公益財団法人 ダイトロン福祉財団 平成２９年第１６回 助成金贈呈先 一覧表
事業

１号

団体名

地域

(社福) 湖北会
あそしあ

長浜市

NPO法人 あんと

野洲市

(社福) 滋賀県聴覚障害者福祉協会
湖北 みみの里
特定非営利活動法人 道
重症児デイサービス ふぁみりぃ
(社福) 若竹会
若竹作業所
特定非営利活動法人 スペースウィン
グループホーム やまぼうし
(社福) しあわせ会
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所むつみ園
特定非営利活動法人 陽だまり
陽だまり Ａ型
特定非営利活動法人 陽だまり
共同作業所 陽だまり
(社福) 滋賀県視覚障害者福祉協会
ＮＰＯ法人 ＮＰＯ子供ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 天気村
放課後等デイサービス ソラマメくらぶ
特定非営利活動法人 喜里
ワークスペース喜福
(社福) 湖北会
湖北まこも
(社福) もるどう会
あじさい園
特定非営利活動法人 くりの木会
第二くりのみ作業所
(社福) パレット・ミル
多機能型事業所 パワフル
ＮＰＯ法人 滋賀県社会就労事業振興センター
ウッディ伊香立
一般社団法人 とこ
Ｋama-moto
特定非営利活動法人 真
フォーラム まこと
(社福) 美輪湖の家 大津
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 瑞穂
(社福) きぬがさ福祉会
おうみや
特定非営利活動法人 夢の木
maison de Reve (ﾒｿﾞﾝﾄﾞﾚｰｳﾞ）
(社福) ひかり福祉会
ひので作業所
(社福) 美輪湖の家
陽気寮
(社福) にぎやか会
にぎやか工房
(社福) 八身福祉会
葉菜屋

ＮＰＯ法人 おうみ犯罪被害者支援センター
第１号事業： 27 団体

米原市
彦根市
草津市
守山市
草津市
野洲市
野洲市
彦根市
草津市
東近江市
長浜市
守山市
栗東市
栗東市
大津市
野洲市
米原市
大津市
近江八幡市

大津市
長浜市
東近江市
草津市
東近江市
大津市

事業内容 / 助成内容

助成額
（千円）

障害者の施設入所支援、生活介護事業
業務用大型洗濯機 ＨＣＷ-5276ＷＨ
農作業、空き缶、ペットボトルのリサイクル、下請けの軽作業他
家屋の屋根瓦葺替
よもぎパスタの開発・販売及び縫製製品の製作
業務用冷凍冷蔵庫、業務用ミシン（JUKI）２台
重症児の児童発達支援、放課後デイサービス
入浴介護用リフト
パン、クッキー、ラスクの製造販売他
マルゼン製 ガスロータリークッカーＲＣＧ-300（キャラメルラスク製造用）
グループホームでの就労、生活支援
自動火災報知機設置工事
紙漉き、ビーズ製品などの自主製品の製作、ボルトの組み立て、古紙回収等請負業務

作業所仕切り用パーテーション ＯＰ－ＸＲ－017－ＨＩＧＨ 他
しいたけ、きくらげの製造販売
受発注用複合機（コピー、ＦＡＸ、電話）
喫茶店での日替わり弁当、予約弁当の製造販売
製氷機、テーブル型冷凍庫
カゴ、クッション、点字名刺、マッサージ等
【車】 スズキ エブリィ ＰＡ Ｈルーフ
養護、特別支援、ろう話学校の小学から高校までの生徒のデイサービス
ソラマメくらぶの施設整備 - 誘導灯７個、非常ベル２個、配線工事他
難病・慢性病患者、障害者のＢ型作業所の運営
移転先施設（Ｈ２９年夏に移転予定）の空調設備整備 - エアコン設置
廃棄紙を細断し、袋詰めをした緩衝材の製作
シュレッダー シュレッドマスタープロ４台
食品加工、電機部品組立、自主製品の製造販売など
施設食堂棟入口バリアフリー化のため、食堂扉改修（引き戸へ変更）
自動車部品の外注加工及び冷蔵庫部品の加工等
コンプレッサー （日立 ＰＢ-7.5ＭＮＰ）
木工、菓子製造、ブルーベリー栽培、お守り製造、請け負い作業など多岐にわたる作業

通所者の送迎・請負作業用車両 - 【車】 日産セレナ ミニバン 寒冷地仕様

木工、手打ちそば店舗経営、耕作放棄地を活用した野菜栽培など
農作業時の屋根付き休憩スペースの設置 - スーパーハウス
野菜栽培・園芸、雑貨の制作販売、喫茶等
生活介護事業所の室内整備 - 和室フローリング、天井・壁クロス貼工事
放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所の運営
設備改修 - トイレ改修（トイレ本体、工事費等）
無農薬野菜の栽培、クッキー・パウンドケーキ、無添加味噌、マーマレード製造等

自家製麺の製造販売 - 製麺機 タイセーⅢ型 一式
宅配弁当事業の厨房設備購入
ガステーブル、オーブン、調理台他
精神障がい者のためのグループホーム maison de Reveの運営
間仕切り工事一式
知的重度・高齢障害者・行動障害者への療育活動
リラックス効果が期待できる、スヌーズレン（ﾊﾞﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ等）室の設備整備
知的・精神障害者のためのグループホーム 陽気寮運営
設備改善 - 火災通報装置、自動火災報知機の設置
ボルト組立、配線コードの加工等の受託事業、野菜の卸売、加工販売など

野菜の卸売、加工販売用野菜保管設備改善 - プレハブ冷蔵庫一式
知的・精神・身体等障害者のためのB型作業所の運営
H29年4月開設のＢ型作業所の水耕栽培用、育苗ハウス、育苗棚、育苗箱他

知・精・身（視覚、ろう含む）障害者の犯罪被害者の支援と防止活動
「たすけて」絵本/ＤＶＤの改訂及び増刷
第１号事業 小 計

15,953

公益財団法人 ダイトロン福祉財団 平成２９年第１６回 助成金贈呈先 一覧表
事業

2号

団体名

(社福) びわこ学園
びわこ学園医療福祉ｾﾝﾀｰ野洲
特定非営利活動法人 街かどｹｱ滋賀ﾈｯﾄ

地域
野洲市
湖南市

事業内容 / 助成内容
重症心身障害児者の有効な呼吸管理方法に関する研究事業
経皮血液ガスシステム TCM/ＴＥＳＣＯ本体、同機用センサ、専用架台
「いきいき生活支援員」に見られる「“ならでは”の働き」の見える化に向けての追加調査
Ｈ27年より継続している調査の追加で障害のないスタッフの撮影を行い比較検討を実施

第２号事業： 2 団体

3号

(社福) 汀会
止揚学園
(社福) びわこ学園
びわこ学園医療福祉ｾﾝﾀｰ草津
湖南ダンスワークショップ

第２号事業 小 計
草津市

東近江市

守山市

湖南市

特定非営利活動法人 ディフェンス

草津市

作業所 おもや
SUNNY SIDE 合同会社
おひさまハウス
(社福) 一宮市社会福祉協議会

1,500

知的障害者の入居施設の設備の充実
介護用ベッド、マットレス（床ずれ防止用）他
脳性麻痺の児童のためのフィットネスの向上と参加を支援する事業
ＰＥＴＲA Ｒａｃｅ Ｒunner(ランニング補助機器）３台、Hand Bike(手漕ぎ自転車）１台他

スペシャルオリンピックス 日本・滋賀

特定非営利活動法人 縁活

助成額
（千円）

栗東市

草津市

一宮市

障害者の身体表現活動の支援。毎年糸賀一雄記念音楽祭にて成果を発表

フランス・ナント市での舞台発表への参加費
知的障害者等のｽﾎﾟｰﾂを通しての健康増進、社会的自立を目指す
「出前ｽﾎﾟｰﾂ教室・体験講座」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ﾕﾆﾌｫｰﾑ購入
ホームヘルプ、ヘルパー養成、相談支援、政策提言、福祉情報提供、福祉運送等

福祉有償運送用車両 - 【車】 スズキ エブリィ 車いす移動車
耕作放棄地を活用した野菜栽培、カフェレストランの運営等
こんにゃく製造設備 - 地下水工事、作業台、冷凍ストッカー他
新設施設（放課後等デイサービス・日中一時支援事業）の音楽療育機器
楽器類、プロジェクター、スクリーン、スピーカー等
障害者、相談支援センターの設備充実のための事業
車椅子対応車両他

第３号事業： 8団体

第３号事業 小 計

平成２９年度 第１６回 助成合計

３７団体、助成金贈呈額 総額

13,147
30,600

