
（単位：円）

ＮＯ 施設・団体名 事業名 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被害者支援と若者に対するDV防止啓発事業 223,000        

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

ネットシンポジウム「子どもたちの今」 382,000        

3
特定非営利活動法人
日本ザ・チャレンジドゴルフ協会

チャレンジド三重ゴルフ講習会
（障がい者ゴルフ講習会）

495,000        

4
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 495,000        

5 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

188,000        

6
特定非営利活動法人
UDほっとねっと

情報社会のユニバーサルデザイン講演会 257,000        

7 エンゼル会 ①障がい啓発事業　② 自立支援事業　③相談支援事業 186,000        

8 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 495,000        

9 三重県自閉症協会
世界自閉症啓発デー特別企画「第13回三重県自閉症協会作品
展」

158,000        

10 三重県網膜色素変性症協会 医療講演会＆視覚障害者の基礎知識の学習会 70,000          

11 三重言友会
吃音臨床研修会
（活動は、主に四日市市）

267,000        

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
①知的障害疑似体験　②親の終活と子どもの未来のために
③成年後見人で充実した生活

248,000        

13 一般財団法人　三重県母子寡婦福祉連合会
①ひとり親家庭等交流事業　②母子寡婦福祉指導者研修会
③母子部長会議

495,000        

14 一般社団法人　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 495,000        

15
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

495,000        

16 更生保護法人　三重県更生保護事業協会 啓発・連絡事業 495,000        

　　16件 5,444,000

　（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 事業名 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

6,320,000

１件 6,320,000

（単位：円）

ＮＯ 施設・団体名 事業名 配分額 備　　考

1 特定非営利活動法人　どんぐりの会 障がいを持つ方たちのための先進的な就労先開拓 500,000

2 公益財団法人　三重県国際交流財団 多言語による読み聞かせ教室 500,000

2件 1,000,000

（単位：円）

ＮＯ 施設・団体名 事業名 配分額 備　　考

1 公益社団法人　三重県障害者団体連合会
障害者の社会参加を図る事業実施の事務機器ノートパソコン購
入（３台）

297,000

1件 297,000

　　20件 13,061,000広域関係合計

小計

（３）一般配分　先進的モデル事業  

小　計

（4）一般配分　社会福祉施設等整備事業 （備品） 

小　計

（２）一般配分　広域福祉活動推進事業



（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

事業名 配分額 備　　考

1
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2021 300,000

2
特定非営利活動法人
くまのっ子学童クラブ

熊野市 放課後児童健全育成事業（学童保育事業） 185,000

485,000小　計 2件



（単位：円）

社　協　名 配分額 備　　考

1 津市社会福祉協議会 31,166,600

2 四日市市社会福祉協議会 29,490,191

3 伊勢市社会福祉協議会 12,443,827

4 松阪市社会福祉協議会 20,810,988

5 桑名市社会福祉協議会 17,002,579

6 鈴鹿市社会福祉協議会 27,672,211

7 名張市社会福祉協議会 7,653,144

8 尾鷲市社会福祉協議会 1,880,609

9 亀山市社会福祉協議会 4,219,543

10 鳥羽市社会福祉協議会 1,809,425

11 熊野市社会福祉協議会 1,099,884

12 いなべ市社会福祉協議会 4,649,962

13 志摩市社会福祉協議会 4,890,724

14 伊賀市社会福祉協議会 10,726,510

15 木曽岬町社会福祉協議会 1,003,817

16 東員町社会福祉協議会 3,664,664

17 菰野町社会福祉協議会 5,544,189

・ネットワーク事業
・地域福祉推進事業
・福祉啓発事業
・福祉車両貸出事業　　他　　　　　　　　　　       計　6事業

・地域におでかけ事業
・ひとり親家庭支援事業
・歳末ふれあい事業
・ボランティア団体助成事業　　他　　　　　         計　7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
・災害警報器設置事業
・緊急食糧等提供事業　他　                          計　7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

・ふれあいいきいきサロン事業
・福祉団体活動助成事業
・福祉のまちづくり活動支援事業
・高齢者会食サービス事業　　　他　　　　　　　　　計　14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　65事業

・在宅障がい児者サポート事業
・精神障がい者ふれあいサロン事業
・ボランティア活動一般助成・特別助成事業　他  計　20事業

・小地域福祉活動推進事業
・精神保健デイキャンプ
・おもちゃ図書館事業
・ワークキャンプ事業　　　他　　　　　　　　　　　　　計　41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　10事業

・友愛活動支援事業
・生活支援ボランティア事業
・地域サロン活動推進事業
・福祉教育推進事業　　　   他　　　　　　　　　　　　計　12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　6事業
・ふれあいいきいきサロン事業
・ひだまりフェスタの開催　　　他　　　　　　　　　　　計　8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　6事業

（６）一般配分 地域福祉活動推進事業

事業名

・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



18 朝日町社会福祉協議会 834,443

19 川越町社会福祉協議会 1,520,543

20 多気町社会福祉協議会 1,828,531

21 明和町社会福祉協議会 1,265,474

22 大台町社会福祉協議会 1,997,290

23 玉城町社会福祉協議会 1,111,098

24 度会町社会福祉協議会 909,359

25 大紀町社会福祉協議会 1,399,879

26 南伊勢町社会福祉協議会 1,432,752

27 紀北町社会福祉協議会 2,390,349

28 御浜町社会福祉協議会 1,196,365

29 紀宝町社会福祉協議会 1,932,371

203,547,321

31件 204,032,321

・子どもの遊び場管理
・親子ふれあい事業の実施
・こども将棋教室
・児童館祭り　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　  計　8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　 　　　　　計  事業　

・一人暮らし老人等配食サービス事業
・チャリティイベント助成
・世代間交流事業
・ボランティア団体助成事業　　　　　　　　　　　　　計　4事業

・障がい者理解啓発事業
・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　9事業

地　域　関　係　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
・障害者生活交流会　　他　　　 　　                計　10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
・知的障がい者社会参加促進事業　　他　　　 　計　9事業

・母子父子家庭交流会
・ボランティア育成
・社会福祉大会
・障がい者交流会　　　　　　　　　　　　　　         計　8事業



＜配分額＞
（単位：円）

配分額 備考

NPO法人ミスナ 300,000円

津本地区自主防災会 300,000円

上市木区自主防災組織 300,000円

Ｃ
Ｂ
Ｃ
関
係
事
業

児童養護施設
里山学院
名張育成会
真盛学園

300,000円
293,836円
266,530円

860,366

卒業祝金
（自立する児童）

30,000円× 26名分 780,000

自立支援金 100,000円×25名分 2,500,000

母子生活支援施設 小中学校入学支援 30,000円× 10名分 300,000

里親 支援金 20,000円×155名分 3,100,000

8,850,366

児童養護施設

小　　　　　計

410,000

区　　　分 内　　　　訳

給
付
事
業

ソフト事業 900,000

福祉車両及び
備品購入事業

鈴鹿聖十字会（備品） 410,000円

テ
ー
マ
事
業

(8)NHK等歳末たすけあい義援金配分額一覧表




