
<広域関係>

１　一般配分　広域福祉活動支援事業

施設・団体名 事業内容 配分額（円） 寄付者へのメッセージ

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
今年度の配分をありがとうございます。
ＤＶ被害を受けた方々の支援のため、使わせていただきます。

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
子ども支援者を開催し、子どもの権利が保障され、子どもと大人が学び合う
地域づくりを目指します。

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
精神障がいの正しい認識と、理解を得るため活動をして参りました。募金を
いただいた皆様に感謝しています。

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
この度頂いた助成金は有効に活用させて頂きたいと思います。誠にありがと
うございました。

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
子供達の発達自立や、家族の親睦交流の為に講演会、勉強会などの活動に使
わせて頂きます。

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
三重県里親会は、様々な事情をかかえる子どもたちに、今後も愛情豊かな家
庭を提供していきます。

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
今年も多額の配分金をありがとうございました。重度重複障がい者の社会参
加活動に充当させて頂きます。

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
次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するために、保育の質の向上を
目的とする研修事業を行います。

三重県児童養護施設協会
「自立を励ます会」
「高校生自立支援事業」
「職種別研修会」

395,000
施設の児童が、将来、立派な人として社会に貢献できるよう、自立に向けて
励まし、支援する事業に取り組みます。

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
財政力のない本会が配分をいただくことで、県内の思いを届けることができ
ました。ありがとうございました。

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
ひとり親家庭の自立を目指し、抱える課題の討議と弁護士等による研修会を
通じて今後の生活に役立たせる。

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
認知症に関して、ともに支え合い安心して暮らせる活動を続けていきたいと
思います。寄付に感謝いたします。

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
共同募金の支援で、障がい者同士がお互いを励ましあえる交流会が開催でき
ます。ありがとうございます。

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
犯罪や非行を犯した人達の立ち直りを助ける活動を通して「安全で安心な社
会」づくりを目指しています。



２　一般配分　広域福祉活動推進事業

施設・団体名 事業内容 配分額（円） 寄付者へのメッセージ

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　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　9事業

6,079,000   
地域福祉の推進に資する事業を実施し、誰もが住み慣れたまちで暮らすこと
ができる地域社会を目指します。

３　一般配分　先進的モデル事業

施設・団体名 事業内容 配分額（円） 寄付者へのメッセージ

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
県内の支援団体とともに、子どもたちの安心安全を守る活動を実施していき
ます。
宜しくお願いいたします。

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
食農と防災の新しいモデル作りを進めます。
私たちの活動を支援くださり、ありがとうございます。

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
外国人親子を対象に、母語と日本語を大切にした読み聞かせをします。
楽しく充実した活動を目指します。

＜地域関係＞

１　一般配分　地域社会福祉施設等整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施設・団体名 事業内容 配分額 寄付者へのメッセージ

特定非営利活動法人
やまの風

多目的室兼食堂エアコン取り替え工事一式 156,000
ご協力ありがとうございました。新規設置後、施設の全員が快適な居場所に
なるよう使わせて頂きます。

特定非営利活動法人
ミスナ エコム

農園事業用
野菜の選別・加工場の設置工事

368,000
農作業用テラスを設置することになりました。
今後の就労訓練の場として、障がい福祉の向上に努めます。

２　一般配分　地域福祉活動支援事業

施設・団体名 事業内容 配分額（円） 寄付者へのメッセージ

断酒会　灯（ともしび） ホームページ作成 82,500
アルコール依存症の方を灯の会につなげることができたらと思い、ホーム
ページ作成に募金を使います。

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

こども体験まつり2020 300,000
こまのたけちゃんの妙技を観たあと、こま回し等で遊び、体験することで、
達成感をあじわうまつりにします。

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

放課後児童健全育成事業（学童保育事業）
ロッカー4台

300,000
子どもたちのロッカーを購入することができます。
募金をしてくださった皆様、ありがとうございました。



いのちの言葉プロジェクト ありがとうステッカー配付事業 129,000
「誰も死なせてはならぬ」といつも心に刻み、命の授業を続けてまいりま
す。ありがとうございました。

いずみの将来を考える会 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
交付金は地域交流の為の行事に必要なテント購入に充当します。
感謝の念で、一層の地域交流を進めます。

３　一般配分　地域福祉活動推進事業

社協名 主な事業内容 配分額（円） 寄付者へのメッセージ

津市社会福祉協議会

・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

33,653,376
「ささえあい　ともに生きる　地域づくり」推進のため、皆さまからの募
金、大切に活用させていただきます！

四日市市社会福祉協議会

・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

29,329,357
ボランティア関連の事業、地区社会福祉協議会の支援広報紙の発行等に使い
ます。
ありがとうございました。

伊勢市社会福祉協議会

・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

13,039,649
いつまでも自分の街で暮らせるよう、大切な『人とのつながり』や『支え合
いの場』を今後も創っていきます。

松阪市社会福祉協議会

・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

20,844,874
皆さまからいただいた募金を大切に活用し、助成を通じて地域の福祉活動の
推進に努めていきます。

桑名市社会福祉協議会

・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　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　6事業

16,714,709
皆様からいただいた募金は、市の地域福祉の推進に活用していきます。ご協
力ありがとうございました。

名張市社会福祉協議会

・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

7,241,040
「ともに生き ともに創る 心ふれあう幸せのまち 名張」の実現のため、配
分金を活用させていただきます。

尾鷲市社会福祉協議会

・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

2,103,411
福祉のまちづくりのため、「助け合い・支え合い」をキーワードとした事業
に活用いたします。

亀山市社会福祉協議会

・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

4,005,093
皆様からのお気持ちは、子どもから高齢者、障がいのある方まで幅広い方々
のために活用させて頂きます。



鳥羽市社会福祉協議会

・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

1,619,989
頂きました募金は、鳥羽市の地域福祉の為に大切に使わせていただきます。
ご協力ありがとうございました。

熊野市社会福祉協議会

・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

1,609,302
たくさんのご寄付をありがとうございます。
熊野市の地域福祉向上のために使わせていただきます。

いなべ市社会福祉協議会

・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

4,538,375
募金という助け合いの精神により、独居高齢者やひとり親家庭などへの支援
事業を行うことができました。

志摩市社会福祉協議会

・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

3,587,765
県民の皆様の善意を配分金として引き継ぎました。志摩市民が協力して、心
豊かになるまつづくりを進めます。

伊賀市社会福祉協議会

・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
・子育てサロン講師派遣事業　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　8事業

9,945,547
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う生活上の悩みを抱える方にも寄り添
い、事業を展開していきます。

木曽岬町社会福祉協議会

・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

989,467
このたびの募金につきましては、地域福祉の課題を解決するための事業に活
用させていただきます。

東員町社会福祉協議会

・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

3,086,232
皆様の貴重な募金を活用し、住んでいて良かったと思っていただける福祉
の”まち”になるよう努めます。

菰野町社会福祉協議会

・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

5,383,740
皆様に心から賛同していただける、じぶんの町をもっと良くする事業の実施
を目指し、大切に活用いたします。

朝日町社会福祉協議会

・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

693,805
当会では、子どもたちの体験・交流、町民の皆さまが楽しく参加できる行事
等に有効に使わせていただきます。

川越町社会福祉協議会

・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

1,477,298
ボランティア育成や交流会事業等に活用させていただく予定です。ご協力い
ただき、ありがとうございます。



明和町社会福祉協議会

・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

1,207,681
皆様よりご協力いただいた募金は、福祉事業に役立たせていただきます。今
後ともご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

大台町社会福祉協議会 ・高齢者給食サービス　　　　　　　　　計　1事業 2,006,203
募金を頂きありがとうございます。高齢者の方々においしいと喜んでもらえ
る、栄養あるお弁当を作ります。

玉城町社会福祉協議会

・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

1,140,167
笑顔広がる人づくり、地域づくり、つながりづくりの実現に向け、支え合え
る体制づくりを構築していきます。

紀北町社会福祉協議会

・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

2,410,108
地域の絆、支え合いの心を大切に、高齢者・障がい者・児童福祉に役立てて
おります。
皆さまのご協力に感謝します。

御浜町社会福祉協議会

・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

1,060,557
皆様からよせられたご寄付は、地域福祉の推進のため、地域のニーズに沿っ
て有効に活用させていただきます。

紀宝町社会福祉協議会

・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

1,476,492
　子育て中の親子を対象とした活動に、皆様から寄付をいただいた、共同募
金を使用させていただいています。


