頑張る県民活動団体応援事業補助金
申請団体

事業名

所在地

採択事業（ＮＰＯ法人）
事業内容

活動分野

利用者のストレス軽減や室内遊びのマンネ
リ化を防ぐため、新たな知育玩具や学習用
品など発達に応じたツールを購入し支援の
幅を拡大

障害者福祉

1 ＮＰＯ法人ぴーすくえあ

下関 ３密を避け室内活動を広げる。

2 ＮＰＯ法人Ｎest

下関 援におけるオンライン接続環境整備事業

利用者が安心して利用できるよう室内環境
を整える（温度等）とともに、オンライン
活用により相談体制の充実を推進

保健、福祉
子ども健全

想造舎 影絵音楽くぷくぷ「きんぎょがにげ
た」
PAN NOTE MAGIC「スティールパンオーケスト
ラ」

地域の子どもたちにコロナ感染症対策の
上、生の舞台芸術鑑賞機会を提供し、子ど
もたちの情操教育の場の確保

文化芸術
子ども健全

3 ＮＰＯ法人うべ子ども２１

対面支援における喚起対策及び、遠隔支

宇部

with＆Afterコロナに対応する国際交流プロ
ＮＰＯ法人ワン・フォー・オー
オンライン/オフラインの融合による グラムを開発し実践することにより、感染
宇部
国際交流
4 ル
国際交流
症等不測事態にも対応できる体制を整え、
継続的に地域貢献活動を実施

5 ＮＰＯ法人厚東ネット

子ども健全

フェッショナルによる国内リモート教育）

子ども達が大人に向かって生きる目標など
を得る機会として、日本や海外で活躍する
多職種職業人との交流を創出
３密対策等を講じ、様々な活動で、対面で
接する機会を増やし、子どもたちの自己肯
定感を高め、抱えている課題を解決

子ども健全

教えて先輩

厚東っ子の夢

宇部 (地域・学校教育コラボ：厚東小出身者プロ

6 ＮＰＯ法人森と海の学校

宇部

不登校や生きづらさを感じている児童生徒のた
めのフリースクール
「もうひとつの学校 おかむら塾」における新
しい生活様式への学習対応

7 ＮＰＯ法人うべネットワーク

宇部

活動団体が利用する会議室の感染対策整備
新しい生活様式に対応した環境整備事
やオンライン活用に向けた機器整備を行う
業
とともに市民活動団体のICT活用を推進

8 ＮＰＯ法人iCom

山口

命のワクチン
～とり零されない生き方として～

リモート環境を整備し、外出しなくても気
軽に相談できる体制をつくり、大人の発達
障がいや依存症の方々の孤独孤立を解消

保健、福祉

9 てBambini

山口

リモートを活用した講座に変更することに
地域の子育て・あそびの担い手養成講
より、多くの方の受講を狙い子育てを支え
座
る地域の仕組みづくりを活性化

子ども健全

認定ＮＰＯ法人こどもステー
10 ション山口

山口

感染症対策を万全に講じて人形劇を実施
豊かな感性を育む人形劇公演「トクン
し、子ども達のストレスや不安感を取り除
トクン -いのちの旅-」の開催
き、豊かな感性を育む機会を創出

子ども健全

11 認定ＮＰＯ法人山口県腎友会

山口

テレワークの導入に向けた取組を実施し、
オンライン環境導入の為の教育（研修
会員を教育し、その後、他団体とのマッチ
会）実施
ングや交流など活動の幅を拡大

保健、福祉

山口

地域で高齢者が孤立することを防ぐため、
高齢者を孤立させない中山間地域の高
保健、福祉
オンライン帰省サービスやICTサポート体制
齢者支援事業
中山間地域
の整備、移動販売のエリア拡大などを実施

ＮＰＯ法人やまぐちレーテ子育

ＮＰＯ法人ほほえみの郷トイト

12 イ

オンライン化が進む中、ネット環境の整備
ＮＰＯ法人山口せわやきネット
市民活動団体のオンライン事業及び器 や器材の調達は、団体の資金面の負担が大
山口
13 ワーク
材貸し出しサポート
きいため、器材の貸出等によりIT格差の解
消を是正
２階多目的室
空気清浄機設置事業

市民活動

市民活動

14 ＮＰＯ法人ハローフレンズ

萩

利用者が安心して利用できるよう室内環境
を整えるため、空気清浄機を設置

障害者福祉

ＮＰＯ法人須佐元気なまちづく
15 りネット

バーチャルリアリティーという仮想現実の
須佐地域の魅力再発見プロジェクト事 社会を利用し、子ども達や高齢者等との交
萩
業
流を通じて、人材の育成や地域の活性化等
と推進

子ども健全
地域づくり

16 ＮＰＯ法人萩明倫学舎

萩

来館者やスタッフの感染予防を強化し新し
萩・明倫学舎の安心・安全な新しい生
い生活様式をさらに一歩進め、安心、安全
活様式強化事業
の提供のほか、観光事業の一助も担う。

17 ＮＰＯ法人萩市民活動ねっと

萩

市民活動におけるICT利活用の推進や機材の
リモートを利用しての市民活動の推進
貸出等により、リモート環境を整え市民活 市民活動
事業
動の活動の幅を拡大

市民活動
観光

オンラインを活用し、特別支援教育の専門
認定ＮＰＯ法人やまぐち発達臨
特別支援教育指導者ならびに保護者向 性向上に向けた研修会等の実施により、学
防府
18 床支援センター
け 演習型オンラインセミナー
校が閉鎖した中でも教職員の研修の機会を
担保

障害者福祉

イベントが中止される中、３密を回避しア
ハクジジャオーとつくる思い出キャラ
クションショーなどを実施し、子どもたち
バンプロジェクト
の思い出づくりに貢献する。

子ども健全
文化

19 ＮＰＯ法人地方創生HEROES

岩国

20 ＮＰＯ法人ふれあい岩国福祉会 岩国

21 ＮＰＯ法人とりで

・情報機器（パソコン）の導入によるオンライ
ンでのコミュニケーションシステムの構築と研
修活動の推進
・機器の設置による感染予防

３密を避け、利用者に必要な情報や研修を
支援と利用者に提供し、サービスの質の向
上を推進

障害者福祉

コロナ禍で仕事が忙しくなり、保護者が自
宅にいないなどの理由から、家庭以外の子
どもの居場所づくりを実施

子ども健全

子どもや障がい者にオンライン等を活用し
「成果報告・発表・発信」ネット配信
平等な教育環境の提供と社会貢献活動団体
事業
に対しフォローしやすい環境整備の実施

子ども健全

岩国 地域の子どもに対する支援

22 ＮＰＯ法人NO BORDER

光

23 ＮＰＯ法人シニアネット光

光 新しい生活様式に対応した取組の支援

24 ＮＰＯ法人信愛会

周南

新しい生活様式に対応した様々な相談や企
市民活動
画講座等を実施し、市民のICT利活用を促進

コロナに負けない新しい生活様式の確 新型コロナウイルスに感染しない、させな
立
いための安全・安心の生活を提供

障害者福祉

感染症対策の徹底により、利用者が安心で
安全に暮らせるようにし、住み慣れた地域
で地域の方との触れ合いや家族等の面会の
制限を緩和

障害者福祉

コロナ禍におけるデジタル技術を導入し県
民からの動物に関する相談対応の実施

動物愛護

25 ＮＰＯ法人熊毛清風会

周南 介護予防認知症対応型通所介護ほか

26 ＮＰＯ法人ケダマの会

周南 渡活動およびデジタル技術を導入した県民から

新しい生活様式に対応した保護犬と保護猫の譲
の動物に関する相談対応事業

頑張る県民活動団体応援事業補助金
申請団体

1 カナダ友好協会下関支部

高齢社会をよくする下関の会

事業名

所在地

下関

採択事業（任意団体等）
事業内容

活動分野

対面読み聞かせを広い会場確保やインター
ハイブリット読み聞かせ事業（対面と
ネット配信など「新しい生活様式」に対応
リモートでの読み聞かせの融合）
した取組を実施

子ども健全

2 (ホーモイ)

下関 「生野きらら子ども食堂」吹き出し

子ども食堂の実施を３密回避のため、小学
校の校庭を利用し実施

子ども健全

3 なないろキッズ

乳幼児や保護者の交流の場である子育て支
保育コンシェルとのリモート保育サー 援拠点でリモートにより保育サービスの情
宇部
ビス相談
報発信し、感染リスクを低減し子育て世代
の不安を解消

子ども健全

4 ム

宇部

ボッチャやハンドベルなど感染リスクに配
際波台自治会 子ども育成チーム「み
慮した活動を通じ、子どもの体力づくりや
んなあつまれ」
ストレスの発散に寄与

子ども健全

5 ポポメリー

山口

オンラインの活用により、気軽に茶話会等
がんサポートネットワーク事業におけ
を実施しがん患者やその家族の孤立感を払
る新型コロナウイルス感染症予防措置
拭

保健、福祉

6 小郡みんな食堂実行委員会

持続可能な「小郡みんな食堂」開催に 安心安全な居場所づくりを提供することに
山口 むけた新型コロナウイルス感染症の感 より、多くの希望者の利用が可能となる。
染リスク対策整備事業
この取組を同事業実施団体に普及

子ども健全

7 劇団演劇街

山口

飛沫防止シートの設置など感染症対策防止
コロナに負けるな！こども達に届けた
を講じ、演劇を実施し子どもたちに文化芸
い「私達のお芝居」
術に触れる機会を創設

子ども健全

8 ブルーライトやまぐち

山口

コロナ禍において、発達障害のある方への
コロナ禍における発達障害啓発映像作
接し方等を啓発することにより、地域など
成プロジェクト
で暮らしやすい環境を整備

障害者福祉

山口

感染症予防対策を講じ、合唱コンテストを
第７回山口県声楽アンサンブルコンテ
開催することにより、予防対策を確立し、
スト
合唱の芸術文化の継続と振興に寄与

芸術文化

際波台自治会 子ども育成チー

9

山口県合唱連盟
※県域活動団体

10 福栄文化遺産活用保存会

訪問者からの感染予防対策としてFAX電話を
コロナウィルス等感染回避安心度向上 設置し、非対面式で予約確認等を実施する
萩
文化財
事業
ことにより、会員の活動への不安を払拭
し、活動の活性化を推進
オンラインの活用により、情報交換や交流
の場を設定し、がん患者やその家族の孤立
感を払拭

11 防府リボンの会

防府

防府リボンの会
リモートによる情報交換会

12 防府友の会

防府

オンラインの活用により、講習会や動画配
オンライン会議、オンライン講習会の
信サービスを実施し、多くの世代の方へ安
実施
心した学びの場を提供

保健、福祉

市民活動
消費生活

「新しい生活様式」の中で、子どもの 感染症予防対策を講じたワークショップの
岩国子どもの安心サポートチー
岩国
人権や安全を守るプログラムの提供事 実施とオンラインを活用した意見交換会等
13 ム
業
を併用して実施し情報発信を実施

子ども健全

イベント等の中止により集客が大幅に減少
していることから、ＨＰや動画等により情
報発信を行い交流人口の拡大を推進

地域づくり

光 認知症当事者とその家族の支援！

感染症予防対策を講じ、交流会を実施する
ことにより、介護者や認知症当事者を地域
からの孤立感を払拭

高齢福祉

16 ながと日本語クラブ

長門 日本語教室オンラインプロジェクト

小・中・高校生を対象にオンラインを利用
した双方向型の日本語学習の場を設定し、
継続的な支援を実施

外国人支援

17 宇津賀地区まちづくり協議会

長門

３密回避とオンライン活用の併用で高齢者
高齢者サロン会における３密回避とリ
サロン会を開催することにより、健康維
モートによるサロン会参加の実現
持、認知力維持活動を継続して実施

高齢福祉

18 猫幸の家

新型コロナウイルス感染症の感染リス
コロナ禍においてもオンラインを活用し、
柳井 クに配慮する「新しい生活様式」に対
里親と保護猫を繋ぐ活動を継続的に実施
応する里親募集の方法

動物愛護

19 みなみっ子の会

柳井 みなみっ子の会

オンライン等を活用しながら、地域の関係
者と連携・協働することにより、子どもた
ちの豊かな学びと健やかな成長を支援

子ども健全

20 美祢市定住促進協議会

美祢 オンライン相談構築事業

オンラインを活用し、非対面での相談等を
実施することにより、持続可能な魅力的な
サポート体制を構築

地域づくり

14 中倉あすなろ会

15 光市認知症を支える会

岩国 「里山なかくら」魅力発信事業

申請団体

21 赤郷地区振興会

今宿地区コミュニティ推進協議

22 会

鹿野バレーボールスポーツ少年

23 団

24

山口災害救援
※県域活動団体

所在地

美祢

事業名
赤郷地区振興会
ＷＥＢ会議推進事業

事業内容
オンライン等を活用し事業を円滑に進め、
地域におけるＩＣＴ利活用を推進

周南 オンライン今宿カフェ

オンラインを活用し、高齢者の居場所づく
りを可能とし、地域活動の継続と活性化を
推進

周南 オンライン多世代交流ＡＣＰ

オンラインを活用し、昔遊びを通じた多世
代交流を実施することにより、心身の健全
な育成に寄与

新型コロナウイルス等感染防止対策を考慮した 感染防止を考慮した災害ボランティアセン
周南 災害ボランティアセンターのあり方についての ターの設置や運営について検討し、災害活
検討会
動が停滞しないよう対策を講じていく。

活動分野

地域づくり

地域づくり

高齢福祉

子ども健全

スポーツ

災害

感染防止対策を講じ、速やかに市報等を音
訳し、視覚障がい者へ届ける。

障害者福祉

平生 「宇佐木いこいのテラス」新設事業

屋外に憩いのテラスを常設し、高齢者の居
場所として環境を整え、外出の機会を創出

地域づくり

27 堅ヶ浜コミュニティ協議会

平生 堅ヶ浜オープンカフェ事業

外出の機会が減った方にコミュニティの場
を提供し、楽しい空間を創出することによ
り、健康増進に寄与

地域づくり

28 ABUウォーターボーイズ

阿武

オンラインを活用し、公演の動画等を発信
し、ファンの獲得を進め、地域を盛り上げ
を推進

地域づくり

29 阿武町農村青年協議会

阿武 オンライン特別版福賀大農業まつり

オンラインを活用し、公演の動画等を発信
し、ファンの獲得を進め、地域を盛り上げ
を推進

地域づくり

25 あじさいの会

山陽
小野田

26 宇佐木コミュニティ協議会

音訳ボランティア

あじさいの会

ABUウォーターボーイズ
オンライン動画配信事業

