
団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金　額 2,403,320円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

浴室タイル貼り替え工事　一式

タカラ理容椅子　2台

AED（自動体外式除細動器）  2台

AED（自動体外式除細動器）　 1台

AED（自動体外式除細動器）　 1台

特殊浴槽及びストレッチャー　1式
（片持ち型ストレッチャー付）

AED（自動体外式除細動器）　1台

AED（自動体外式除細動器）　1台

特殊寝台 マットレス付　２台
ダイニングテーブル　1卓
テーブルチェア　6脚

壁手すり　　　　　　　　　 2ヶ所
トイレ棚板・手すり　　　　1ヶ所
ベンチ　　　　　　　　　　　 1台
ポールアルミ手すり　　　1式

13

17

16

15

社会福祉法人　生振の里
障がい者支援施設　生振の里

社会福祉法人　釧路のぞみ協会
はしどい学園

社会福祉法人　南幌苑
障がい者支援施設　南幌めぐみ学園

18

20

19

14

社会福祉法人　美々川福祉会
美々川エコ

社会福祉法人　明和会
生活介護事業所　ひかり

NPO法人　わーかーびぃー
びぃーはいぶ

社会福祉法人　ないえ福祉会
就労支援センター　すまっしゅ

社会福祉法人　美々川福祉会
美々川デイセンター

8

社会福祉法人　はるにれの里
障がい者支援施設　厚田はまなす園

社会福祉法人　釧路丹頂協会
障がい者支援施設　丹頂の園

社会福祉法人　長沼陽風会
障がい者支援施設　陽風

10

9

11

12

社会福祉法人　真宗協会
障がい者支援施設　帯広はちす園

社会福祉法人　北海道療育園
北海道療育園

社会福祉法人　札幌このみ会
このみ支援センター

社会福祉法人　緑ケ丘学園
特別養護老人ホーム　稚内緑風苑

2013年度（平成25年）助成先一覧

6

7

AED（自動体外式除細動器）　１台

シャワーチェアー大型（特注品）　1台
シャワーチェアー小型（特注品）　1台
おむつ交換カート　2台

公益財団法人　大友福祉振興財団
第1回

石狩市

釧路市

1
社会福祉法人　新生会
地域生活支援事業　初風

初山別村 車椅子（モジュール）　2台

2
社会福祉法人　長沼陽風会
障害者支援事業　陽風

長沼町 簡易浴槽 湯っとりあ　1セット

3
社会福祉法人　札幌緑花会
療養介護・医療型障害児入所施設
大倉山学院

小樽市 エアーマットレス　4枚

4
社会福祉法人　札親会
札北荘（通所）

札幌市

バリアーフリースケール　1台

リクライニング車椅子　標準仕様　1台
リクライニング車椅子　低床仕様　1台

釧路市

南幌町

札幌市

苫小牧市

奈井江町

苫小牧市

新十津川町

長沼町

稚内市

帯広市

旭川市

札幌市

石狩市

ポーチスロープ 1式

トイレ改修　1式

5
社会福祉法人　侑愛会
おしま地域療育センター

函館市 トイレ改修　1式

第2回　（4-7月募集）

5団体　5件



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金　額 10,366,535円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

バリアフリースケール　1台　

モジュールベッド　1台　サイドレール　1式
マットレス　1枚 　シャワーベンチ　　2台
チーズボード　1個　バランスボード　1個
3段式玉入れ　1台

風呂型バスケット（大）・(小）　　各1式
冷暖房エアコン　１基
リハビリテーション・トレーニングマット　3枚
パナソニック食洗機　１台

22
社会福祉法人　川東の里
川東の里　放課後等デイサービス

社会福祉法人　鷹栖共生会
ぴあふる岩山

23
社会福祉法人　新生会
障がい者支援施設　第二希望学園

25
社会福祉法人　鷹栖共生会
旭川ヒューマンサービスセンター

26
社会福祉法人　鷹栖共生会
柏の里デイセンター

28
社会福祉法人　地域で一緒に暮らそう会
きらきらはうす

27

簡易浴槽　アルミ製・パネル型　1式
超給水ポンプ５点セット　1式
シャワーキャリー　SC-160

大型バランスゲーム　EE3400　　１個
ミニサッカーゴールセット　E4544S　１台
共遊大型歌詞付メロディーベル　256-O0518　１個
ボッチャボール　YOT-3523　１個
ﾄﾞﾚﾐでぴょんぴょん　TP-004　1台

バリアフリースケール　1台

AED（自動体外式除細動器）　2台

低速電動ウォーカー（大型）

24
社会福祉法人　鷹栖共生会
大雪の園

21
社会福祉法人　川東の里
川東学園

音更町

30
社会福祉法人　ともに福祉会
知的障害者通所授産施設　ともに

札幌市
平型図面庫 A2　6台
平型図面庫 A2　2台
額縁用樹脂ガラス　70枚

第3回　（8-10月募集）

29
社会福祉法人　旭川旭親会
地域活動支援センター
きたのまちジョブリハセンター

旭川市  
作業テーブル　6台　作業チェア　6脚
食卓テーブル　1台　食卓イス　4脚　丸イス　2脚
ソファ3人掛け　1脚　加湿空気清浄器　1台

18団体　23件

北見市

北見市

旭川市

鷹栖町

旭川市

鷹栖町

旭川市

31
社会福祉法人　はるにれの里
就労移行支援事業所　あるば

石狩市
厚生労働省編　一般職業適性検査 GATB
（事業所用） 　器具検査　一式

32
社会福祉法人　札親会
生活介護支援事業所　菊水ワークセンター

札幌市 AED（自動体外式除細動器） 3台

AED（自動体外式除細動器）　1台

予定用タイマー3種
ボールプール補充用ボール

33
学園社会福祉法人 　川東の里
施設入所支援・生活介護　川東学園

北見市 特殊浴槽

34
社会福祉法人　川東の里
通所施設　友楽里・風楽里

北見市
女性用ﾄｲﾚ個室　2室増設及び付帯工事　1式
既存ﾄｲﾚ個室設置の便座の環境改善

35
社会福祉法人　はるにれの里
施設入所支援・生活介護　厚田はまなす園

石狩市

39
社会福祉法人　あかしあ労働福祉センター
ディアクティビティディセンターあかしあ

旭川市 介護リフト 3種類　3台

40
社会福祉法人　えぽっく
指定障がい福祉サービス事業　ホホエム

北広島市
AED（自動体外式除細動器）　1台
クッションマット 2枚

36
社会福祉法人　くるみ会
障害者就労支援施設　くるみ

砂川市
標準型車イス　2台
AED（自動体外式除細動器）　1台

37
社会福祉法人　北海道拓明興社
指定障害者支援施設　北海道拓明興社

奈井江町
簡易浴槽　防水ファスナータイプ　1式
給水ポンプ5点セット　1式
シャワー用車いす　1台

38 社会福祉法人　ひまわり 幕別町

AED（自動体外式除細動器）　2台41
社会福祉法人　豊寿会（とよじゅ）
晩生内ワークセンター

浦臼町



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金額 15,533,160円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

50
一般社団法人　音楽セラピー樹音
児童ディサービス　じゅね

帯広市
ヘルマンハープ　サービス楽譜付　1台
ハープケース　1台　マリンバ 1台　ドラムセット　1台

44
社会福祉法人　アシリカ
多機能型通所施設　はばたき

釧路市 電動昇降ベッド　1台

42
社会福祉法人　北光福祉会
障害児入所施設　ひまわり学園

遠軽町

家具A（居室内　吊棚・吊本棚・机・ﾍﾞｯﾄﾞ・整理ﾀﾞﾝｽ）
7ヶ所
家具Ｂ（児童玄関　下駄箱）　2ヶ所
家具C（居室内　整理ダンス・押入れ）　1ヶ所

43
特定非営利活動法人　すてっぷ
すてっぷ

釧路市 テーブル型冷凍冷蔵庫　1台

48
社会福祉法人　白老宏友会
生活介護事業所　みらいえ

白老町 AED（自動体外式除細動器）　1台

49
社会福祉法人　白老宏友会
地域生活支援センター　あぷろ

白老町 AED（自動体外式除細動器）　2台

45
社会福祉法人　麦の子会
児童ディサービス　むぎのこ

札幌市

ウエッジ　2種　2台
デラックスストラップ　2種　2台
エクササイズブロック　1台
コミュニケーションボード　1台　　レッツチャット　1台
入力スィッチ　　1台

46
社会福祉法人　地域で一緒に暮らそう会
共同生活介護事業所
ケアホームぽこあぽこ

音更町

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ6人用　1卓　　ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ　6脚
3畳ｶｰﾍﾟｯﾄ　1枚　　背付きｼｬﾜｰﾍﾞﾝﾁ　1
高さ調整付き浴槽手すり　1　　ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾄ　1
ﾊﾞｽﾎﾞｰﾄﾞ　1　　吸着すべり止め　1
AED（自動体外式除細動器）　1台

47
社会福祉法人　地域で一緒に暮らそう会
児童発達支援事業所　きらきらはうす

音更町
発電機（緊急用）　1台
ポータブルハンモック（児童療育用）　1個

第4回　（10-12月募集）

51
社会福祉法人　札幌緑花会
障害者支援施設　花園学院

札幌市 1階棟生活スペースクッションフロア改修工事

52
社会福祉法人　黒松内つくし園
南後志児童ディサービスセンター

黒松内町

・田中ﾋﾞﾈｰ知能検査V　1式　・Cpｿﾌﾄｼﾞﾑ　1
・ﾄﾞﾚﾐﾏｯﾄ　1　・あそび広がるつみき大工さんｾｯﾄ　1
・磁石でくっつくおままごと和食たっぷりｾｯﾄ　1
・ｶﾌﾟﾗ 280ﾋﾟｰｽ　1　・海と陸のすごろくｾｯﾄ　1
・つなげるすごろくｾｯﾄ　1

53
社会福祉法人　黒松内つくし園
しりべしワークセンターセオス

黒松内町 綿プレス機　万能プレス　SPCA-3S  1台

54
社会福祉法人　黒松内つくし園
障がい者支援施設　しりべし学園成人寮

黒松内町
小便器取替工事　動洗浄機能付小便器　8台
給水・配管取替工事　ライニング（SUS天板）
消臭機能付き長尺塩ビシート貼り

55
社会福祉法人　ないえ福祉会
GH ・ CH一体型　みどり荘（5棟）

奈井江町 AED （自動体外式除細動器）　1台

56
社会福祉法人　札幌緑花会
障害者支援施設　砂川希望学院

砂川市 AED （自動体外式除細動器）　1台

57
社会福祉法人　札幌緑花会
ディサポート夢

砂川市 AED （自動体外式除細動器）　1台

58
社会福祉法人　緑ヶ丘学園
共同生活介護 ・ 共同生活援助事業所
りぶ  ・びれー（4棟）

稚内市 AED （自動体外式除細動器）　1台

59
社会福祉法人　みなみ会
障がい福祉サービス事業所 ・ 就労支援施設
あっぷるミント

札幌市 AED （自動体外式除細動器）　1台

60
社会福祉法人　伊達コスモス21
第2ふみだす

伊達市
トイレ用手すり（はね上げ式）　2基
モジュラー車いす    1台

18団体　22件



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金額 12,277,342円

合計金額 40,580,357円

第1回～第4回

61
社会福祉法人　厚生協会
屈足わかふじ園

新得町 リクライニング式搬送車　4台

62
社会福祉法人　富良野あさひ郷
指定障害福祉サービス事業所
北の峯学園　上富良野事業所

上富良野町 AED （自動体外式除細動器）　1台

63
特定非営利活動法人
知的障害者在宅支援・りぼん

札幌市 AED （自動体外式除細動器）　1台

64
社会福祉法人　はるにれの里
共同生活介護事業所　やすらぎ（14棟）

石狩市 AED （自動体外式除細動器）　1台

65
社会福祉法人　はるにれの里
単独型短期入所事業　ぽけっと

石狩市 AED （自動体外式除細動器）　1台

66
社会福祉法人　札親会
札北荘（入所）

札幌市
簡易浴槽　シャワーキャリーパネル型　1式
給水ポンプ5点セット　1式

67
社会福祉法人　はるにれの里
多機能型指定障がい福祉サービス事業所
ワークセンターポロレ

石狩市 AED （自動体外式除細動器）　1台

68
社会福祉法人　侑愛会
障がい者支援施設　ねお・はろう

北斗市
クッションフロアー施工
浴室床及び脱衣室滑止クッション材施工
浴室壁面手すり取り付け

69
社会福祉法人　渡島福祉会
障害者支援施設
渡島リハビリテーションセンター療護部

鹿部町
セーフティハードル（浴室洗い場滑り止めマット）
数量　156枚

70
社会福祉法人　函館緑風会
希望ヶ丘学園

函館市 外階段、屋根設置工事

函館市 玄関階段タイル補修工事及び手摺新設工事

72
社会福祉法人　はるにれの里
生活介護事業所　レラ・もうらい

石狩市
イヤーマフ　2台
タイムトラッカー　2台

札幌市

73
社会福祉法人　雪の聖母園
障がい者支援施設　しみずさわ

夕張市 廊下用てすりおよび設置工事　一式

74
社会福祉法人　明日佳
就労継続支援A型事業所
ワークトピア　あすか　三笠

三笠市 AED （自動体外式除細動器）　1台

75
社会福祉法人　函館一条
多機能型事業所　ワークセンター一条

函館市 AED （自動体外式除細動器）　1台

22団体　30件

63団体　80件

79
社会福祉法人 HOP
障害者支援施設　あっぷ　サテライト20条

札幌市 ボールプール　スタンダードA　　1式

80
社会福祉法人 あむ
生活介護事業所　びーと

札幌市 軽量折式ストレッチマット　15枚

76 特定非営利活動法人　つなぐ AED （自動体外式除細動器）　1台

77
社会福祉法人　鷹栖共生会
柏の里ディセンター

鷹栖町 ダブルライトスクリーン　高さ180cm　3台

78
社会福祉法人　北光福祉会
一体型障害者グループホーム・ケアホーム
ゆめいく

遠軽町
シャワーチェアー　2脚
夢キャリーⅡ　3台
たためるベンチ　2脚

71
社会福祉法人　函館緑風会
グループホームふるーる


