
No 事業名 団体種別 団体名 団体都道府県名 団体住所市区町村

1 ｗｉｔｈコロナ時代のオンライン地域移行支援制度の構築(covid19変える) 認定特定非営利活動法人 ＤＰＩ日本会議 東京都 千代田区

2 コロナ禍における孤立と情報弱者をなくすためのオンライン支援(covid19支える) 公益社団法人 ＮＥＸＴ　ＶＩＳＩＯＮ 兵庫県 神戸市

3 放課後デイサービスの改修およびオンライン支援の整備(covid19支える) 一般社団法人 あまね 佐賀県 小城市

4 医療的ケア児者レスパイトケア事業所の新型コロナ対策(covid19支える) 認定特定非営利活動法人 うりずん 栃木県 宇都宮市

5 早期発達支援に関する支援者の育成(covid19支える) 一般社団法人 こども家族早期発達支援学会 東京都 八王子市

6 コロナ危機対応のための雑貨製造に係る機器整備等（就労継続支援A型、B型）（covid19支える） 特定非営利活動法人 ホビータイム 大分県 大分市

7 新型コロナ対策を行った人形劇鑑賞会の実施(covid19支える) 特定非営利活動法人 マイシアター高松 香川県 高松市

8 教員養成課程でのコンピュータ・サイエンス講座の開設（covid19変える） 特定非営利活動法人 みんなのコード 東京都 渋谷区

9 リモート職場見学会の実施(covid19変える) 特定非営利活動法人 もりおかユースポート 岩手県 盛岡市

10 産前産後訪問センターのモデルづくり(covid19変える) 一般社団法人 ママリングス 東京都 江東区

11 子ども用車椅子のためのシールド開発(covid19変える) 特定非営利活動法人 レット症候群支援機構 大阪府 枚方市

12 コロナ危機対応のためのパン製造販売に係る機器整備（就労継続支援B型）（covid19支える） 社会福祉法人 愛光園 栃木県 足利市

13 施設常駐犬による小児入院患者支援に関する新型コロナ対策(covid19支える) 特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズ 東京都 中央区

14 緊急時に役立つ女性の健康のためのオンラインプラットフォーム構築(covid19変える) 公益財団法人 ジョイセフ 東京都 新宿区

15 不登校の子ども達のための牧場居場所づくり(covid19変える) 公益財団法人 ハーモニィセンター 東京都 渋谷区

16 こどもわかもの支援オンライン化推進（covid19支える） 特定非営利活動法人 沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい 沖縄県 那覇市

17 発熱外来認定医療機関の受け入れ環境の整備(covid19支える) 社会福祉法人 バルツァ事業会 奈良県 奈良市

18 コロナ危機対応のためのカフェ・配食等に係る施設改修（就労継続支援B型、生活介護） （covid19支える） 特定非営利活動法人 パーソナルサポートひらかた 大阪府 枚方市 

19 闘病中の子どもと家族のサポートハウスの安全・安心できる環境の維持(covid19支える) 認定特定非営利活動法人 パンダハウスを育てる会 福島県 福島市

20 性の健康・リレーションシップ教育Eラーニングシステムの開発(covid19変える) 特定非営利活動法人 ピルコン 東京都 日野市

21 オンラインによる地域ホスピス相談・交流支援の実施(covid19支える) 特定非営利活動法人 緩和ケアサポートグループ 東京都 東久留米市

22 医療的ケア児向けの避難支援ネットワークの構築（covid19変える） 特定非営利活動法人 輝くママ支援ネットワークぱらママ 岡山県 岡山市

23 障がい児の水泳教室の開催(covid19支える) 公益財団法人 大阪ＹＭＣＡ 大阪府 大阪市

24 コロナ禍における災害ボランティア運営システムの構築(covid19変える) 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 宮崎県 宮崎市

25 コロナ危機対応のためのパン製造販売に係る機器整備（就労継続支援B型）（covid19支える） 特定非営利活動法人 東京自立支援センター 東京都 国立市

26 コロナ危機対応のための印刷事業等に係る機器整備（就労継続支援A型）（covid19支える） 一般社団法人 東広島自立支援センターあゆみ 広島県 東広島市

27 入館者８割減への対策とオンラインプログラムの提供(covid19支える) 特定非営利活動法人 芸術と遊び創造協会 東京都 新宿区

28 利用者に対するリモート対応等の感染予防対策(covid19支える) 特定非営利活動法人 日本社会福祉事業協会 埼玉県 北葛飾郡杉戸町

29 減災マップオンラインプログラムの構築と実践による地域防災力の向上(covid19変える) 一般社団法人 減災ラボ 神奈川県 横浜市

30 ITを活用した双方向性をもつ高齢糖尿病患者向けオンライン糖尿病教育システムの開発(covid19変える) 公益社団法人 日本糖尿病協会 東京都 千代田区

31 蒸気洗濯機の整備(covid19支える) 社会福祉法人 向陽会 鹿児島県 鹿児島市

32 認知症に関する電話相談窓口の継続支援(covid19支える) 公益財団法人 認知症予防財団 東京都 千代田区

33 ウィズコロナ社会に対応する新人看護師教育の再建(covid19支える) 公益社団法人 兵庫県看護協会 兵庫県 神戸市

34 馬籠峠における新型コロナ感染拡大対策（covid19支える） 公益財団法人 妻籠を愛する会 長野県 木曽郡南木曽町

35 高齢者の舞踊発表会における感染症対策(covid19支える) 特定非営利活動法人 山葵生涯教育文化振興会 千葉県 千葉市

36 新型コロナの影響を受けた生活困窮家庭への緊急支援体制づくり（covid19変える) 認定特定非営利活動法人 山口せわやきネットワーク 山口県 山口市

37 子どもによる仕事を通じた主体的なまちづくり体験活動の開催(covid19支える) 特定非営利活動法人 子どものまち 千葉県 佐倉市

38 子育て相談ツールの開発と相談対応(covid19変える) 特定非営利活動法人 子育てネットワーク・ピッコロ 東京都 清瀬市

39 通塾が困難な小・中学生向けのオンライン学習支援(covid19支える) 特定非営利活動法人 志塾フリースクールラシーナ 大阪府 富田林市

40 在宅支援のためのリモート環境の整備(covid19支える) 特定非営利活動法人 障害者地域活動ホームあさひ 神奈川県 横浜市

41 ガンズくんボールでスポーツをもっとたのしもう（covid19支える） 特定非営利活動法人 松本山雅スポーツクラブ 長野県 松本市

42 withコロナ時代に高齢者が繋がり続ける活動を発展させるハイブリッド型支援法の確立(covid19変える) 公益財団法人 身体教育医学研究所 長野県 東御市

43 食品加工増産のための機器導入（covid19支える） 社会福祉法人 進和学園 神奈川県 平塚市

44 動物専用避難所の全国的な開設及び普及(covid19変える) 特定非営利活動法人 人と動物の共生センター 岐阜県 岐阜市

45 児童演劇の動画コンテンツ制作(covid19支える) 特定非営利活動法人 劇団道化 福岡県 太宰府市

46 感染症を考慮した被災者援助マニュアルの作成と援助セミナーの実施(covid19変える) 特定非営利活動法人 災害看護支援機構 兵庫県 神戸市

47 感染症による介護崩壊を防ぐ支援者ネットワークの構築事業（covid19変える） 特定非営利活動法人 ホップ障害者地域生活支援センター 北海道 札幌市東区

48 学校外での文化・スポーツクラブの設置(covid19変える) 特定非営利活動法人 リヴォルヴ学校教育研究所 茨城県 つくば市

49 雄勝町の復興とまちづくりのための関係人口プラットフォームの構築(covid19変える) 公益社団法人 ＭＯＲＩＵＭＩＵＳ 宮城県 石巻市

50 利用者・支援員・地域住民を巻き込んだ農業就労支援(covid19支える) 社会福祉法人 信和会 東京都 中央区

51 被災地高齢者へ向けた、新型コロナウイルスに伴う社会不安へのオンライン啓発教育(covid19支える) 特定非営利活動法人 心の架け橋いわて 岩手県 盛岡市

52 難病児者・障がい児者・きょうだい児・ご家族の為のオンライン配信設備の整備(covid19変える) 特定非営利活動法人 心魂プロジェクト 神奈川県 横浜市

53 オンラインでの子ども食堂・学習室および認知症カフェの実施(covid19支える) 社会福祉法人 聖信会 大分県 中津市

54 コロナ禍に対応した障害者スポーツ拠点の地方モデルの構築（covid19変える） 一般社団法人 ＨＯＫＫＡＩＤＯ　ＡＤＡＰＴＩＶＥ　ＳＰＯＲＴＳ 北海道 札幌市

55 コミュニティカフェ機能を活かした、オンラインローカルメディアの開設(covid19支える) 特定非営利活動法人 Ｉ　Ｌｏｖｅつづき 神奈川県 横浜市

56 滞在型親子支援(covid19変える) 特定非営利活動法人 西成チャイルド・ケア・センター 大阪府 大阪市

57 オンラインによる難病コミュニケーション支援講座の開催(covid19支える) 特定非営利活動法人 ＩＣＴ救助隊 東京都 品川区

58 ICTを活用した認知症オンラインカフェ運営支援(covid19支える) 特定非営利活動法人 Ｌｉｎｋ・マネジメント 神奈川県 相模原市

59 子ども食堂と企業の食品寄付をつなぐ情報システム構築（covid19変える) 一般社団法人 全国食支援活動協力会 東京都 世田谷区

60 オンライン異文化交流イベントと親子で取り組む振り返りプログラムの開発(covid19支える) 特定非営利活動法人 Ｎａｇｏｍｉ　Ｖｉｓｉｔ 東京都 港区

61 献血・骨髄バンクドナー登録の社会的認識を変化させ新しい社会を創るプログラム（covid19支える） 一般社団法人 ＳＮＯＷＢＡＮＫ 東京都 葛飾区

62 聴覚障害者に対するオンライン相談の実施(covid19支える) 社会福祉法人 長野県聴覚障害者協会 長野県 長野市

63 インクルーシブな学びにつながる遊び場つくり(covid19変える) 特定非営利活動法人 ｌａｕｌｅ’ａ 神奈川県 藤沢市

64 医療的ケア児とその家族への新型コロナ対策(covid19支える) 社会福祉法人 東大寺福祉事業団奈良親子レスパイトハウス 奈良県 奈良市

65 オウンドメディアによる広報活動(covid19支える) 一般社団法人 あらやしき 大分県 大分市

66 オンライン里親会の運営と参加里親の促進(covid19変える) 特定非営利活動法人 日本こども支援協会 大阪府 大阪市

67 高齢者の廃用性症候群予防および健康づくりサポート(covid19支える) 特定非営利活動法人 えひめ高齢者ヘルスプロモーション研究会 愛媛県 松山市

68 障害児者の感染予防と支援環境整備(covid19支える) 社会福祉法人 くるみ 富山県 高岡市

69 テイクアウト部門拡充に向けた調理機器の整備(covid19支える) 特定非営利活動法人 ここ・からワークスおかやま 岡山県 玉野市

70 がんに関する電話相談窓口の維持継続(covid19支える） 公益財団法人 日本対がん協会 東京都 中央区

71 産前産後セルフケアオンライン教室の提供(covid19変える) 特定非営利活動法人 マドレボニータ 東京都 渋谷区

72 介護施設における、感染症対策のための陰圧装置等の導入(covid19支える) 社会福祉法人 みゆき福祉会 長野県 下高井郡木島平村

73 産後のセルフケア指導者の養成(covid19支える) 特定非営利活動法人 マドレボニータ 東京都 渋谷区

74 デジタル製版機の整備(covid19支える) 特定非営利活動法人 みんなのしあわせプロジェクト 福島県 相馬市

75 全国自治体職員ナレッジ・ノウハウ共有促進(covid19変える) 一般社団法人 よんなな会 東京都 中央区

76 豊島ナオミ荘の感染症対策整備(covid19支える) 社会福祉法人 イエス団 兵庫県 神戸市

77 脳卒中予防啓発および医療従事者向け講演会、研修会の開催(covid19支える) 特定非営利活動法人 備後脳卒中ネットワーク 広島県 福山市

78 風水害対応にかかる防災研修プログラムの実施（covid19変える） 特定非営利活動法人 イシュープラスデザイン 東京都 千代田区



No 事業名 団体種別 団体名 団体都道府県名 団体住所市区町村

79 放課後改革プロジェクト（covid19変える） 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 東京都 文京区

80 企業行政協働教育プロジェクト（covid19支える） 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 東京都 文京区

81 困窮家庭等の不登校中学生の高校進学支援の実践と成功要因分析および支援手法開発（covid19変える） 特定非営利活動法人 キッズドア 東京都 中央区

82 コロナ危機対応のためのトマト栽培に係る機器整備（就労継続支援B型、生活介護）（covid19支える） 社会福祉法人 名石会 愛媛県 東温市

83 withコロナ時代の社会包摂を担う人材育成（covid19変える） 特定非営利活動法人 クリエイティブサポートレッツ 静岡県 浜松市

84 オンラインを活用した障がい者向けスポーツ教室の開催(covid19支える) 一般社団法人 琉球スポーツサポート 沖縄県 宜野湾市

85 子どもと地域を、音楽とアートで繋ぐ居場所形成プロジェクト（covid19変える) 特定非営利活動法人 トッピングイースト 東京都 墨田区

86 スポーツを活用した障がい者の社会進出プログラム（covid19支える） 一般社団法人 センターポール 東京都 中央区

87 コロナ禍における子どものための余暇・文化・遊びの権利保障(covid19支える) 特定非営利活動法人 北摂こども文化協会 大阪府 池田市

88 災害弱者向けの生活再建にかかるオンライン情報支援基盤の構築（covid19変える） 特定非営利活動法人 まち・コミュニケーション 兵庫県 神戸市

89 社会福祉総合施設「ケアポート庄川」の感染症に対応した施設整備(covid19変える) 社会福祉法人 庄川福祉会    富山県 砺波市庄川町

90 太鼓演奏会の開催(covid19支える) 公益財団法人 日本太鼓財団 東京都 港区

91 被災地域在住高齢者に向けたオンラインでのデジタル活用支援(covid19支える) 特定非営利活動法人 心の架け橋いわて 岩手県 盛岡市

92 屋外施設の整備(covid19支える) 特定非営利活動法人 リハケア神戸 兵庫県 神戸市西区

93 孤立を防ぐセラピー犬との触れ合い交流(covid19支える) 特定非営利活動法人 アニマルセラピー協会 広島県 東広島市

94 ウェブ会議用機器の整備(covid19支える) 特定非営利活動法人 日本フロアホッケー連盟 東京都 新宿区

95 EDO SAMPO～未来を信じ、誰もが幸せになるために～(covid19変える) 公益財団法人 山本能楽堂 大阪府 大阪市

96 子ども英会話授業のオンライン化（covid19支える） 公益財団法人 熊本ＹＭＣＡ 熊本県 熊本市

97 さつま芋の生産・加工・販売のための機器整備（covid19支える） 特定非営利活動法人 岡山自立支援センター 岡山県 岡山市

98 子ども向け表現教育プログラムのオンライン化（covid19支える） 特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ 東京都 千代田区

99 感染症流行時に子ども達への支援を止めないリモート勤務体制整備(covid19支える) 認定特定非営利活動法人 ＮＥＸＴＥＰ 熊本県 合志市

100 主体的・対話的な学びのための教員向けICT活用モデルの構築（covid19変える） 一般社団法人 ティーチャーズ･イニシアティブ 東京都 千代田区

101 林業と福祉の連携による森林環境整備事業（covid19変える） 特定非営利活動法人 美作自立支援センター 岡山県 美作市


