
【ボランティア活動支援事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）採択団体一覧】

1 1 札幌圏 ― 札幌市 1 新琴似歌舞伎伝承会
地域住民を対象とした歌舞伎を公演するため、出演者や利用者に対する新
型コロナウイルス感染症対策に必要なマスクや消毒液などの購入費用を申
請。

78,000 環境整備

2 2 札幌圏 ― 札幌市 2 リーディングシアター・すぷりんぐ
高齢者や子どもをはじめとする地域住民を対象とした演劇を公演するため、
ボランティアや参加者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマス
クや消毒液の購入費用を申請。

8,000 環境整備

3 3 札幌圏 ― 札幌市 3 おはなし会　たんぽぽ
親子を対象とした子育てサロンなどを開催するため、ボランティアや親子に
対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスクやウェットティッシュな
どの購入費用を申請。

41,000 環境整備

4 4 札幌圏 ― 札幌市 4 特定非営利活動法人　演劇鑑賞会北座

道民をはじめ、俳優や作家・演出家、プロデューサーが参加し演劇ついて語
り合うサロンをオンライン開催するため、主宰者や参加者に対する新型コロ
ナウイルス感染症対策として、オンライン開催に必要なリモートワーク機器な
どの購入費用を申請。

78,000 環境整備

5 5 札幌圏 ― 札幌市 5 さっぽろ将棋普及の会
子どもとから大人まで対象とした将棋教室・将棋サロンを開催するため、主
催者や参加者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なパーティショ
ンなどの購入費用を申請。

78,000 環境整備

6 6 札幌圏 ― 札幌市 6 アクティブ１７
オンライン学習会を開催するため、当事者者及び参加者に対する新型コロナ
ウイルス感染症対策の一環として、オンライン開催に必要なハードディスクな
どの購入費用を申請。

21,000 環境整備

7 7 札幌圏 ― 札幌市 7 一般財団法人　メンタルケア協会　北海道事務所
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響をうけた市民を対象とした精神
対話士による無料相談会の実施。

31,000 関連事業

8 8 札幌圏 ― 札幌市 8 勇者の会

小児がんの子ども達や小中高生を対象とした放課後学習支援をするため、
ボランティアや利用する子ども達に対する新型コロナウイルス感染症対策と
して、オンラインサポートに必要なプロジェクターやスクリーンなどの購入費
用を申請。

51,000 環境整備

9 9 札幌圏 ― 札幌市 9 ワーカーズ・コレクティブ・プランズEPO
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた高齢者や若者などを対象に孤
立予防を目的とした地域づくりに取り組む方々の思いや考えを伝える動画の
作成・発信。

62,000 関連事業

10 10 札幌圏 ― 札幌市 10 特定非営利活動法人　まるっとＳ
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた地元の飲食店や雑貨店などを
応援するためのPR活動の実施。

55,000 関連事業

11 11 札幌圏 ― 札幌市 11 NPOファシリテーション　きたのわ

これからの北海道におけるファシリテーションのあり方を話し合う全道フォー
ラムを開催するため、企画者及び参加者に対する新型コロナウイルス感染
症対策として、オンライン開催に必要なプロジェクターなどの購入費用を申
請。

51,000 環境整備

12 12 札幌圏 ― 札幌市 12 さっぽろ若者応援ネットワーク

病気や障がい、暮らしについて苦労を抱えている若者を応援するオンライン
ミーティングなどを開催するため、企画者及び参加する若者に対する新型コ
ロナウイルス感染症対策として、オンライン会議に必要なマイクやスピーカー
などの購入費用を申請。

78,000 環境整備

13 13 札幌圏 ― 札幌市 13 小樽当事者研究会「たるとの会」

精神障がい者、不登校・ひきこもり経験者等を対象としたオンラインミーティン
グを開催するため、企画者及び参加者の新型コロナウイルス感染症対策と
して、オンライン会議に必要なプロジェクターやスクリーンなどの購入費用を
申請。

78,000 環境整備

14 14 札幌圏 ― 札幌市 14 ひまわり号を走らせる札幌実行委員会
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた障がい者を元気づけることを目
的としたイベントの企画・実施。

16,000 関連事業

15 1 道央圏 石狩 江別市 1 一般社団法人　北海道ブックシェアリング
地域住民を対象とした憩いの場の提供や手づくり工作のワークショップや無
料講座などを開催するため、利用者に対する新型コロナウイルス感染症対
策に必要な手洗い台の購入費用を申請。

24,000 環境整備

16 2 道央圏 石狩 江別市 2 札幌斉藤会門人会大麻千鳥会
福祉施設へ芸能慰問や子どもを対象とした和楽器教室を開催するため、ボ
ランティアに対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスクやフェイス
シールドなどの購入費用を申請。

11,000 環境整備

17 3 道央圏 石狩 恵庭市 1 恵庭市障害老人と共に歩む会
認知症高齢者やその家族を対象とした認知症について学習会やレクリエー
ションなどを開催するため、ボランティアや利用者に対する新型コロナウイル
ス感染症対策に必要な消毒液や空気清浄機などの購入費用を申請。

54,000 環境整備

18 4 道央圏 石狩 恵庭市 2 恵庭市朗読赤十字奉仕団
恵庭市民文芸の朗読CD作製、市内福祉施設へ寄贈するため、ボランティア
に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスクや消毒液などの購
入費用を申請。

16,000 環境整備

19 5 道央圏 石狩 石狩市 1 特定非営利活動法人　ジェルメ・まるしぇ
子ども達や保護者、地域住民を対象とした食堂を実施するために、運営者や
利用者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なパーティションや体
温計などの購入費用を申請。

34,000 環境整備

20 6 道央圏 後志 小樽市 1 特定非営利活動法人　小樽アスレチック・ジュニア・クラブ
小樽及び近隣市町村の小中学生を対象とした陸上競技の室内練習会を実
施するため、指導者や参加する小中学生に対する新型コロナウイルス感染
症対策に必要なマスクや消毒液などの購入費用を申請。

31,000 環境整備

21 7 道央圏 後志 蘭越町 1 蘭越町老人クラブ連合会
子どもと高齢者の交流を目的としたスポーツ体験学習を実施するため、ボラ
ンティア及び参加者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスク
やマウスシールド、消毒用アルコールなどの購入費用を申請。

16,000 環境整備
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団　体　名№ 圏 区分 地域 市町村 №1 申請内容 助成交付予定額 助成種類

22 8 道央圏 後志 倶知安町 1 くっちゃんブラスオーケストラ
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響をうけた街を元気にするための
クリスマスコンサートの開催。

78,000 関連事業

23 9 道央圏 後志 倶知安町 2 読み聞かせの会「ぐりとぐら」
幼児・児童を対象とした読みきかせのなどの実施するため、幼児・児童や保
護者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なスピーカーやマイクな
どの購入費用を申請。

62,000 環境整備

24 10 道央圏 後志 倶知安町 3 くっちゃん　子ども子育て応援し隊　ポッケラボ
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた子ども達や未就園児の親子が
楽しめる場所を提供することを目的としたイベントの開催。

78,000 関連事業

25 11 道央圏 空知 夕張市 1 「お話ししましょ。」オレンジの会
地域住民を対象とした認知症カフェを開催するため、利用者に対する新型コ
ロナウイルス感染症対策に必要なマスクや体温計などの購入費用を申請。

31,000 環境整備

26 12 道央圏 空知 砂川市 1 一般社団法人　認知症疾患医療センター全国研修会
医療従事者や地域住民を対象とした新型コロナウイルス感染症をテーマとし
てリモート研修会の開催。

78,000 関連事業

27 13 道央圏 空知 砂川市 2 特定非営利活動法人　中空知成年後見センター

地域住民を対象に成年後見制度周知など目的とした成年後見勉強会やブ
ラッシュアップ講座、市民後見シンポジウムを開催するため、主宰者や参加
者に対する新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン会議に必要な
Webカメラなどの購入費用を申請。

70,000 環境整備

28 14 道央圏 空知 砂川市 3 中空知レクリエーション協会
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響をうけた地域住民の健康づくりを
目的としたレクリエーション事業の実施。

78,000 関連事業

29 15 道央圏 胆振 室蘭市 1 鉄ン子文庫
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた子ども達に対する絵本や児童
書などの貸出による読書支援や図書館等のお話会の実施。

74,000 関連事業

30 16 道央圏 胆振 室蘭市 2 室蘭市悠悠ライフ教室講座
地域高齢者を対象に生涯学習に関する講座を開催するため、ボランティアや
利用者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスクや消毒液な
どの購入費用を申請。

39,000 環境整備

31 17 道央圏 胆振 室蘭市 3 特定非営利活動法人　はちどりプロジェクト

国際協力に興味がある学生やボランティアを対象としたオンライン講演会を
開催するため、企画者及び参加者に対する新型コロナウイルス感染症対策
として、オンライン開催に必要なプロジェクターやスクリーンなどの購入費用
を申請。

78,000 環境整備

32 18 道央圏 日高 日高町 1 日高町ボランティア連絡協議会
新型コロナウイルス感染予防対策のため、新1年生に対し贈呈する「反射マ
スク」の製作。

78,000 関連事業

33 1 道南圏 渡島 函館市 1 NPO法人　ナルク函館（はまなす）
地域高齢者を対象としたサロンなどを開催するため、参加者に対する新型コ
ロナウイルス感染症対策に必要なマスクや非接触型体温計などの購入費用
を申請。

78,000 環境整備

34 2 道南圏 渡島 函館市 2 函館家庭生活カウンセラークラブ
一般市民を対象に福祉・育児・教育などの家庭生活に係る相談に対応する
ため、ボランティアや利用者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要
なパーティションやマスクなどの購入費用を申請。

31,000 環境整備

35 3 道南圏 渡島 函館市 3 函館中途失聴者・難聴者協会
聴覚障害者との会話コミュニケーションを支援するため、障害当事者や支援
者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスクの購入費用を申
請。

62,000 環境整備

36 4 道南圏 渡島 北斗市 1 北斗つくしんぼの会
障がい児・者を対象とした水泳教室・アート教室を開催するため、ボランティ
アや利用者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なパーティション
やフェイスマスクなどの購入費用を申請。

35,000 環境整備

37 5 道南圏 渡島 森町 1 森町更正保護女性会
若妻サークルのレクリエーションへの支援や子ども達への見守りなどを実施
するため、ボランティアや利用者に対する新型コロナウイルス感染症に必要
な非接触型検温や消毒液の購入費用を申請。

49,000 環境整備

38 6 道南圏 渡島 八雲町 1 やくも朗読サークル
視覚障害者のための朗読サービスの提供などを実施するため、ボランティア
や参加者に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なスピーカーやマ
スクなどの購入費用を申請。

39,000 環境整備

39 7 道南圏 桧山 江差町 1 絵本サークルポポリン
地域の児童や小学生を対象とした絵本の読み聞かせを実施するため、ボラ
ンティアや児童、小学生に対する新型コロナウイルス感染症対策に必要な
サージカルマスクやマスクシールドなどの購入費用を申請。

24,000 環境整備

40 1 十勝圏 十勝 帯広市 1 地域子育てネットすくさぽ
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた教員の各種業務をサポートす
るため、サポートボランティアを募集する説明会の開催。

78,000 関連事業

41 2 十勝圏 十勝 幕別町 1 車椅子ダンスサークル　ひまわり
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響をうけた独居高齢者宅を対象と
した除雪ボランティアの実施と地域住民を対象とした新型コロナウイルス感
染予防・防止リモートセミナーの開催。

78,000 関連事業

42 1 釧路・根室圏 根室 別海町 1 男の介護教室in別海開催実行委員会
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響をうけた男性介護者を支援する
ための介護教室の開催。

63,000 環境整備

2



団　体　名№ 圏 区分 地域 市町村 №1 申請内容 助成交付予定額 助成種類

43 2 釧路・根室圏 根室 中標津町 1 なかしべつ町民活動ネットワーク

行政や関係機関、関係団体とのオンライン会議を行うためのオンラインツー
ルの設定指導や活動支援するため、企画者及び利用者に対する新型コロナ
ウイルス感染症対策として、オンライン会議に必要なWebカメラなどの購入費
用を申請。

78,000 環境整備

44 1 道北圏 上川 旭川市 1 旭川市末広地域活動センター運営委員会
地域住民のコミュニティの場として提供するため、利用者に対する新型コロナ
ウイルス感染症対策に必要な非接触体温計やパーティションなどの購入費
用を申請。

78,000 環境整備

45 2 道北圏 上川 旭川市 2 音訳グループ　旭川本の会
視覚障がい者のための録音図書を作成などするため、ボランティアに対する
新型コロナウイルス感染症対策に必要な消毒液やウェットティッシュなどの
購入費用を申請。

23,000 環境整備

46 3 道北圏 上川 旭川市 3 mamaconceirge Wednesday
障がいのあるなし関わらず子どもにおもちゃを貸出や子育て中の母親の相
談などに対応するため、ボランティアや利用者に対する新型コロナウイルス
感染症対策に必要な空気清浄機などの購入費用を申請。

78,000 環境整備

47 4 道北圏 上川 旭川市 4 特定非営利活動法人　旭川ＮＰＯサポートセンター
旭川市の市民や市民活動団体の活動拠点として、利用者に対する新型コロ
ナウイルス感染症対策に必要な加湿空気清浄機などの購入費用を申請。

78,000 環境整備

48 5 道北圏 留萌 初山別村 1 なんも　なんも　倶楽部
世代間交流を目的とした地域食堂を開催するため、利用者に対する新型コ
ロナウイルス感染症対策に必要なパーティションの購入費用を申請。

55,000 環境整備

49 6 道北圏 宗谷 稚内市 1 地域食堂ふらっと
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた子どもや保護者、地域住民を
対象とした地域食堂の開催。

78,000 関連事業

50 1 オホーツク圏 網走 北見市 1 ボランティアアシスタント
視覚障がい者と在宅介護者に向けた年賀状を作成するた、ボランティアに対
する新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスクやパーティションの購入
費用を申請。

78,000 環境整備

51 2 オホーツク圏 網走 北見市 2 北見市芸術文化ホール・ボランティア友の会
市内で公演される舞台やコンサートを支援するため、ボランティアや観客に
対する新型コロナウイルス感染症対策に必要なフェイスシールドや拡声器な
どの購入費用を申請。

55,000 環境整備

52 3 オホーツク圏 網走 北見市 3 チームＭ
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた地元の企業の商品をPRするた
めの商品展示販売会の実施。

78,000 関連事業

53 4 オホーツク圏 網走 北見市 4 ミントマジシャンズクラブ
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけた子ども達を元気づけるため、マ
ジックショーの開催。

78,000 関連事業

54 5 オホーツク圏 網走 網走市 1 西地区高齢者を支えるボランティアの会
地域高齢者の健康の維持を目的とした脳トレ事業を実施するために、企画
者や利用者の新型コロナウイルス感染症対策として必要なプロジェクターな
どの購入費用を申請。

22,000 環境整備

55 6 オホーツク圏 網走 美幌町 1 美幌手話の会ピポロ
手話に関心のある地域住民や子どもを対象とした学習会やろう者との交流
会を開催するため、ボランティアや参加者に対する新型コロナウイルス感染
症対策に必要なマスクや消毒液などの購入費用を申請。

31,000 環境整備

3,003,000
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