
公益財団法人　大友福祉振興財団

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金　額 4,752,000円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

2015年度（平成27年）助成先一覧

ストレッチフィットマットレス　 20枚11

社会福祉法人　ゴーシュの櫓
共同生活援助事業所　ケアホーム・トムテ

社会福祉法人　北海道ハピニス
生活介護事業所　グリンハイム

スカットボールⅡ  1台
スカットケース　1個

トイレの改修工事　1式4

3モーターベッド　2台　移動支援バー　2
差込式サイドレール　1　差込式サイドレール　1
AED(自動体外式除細動器) 　1台

社会福祉法人　新冠ほくと園
障がい者支援施設　節婦ほろしりの里

社会福祉法人　新生会
障がい者支援施設　おにしか更生園

5

3

2

小平町

旭川市

玄関入口スロープ改良工事
社会福祉法人　ホープ
フロンティア登別

社会福祉法人　陵雲厚生会
伊達リハビリセンター

10

社会福祉法人　侑愛会
星が丘寮

社会福祉法人　新生会
障害者支援施設　初山別学園

社会福祉法人　新生会
障害者支援施設　風連別学園

新冠町

13

12

社会福祉法人　生振の里
障がい者支援施設　生振の里

17
社会福祉法人　札親会
共同生活援助事業　あじさい

訓練台　1　額ﾏｸﾗ　1　練習用腰掛  1
ﾛｰﾙ (20×91cm) 　1　ﾛｰﾙ (30×91cm) 　1
身長計 2m　1

ワイドタイプ車椅子　2
車椅子ニュースイング　1
車椅子用クッション  3　折りたたみ歩行器　1

車いす体重計　1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

AED（自動体外式除細動器）　1台

トイレの改修工事　1式

社会福祉法人　網走桂福祉会
障がい者支援施設　サンライズ・ヨピト

車いすトイレの設置工事（男女棟）　1式20

社会福祉法人　札幌この実会
北の沢ディセンター

18
社会福祉法人　札幌この実会
もいわサポートセンター

AED（自動体外式除細動器）　1台札幌市

札幌市

網走市

深川市

北斗市

初山別村

初山別村

14

社会福祉法人　侑愛会
おしま地域療育センター

社会福祉法人　雪の聖母園
障がい者支援施設　雪の聖母園

15
社会福祉法人　南富良野大乗会
共同生活援助事業所ぴあ

登別市

伊達市

函館市

月形町

石狩市

南富良野町

札幌市

札幌市

第1回

第2回　（4/1～7/15募集分）

16
社会福祉法人　札幌三和福祉会
指定障害者福祉サービス事業所
ワークショップサンワ

19

1
社会福祉法人　函館緑花会
障害者支援施設　ふじの学園

北斗市 車いす用トイレの整備工事　1式

1団体　1件

9

8 AED（自動体外式除細動器）　1台

社会福祉法人　揺籃会
障害者支援施設　あかとき学園

昇降式テーブル（1890）　3台
昇降式テーブル（1590）　13台

札幌市

歩行補助器（SK型)　1台　行補助器（1G-T型)　1台
連動昇降式平行棒　1台
エアマットレス　1　移乗シート 1　スライドマット　1
イージーモーション　1

AED（自動体外式除細動器）　1台

業務用洗濯機(20kg)　1台

6

7



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

38
社会福祉法人　札幌協働福祉会
当別・高岡アクティビティーセンター

40
社会福祉法人　豊寿会
晩生内ワークセンター

1階手洗場改修設備工事

30
社会福祉法人　厚生協会
屈足わかふじ園

ナースコールの改修（居室、トイレ部分）　1式

31
社会福祉法人　真宗協会
障害者支援施設　帯広はちす園

AED（自動体外式除細動器）　1台
車いす  2台

小便器取付工事　2ヶ所

日高町

33
社会福祉法人　恵庭光風会
多機能型事業所
光と風の里恵み野西　牧場事業所

男性トイレ改修工事　1式

手摺取付　3ヶ所
小便器フラッシュバルブの取替　2
洋式トイレタンク蓋　1

37
社会福祉法人　北勝光生会
障害者支援施設　みどりの園

移動用手摺工事　1式

36
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

シャワーストレッチャー（浴槽セット付）　1台

35
社会福祉法人　長井学園
江別緑志苑

入浴用介護リフト　1式

陸別町

当別町

床走行式リフト　2台

ウォシュレット一体型便器取替工事　3ヶ所

22
社会福祉法人　あけぼの福祉会
障がい者支援施設　岩内あけぼの学園

車いす用昇降型洗髪・洗面台　1

24
社会福祉法人　麦の子会
シーランチ

AED（自動体外式除細動器）　1台

23 北海道ボッチャ協会
ボッチャボールセット　10
ランプ　5 (ｹｰｽ付 2、ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ 3）

社会福祉法人　麦の子会
ショートステイホーム　ピース

AED（自動体外式除細動器）　1台

26
社会福祉法人　麦の子会
ショートステイホーム　むぎのこ

AED（自動体外式除細動器）　1台

岩内町

岩見沢市

札幌市

札幌市

札幌市

脱衣室すべり止めマット(50cm×20m) 　4枚
社会福祉法人　愛光会
門別愛光園

長沼町

恵庭市

札幌市

江別市

43

札幌市 

浦臼町

札幌市

32
社会福祉法人 長沼陽風会
障がい者支援施設　陽風

電動ベッド　1
マットレス　1　差込み式サイドレール　1

小樽市

42
社会福祉法人　アンビシャス
生活介護事業所　自由工房

ｳﾚﾀﾝﾏｯﾄ（W900×D1900×Ｈ50)　12枚
ｳﾚﾀﾝｸｯｼｮﾝ（W900×D300×H300)  8枚
ｳﾚﾀﾝｸｯｼｮﾝ（W1200×D300×H300)  2枚

41
社会福祉法人　はるにれの里
多機能型指定障害福祉サービス事業所
ワークセンターポロレ

トレッドミル　1

39
NPO法人　ひなた
生活介護事業所　きどこ・きどこ

幼児・児童・身障者用トランポリン　1台

石狩市

34
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
緑ヶ丘療育園

旭川市

新得町

帯広市

ストレッチャースケール　1

21
社会福祉法人　雪の聖母園
障がい者支援施設　しみずさわ

白老町

28

社会福祉法人　北海道療育園
北海道療育園

29

社会福祉法人　柏の里めむろ
グループホーム　明幸寮

夕張市 トイレブース（男子）改修工事　1式

芽室町

社会福祉法人　白老宏友会
地域支援センター　あぷろ

27

25



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金　額 33,280,916円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

64
社会福祉法人 後志報恩会
障害者支援施設　和光学園

小樽市 廊下・ﾄｲﾚの手摺設置、吊り戸改修工事　1式

61
社会福祉法人　札親会
つきがた友朋の丘

月形町 入浴用電動リフト　1式

62
社会福祉法人　釧路愛育会
障害者支援施設　鶴が丘学園

釧路市
車椅子　6台
歩行器　3台

63
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
脱衣室改修工事　1式
2ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ　1　ﾏｯﾄレス　1　ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ　2本1組
電動診察台　1

58
社会福祉法人　旭川ねむのき会
ねむのきワークセンター

旭川市 アコーディオンスクリーン　6台

59
NPO法人　自立支援センター　歩歩路
就労継続事業所　工房はまなす

札幌市 車椅子式段差解消機　1式

60
社会福祉法人　旭川ねむのき会
ねむのき神居

旭川市

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ用品
　・ｷｬｯﾁｬｰﾐｯﾄ 1　・ﾌｧｰｽﾄﾐｯﾄ 1　・ｸﾞﾛｰﾌﾞ（右） 14
　・ｸﾞﾛｰﾌﾞ(左） 3　・用具ｹｰｽ 1　・ﾊﾞｯﾄ 1　・遠征用ﾊﾞｯｸﾞ 2
　・ﾊﾞｯﾄｹｰｽ 1　・野球用ﾍﾙﾒｯﾄ 8
AED（自動体外式除細動器） 1台

55
社会福祉法人　北陽会
障がい者支援施設　るべしべやよい苑

北見市 AED（自動体外式除細動器）　1台

56
社会福祉法人　札幌恵友会
障がい者支援施設　つばさ

札幌市
スタンディングテーブル　1台
セパレートテーブル  1台

57
社会福祉法人　小樽四ツ葉学園
小樽四ツ葉学園

小樽市 車いす体重計　1台

社会福祉法人　北光福祉会
地域生活支援　パオ

AED（自動体外式除細動器）　1台

48
社会福祉法人　北光福祉会
障害児入所施設　ひまわり学園

2連ブランコ　1基
3間鉄棒　1基
ポゴステップ　1

47
社会福祉法人　静内ペテカリ
こどもサポート　ほっぷ

知能検査　日本版　コンプリートセット　1式
WISC-Ⅳ換算アシスタント  1
新版 構音検査　1　構音検査シート（2名分)

45
社会福祉法人　地域で一緒に暮らそう会
日中一時支援事業所　きらきらはうす(HUG)

床走行式リフト　（スリングシート付）　1台
リハビリ用マット　5枚
食器洗い乾燥機　2台

音更町

遠軽町

遠軽町

遠軽町

湧別町

39団体　50件

50
社会福祉法人　北光福祉会
児童通所支援事業　ぱすてる

器具・知育教材　21点
（幼児用ﾃｰﾌﾞﾙ、ﾏｯﾄ、平均台、知育教材等）

49
社会福祉法人　北光福祉会
児童通所支援事業　くれよん

2連ブランコ　1基
木製砂場枠　1基

51

第3回　（10/15～11/30募集分）

52
社会福祉法人　朔風
朔風支援センターささえ～る
就労継続支援B型事業所　ひいらぎ

札幌市

NPO法人　あばしりスポーツクラブ
指定生活介護事業所　ラポール

網走市 いす式階段昇降機 　1式

54
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 床走行式リフト　2台

AED（自動体外式除細動器）　1台

53

札幌市

別海町

新ひだか町

46
社会福祉法人　べつかい柏の実会
障害者支援施設　柏の実学園

簡易浴槽ﾊﾟﾈﾙ型　1　入浴用ｼｬﾜｰｷｬﾘｰ　1
ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ　1　非接触式体温計　4
ﾎｰﾑｾｰﾌﾃｨｱﾗｰﾄ　1　背・座ｸｯｼｮﾝｾｯﾄ　2
X型入浴用介助ﾍﾞﾙﾄ　1　ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞﾌｨｯﾄ　1
一人用ｿﾌｧ　3　ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ (昇降ﾀｲﾌﾟﾟ)　1

44
社会福祉法人　札幌肢体不自由福祉会
生活介護事業所　O・むすび（おむすび）

昇降式作業ﾃｰﾌﾞﾙ（1100mm角）　4台
昇降式作業ﾃｰﾌﾞﾙ（1100×1800mm角）　3台



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金　額 10,840,028円

金　額 48,872,944円

70
社会福祉法人　空知の風
たのしいどう

岩見沢市 浴室改修工事　1式

74
社会福祉法人　紋別市百年記念福祉会
障がい者支援施設　オホーツク福祉園

紋別市 AED（自動体外式除細動器）　1台

22団体　23件

71
社会福祉法人　網走桂福祉会
サンライズ・ヨピト

網走市 床走行式介護リフト　1台

72
社会福祉法人　後志報恩会
大江学園

仁木町
歩行補助用手すり　2ヶ所
階段ゴムチップパネル貼り　1ヶ所

73
社会福祉法人　剣淵北斗会
剣淵北の杜舎

剣淵町
折りたたみ昇降テーブル　1台
ストッパー付き回転チェアー　7脚

67
社会福祉法人　黒松内つくし園
福祉型障害児入所施設　しりべし学園

黒松内町

卓球台　1  卓球ﾗｹｯﾄ　1　卓球60球ﾀﾞｰｽﾎﾞｰﾙ　1
ﾎﾞｰﾙｽｸｰﾌﾟ　1　NCｻﾎﾟｰﾄｾｯﾄ　1　ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ3号　1
ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ4号　1　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ7号  1  ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ　1
ﾐﾆｶｳﾝﾀｰ　1　得点板　1

68
社会福祉法人　真宗協会
障害者支援施設　帯広慈光学園

帯広市 手摺設置工事　1式

69
NPO法人　ひなた
障害児通所支援事業所　のこじゅく

札幌市
クッションマット 190枚
専用スロープ コーナー用　5個
専用スロープフチ用　48個

65
社会福祉法人　かいせい
ケアホームあみかる

函館市 AED（自動体外式除細動器）　1台

66
社会福祉法人　あけぼの福祉会
岩内あけぼの学園

岩内町
セフティハードル（12枚入）　5
バイオクッション　6

55団体　74件

第1回～第3回


