
2021年度第1回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 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


