
公益財団法人　大友福祉振興財団

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金額 577,800円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

第2回（4～7月募集）

1
社会福祉法人　アンビシャス
生活介護事業所フルハウス

札幌市 特殊排泄用ベッド

1団体　1件

AED（自動体外式除細動器）　1台
社会福祉法人　侑愛会
つくしんぼ学級

伊達市

7
社会福祉法人　ゆあみ会
指定共同生活援助（介護サービス包括型）
どりーむ

入居施設浴室改修工事岩見沢市

6

社会福祉法人　雪の聖母園
障がい者支援施設　しみずさわ

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

ｽﾄﾚｯﾁﾎﾞｰﾄﾞ　10台　ｽﾄﾚｯﾁﾛｰﾗｰ　10本
ｴｸｻｻｲｽﾞﾏｯﾄ三つ折り 10本
ｴｱﾛﾋﾞｯｸｽｽﾃｯﾌﾟ　10本　ﾏﾙﾁ運動遊びｾｯﾄ 2ｾｯﾄ
用具入れ　2台

社会福祉法人　札親会
共同生活介護事業所
さつきたそう　ゆめくる

作業所トイレ改修及び洗浄便座取付工事

防水型床走行式リフト 2台

札幌市

夕張市

札幌市

3

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

13

12

11

社会福祉法人　侑愛会
おしま学園

社会福祉法人　えぽっく
ハニカム

社会福祉法人　えぽっく
ホホエム

クッションマット　4枚

車いす（車いす専用クッション付）　1台
クッションマット　6枚

社会福祉法人　侑愛会
おしま菌床きのこセンター

AED（自動体外式除細動器）　1台18

AED（自動体外式除細動器）　1台

簡易浴槽　パネル型　1式
ｼｬﾜｰ用車いす　1 台

社会福祉法人　札親会
共同生活介護事業所　ピース

社会福祉法人　札親会
就労継続支援事業所B型　こもれび

札幌市

札幌市

社会福祉法人　伊達コスモス21
ふみだす

14
社会福祉法人　侑愛会
明生園

4

5

ラップポン・トレッカー2　2台　ラク・アーム　2台
やわらか部便座　2個　専用バッテリー　2個
専用DCケーブル　2本

AED（自動体外式除細動器）　1台

AED（自動体外式除細動器）　1台

15

8 自走用型車椅子（特注）　4台

10

9

社会福祉法人　陵雲厚生会
障害者支援施設　伊達リハビリセンター

AED（自動体外式除細動器）　1台

2

19

社会福祉法人　侑愛会
侑愛荘

17
社会福祉法人　侑愛会
函館青年寮

社会福祉法人　侑愛会
侑ハウス

16
社会福祉法人　侑愛会
星が丘寮

第1回

2014年度（平成26年）助成先一覧 

南幌町

伊達市

北斗市

北斗市

北斗市

北斗市

北斗市

函館市

函館市

北斗市

北広島市



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金額 13,133,642円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

20

22

21
社会福祉法人　はるにれの里
生活介護事業所　さりゅう

AED（自動体外式除細動器）　1台
AED収納ﾎﾞｯｸｽ　1

AED（自動体外式除細動器）　1台
AED収納ﾎﾞｯｸｽ、ｽﾀﾝﾄﾞ　1

AED（自動体外式除細動器）　2台

脱衣室エアコン設置工事　1式
脱衣室床補修工事　1式
浴室窓ガラス取替工事　1式
コーシン快護おふろ　1式

電動リモートコントロールベッド　1台
ストレッチマットレス　1枚　ベッドサイドレール　1組
スイングアーム介助バー　1本

函館市

札幌市

第3回（8-10募集）

月形町

札幌市

26
社会福祉法人　滝川ほほえみ会
滝川ほほえみ工房

29

23

28
社会福祉法人　北陽会
指定障害者支援施設　るべしべ光星苑

27
社会福祉法人　アンビシャス
生活介護事業所フルハウス

札幌市

北見市

25

AED（自動体外式除細動器）　1台

社会福祉法人　侑愛会
クッキーハウス

AED（自動体外式除細動器）　1台

社会福祉法人　はるにれの里
生活介護事業所　ぱいえ

AED（自動体外式除細動器）　1台

札幌市

社会福祉法人　はるにれの里
生活介護事業所　ほしのみ

AED（自動体外式除細動器）　1台

AED（自動体外式除細動器）　1台

社会福祉法人　札幌緑花会
ディサポート優

AED（自動体外式除細動器）　1台

函館市

砂川市

札幌市

札幌市

社会福祉法人　函館一条
多機能型事業所ワークス一条

滝川市

社会福祉法人　愛敬園
北愛館

31
社会福祉法人　麦の子会
指定共同生活援助　ホワイトハウス

16団体　31件

24
社会福祉法人　かいせい
第3かいせい・ふっと

入浴リフト　1台

北斗市

玄関、廊下、トイレへの手すり設置工事　1式

30

32
社会福祉法人　札親会
ワークサポートいぶ樹

33
社会福祉法人　新生会
障害福祉サービス事業　ほっぷすてっぷ

小平町 AED(自動体外式除細動器)　1台

34
社会福祉法人　新生会
障害福祉サービス事業
地域生活支援事業　あとり（共同生活援助）

小平町 AED(自動体外式除細動器)　1台

35
社会福祉法人　新生会
障がい者支援施設　おにしか更生園

小平町
3モーターベッド　2台　移動支援バー  2
差し込み式サイドレール　1
差し込み式サイドレール　1

36
社会福祉法人　新生会
障害福祉サービス事業所
美瑛ディセンターすすらん

美瑛町 AED(自動体外式除細動器)　1台

37
社会福祉法人　新生会
障害者支援施設　風連別学園

初山別村 フルリクライニング車椅子　1台

38
社会福祉法人　新生会
障害者支援施設　初山別学園

初山別村

3モーターベッド　1台　移動支援バー  1
差し込み式サイドレール　1
差し込み式サイドレール　1
ｳｫｼｬｯﾌﾞﾙﾏｯﾄﾚｽ　1枚

39
社会福祉法人　愛誠会
障がい者支援施設　ほべつ誠和

鵡川町 浴室改修工事　1式



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

40
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 利用者休憩用イベントテント　（3m×6m）　3張り

41
社会福祉法人　べつかい柏の実学園
障害者支援施設　柏の実学園

別海町

簡易浴槽(ｷｬｽﾀｰ付、給排水ｾｯﾄ)　1
入浴用担架　1　ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　1　ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ　1
ﾌﾚｷｼﾍﾞﾙﾄ M　1　皮膚赤外線体温計　1
ﾘｽﾞﾑ楽器ｾｯﾄ  1　 紅白くっつきﾎﾞｰﾙ台ｾｯﾄ　1
的あてあそび（両面ﾀｲﾌﾟ)　1　ｶﾗﾌﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　1
ｽﾛｰﾌﾟころりん5  1  ｼﾞｮｲﾝﾄ式輪投げ　1
大型ﾊﾞﾗﾝｽｹﾞｰﾑ　1  車椅子用ﾃｰﾌﾞﾙ　1
車いす用体重計　1

42
社会福祉法人　柏の里めむろ
オークル

芽室町 ウォシュレット取付　5式

43
社会福祉法人　札親会
共同生活援助事業所　ピース

札幌市 AED(自動体外式除細動器)　1台

44
社会福祉法人　はるにれの里
共同生活援助事業所　あしり

札幌市 AED(自動体外式除細動器)　1台

45
社会福祉法人　はるにれの里
共同生活援助事業所　やすらぎ

石狩市 AED(自動体外式除細動器)　1台

46
社会福祉法人　新冠ほくと園
障害者支援施設　節婦ほろしりの里

新冠町
作業棟改修工事　1式
（水回り床解体・改修工事、トイレ交換工事、
作業棟内床クロス張り替え工事）

47
社会福祉法人　函館緑風会
希望ヶ丘学園

函館市
簡易浴槽　湯っとりあパネル型アルミ  1
超給水ポンプセット　1
居室、トイレ、浴室の手すり取付　1式

48
社会福祉法人　函館緑風会
グループホームふるーる

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ3号館（函館市銭亀町210-33）
ウッドデッキ（ベランダ）改築工事

函館市

49 社会福祉法人　北の大地 北見市
AED（自動体外式除細動器）　1台
トイレ手すり取付工事　5ヶ所

50
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
特殊浴槽　1式
浴槽手すり PN-220  2本

51
社会福祉法人　室蘭言泉学園
共同生活援助事業「げんせん」
すみれホーム

室蘭市 浴室改修工事　1式

52
社会福祉法人　伊達コスモス21
サポートハンズころころ

伊達市 ふとん＆洗濯物乾燥機　1台

53
社会福祉法人　はるにれの里
札幌市障がい者相談支援事業所
相談室ぽらりす

札幌市
ジュニアシート　1台
チャイルドシート　1台

54
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

①ﾛｯｶｰ  4個所
②ﾋﾟｱﾉ用ｽｸﾘｰﾝﾊﾟﾈﾙ　1式
③ここち和座 置き敷きﾀｲﾌﾟ　24枚
④入口、窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼り　1式
⑤ﾞﾋﾟｱﾉ　1台　ﾄﾑｿﾝ等　1式

55
社会福祉法人　南富良野大乗会
障害者支援施設　南富良野からまつ園

南富良野町 ﾊﾞﾘｱｰﾌﾘｰ便器（介護付重度者用）設置工事　1式

56
社会福祉法人　鷹栖共生会
大雪の園

鷹栖町 車椅子用体重計　1台

57
社会福祉法人　共友会
ぐれいす

札幌市 送迎車への車いすﾘﾌﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ・ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ取付工事

58
社会福祉法人　アンビシャス
ディサービスセンターいるか

札幌市
車椅子用体重計　1台
床走行式電動ﾘﾌﾄ　1台　ﾘﾌﾄ用ｼｰﾄ　1

59
社会福祉法人　はるにれの里
生活介護事業所　ぼぬーる

札幌市 AED(自動体外式除細動器)　1台



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金額 21,267,243円

団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

浴室滑り止めマット
2m×1m×厚さ7mm ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ　15枚
2m×1m×厚さ7mm ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ　15枚

小平町
社会福祉法人　新生会
障害者支援施設　おにしか更生園

72

低床サイドアップ3モーターベッド　3
（ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ、ﾏｯﾄﾚｽ、ｾﾝｻｰﾅｰｽｺｰﾙ接続部品  3）

札幌市
社会福祉法人　北海道ハピニス
障害者支援施設グリンハイム

73

車いす（ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ）　2　車いす（介助）　2
車いす用（介助）　ｽｲﾝｸﾞｱｳﾄ&　ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ機構、
ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰｼｰﾄ　2
車いす用 ｱｸｼｮﾝﾊﾟｯﾄﾞ　2　 車いす用 ｸｯｼｮﾝ　2
車いす用 ﾌﾙｾｯﾄ　2　車いす用 臀部ﾊﾟｯﾄｾｯﾄ　2

札幌市
社会福祉法人　桂和会
障害者支援施設　くりのみハイム

69

AED(自動体外式除細動器)　1台
社会福祉法人　えぽっく
ハニカム

70 南幌町

厚地防炎・防汚加工タイルカーペット施工　1式剣淵町
社会福祉法人　剣淵北斗会
剣淵北の杜舎

71

67
社会福祉法人　新篠津福祉会
ふれあいの苑

新篠津村
歩行器　1　自走式車イス　1
入浴介助用チェア　2

68

ﾘｶﾝﾍﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ　1  ｽｶｯﾄﾎﾞｰﾙｾｯﾄ　1
友・遊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｾｯﾄ　1　 ﾃﾞｯｷｽﾃｨｯｸｹﾞｰﾑｾｯﾄ　1
ﾄﾞﾚﾐﾏｯﾄｾｯﾄ　1  ﾍﾞﾙﾊｰﾓﾆｰﾃﾞｽｸﾀｲﾌﾟ　1
ｵﾀﾏﾄｰﾝ ﾃﾞﾗｯｸｽ　4  ﾄﾞﾚﾐﾊﾟｲﾌﾟ BOX Aｾｯﾄ　1

旭川市
社会福祉法人　旭川ねむのき会
ねむのきワークセンター

60
社会福祉法人　長沼陽風会
障がい者支援施設　陽風
障がい者支援センター　ゆに農場

由仁町 AED(自動体外式除細動器)　1台

64
社会福祉法人　豊寿会
晩生内ワークセンター

浦臼町 シャワー設置、便所修繕　1式

61
社会福祉法人　長沼陽風会
クリーンライフ陽風堂

長沼町 AED(自動体外式除細動器)　1台

62
社会福祉法人　長沼陽風会
障がい者支援施設　陽風
障がい者支援センター　えにわん

恵庭市 AED(自動体外式除細動器)　1台

63
社会福祉法人　雪の聖母園
障がい者支援施設　雪の聖母園

月形町 C棟男女トイレ改修工事　1式

ﾐﾆﾊｰﾄﾞﾙ-15　1　ﾐﾆﾊｰﾄﾞﾙ-20  1
Cﾘﾝｸﾞﾗﾊﾞｰ連結式　1　ﾒﾋﾞｳｽ おばけｷｬｯﾁ　1
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　1 　ｴｸｻｻｲｽﾞﾎﾞｰﾙ 30cm　1
お砂遊びｷﾈﾃｨｯｸｻﾝﾄﾞ5㎏　1
おでかけどうぶつしょうぎ　1　ｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ　ﾊﾘｶﾞﾘ　1
学校用ﾓｰﾙﾄﾞｼｰﾄ S　1　 学校用ﾓｰﾙﾄﾞｼｰﾄ L　1
ﾍﾞｰｼｯｸｷｰﾎﾞｰﾄﾞ　CTK-240  1

66
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

21団体　32件

第4回（11-12募集）

65
社会福祉法人　はるにれの里
サポートセンター　あらいぶ

石狩市
エアーボールゲームセット　1
安全ソフトダーツ　1

ﾄｲﾚｱｰﾑﾚｽﾄ床固定ﾀｲﾌﾟ 背もたれ付  1
ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ（おりたたみ）　1
折りたたみ式軽量ｽﾛｰﾌﾟ   1
ｽﾁｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ 60cm　1　ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｽｸﾘｰﾝ（4枚組）　1
ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ2ﾓｰﾀｰベッド  1　ｿﾌﾄﾏｯﾄ　6㎝厚　8

室蘭市
特定非営利活動法人　わーかーびぃー
ろぐらん

74

AED(自動体外式除細動器)　1台江別市
社会福祉法人　長井学園
江別緑志苑

75

昇降式 リハビリテーブル　6稚内市
社会福祉法人　緑ヶ丘学園
稚内はまなす学園

76

車椅子用玄関スロープ（鋼製）設置工事　1式江別市
社会福祉法人　長井学園
障害者支援施設　ハビタットのっぽろ

77



団　　　体　　　名 所在地 品　　　　　　　名

金額 8,707,264円

合計金額 43,685,949円

一号館　スロープ工事　1式
二号館　スロープ工事　1式

社会福祉法人　天寿会
ケアホーム・グループホーム　しおさい

白老町80

ｽﾃｯﾊﾟｰ  1　電動ｳｫｰｶｰﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ　1
ｳｫｰｶｰ用ﾌﾛｱ保護ﾏｯﾄ　1　ﾐﾆｻｯｶｰｺﾞｰﾙ　1
ﾌｯﾄｻﾙﾎﾞｰﾙ ｼﾞｭﾆｱ　1　 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ　1
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 3段ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ　3
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 旗　3　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ ｽﾀｰﾄﾏｯﾄ　3
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ　ｸﾘｱﾎﾞｰﾙ ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ　3

石狩市
社会福祉法人　はるにれの里
地域活動支援センターえみな

81

ニーリングアクション②　1　 アームパッドﾞ　1
みらいチェアー②　1　ヘッドサポート（2ヶ）　1

 札幌市
社会福祉法人　麦の子会
児童ディサービスむぎのこ

78

介護リフト （ステンレスアーム）　1
キャリー　分離型　1　キャリー  アームレスト　1
キャリー　安全ベルト大　1

社会福祉法人  愛光会
門別愛光園

日高町79

床走行式電動介護リフト　1式
コールマット　5　エアーマット　5

札幌市
社会福祉法人　札幌恵友会
障がい者支援施設　つばさ
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19団体　21件

第1回～第4回

57団体　85件

社会福祉法人　愛誠会
グループホームかっぷりんぐ

アルミ製玄関手摺工事　1式むかわ町82

作業棟・食堂クッションフロアー貼り工事　1式釧路市特定非営利活動法人　ステップ83

染物室入口　引き戸取付工事　1式岩見沢市
社会福祉法人　こくわ福祉会
こくわの里

84


