
１ 社会福祉法人等施設整備事業                             【補助率１/２、補助限度額　１，５００千円】[単位：千円]

審査会
管理番号

団体法人種別 団体名 （ 施設名 ） 補助申請内容 交付
決定額

1 社会福祉法人 みどり福祉会 （ 特別養護老人ホームあんきの家細畑 ）空調設備更新工事 1,500

2 社会福祉法人 舟伏 （ 日野保育園 ）通路のゴムチップ舗装工事 1,500

3 社会福祉法人 笠松中央福祉会 （ 笠松保育園 ）遊具の修理等工事 1,358

4 社会福祉法人 日本児童育成園 （ 乳幼児ホームまりあ ）テラス取替工事 1,500

5 社会福祉法人 宝和会 （ 大洞こども園 ）正門及び園内通路等改修工事 1,500

6 社会福祉法人 大東福祉会 （ 特別養護老人ホームゴールドライフ大東 ）施設5階共用スペース等改修工事 1,500

7 特定非営利活動法人 グラシアス （ いろどり ）訓練作業室改築工事 1,500

8 特定非営利活動法人 みつばちの家 （ ワークショップハニー ）和室改修工事 176

9 社会福祉法人 合掌苑 （ 児童養護施設合掌苑 ）浴室洗面改修工事 1,235

10 特定非営利活動法人 ひなたぼっこ （ グループホームそよかぜ ）防災避難路の充実 737

11 特定非営利活動法人 グッドサポート福祉会 （ グループホーム小春日和第2 ）下水配管工事 1,500

12 社会福祉法人 かやの芽福祉会 （ かやの木保育園 ）乳児室床修繕工事 1,500

13 社会福祉法人 和敬会倶楽部 （ 特別養護老人ホームふくろうの杜 ）外壁塗装及び非常階段修繕工事 1,500

14 社会福祉法人 飛騨慈光会 （ グループホームぷりずむ ）敷地整備工事 1,078

15 特定非営利活動法人 おおむらさきの会 （ デイサービスセンターみんなみんなよーこそ ）敷地整備工事及び避難用備品収納庫設置工事 166

計 申請件数（15件） 18,250

２の１　社会福祉法人等備品整備事業（うち、車両購入関係分） 【補助率１/２、補助限度額　７５０千円】[単位：千円]

審査会
管理番号

団体法人種別 団体名 （ 施設名 ） 補助申請内容 交付
決定額

16 一般社団法人 グッデイ （ グッデイすぎない ）送迎用車両、エアコン及び冷凍冷蔵庫の更新 750

17 社会福祉法人 浩仁会 （ 老人デイサービスセンターまほろば ）送迎用車両の更新 750

18 社会福祉法人 善心会 （ 地域密着型複合施設りんどう ）送迎用車両の更新 750

19 社会福祉法人 愛燦会 （ デイサービスいろは ）送迎用車両の購入 750

20 社会福祉法人 香徳会 （ 特別養護老人ホームせきこもれび ）送迎用車両の更新 750

21 特定非営利活動法人 ソーシャル・ネットワーク （ グループホームぬくもりの里かもの ）送迎用車両の更新 750

22 社会福祉法人 心誠会 （ 訪問介護ステーションせせらぎ緑風苑 ）事業用訪問車両の更新 627

23 社会福祉法人 桜友会 （ 児童心理療育施設桜学館 ）送迎用車両の更新 750

24 社会福祉法人 東濃福祉会 （ 東濃ワークキャンパス ）出荷販売・送迎用車両の更新 479

小計 申請件数（9件） 6,356

２の２　社会福祉法人等備品整備事業（うち、車両購入関係以外分） 【補助率１/２、補助限度額　７５０千円】[単位：千円]

審査会
管理番号

団体法人種別 団体名 （ 施設名 ） 補助申請内容 交付
決定額

25 社会福祉法人 千代田会 （ 特別養護老人ホーム喜久寿苑 ）超低床ベッドの購入 750

26 社会福祉法人 三縁の会 （ 介護老人保健施設サットヴァの園 ）温冷配膳車の更新 750

27 社会福祉法人 吉田会 （ 養老の郷 ）インカムマイクの購入 373

28 社会福祉法人 杉和会 （ 優・悠・邑和合 ） ベッドコール・コードレスナースコール及びエアマットレスの購入 750

29 社会福祉法人 墨友会 （ サンヴェール花水木 ）車椅子の購入 102

30 社会福祉法人 大和社会福祉事業センター （ ハートピア谷汲の杜 ）エアコンの更新 750

31 社会福祉法人 ぶなの木福祉会 （ ともいきの里東弥 ）プレハブ冷凍庫の購入 750

32 社会福祉法人 多治見清凉会 （ 特別養護老人ホーム清凉苑 ）温冷配膳車の更新 698

33 社会福祉法人 敬愛会 （ 特別養護老人ホームシクラメン ）業務用洗濯機の更新 750

34 社会福祉法人 みらい （ けやき ）非常用発電機及び蓄電池の購入 372

35 社会福祉法人 神東会 （ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑 ）温冷配膳車の更新 750

小計 申請件数（11件） 6,795

２合計　社会福祉法人等備品整備事業（車両購入関係分＋車両購入関係以外分） 　　　　　　　　　　　　　　　　　  [単位：千円]

合計 申請件数（20件） 13,151

３　社会福祉法人等調査・研究開発事業 【補助率１/２、補助限度額　５００千円】
該当なし

４　社会福祉法人等啓発事業 【補助率１/２、補助限度額　５００千円】

該当なし
５　社会福祉法人等団体育成事業 【補助率１/２、補助限度額　５００千円】

該当なし
６　その他の事業 【補助率１/３、補助限度額　５００千円】

審査会
管理番号

団体法人種別 団体名 （ 施設名 ） 補助申請内容 交付
決定額

36 特定非営利活動法人 チャイルドラインぎふ （ ）チャイルドラインカードの配布 69

小計 申請件数（1件） 69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　[単位：千円]

総合計 申請件数（36件） 31,470

令和３年度岐阜県愛のともしび基金補助事業補助金交付決定一覧表

 


