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令和２年度補正予算「デジタル活用支援推進事業」 
第二次公募採択団体一覧 

 

地域連携型：157 件（99 団体）                 ※法人種類ごとに申請受付順で掲載 

件数 申請者名 連携する地方公共団体 
所在する 

都道府県 

1 株式会社 NTT ドコモ 福山市 広島県 

2 株式会社 NTT ドコモ 九州支社  宇佐市 大分県 

3 株式会社 NTT ドコモ 九州支社 奄美市 鹿児島県 

4 株式会社 NTT ドコモ 九州支社 佐伯市 大分県 

5 株式会社 NTT ドコモ 九州支社 薩摩川内市 鹿児島県 

6 株式会社 NTT ドコモ 九州支社 志布志市 鹿児島県 

7 株式会社 NTT ドコモ 九州支社 由布市 大分県 

8 ソフトバンク株式会社 桑名市 三重県 

9 ソフトバンク株式会社 静岡市 静岡県 

10 ソフトバンク株式会社 札幌市 北海道 

11 NTT ビジネスソリューションズ株式会社 焼津市 静岡県 

12 株式会社ジェイティーエス 多摩市 東京都 

13 合同会社 Prof 豊川市 愛知県 

14 山口テレコム株式会社 山陽小野田市 山口県 

15 株式会社エヌ・エス・シー 柳津町 福島県 

16 株式会社エヌ・エス・シー 只見町 福島県 

17 株式会社エヌ・エス・シー 西会津町 福島県 

18 コネクシオ株式会社 福島市 福島県 

19 コネクシオ株式会社 秋田市 秋田県 

20 コネクシオ株式会社 いわき市 福島県 

21 コネクシオ株式会社 墨田区 東京都 

22 コネクシオ株式会社 中野区 東京都 

23 コネクシオ株式会社 町田市 東京都 

24 コネクシオ株式会社 千葉市 千葉県 

25 コネクシオ株式会社 加茂市 新潟県 

26 コネクシオ株式会社 東海村 茨城県 

27 コネクシオ株式会社 さいたま市 埼玉県 

28 コネクシオ株式会社 新座市 埼玉県 

29 コネクシオ株式会社 和光市 埼玉県 

別紙 
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30 コネクシオ株式会社 豊橋市 愛知県 

31 コネクシオ株式会社 伊勢市 三重県 

32 コネクシオ株式会社 志摩市 三重県 

33 コネクシオ株式会社 小松市 石川県 

34 コネクシオ株式会社 東大阪市 大阪府 

35 コネクシオ株式会社 古賀市 福岡県 

36 コネクシオ株式会社 大木町 福岡県 

37 コネクシオ株式会社 苅田町 福岡県 

38 コネクシオ株式会社 臼杵市 大分県 

39 コネクシオ株式会社 垂水市 鹿児島県 

40 株式会社モバイルコム 新居浜市 愛媛県 

41 株式会社モバイルコム 宇和島市 愛媛県 

42 株式会社モバイルコム 松山市 愛媛県 

43 株式会社モバイルコム 西条市 愛媛県 

44 株式会社モバイルコム 松前町 愛媛県 

45 株式会社モバイルコム 今治市 愛媛県 

46 株式会社モバイルコム 四国中央市 愛媛県 

47 株式会社ケーブルテレビジョン島原 島原市 長崎県 

48 丹南ケーブルテレビ株式会社 越前市、鯖江市、越前町 福井県 

49 株式会社あいコムこうか 甲賀市 滋賀県 

50 株式会社嶺南ケーブルネットワーク 敦賀市 福井県 

51 ひまわりネットワーク株式会社 豊田市 愛知県 

52 ひまわりネットワーク株式会社 みよし市 愛知県 

53 ひまわりネットワーク株式会社 長久手市 愛知県 

54 株式会社たけはらケーブルネットワーク 竹原市 広島県 

55 知多メディアスネットワーク株式会社 知多市 愛知県 

56 知多メディアスネットワーク株式会社 大府市 愛知県 

57 知多メディアスネットワーク株式会社 東浦町 愛知県 

58 
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュ

ニティ 
長野市 長野県 

59 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 岩倉市 愛知県 

60 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 江南市 愛知県 

61 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 豊山町 愛知県 

62 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 北名古屋市 愛知県 

63 西尾張シーエーティーヴィ株式会社 津島市・清須市 愛知県 
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64 株式会社ケーブルテレビ富山 富山市 富山県 

65 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 三郷町 奈良県 

66 となみ衛星通信テレビ株式会社 南砺市 富山県 

67 三原テレビ放送株式会社 三原市 広島県 

68 テレビ小山放送株式会社 小山市 栃木県 

69 グラス ITフィールズ株式会社 福井市 福井県 

70 株式会社北海道通信特機 旭川市 北海道 

71 ワイコム株式会社 小谷村 長野県 

72 株式会社タカラコーポレーション 佐野市 栃木県 

73 阪急阪神ホールディングス株式会社 三田市 兵庫県 

74 阪急阪神ホールディングス株式会社 洲本市 兵庫県 

75 株式会社タケダ 高松市 香川県 

76 シグニフィ株式会社 葛飾区 東京都 

77 株式会社ハーテック 伊丹市 兵庫県 

78 エイムズエー株式会社 東海市 愛知県 

79 株式会社ジーシーシースタッフ前橋事業所 前橋市 群馬県 

80 株式会社ＨＯＮＫＩ 愛荘町 滋賀県 

81 株式会社ＨＯＮＫＩ 栗東市 滋賀県 

82 株式会社ＨＯＮＫＩ 湖南市 滋賀県 

83 株式会社ＨＯＮＫＩ 豊郷町 滋賀県 

84 株式会社ＨＯＮＫＩ 多賀町 滋賀県 

85 株式会社ＨＯＮＫＩ 近江八幡市 滋賀県 

86 株式会社ＨＯＮＫＩ 草津市 滋賀県 

87 株式会社ＨＯＮＫＩ 長浜市 滋賀県 

88 株式会社ＨＯＮＫＩ 彦根市 滋賀県 

89 株式会社ＨＯＮＫＩ 米原市 滋賀県 

90 株式会社計画情報研究所 中能登町 石川県 

91 株式会社コンパックス 和光市 埼玉県 

92 アイテレコム株式会社 八王子市 東京都 

93 株式会社ポテンシアエンタープライズ 金沢市 石川県 

94 株式会社ジョイテル 金沢市 石川県 

95 株式会社システムインナカゴミ 甲府市 山梨県 

96 株式会社京谷商会 太子町 大阪府 

97 有限会社オフィスタグ 三島市 静岡県 

98 株式会社ケンツー 小諸市 長野県 
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99 株式会社ケンツー つくば市 茨城県 

100 株式会社システム・キープ・ヤード 別府市 大分県 

101 有限会社アシストワン 京都市 京都府 

102 株式会社スノー・カンパニー パソコムプラザ 浦安市 千葉県 

103 株式会社九州地域情報化研究所 壱岐市 長崎県 

104 株式会社 luminoso 知立市 愛知県 

105 株式会社大嶋カーサービス 福知山市 京都府 

106 株式会社はまなすインフォメーション 岩見沢市 北海道 

107 エメラルドサポート株式会社 浦安市 千葉県 

108 合同会社ショープロジェクト 日高村 高知県 

109 株式会社ヒューマン・デザイン 坂井市 福井県 

110 株式会社グッド・クルー 生駒市 奈良県 

111 ファミーユ株式会社 滑川市 富山県 

112 株式会社エムアイエー 甲府市 山梨県 

113 飛鳥電子株式会社 神戸市 兵庫県 

114 株式会社雷神 長岡市 新潟県 

115 株式会社 Qtnet 日向市 宮崎県 

116 株式会社 Qtnet 薩摩川内市 鹿児島県 

117 株式会社 Qtnet 諫早市 長崎県 

118 有限会社Ｗｉｌｌさんいん 川本町 島根県 

119 有限会社Ｗｉｌｌさんいん 美郷町 島根県 

120 有限会社Ｗｉｌｌさんいん 奥出雲町 島根県 

121 学校法人コア学園 飯田コアカレッジ 飯田市 長野県 

122 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団 真庭市 岡山県 

123 一般社団法人トナリノ 陸前高田市 岩手県 

124 一般社団法人サディーゴ 上田市 長野県 

125 一般社団法人データクレイドル 倉敷市 岡山県 

126 一般社団法人長洲町地域商社 長洲町 熊本県 

127 一般社団法人奥球磨スマートタウン研究所 湯前町 熊本県 

128 一般社団法人奈義しごとえん 奈義町 岡山県 

129 公益社団法人幸田町シルバー人材センター 幸田町 愛知県 

130 公益社団法人港区シルバー人材センター 港区 東京都 

131 公益社団法人守口市シルバー人材センター 守口市 大阪府 

132 公益社団法人文京区シルバー人材センター 文京区 東京都 

133 公益社団法人豊中市シルバー人材センター 豊中市 大阪府 
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134 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山市 愛媛県 

135 公益社団法人富士市シルバー人材センター 富士市 静岡県 

136 公益社団法人羽村市シルバー人材センター 羽村市 東京都 

137 公益社団法人調布市シルバー人材センター 調布市 東京都 

138 公益社団法人南さつま市シルバー人材センター 南さつま市 鹿児島県 

139 社会福祉法人中央市社会福祉協議会 中央市 山梨県 

140 社会福祉法人笠間市社会福祉協議会 笠間市 茨城県 

141 社会福祉法人多摩養育園 府中市 東京都 

142 社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会 東みよし町 徳島県 

143 社会福祉法人萩市社会福祉協議会 萩市 山口県 

144 特定非営利活動法人らんたん 久米南町 岡山県 

145 特定非営利活動法人楽笑 蒲郡市 愛知県 

146 特定非営利活動法人古館まちづくりの会 紫波町 岩手県 

147 特定非営利活動法人おおた IT市民ネットワーク 太田市 群馬県 

148 特定非営利活動法人京都市地域 ITアドバイザー会 京都市 京都府 

149 特定非営利活動法人 Code for OSAKA 

豊中市、豊能町、寝屋川

市、八尾市、四條畷市、

堺市南区、大阪市生野区 

大阪府 

150 特定非営利活動法人シニア情報生活アドバイザー佐賀 基山町、みやき町 佐賀県 

151 特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル 杉並区 東京都 

152 
特定非営利活動法人みどり IT コミュニティサポータ

ーズ 
横浜市緑区 神奈川県 

153 特定非営利活動法人きんきうぇぶ 富田林市 大阪府 

154 特定非営利活動法人ＩＴサロン藤沢 藤沢市 神奈川県 

155 特定非営利活動法人調布市地域情報化コンソーシアム 調布市 東京都 

156 特定非営利活動法人かぬま市民活動サポーターズ 鹿沼市 栃木県 

157 特定非営利活動法人きもつき情報化推進センター 肝付町、東串良町 鹿児島県 

 


