
　

　　（単位：千円）

番号 補助事業名 補助事業者名 都道府県 交付決定額 資金

1 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) ガイドポスト 北海道 1,575 競輪

2 福祉車両の整備（移送車２） (福) 秋葉会 青森県 1,125 競輪

3 福祉車両の整備（移送車４） （福）宏仁会 青森県 1,575 競輪

4 福祉車両の整備（移送車２） (福) 道友会 青森県 1,950 競輪

5 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) ケアセンターいこい 岩手県 1,575 競輪

6 福祉車両の整備（移送車２） (福) 豊明会 宮城県 1,575 競輪

7 福祉車両の整備（移送車４） (福) 矢吹厚生事業所 福島県 1,575 競輪

8 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) 茨城YMCA 茨城県 1,575 競輪

9 福祉車両の整備（移送車２） (福) 保内園 茨城県 1,125 競輪

10 福祉車両の整備（移送車４） (福) 明康会 茨城県 1,575 競輪

11 福祉車両の整備（移送車４） (福) 愛光園 栃木県 1,575 競輪

12 福祉車両の整備（移送車２） (福) すぎのこ会 栃木県 1,125 競輪

13 福祉車両の整備（移送車２） (福) プレジール 群馬県 1,125 競輪

14 福祉車両の整備（移送車４） (福) 久美愛園 埼玉県 1,575 競輪

15 福祉車両の整備（移送車４） (福) 本庄ひまわり福祉会 埼玉県 1,575 競輪

16 福祉車両の整備（移送車４） (福) 聖心会 千葉県 1,575 競輪

17 福祉車両の整備（移送車２） (福) 愛信芳主会 東京都 1,125 競輪

18 福祉車両の整備（移送車２） (福) 菅生会 東京都 1,950 競輪

19 福祉車両の整備（移送車２） (福) 湘南敬友会 神奈川県 1,125 競輪

20 福祉車両の整備（移送車４） (福) 慈正会 神奈川県 1,575 競輪

21 福祉車両の整備（移送車２） (福) 藤心会 神奈川県 1,125 競輪

22 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) トムトム 神奈川県 1,575 競輪

23 福祉車両の整備（移送車２） (福) 清寿会 富山県 1,950 競輪

24 福祉車両の整備（移送車４） (福) つくしの会 石川県 1,575 競輪

25 福祉車両の整備（移送車４） (福) 久寶会 福井県 1,575 競輪

26 福祉車両の整備（移送車２） (福) つぐみ福祉会 福井県 1,950 競輪

27 福祉車両の整備（移送車２） (福) 藤島会 福井県 1,950 競輪

28 福祉車両の整備（移送車４） (福) 文珠福祉会 福井県 1,575 競輪

29 福祉車両の整備（移送車２） (福) 悠善会 福井県 1,950 競輪

30 福祉車両の整備（移送車２） (福) 櫻樹会 山梨県 1,125 競輪

31 福祉車両の整備（移送車２） (福) 杉の子 静岡県 1,125 競輪

32 福祉車両の整備（移送車２） (福) 新生会 愛知県 1,125 競輪

33 福祉車両の整備（移送車２） (福) 清明福祉会 愛知県 1,575 競輪

34 福祉車両の整備（移送車２） (福) 三重高齢者福祉会 三重県 1,125 競輪

35 福祉車両の整備（移送車２） (福) 博愛福祉会 京都府 1,575 競輪

36 福祉車両の整備（移送車４） (福) アリス福祉会 大阪府 1,575 競輪

37 福祉車両の整備（移送車４） (福) 聖徳園 大阪府 1,575 競輪

38 福祉車両の整備（移送車２） (福) 立青福祉会 大阪府 1,950 競輪

39 福祉車両の整備（移送車２） (福) 信愛会 奈良県 1,950 競輪

40 福祉車両の整備（移送車２） (福) 太樹会 奈良県 1,950 競輪

41 福祉車両の整備（移送車２） (福) 光誠会 和歌山県 1,125 競輪

42 福祉車両の整備（移送車２） (福) 千鳥福祉会 島根県 1,125 競輪

43 福祉車両の整備（移送車２） (福) 斐川あしたの丘福祉会 島根県 1,125 競輪

44 福祉車両の整備（移送車２） (福) 大樹 岡山県 1,125 競輪

45 福祉車両の整備（移送車２） (福) 中野社会福祉協会 岡山県 1,575 競輪

46 福祉車両の整備（移送車２） (福) ふれあい福祉会 岡山県 1,950 競輪

47 福祉車両の整備（移送車２） (福) 清流 広島県 1,950 競輪

48 福祉車両の整備（移送車４） (福) 歓びの園 広島県 1,575 競輪

49 福祉車両の整備（移送車４） (福) 倫 広島県 1,575 競輪

50 福祉車両の整備（移送車２） (福) 愛心会 徳島県 1,125 競輪

51 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) いのちのさと 徳島県 1,575 競輪

52 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) 巣立 徳島県 1,575 競輪

２０２１年度「福祉車両の整備」の支援（第２回募集）事業一覧

2022年3月31日現在



53 福祉車両の整備（移送車４） (福) 徳島蒼生福祉会 徳島県 1,575 競輪

54 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) えひめ障害者ヘルパーセンター 愛媛県 1,575 競輪

55 福祉車両の整備（移送車２） (福) 金亀会 愛媛県 1,125 競輪

56 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) くらしのお手伝い・ほっとホット 愛媛県 1,575 競輪

57 福祉車両の整備（移送車２） (福) 悠友会 愛媛県 1,125 競輪

58 福祉車両の整備（移送車２） (福) 安芸市社会福祉協議会 高知県 1,950 競輪

59 福祉車両の整備（移送車２） (福) 北九州フレンド社 福岡県 1,650 競輪

60 福祉車両の整備（移送車２） (福) 宏隆会 福岡県 1,125 競輪

61 福祉車両の整備（移送車２） (福) それいゆ 福岡県 1,125 競輪

62 福祉車両の整備（移送車２） (福) ひじり会 福岡県 1,950 競輪

63 福祉車両の整備（移送車２） (福) みやこ老人ホーム 福岡県 1,125 競輪

64 福祉車両の整備（移送車４） (福) 恵風会 長崎県 1,575 競輪

65 福祉車両の整備（移送車４） (福) 萌友会 長崎県 1,575 競輪

66 福祉車両の整備（移送車２） (福) むすび会 長崎県 1,950 競輪

67 福祉車両の整備（移送車４） (福) ゆうわ会 長崎県 1,575 競輪

68 福祉車両の整備（移送車２） (福) わくわく 熊本県 1,950 競輪

69 福祉車両の整備（移送車４） (福) 落穂会 鹿児島県 1,575 競輪

70 福祉車両の整備（移送車２） (福) 勘翁慈温会 茨城県 1,125 オートレース

71 福祉車両の整備（移送車２） (福) ひかりの園 静岡県 1,125 オートレース

72 福祉車両の整備（移送車４） (Ｎ) Cielo 兵庫県 1,575 オートレース

73 福祉車両の整備（移送車２） (福) 櫟会 福岡県 1,950 オートレース

2021年10月25日現在

（単位：千円）

番号 補助事業名 都道府県 交付決定額 資金

1 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 天塩町社会福祉協議会 北海道 880 競輪

2 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 夕張市社会福祉協議会 北海道 156 競輪

3 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 徳風会 北海道 511 競輪

4 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 更別どんぐり福祉会 北海道 1,000 競輪

5 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 敬聖会 北海道 832 競輪

6 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 長日会 北海道 594 競輪

7 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 札幌全育会 北海道 924 競輪

8 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) えべつ幸誠会 北海道 953 競輪

9 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) シゴトシンク北海道 北海道 1,028 競輪

10 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 富門華会 北海道 886 競輪

11 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 前田記念福祉会 北海道 968 競輪

12 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) こども遊学館市民ステージ 北海道 961 競輪

13 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) すこやかライフ 北海道 998 競輪

14 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 恵盛会希望の家 北海道 924 競輪

15 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 青森県医師会 青森県 990 競輪

16 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 青森県スポーツ協会 青森県 925 競輪

17 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 平川市社会福祉協議会 青森県 999 競輪

18 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 鯵ヶ沢町社会福祉協議会 青森県 915 競輪

19 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 長慶会 青森県 878 競輪

20 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 正友会 青森県 236 競輪

21 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 緑風会 青森県 526 競輪

22 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大鰐町社会福祉協議会 青森県 999 競輪

23 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) つつじ会 岩手県 990 競輪

24 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 親和会 岩手県 990 競輪

25 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 田老和心会 岩手県 610 競輪

26 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 石鳥谷会 岩手県 858 競輪

27 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 萩の里 宮城県 999 競輪

28 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 仙台つるがや福祉会 宮城県 896 競輪

29 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 仙台市防災安全協会 宮城県 968 競輪

30 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 銀杏の会 宮城県 945 競輪

31 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 愛光福祉会 宮城県 440 競輪

32 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 愛耕会 宮城県 946 競輪

2021年度 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援事業一覧 （第2回）



33 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) フレーム・ラボ 宮城県 284 競輪

34 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大郷町社会福祉協議会 宮城県 994 競輪

35 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) にじいろクレヨン 宮城県 343 競輪

36 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 想伝舎 宮城県 910 競輪

37 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) つどいの家 宮城県 950 競輪

38 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 庄内福祉会 山形県 861 競輪

39 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) おぐにスポーツクラブＹｕｉ 山形県 838 競輪

40 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 創奏の里 山形県 613 競輪

41 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) にこにこ子どもの家 山形県 948 競輪

42 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 戸沢村社会福祉協議会 山形県 890 競輪

43 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) さくらんぼの里 山形県 770 競輪

44 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 昌平黌 福島県 831 競輪

45 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) エル・ファロ 福島県 914 競輪

46 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 福島県老人クラブ連合会 福島県 966 競輪

47 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 千葉福祉會 福島県 968 競輪

48 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 南相馬福祉会 福島県 440 競輪

49 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) いわき産学官ネットワーク協会 福島県 967 競輪

50 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 葛尾村社会福祉協議会 福島県 407 競輪

51 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) みどり福祉会 福島県 577 競輪

52 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 賢心会 福島県 888 競輪

53 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 虹の会 福島県 999 競輪

54 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 永寿会 茨城県 1,000 競輪

55 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 身障者ポニーの会 茨城県 995 競輪

56 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 美しの森 茨城県 999 競輪

57 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) チャイルドラインとちぎ 栃木県 222 競輪

58 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) はくつる会 栃木県 994 競輪

59 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 栃木県柔道整復師会 栃木県 779 競輪

60 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 常磐会 群馬県 990 競輪

61 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 稲荷福祉会 群馬県 955 競輪

62 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 三山黎明会 群馬県 700 競輪

63 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 杜の舎 群馬県 929 競輪

64 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) とね虹の会 群馬県 990 競輪

65 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 春日園 群馬県 952 競輪

66 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) エイチ・ツー・オー 群馬県 726 競輪

67 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 鴻巣市社会福祉協議会 埼玉県 804 競輪

68 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 久美愛園 埼玉県 781 競輪

69 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 自立支援ホームとことこの家 埼玉県 742 競輪

70 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 端午会 埼玉県 1,000 競輪

71 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 川越子育てネットワーク 埼玉県 417 競輪

72 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 翠陽会 埼玉県 995 競輪

73 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 本庄ひまわり福祉会 埼玉県 968 競輪

74 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 鳩山町社会福祉協議会 埼玉県 999 競輪

75 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 安心安全ネットワークきずな 埼玉県 754 競輪

76 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) りべるたす 千葉県 1,009 競輪

77 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 真和会 千葉県 990 競輪

78 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) のうえい舎 千葉県 937 競輪

79 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 宙福祉会 千葉県 1,028 競輪

80 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 松戸市国際交流協会 千葉県 998 競輪

81 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 九十九里町社会福祉協議会 千葉県 975 競輪

82 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 増井福祉会 千葉県 828 競輪

83 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 永春会 千葉県 322 競輪

84 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ちば地域生活支援舎 千葉県 977 競輪

85 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 千葉市老人クラブ連合会 千葉県 997 競輪

86 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 菅生会 東京都 990 競輪

87 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 春光福祉会 東京都 871 競輪

88 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 調布市社会福祉事業団 東京都 998 競輪

89 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) コメット 東京都 449 競輪

90 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) なごみ福祉会 東京都 202 競輪



91 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 蕗の会 東京都 626 競輪

92 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ミモザ 東京都 992 競輪

93 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 福祉カフェテリア 東京都 620 競輪

94 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 泰山木 東京都 171 競輪

95 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 茶屋の園 東京都 966 競輪

96 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) いきいき福祉会 東京都 952 競輪

97 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) カリタスの園 東京都 939 競輪

98 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 新宿ライフケアセンター 東京都 213 競輪

99 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 三多摩福祉会 東京都 1,065 競輪

100 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 多摩育児会 東京都 1,180 競輪

101 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 慈正会 神奈川県 940 競輪

102 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 至泉会 神奈川県 997 競輪

103 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 慈湧会 神奈川県 443 競輪

104 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 平塚市精神障害者地域生活支援連絡会 神奈川県 681 競輪

105 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 鎌倉てらこや 神奈川県 275 競輪

106 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 逗子市社会福祉協議会 神奈川県 322 競輪

107 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 愛泉会 神奈川県 952 競輪

108 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 平塚市まちづくり財団 神奈川県 1,053 競輪

109 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清昭会 神奈川県 999 競輪

110 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 春光学園 神奈川県 822 競輪

111 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 茅ヶ崎市社会福祉協議会 神奈川県 565 競輪

112 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) でっかいそら 神奈川県 957 競輪

113 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 新潟市有明福祉事業協会 新潟県 998 競輪

114 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 五泉市社会福祉協議会 新潟県 242 競輪

115 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 田上町社会福祉協議会 新潟県 970 競輪

116 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 陽光福祉会 富山県 1,359 競輪

117 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 富山県薬剤師会 富山県 468 競輪

118 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 至宝会 富山県 999 競輪

119 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) わかば福祉会 富山県 1,114 競輪

120 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) かすかみ会 石川県 990 競輪

121 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 北陸体力科学研究所 石川県 996 競輪

122 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 春江みどり保育園 福井県 686 競輪

123 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 南越前町社会福祉協議会 福井県 550 競輪

124 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 藤ヶ丘福祉会 福井県 654 競輪

125 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 育友福祉会 福井県 1,141 競輪

126 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 慶千会 山梨県 957 競輪

127 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 高遠さくら福祉会 長野県 475 競輪

128 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 飯綱町社会福祉協議会 長野県 909 競輪

129 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 中山福祉会 岐阜県 998 競輪

130 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 薫風会 岐阜県 975 競輪

131 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 恵那市体育連盟 岐阜県 999 競輪

132 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一財) 大垣勤労者福祉サービスセンター 岐阜県 937 競輪

133 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 各務原市社会福祉事業団 岐阜県 937 競輪

134 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 各務原市社会福祉協議会 岐阜県 863 競輪

135 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 浩養会 岐阜県 924 競輪

136 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 岐阜市社会福祉事業団 岐阜県 839 競輪

137 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 八百津町社会福祉協議会 岐阜県 727 競輪

138 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ステップ・ワン 静岡県 968 競輪

139 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) フリースペース・うぇるびー 静岡県 869 競輪

140 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 静岡県 551 競輪

141 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) POPOLO 静岡県 972 競輪

142 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) REALEWORLD 静岡県 959 競輪

143 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清雲会 静岡県 845 競輪

144 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 掛川市スポーツ協会 静岡県 935 競輪

145 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 裾野市手をつなぐ育成会 静岡県 693 競輪

146 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 鑑石園 静岡県 876 競輪

147 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 静岡県文化財団 静岡県 1,025 競輪

148 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) フィロス 愛知県 1,000 競輪



149 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) くわの実福祉会 愛知県 415 競輪

150 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 済聖会 愛知県 990 競輪

151 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 半田身体障害者福祉会 愛知県 891 競輪

152 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 太蓮寺福祉会 愛知県 358 競輪

153 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 障がい者支援センター金山 愛知県 990 競輪

154 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 樫の木乳幼児福祉会 愛知県 734 競輪

155 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) さふらん会 愛知県 753 競輪

156 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 童里夢 愛知県 997 競輪

157 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) たんぽぽハウス 愛知県 933 競輪

158 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) みまもりネット 愛知県 987 競輪

159 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 千寿会 愛知県 964 競輪

160 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) JAMWORLD 愛知県 891 競輪

161 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 双峰福祉会 愛知県 986 競輪

162 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清明福祉会 愛知県 792 競輪

163 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) いさとスポーツクラブ 愛知県 725 競輪

164 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 紀和会 三重県 932 競輪

165 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 桜コミュニティ 三重県 998 競輪

166 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 三重高齢者福祉会 三重県 844 競輪

167 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 名張市社会福祉協議会 三重県 979 競輪

168 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) いきいきおうみ 滋賀県 958 競輪

169 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ほのぼのセンターひなたぼっこ 滋賀県 758 競輪

170 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 向日市スポーツ文化協会 京都府 1,118 競輪

171 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 山城福祉会 京都府 1,000 競輪

172 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 積慶園 京都府 954 競輪

173 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 乗誓福祉会 京都府 960 競輪

174 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 鷹ヶ峯友遊福祉会 京都府 685 競輪

175 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) アースポイント 京都府 460 競輪

176 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 同和園 京都府 997 競輪

177 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 向陽福祉会 京都府 1,000 競輪

178 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 樹々福祉会 京都府 957 競輪

179 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 木津川市社会福祉協議会 京都府 666 競輪

180 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 舞鶴双葉寮 京都府 1,000 競輪

181 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 京都福祉サービス協会 京都府 822 競輪

182 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 京丹波町社会福祉協議会 京都府 908 競輪

183 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 向陵会 京都府 1,081 競輪

184 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 綾部福祉会 京都府 971 競輪

185 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) NPOかんなびの丘 大阪府 477 競輪

186 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 箕面市社会福祉協議会 大阪府 572 競輪

187 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大阪自彊館 大阪府 966 競輪

188 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 泉佐野たんぽぽの会 大阪府 829 競輪

189 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 草の根福祉 大阪府 642 競輪

190 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 茨木市社会福祉協議会 大阪府 204 競輪

191 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) シャローム 大阪府 407 競輪

192 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 生登福祉会 大阪府 983 競輪

193 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 秀和福祉会 大阪府 986 競輪

194 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) じゅえる 大阪府 606 競輪

195 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) だんでらいおん 大阪府 968 競輪

196 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ふれあい共生会 大阪府 990 競輪

197 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 健康会 大阪府 690 競輪

198 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 池田市社会福祉協議会 大阪府 520 競輪

199 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 香久山会 大阪府 990 競輪

200 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 育徳園 大阪府 990 競輪

201 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大桐福祉会 大阪府 662 競輪

202 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) あさひ福祉会 大阪府 929 競輪

203 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 虹のかけはし 大阪府 959 競輪

204 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 吹田市社会福祉協議会 大阪府 162 競輪

205 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 天宗社会福祉事業会 大阪府 1,000 競輪

206 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 発達障害サポートセンターピュア 大阪府 968 競輪



207 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) なわて会 大阪府 738 競輪

208 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 立青福祉会 大阪府 331 競輪

209 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) コクレオの森 大阪府 423 競輪

210 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 瑞穂会 大阪府 997 競輪

211 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ジェイエイ兵庫六甲福祉会 兵庫県 966 競輪

212 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 三喜会 兵庫県 985 競輪

213 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 日本パワーリフティング協会 兵庫県 1,000 競輪

214 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 泰福祉会 兵庫県 450 競輪

215 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) つつじ会 兵庫県 422 競輪

216 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) とよおか福祉会 兵庫県 716 競輪

217 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ウィズアス 兵庫県 996 競輪

218 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 春秋会 兵庫県 877 競輪

219 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 神戸アイライト協会 兵庫県 625 競輪

220 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 明和会 兵庫県 726 競輪

221 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大和福祉会 兵庫県 990 競輪

222 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大和清泉会 奈良県 658 競輪

223 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ぷろぼの 奈良県 986 競輪

224 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 三郷町社会福祉協議会 奈良県 300 競輪

225 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 田原本町社会福祉協議会 奈良県 807 競輪

226 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (N) ふるさと 和歌山県 1,000 競輪

227 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 陸美会 和歌山県 241 競輪

228 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) ウインワークス 和歌山県 761 競輪

229 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 紀和福祉会 和歌山県 575 競輪

230 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 鳥取県聴覚障害者協会 鳥取県 997 競輪

231 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) フェリース 鳥取県 963 競輪

232 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 江府町社会福祉協議会 鳥取県 999 競輪

233 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) コミュニティ益田 島根県 994 競輪

234 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 友愛会 島根県 85 競輪

235 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 原浜福祉会認定こども園原浜保育所 島根県 904 競輪

236 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 浜田市社会福祉協議会 島根県 359 競輪

237 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 江津市社会福祉協議会 島根県 616 競輪

238 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 檜山荘 岡山県 993 競輪

239 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 江原恵明会 岡山県 822 競輪

240 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 船穂福祉会 岡山県 700 競輪

241 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 高新会 岡山県 995 競輪

242 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一財) 岡山市スポーツ協会 岡山県 526 競輪

243 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) color 岡山県 771 競輪

244 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 岡山県社会福祉士会 岡山県 990 競輪

245 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 白寿会 岡山県 976 競輪

246 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 福祉の森 広島県 825 競輪

247 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 広島県視覚障害者団体連合会 広島県 712 競輪

248 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清流 広島県 889 競輪

249 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) あゆみ会 広島県 990 競輪

250 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 広島県視覚障害者自立支援センターさん・あい 広島県 880 競輪

251 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大滝会 広島県 999 競輪

252 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大空会 広島県 912 競輪

253 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 安那福祉会 広島県 673 競輪

254 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 章仁会 広島県 582 競輪

255 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 甲奴福祉会 広島県 622 競輪

256 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 萩市社会福祉協議会 山口県 484 競輪

257 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 光寿福祉会 山口県 587 競輪

258 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 暁会 山口県 742 競輪

259 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) あーす 山口県 594 競輪

260 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 豊北福祉会 山口県 990 競輪

261 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 高森福祉会 山口県 990 競輪

262 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 周陽福祉会 山口県 995 競輪

263 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) いずみ保育園 山口県 915 競輪

264 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) クロスロード 山口県 979 競輪



265 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 下関市社会福祉協議会 山口県 988 競輪

266 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) さくらの丘 山口県 517 競輪

267 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 愛心会 徳島県 684 競輪

268 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 美馬市社会福祉協議会 徳島県 998 競輪

269 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 阿波国慈恵院 徳島県 712 競輪

270 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 西室苑 徳島県 517 競輪

271 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 阿波グローカルネット 徳島県 484 競輪

272 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 巣立 徳島県 896 競輪

273 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) いのちのさと 徳島県 342 競輪

274 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 津田福祉会 香川県 902 競輪

275 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 白樺福祉会 香川県 1,132 競輪

276 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 香川県サッカー協会 香川県 1,043 競輪

277 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 慈光福祉会 香川県 550 競輪

278 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 東かがわ市社会福祉協議会 香川県 842 競輪

279 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 瀬戸福祉会 香川県 713 競輪

280 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) えひめ障害者ヘルパーセンター 愛媛県 870 競輪

281 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 上島町社会福祉協議会 愛媛県 919 競輪

282 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ころころ 愛媛県 844 競輪

283 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) こころ塾 愛媛県 109 競輪

284 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 悠友会 愛媛県 992 競輪

285 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) サスケ工房 愛媛県 986 競輪

286 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) Sign 愛媛県 1,000 競輪

287 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ひなぎく保育園 高知県 810 競輪

288 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ら・ら・ら会 高知県 954 競輪

289 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) もやい聖友会 福岡県 469 競輪

290 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 至情会 福岡県 151 競輪

291 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) むげん企画 福岡県 407 競輪

292 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 久寿会 福岡県 323 競輪

293 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 友愛会 福岡県 989 競輪

294 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 親和会 福岡県 550 競輪

295 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 光輪会 福岡県 965 競輪

296 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 北野同朋会 福岡県 1,091 競輪

297 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 誠和会 福岡県 829 競輪

298 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 福岡県レクリエーション協会 福岡県 433 競輪

299 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 一光福祉会 福岡県 484 競輪

300 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 恵心会 福岡県 888 競輪

301 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 京築手話協会 福岡県 941 競輪

302 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清力会 福岡県 871 競輪

303 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 鶴の会 福岡県 979 競輪

304 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) いわき福祉会 福岡県 2,148 競輪

305 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 宏隆会 福岡県 1,006 競輪

306 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 小郡市社会事業協会 福岡県 759 競輪

307 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) みやこ老人ホーム 福岡県 1,000 競輪

308 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 無何有の郷 福岡県 682 競輪

309 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 自立の里 福岡県 870 競輪

310 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 武雄市社会福祉協議会 佐賀県 506 競輪

311 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 夢咲福祉会 佐賀県 972 競輪

312 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) さくら会 佐賀県 894 競輪

313 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ゆとり 佐賀県 984 競輪

314 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) みのり会 長崎県 825 競輪

315 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 恵風会 長崎県 729 競輪

316 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 桃夭会 長崎県 363 競輪

317 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 諫早なかよし村２１ 長崎県 986 競輪

318 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 東光会 長崎県 735 競輪

319 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) むすび会 長崎県 738 競輪

320 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) わかば福祉会 長崎県 1,000 競輪

321 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 萌友会 長崎県 748 競輪

322 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 恭敬会 長崎県 770 競輪



323 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 天草市社会福祉協議会 熊本県 119 競輪

324 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 熊本市社会福祉協会 熊本県 737 競輪

325 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 菊池市社会福祉協議会 熊本県 954 競輪

326 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 永幸福祉会 熊本県 968 競輪

327 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 湯前町社会福祉協議会 熊本県 418 競輪

328 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 熊本いのちの電話 熊本県 847 競輪

329 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 上ノ郷福祉会 熊本県 951 競輪

330 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 龍和会 大分県 823 競輪

331 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 護念福祉会 大分県 645 競輪

332 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 虹の翼 大分県 660 競輪

333 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 豊心会 大分県 1,022 競輪

334 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 大野記念会 大分県 451 競輪

335 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) えびの市社会福祉協議会 宮崎県 963 競輪

336 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 仁愛会 宮崎県 990 競輪

337 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 日向更生センター 宮崎県 990 競輪

338 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ライフカンパニー新富 宮崎県 742 競輪

339 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 小林市社会福祉協議会 宮崎県 990 競輪

340 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) さつき福祉会 宮崎県 990 競輪

341 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 高原町社会福祉協議会 宮崎県 990 競輪

342 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 鹿児島県医師会 鹿児島県 583 競輪

343 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社) 鹿児島県柔道整復師会 鹿児島県 915 競輪

344 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 菱刈中央福祉会 鹿児島県 998 競輪

345 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 林の森 鹿児島県 994 競輪

346 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 友愛の園 秋田県 820 オートレース

347 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 勘翁慈温会 茨城県 990 オートレース

348 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) パトリア 群馬県 440 オートレース

349 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) プレジール 群馬県 292 オートレース

350 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 川口市社会福祉事業団 埼玉県 1,018 オートレース

351 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) シーアンドシー福祉会 山梨県 718 オートレース

352 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 松本薬剤師会 長野県 761 オートレース

353 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) たちばな会 静岡県 1,259 オートレース

354 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 井友会 静岡県 957 オートレース

355 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 西山福祉事業団 静岡県 1,068 オートレース

356 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 太豊会 静岡県 979 オートレース

357 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 島根県社会福祉協議会 島根県 897 オートレース

358 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) たまご会 広島県 528 オートレース

359 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 山陽小野田市社会福祉協議会 山口県 1,233 オートレース

360 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 櫟会 福岡県 968 オートレース

361 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 茜会 福岡県 980 オートレース

362 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 八重山海邦福祉会 沖縄県 811 オートレース

2021年度 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援事業一覧 （第1回）

2021年9月2日現在

（単位：千円）

番号 補助事業名 都道府県 交付決定額 資金

1 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ガイドポスト 北海道 748 競輪

2 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 博栄会 北海道 318 競輪

3 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 湧別福祉会 北海道 1,109 競輪

4 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) しりべし圏域総合支援センター 北海道 215 競輪

5 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) きらら福祉会 北海道 112 競輪

6 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ふくろう会 北海道 947 競輪

7 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 北海道機械工業会 北海道 616 競輪

8 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 本別町社会福祉協議会 北海道 1,063 競輪

9 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 紋別市社会福祉協議会 北海道 642 競輪

10 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 青森県育英奨学会 青森県 847 競輪

11 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 青森県母子寡婦福祉連合会 青森県 307 競輪

12 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) あすなろ会 青森県 996 競輪



13 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) おいらせ町社会福祉協議会 青森県 514 競輪

14 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 道友会 青森県 999 競輪

15 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 豊寿会 青森県 875 競輪

16 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ラ・シャリテ 青森県 964 競輪

17 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ケアセンターいこい 岩手県 1,639 競輪

18 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 石巻復興支援ネットワーク 宮城県 878 競輪

19 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) おひさまと月の里 宮城県 1,188 競輪

20 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社)3.11みらいサポート 宮城県 972 競輪

21 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 仙台ＹＭＣＡ福祉会 宮城県 979 競輪

22 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 南三陸町社会福祉協議会 宮城県 984 競輪

23 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 双山会 秋田県 948 競輪

24 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 由利本荘にかほ市民が健康を守る会 秋田県 1,157 競輪

25 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) いわき福音協会 福島県 622 競輪

26 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 塙町社会福祉協議会 福島県 522 競輪

27 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 福島県聴覚障害者協会 福島県 539 競輪

28 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ゆっこら 茨城県 1,059 競輪

29 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 栃木アニマルセラピー協会 栃木県 357 競輪

30 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 飛山の里福祉会 栃木県 1,020 競輪

31 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 百寿会 栃木県 990 競輪

32 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 光塩会 群馬県 1,047 競輪

33 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 三和会 群馬県 999 競輪

34 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 照隅会 群馬県 985 競輪

35 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 榛栄会 群馬県 1,000 競輪

36 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 地域診療情報連携協議会 群馬県 1,103 競輪

37 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) ワークスタジオ群馬 群馬県 979 競輪

38 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 上尾市地域振興公社 埼玉県 1,644 競輪

39 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) えんがわ福祉会 埼玉県 1,000 競輪

40 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 桜楓会 埼玉県 980 競輪

41 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 光翠会 埼玉県 841 競輪

42 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 子ども文化ステーション 埼玉県 231 競輪

43 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 彩明会 埼玉県 1,254 競輪

44 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) さくら草 埼玉県 1,017 競輪

45 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) みなわ会 埼玉県 1,000 競輪

46 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 元気村 埼玉県 999 競輪

47 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 誠心会 埼玉県 2,040 競輪

48 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 友和会 埼玉県 1,040 競輪

49 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 俊仁会 埼玉県 600 競輪

50 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 白百合会 埼玉県 264 競輪

51 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 真宏会 埼玉県 684 競輪

52 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 希空 埼玉県 937 競輪

53 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 若草福祉会 埼玉県 880 競輪

54 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) わか竹会 埼玉県 299 競輪

55 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 和光市社会福祉協議会 埼玉県 687 競輪

56 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 穏寿会 千葉県 1,058 競輪

57 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 子どもセンター帆希 千葉県 860 競輪

58 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 千葉県厚生事業団 千葉県 426 競輪

59 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) ちば県民保健予防財団 千葉県 1,004 競輪

60 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ピスティスの会 千葉県 598 競輪

61 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 真ごころ 千葉県 1,000 競輪

62 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 三芳野会 千葉県 980 競輪

63 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 小曾木福祉会 東京都 990 競輪

64 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清瀬市社会福祉協議会 東京都 866 競輪

65 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 京王福祉会 東京都 1,047 競輪

66 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 狛江福祉会 東京都 1,031 競輪

67 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) つくしの郷 東京都 945 競輪

68 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) なかの里を紡ぐ会 東京都 314 競輪

69 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) あいけあ 神奈川県 383 競輪

70 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一財)小田原市事業協会 神奈川県 956 競輪



71 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 小田原市体育協会 神奈川県 581 競輪

72 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) かわさき市民活動センター 神奈川県 2,359 競輪

73 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 平塚市生きがい事業団 神奈川県 218 競輪

74 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 常成福祉会 神奈川県 704 競輪

75 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 創生会 神奈川県 802 競輪

76 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 高津百春会 神奈川県 1,000 競輪

77 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 平塚あさひ会 神奈川県 1,042 競輪

78 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 朋友会 神奈川県 963 競輪

79 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) レジスト 神奈川県 361 競輪

80 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 和心知会 神奈川県 996 競輪

81 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 秋葉福祉会 新潟県 996 競輪

82 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 恵信会 新潟県 495 競輪

83 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清寿会 富山県 550 競輪

84 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 富山県機電工業会 富山県 325 競輪

85 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) とやま虹の会 富山県 826 競輪

86 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 美羽福祉会 石川県 957 競輪

87 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 健愛会 福井県 644 競輪

88 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 自然体験共学センター 福井県 1,000 競輪

89 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 櫻樹会 山梨県 1,052 競輪

90 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清長会 山梨県 1,147 競輪

91 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) あさひ福祉会 長野県 1,051 競輪

92 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 佐久学舎 長野県 990 競輪

93 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 佐久平福祉会 長野県 128 競輪

94 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一財)信州なかの産業・観光公社 長野県 1,216 競輪

95 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 慈光福祉会 長野県 489 競輪

96 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 大垣観光協会 岐阜県 1,000 競輪

97 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 大垣市医師会 岐阜県 990 競輪

98 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 大垣市体育連盟 岐阜県 1,020 競輪

99 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 岐阜県暴力追放推進センター 岐阜県 772 競輪

100 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 中島保育園会 岐阜県 847 競輪

101 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一財)恵愛会 静岡県 1,001 競輪

102 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 新和会 静岡県 752 競輪

103 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 愛知県観光協会 愛知県 658 競輪

104 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県 975 競輪

105 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 愛知県スポーツ協会 愛知県 916 競輪

106 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 愛知シュタイナー学園 愛知県 559 競輪

107 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 絆 愛知県 986 競輪

108 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) サイクルサービスなごや 愛知県 814 競輪

109 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 天伯保育園 愛知県 907 競輪

110 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 親和会 愛知県 999 競輪

111 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 聖英会 愛知県 259 競輪

112 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 清凉会 愛知県 1,550 競輪

113 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) みかわ 愛知県 990 競輪

114 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 麦 愛知県 980 競輪

115 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) リコプエンテスクール・アカデミー 愛知県 980 競輪

116 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 愛育会 三重県 880 競輪

117 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 泉福祉会 三重県 1,000 競輪

118 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 四季の里 三重県 1,017 競輪

119 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 三重県サッカー協会 三重県 1,006 競輪

120 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 有徳会 三重県 1,046 競輪

121 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 滋賀県スポーツ協会 滋賀県 985 競輪

122 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) しみんふくし滋賀 滋賀県 979 競輪

123 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 誠光福祉会 滋賀県 967 競輪

124 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) つくし会 滋賀県 1,003 競輪

125 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 八起会 滋賀県 996 競輪

126 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 八幸会 滋賀県 995 競輪

127 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 栄光会 京都府 594 競輪

128 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 久御山福祉会 京都府 291 競輪



129 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) しあわせネットワーク 京都府 798 競輪

130 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 成望館 京都府 754 競輪

131 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) えのき福祉会 大阪府 999 競輪

132 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 大阪府臨床工学技士会 大阪府 293 競輪

133 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 岸和田健老大学 大阪府 990 競輪

134 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 子どもセンターあさひ 大阪府 1,446 競輪

135 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 寺田萬寿会 大阪府 1,038 競輪

136 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 聖徳園 大阪府 990 競輪

137 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 志陽会 大阪府 990 競輪

138 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 西淀川子どもセンター 大阪府 209 競輪

139 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ふみわ福祉会 大阪府 1,296 競輪

140 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一財)ライフパートナー 大阪府 970 競輪

141 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 六心会 大阪府 990 競輪

142 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 芦屋市社会福祉協議会 兵庫県 1,026 競輪

143 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク 兵庫県 512 競輪

144 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) Cielo 兵庫県 1,052 競輪

145 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) かるべの郷福祉会 兵庫県 1,322 競輪

146 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 正和会 兵庫県 990 競輪

147 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 聖ミカエル保育園 兵庫県 1,086 競輪

148 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ヘルプ協会 兵庫県 896 競輪

149 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ほっとスマイル 兵庫県 197 競輪

150 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) よい子の広場福祉会 兵庫県 992 競輪

151 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 愛栄会 奈良県 726 競輪

152 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 信愛会 奈良県 1,215 競輪

153 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 太樹会 奈良県 1,125 競輪

154 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 奈良市和楽園 奈良県 990 競輪

155 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) みどりの輪 奈良県 1,068 競輪

156 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 近畿在宅介護協会 和歌山県 999 競輪

157 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 安原福祉会 和歌山県 1,187 競輪

158 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 檸檬会 和歌山県 740 競輪

159 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) わらべ会 和歌山県 1,000 競輪

160 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 出雲北陽 島根県 658 競輪

161 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 敬川保育所 島根県 855 競輪

162 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 雲南広域福祉会 島根県 818 競輪

163 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) きすき福祉会 島根県 938 競輪

164 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 千鳥福祉会 島根県 1,235 競輪

165 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 斐川あしたの丘福祉会 島根県 998 競輪

166 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 弥栄福祉会 島根県 940 競輪

167 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 瀬戸内市社会福祉協議会 岡山県 932 競輪

168 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 同仁会 岡山県 339 競輪

169 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 中野社会福祉協会 岡山県 1,026 競輪

170 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 光耀福祉会 広島県 968 競輪

171 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 八丁堀福祉会 広島県 573 競輪

172 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 広島県肢体障害者連合会 広島県 983 競輪

173 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 広島市社会福祉事業団 広島県 734 競輪

174 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) まなびや 広島県 275 競輪

175 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 美和会 広島県 1,008 競輪

176 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ＭＯＮＤＥＮ会 広島県 1,022 競輪

177 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) やぎ 広島県 959 競輪

178 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 夢ハウス高陽 広島県 297 競輪

179 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 歓びの園 広島県 732 競輪

180 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 柳井市社会福祉協議会 山口県 848 競輪

181 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 新南陽福祉の会 山口県 941 競輪

182 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 平生町社会福祉協議会 山口県 931 競輪

183 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 明和福祉会 徳島県 930 競輪

184 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 永世会 香川県 924 競輪

185 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 博安会 香川県 945 競輪

186 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 宇和島福祉協会 愛媛県 880 競輪



187 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 愛媛県自動車整備振興会 愛媛県 990 競輪

188 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 家族支援フォーラム 愛媛県 1,000 競輪

189 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 三志会 愛媛県 310 競輪

190 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 志々満保育園 愛媛県 585 競輪

191 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 立花会 愛媛県 982 競輪

192 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公社)松山市シルバー人材センター 愛媛県 935 競輪

193 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 松山市スポーツ協会 愛媛県 717 競輪

194 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) まもる 愛媛県 446 競輪

195 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) みかん会 愛媛県 1,158 競輪

196 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 八つ鹿会 愛媛県 861 競輪

197 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ラ・ファミリエ 愛媛県 622 競輪

198 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 安芸市社会福祉協議会 高知県 1,000 競輪

199 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) オフィスポラリス 高知県 737 競輪

200 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) 高知県医師会 高知県 950 競輪

201 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 高知県消防協会 高知県 1,000 競輪

202 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 高知市社会福祉協議会 高知県 1,000 競輪

203 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (公財) 高知市文化振興事業団 高知県 945 競輪

204 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 高春福祉会 高知県 999 競輪

205 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 覚応会 福岡県 1,050 競輪

206 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 共生会 福岡県 911 競輪

207 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 恵風会 福岡県 689 競輪

208 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 小石原福祉会 福岡県 976 競輪

209 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 水光福祉会 福岡県 180 競輪

210 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) つくし会 福岡県 1,297 競輪

211 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) きぬた 福岡県 979 競輪

212 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 福岡光明会 福岡県 937 競輪

213 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 瑞穂会 福岡県 1,435 競輪

214 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 壱心会 長崎県 1,019 競輪

215 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 西友会 長崎県 826 競輪

216 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 長崎OMURA室内合奏団 長崎県 206 競輪

217 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 白川園 熊本県 356 競輪

218 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 湧水会 熊本県 990 競輪

219 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 諒和会 熊本県 990 競輪

220 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 福和会 大分県 889 競輪

221 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 白菊会 大分県 550 競輪

222 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 農協共済別府リハビリテーションセンター 大分県 941 競輪

223 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 別府発達医療センター 大分県 1,281 競輪

224 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 光陽会 宮崎県 1,227 競輪

225 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) ホームホスピス宮崎 宮崎県 462 競輪

226 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) きぼう会 沖縄県 1,080 競輪

227 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 明照福祉会 秋田県 1,006 オートレース

228 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 明康会 茨城県 1,117 オートレース

229 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ことぶき 群馬県 727 オートレース

230 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) けやき福祉会 埼玉県 31 オートレース

231 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 友愛会 埼玉県 811 オートレース

232 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (Ｎ) 地域生活応援団あくしす 静岡県 616 オートレース

233 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 遠淡海会 静岡県 1,000 オートレース

234 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 茗荷会 静岡県 236 オートレース

235 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 妙光会 大阪府 1,019 オートレース

236 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 明星寮 兵庫県 952 オートレース

237 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) ふなおか福祉会 鳥取県 275 オートレース

238 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) 川本福祉会 島根県 926 オートレース

239 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (一社) つなぎ 山口県 968 オートレース

240 新型コロナウイルス感染症防止策を目的とした機器の導入 (福) つくしの里福祉会 福岡県 1,019 オートレース


