうございました −

2．ダイトロン株式会社様からのご寄附2．ダイトロン株式会社様からのご寄附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				　		　

【 2022年度の寄附者の方々 【 2022年度の寄附者の方々 】】 敬称は省略、「あいうえお」順とさせていただいております。

　 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度

寄 附 者 の 総 数 106名 82名 98名 100名

寄 附 金 額 20,887,000円 20,845,000円 31,005,000円 30,996,000円

内  
訳

個人及び団体
寄附者数 105名 81名 97名 99名

寄附金額 887,000円 845,000円 1,005,000円 996,000円

ダイトロン(株)
寄附者数 1法人 1法人 1法人 1法人

寄附金額 20,000,000円 20,000,000円 30,000,000円 30,000,000円

 助 成 金 額 48,076,000円 49,177,000円 50,478,000円 71,294,000円

荒井　聖子

有賀　真也

ｱﾝﾌｪﾉｰﾙｼ ｬ゙ﾊ ﾝ゚㈱

家本　貴司

筏　　良太

井上　吉和

氏原　稔

惠中　信勝

江本　明子

大木　時彦

大橋　文雄

岡野　富夫

尾崎　雅英

小野寺　孝志

門　　宏樹

川邉　泰孝

北嶋　紀子

木村　恒子

國實　茂良

久納　文男

久保田　靖典

熊田　史朗

倉田　浩司

栗山　聖子

小菅　甚蔵

小寺　康浩

小林　雅則

小林　雄志

紺谷　健治

佐藤　充男

㈱サーティーン

隅田　和夫

髙木　正浩

髙本　敬

髙本　勢津子

田川　雅康

建部　俊幸

田中　晃生

谷本　豊

俵谷　和祐

千原　恒人

土屋　伸介

土屋　眞男

鶴羽　樹

寺嶋　喜一

寺嶋　初美

寺嶋　仁志

寺嶋　志貴子

寺嶋　美香

飛井　清隆

鳥野　良子

中賀　正幸

長﨑　大輔

中里　征弘

中島　充晴

中田　敬介

中田　健作

中田　耕平

仲田　聰

中谷　茂知

㈱ナカマック

中村　純一

長本　和男

夏原　正和

仁井　光明

西　　弘之

西村　賢治

筈井　和宏

林　　知加子

福島　通晴

福留　勉

藤木　勇

藤本　敦朗

藤本　あや子

藤本　勲

藤森　紀子

前　　績行

前田　里菜

※　個人及び一般企業の皆さまからのご寄附には匿名をご希望の方が 7 名いらっしゃいます

１社　　30,000,000 円
寄附金合計　　30,996,000 円

1．個人及び一般企業の皆さまからのご寄附1．個人及び一般企業の皆さまからのご寄附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				　		　

【 ご寄附の金額 および 助成金額 の状況 【 ご寄附の金額 および 助成金額 の状況 】】

財団事務局より

益野　忠彦

三尾　高之

毛利　肇

森田　潤子

森谷　敏春

八木　春作

山本　隆弘

山本　めぐみ

山本　泰人

横山　和則

横山　広男

代田　安俊

和田　徹

渡邉　舞

計９９名　　　　996,000 円
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