
（単位：円）

ＮＯ 施設・団体名 申　　請　　内　　容 配分額
　備　　考

1
特定非営利活動法人
女性と子どものヘルプライン・MIE

ＤＶ被害者回復支援事業 243,000

2

特定非営利活動法人
チャイルドヘルプラインＭＩＥネットワー
ク

子ども支援者養成講座 487,000

3
特定非営利活動法人
三重県精神保健福祉会

三家連精神保健福祉研修会の開催及び啓発資料の発行 487,000

4
特定非営利活動法人
三重難病連

難病をしろう！難病者とふれあおう！
①看護学校へ出向いて難病者と交流
②相談員研修会

182,000

5 エンゼル会
障がい啓発事業
自立支援事業
相談支援事業

182,000

6 三重県里親会 里親の新規開拓及びこどもの委託・養育の促進 487,000

7
三重県肢体不自由児者父母の会連合
会

肢体不自由児者地域交流・療育訓練活動及び研修等事業 487,000

8 三重県私立保育連盟 「科学する心を育てる」保育セミナー 487,000

9 三重県児童養護施設協会

令和2年度社会的養護支援事業
「自立を励ます会」
「高校生自立支援事業」
「職種別研修会」

395,000

10 三重県重症心身障害児（者）を守る会
第48回医療講演会
巡回療育相談

487,000

11 三重県精神保健福祉協議会 精神保健福祉に関する知識の普及啓発 278,000

12
一般財団法人
三重県知的障害者育成会

知的障がい者と家族のために 243,000

13
一般財団法人
三重県母子寡婦福祉連合会

公益目的事業 487,000

14
公益社団法人
認知症の人と家族の会
三重県支部

（1）本人・家族支援事業
（2）啓発・研修事業

487,000

15
公益社団法人
三重県障害者団体連合会

三重県障がい者地域青年交流事業 487,000

16
更生保護法人
三重県更生保護事業協会

啓発・連絡事業 487,000

16件 6,393,000

　（1）一般配分　広域福祉活動支援事業

小　計



（単位：円）

ＮＯ 施設・団体名 申　　請　　内　　容 配分額
　備　　考

1 三重県社会福祉協議会

①地域福祉実践力向上研修
②地域福祉活動調査研究事業
③地域福祉進捗状況検証事業
④地域福祉活動ステップアップ支援事業
⑤ボランタリーフォーラム事業
⑥福祉教育推進事業
⑦地域における支えあい活動セミナー
⑧ふれあいバザー事業
⑨三重県障害者小規模福祉施設協議会　施設紹介冊子作成事業

6,079,000        

ＮＯ 施設・団体名 事業名 配分額
備　　考

1
特定非営利活動法人
太陽の家

三重こども食堂ネットワークの拡大・強化　～三重県内の子ど
も食堂の支援を通じた子どもの健全育成～

500,000

2 父子の会
みんなで作る「食農と防災の学習スペース（ＳＢＧs)」モデルづく
り事業

500,000

3
公益社団法人
三重県国際交流財団

多言語による読み聞かせ教室 500,000

3　　件 1,500,000

20件 13,972,000広　　域　　合　　計

小　計

（3）一般配分　先進的モデル事業

（2）一般配分　広域福祉活動推進事業



（4）一般募金　地域社会福祉施設等整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円）

ＮＯ 施設・団体名
活動
エリア

申請内容 配分額 備　　考

1
特定非営利活動法人
やまの風

松阪市 多目的室兼食堂エアコン取り替え工事一式 156,000

2
特定非営利活動法人
ミスナ エコム

桑名市
農園事業用
野菜の選別・加工場の設置工事

368,000

2件 524,000

（５）一般配分 地域福祉活動支援事業

（単位：円）

ＮＯ 施設・団体名
活動
エリア

申請内容 配分額 備　　考

1 断酒会　灯（ともしび） 四日市市 ホームページ作成 82,500

2
特定非営利活動法人
四日市まんなかこどもステー
ション

四日市市 こども体験まつり2020 300,000

3
特定非営利活動法人
あそぼらいつ
くまのっこ学童クラブ

熊野市 放課後児童健全育成事業（学童保育事業） 300,000

4 いのちの言葉プロジェクト 東員町 ありがとうステッカー配付事業 129,000

5 いずみの将来を考える会 東員町
障がい者と地域住民との交流を図るのに必要なテント
整備事業

110,000

5件 921,500

 

小　計

小　計



（６）一般配分 地域福祉活動推進事業

　（単位：円）

ＮＯ 社　協　名 総配分額 備考

1 津市社会福祉協議会 33,653,376

2 四日市市社会福祉協議会 29,329,357

3 伊勢市社会福祉協議会 13,039,649

4 松阪市社会福祉協議会 20,844,874

5 桑名市社会福祉協議会 16,714,709

6 鈴鹿市社会福祉協議会 26,997,588

7 名張市社会福祉協議会 7,241,040

8 尾鷲市社会福祉協議会 2,103,411

9 亀山市社会福祉協議会 4,005,093

10 鳥羽市社会福祉協議会 1,619,989

11 熊野市社会福祉協議会 1,609,302

12 いなべ市社会福祉協議会 4,538,375

13 志摩市社会福祉協議会 3,587,765

14 伊賀市社会福祉協議会 9,945,547

15 木曽岬町社会福祉協議会 989,467

16 東員町社会福祉協議会 3,086,232

主な申請事業内容

・津市社会福祉事業7事業
・津市広域活動団体事業６事業
・地域活動団体事業３０事業
・地区社会福祉協議会事業４３事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　86事業

・地区社会福祉協議会共同募金交付金
・社会福祉団体助成金交付事業
・防災・災害支援事業　　　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　11事業

・ふれあいいきいきサロン事業
・福祉団体・福祉施設活動助成事業
・福祉施設等活動助成事業
・福祉のまちづくり活動支援事業　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　10事業

・住民福祉事業
・高齢者福祉事業
・障がい者福祉事業
・児童福祉事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　64事業

・老人福祉活動事業
・福祉育成・援助活動事業
・ボランティア活動育成事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　6事業

・給食サービス事業
・ワークキャンプ事業
・福祉協力校での福祉教育推進事業 他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 45事業

・地域見守り配食事業
・地域見守り事業
・ボランティア活動事業      他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　9事業

・地域サロン活動推進事業
・地域見守り訪問活動推進事業
・学童・生徒ボランティア活動普及事業   他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計　13事業

・障がい児交流事業
・福祉教育推進助成事業
・団体助成事業（二次配分）
・地域福祉活動遊具貸出事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　4事業

・団体助成事業　5事業
・福祉協力校での福祉教育推進事業
・ふれあいいきいきサロン事業　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　9事業

・地域支援事業
・社協ふれあいフェスタ
・小中学校福祉教育支援配分事業
・ランドセル購入費助成事業　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　5事業

・地域におでかけ事業
・ひとり親家庭子育て支援事業
・歳末ふれあい事業
・ボランティア団体助成事業　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　8事業

・地域福祉活動助成事業
・学童・生徒のボランティア活動普及事業
・ボランティア団体助成事業　　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　4事業

・地域福祉団体助成事業
・ふれあい・いきいきサロン支援事業
・火災警報器設置事業
・子育てサロン講師派遣事業　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　8事業

・福祉協力校助成金（小学校・中学校）
・安否確認サービス
・シングルペアレント交流事業
・敬老会祝賀式　　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 9事業

・ふれあい型配食サービス事業
・介護タクシー助成事業
・送迎車両貸出事業
・地域福祉活動推進助成事業　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　計 7事業



ＮＯ 社　協　名 総配分額 備考主な申請事業内容

17 菰野町社会福祉協議会 5,383,740

18 朝日町社会福祉協議会 693,805

19 川越町社会福祉協議会 1,477,298

20 多気町社会福祉協議会 1,720,775

21 明和町社会福祉協議会 1,207,681

22 大台町社会福祉協議会 2,006,203

23 玉城町社会福祉協議会 1,140,167

24 度会町社会福祉協議会 761,797

25 大紀町社会福祉協議会 1,274,726

26 南伊勢町社会福祉協議会 1,470,818

27 紀北町社会福祉協議会 2,410,108

28 御浜町社会福祉協議会 1,060,557

29 紀宝町社会福祉協議会 1,476,492

201,389,941 0

202,835,441

・ネットワーク事業
・地域福祉推進事業
・福祉車両貸出事業　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 7事業

・子どもの遊び場管理業務
・こども将棋教室
・児童館まつり
・心配ごと相談等相談事業　　他
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　計　7事業

・ボランティア育成
・独居高齢者等交流会　　　５事業
・社会福祉大会・ふれあい祭り
・福祉機器レンタル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　8事業

・ボランティア育成
・独居高齢者等交流会　　　５事業
・社会福祉大会・ふれあい祭り
・福祉機器レンタル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　8事業

・福祉協力校支援事業
・重度障がい者紙オムツ券給付助成事業
・寝たきり老人等紙オムツ券給付事業　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　8事業

・高齢者給食サービス　　　　　　　　　　　　　計　1事業

・老人福祉活動事業
・福祉育成・援助活動事業
・ボランティア活動育成事業
・障害児・者福祉活動事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　4事業

・ふれあい食事サービス事業
・会食会交流事業
・福祉ふれあいまつり事業
・福祉協力校活動支援事業　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　11事業

地　域　合　計

・高齢者健康維持増進事業
・地域福祉委員会活動助成事業　6事業
・福祉協力校での福祉教育推進事業　6事業
・地域福祉活動推進啓発事業　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　16事業

・ボランティア活動育成事業
・高齢者交流会
・障がい者生活交流会
・福祉啓発広報事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　4事業

・ふれあいサロンネットワーク事業
・福祉教育推進事業
・ボランティア育成事業
・高齢者生きがい活動事業　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　9事業

・ふれあいサロン事業
・ボランティア協力校事業・福祉教育推進校事業
・地域福祉コミュニティー形成事業
・地域福祉活動助成事業　　　　　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　9事業

・サロン事業
・子育て支援事業
・配食サービス
・地域福祉活動事業　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　6事業

小　計　



（単位：円）

社　協　名 主な申請事業内容 配分額

1 四日市市社会福祉協議会 ◎見舞金配分（障害者施設通所者等） 784,121

2 伊勢市社会福祉協議会
・こども会等行事助成事業
・ふれあいいきいきサロン事業
・物品貸出事業　　　　　　　　　　　　　計　3事業

2,450,000

3 松阪市社会福祉協議会

・住民福祉活動
・高齢者福祉活動
・障がい者福祉活動
・児童福祉事業　　　　　　　　　    　　計　22事業

4,662,000

4 名張市社会福祉協議会
◎暮らし支援事業
◎新生活応援事業
・地域見守り事業　　　　他　　　　　　　計　7事業

2,890,303

5 亀山市社会福祉協議会
◎歳末援護金配分事業
◎保護家庭児童援護事業
◎歳末見守り訪問事業　　　　　　　　　計　3事業

2,049,908

6 鳥羽市社会福祉協議会 ・離島地区を中心としたマッサージボランティア事業 19,381

7 志摩市社会福祉協議会

・地域見守り事業
・地域ふれあいサロン助成事業
・地域拠点づくり事業
・防災啓発事業　　他　　　　　　　　　　計　8事業

5,768,415

8 伊賀市社会福祉協議会

・子育てサークルクリスマス会開催事業
◎歳末見舞品配布事業
・世代間交流事業
・歳末食事サービス事業

6,950,260

9 菰野町社会福祉協議会 ・一人暮らし高齢者歳末慰問　　 100,000

10 朝日町社会福祉協議会
・年末さわやかフェスティバルの開催
・一人暮らし等友愛訪問
・福祉感謝祭の開催　　他　　　　　　計　6事業

264,000

11 川越町社会福祉協議会 ・餅つき大会 100,000

12 明和町社会福祉協議会
◎歳末見舞い配布事業
・おでかけ交流会事業

860,240

13 玉城町社会福祉協議会 ・歳末まごころ弁当配布事業 157,388

14 度会町社会福祉協議会 ・歳末おせち料理配食事業 192,560

15 南伊勢町社会福祉協議会
・地域啓発事業
・一人暮し高齢者交流会事業　他　　　　計　5事業

1,202,983

16 御浜町社会福祉協議会 ・歳末障がい者交流事業 40,114

17 紀宝町社会福祉協議会
・歳末配食サービス事業
・防災対策事業　　　　　　　　　　　　　　　計　2事業

207,253

28,698,926

　(7)地域歳末たすけあい配分
◎は見舞金品贈呈関係事業

合　計



＜配分額＞
（単位：円）

配分額 備考

NPO法人エールの会 135,000

NPO法人TAAM創心 105,500

四日市東日本大震災支援の会 300,000

松阪市社会福祉協議会 1,000,000

三重県社会福祉協議会 500,000
Ｃ
Ｂ
Ｃ
関
係
事
業

児童養護施設
菜の花苑
くすのき寮
済美学院

300,000円×3施設 900,000

卒業祝金
（自立する児童）

30,000円× 23名分 690,000

自立支援金 100,000円×22名分 2,200,000

母子生活支援施設 小中学校入学支援 30,000円× 11名分 330,000

里親 支援金 20,000円×153名分 3,060,000

9,220,500

児童養護施設

合　　　　　計

1,500,000

区　　　分 内　　　　訳

給
付
事
業

ソフト事業 540,500テ
ー
マ
事
業

福祉車両及び
備品購入事業

(8)NHK等歳末たすけあい義援金配分額一覧表


