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  発行日：2020年 10月１ 日 

               

 

           

          新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」ver.5 

 

県内の感染状況について、「三重県緊急警戒宣言」解除後も、クラスター発生によ

る感染者数の増加はあるものの、減少傾向は継続しており、全国的にみても８月と比較すると減少して

います。 

 こうした中で、感染防止対策と社会経済活動の両立に向け、徹底した感染防止対策の下で安全なイベ

ントを開催するための目安が政府から示されたことをふまえ、「三重県指針」ver.5として、新たなイ

ベント開催についての目安及び現在の医療提供体制等をふまえた特措法による要請の解除に向けた目安

をお示しさせていただきます。 

 詳細は三重県のホームページをご覧ください。【http://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm】 

■イベント開催の目安 

（ア）上限人数 （イ）収容率 

・収容定員 10,000人超 

 ⇒収容定員の 50％ 

 

・収容定員 10,000人以下 

 ⇒5,000人 

大声での歓声・声援等がないこ

とを前提としたイベント 

（クラシック音楽コンサート、

演劇、展示会等） 

100％以内 

大声での歓声・声援等が想定さ

れるイベント 

（ロック、ポップコンサート、

スポーツイベント等） 

50％以内 

開催規模について、（ア）（イ）の人数のいずれか小さい方を限度とします。 

 

 

 

 

 

こくみん共済 coopによる助成 

〈地域貢献助成〉 

対象活動 日本国内で実施される次の①～⑤に当てはまる活動を対象とします。 

     ①自然災害に備え、いのちを守るための活動  

     ②地域の自然環境・生態系を守る活動 

     ③温暖化防止活動や循環型社会づくり活動 

     ④子どもや親子の孤独を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動 

     ⑤困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動 

対象団体 日本国内を主たる活動の場とする、次の①～③のすべてに該当する団体を対象とします。 

     ①NPO法人、任意団体、市民団体 

     ②設立１年以上の活動実績を有する団体（基準日：2020年９月４日） 

     ③直近の年間収入が３００万円以下の団体（前年度の繰越金を除く） 

助成金額 助成総額は 2,000万円（上限）を予定しています。 

     応募は、１団体あたり１事業のみとし、助成上限額は３０万円です。 

三重県における新型コロナウイルス感染者数 
５０９件（９月３０日時点） 

三重県指針 ver.5 
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応募締切 ２０２０年１０月６日（火）当日メール送信・消印有効 

応募方法 応募書類一式をこくみん共済のホームページより入手してください。 

     【URL：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei】 

     応募書類一式を揃え、下記メールアドレスに E メールにてお送りください。また、メールで

の送付が難しい場合は、下記の宛先まで郵送してください。 

提 出 先 こくみん共済 coop本部 地域貢献助成事務局 

問合せ先 〒151-8571 東京都渋谷区代々木 2-12-10 

     TEL：03-3299-0161（平日１０時～１７時 土日祝を除く） 

     E-mail：90_shakaikouken@zenrosai.coop 

  

 

 

 

 

公益財団法人キリン福祉財団による助成 

〈令和３年度「キリン・地域のちから応援事業」〉 

対象事業 障害があってもなくても、高齢者でも子どもでも、日本人でも外国人でも、同じ地域やコミ

ュニティで生活する一員として、共に理解し合い・支え合う共生社会の実現を願い、地域に

おける障害児・者、高齢者、子ども等の福祉向上に関わる、次のような幅広いボランティア

活動を実施する団体に対して助成します。災害の復興応援および防災や公衆衛生（新型コロ

ナウイルス感染拡大防止への取り組み）に関しても広く募集します。なお、ボランティア活

動の実施に伴う衛生資材（マスク・フェースシールド・消毒液等）も、助成対象の経費とし

て計上できます。 

     ①子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの 

     ②シルバー世代の福祉向上に関わるもの 

     ③障害や困りごとのある人・支える人の福祉向上に関わるもの 

     ④地域やコミュニティの活性化に関わるもの 

対象団体 ①４名以上のメンバーが活動する団体・グループであること。 

     ②連絡責任者は満２０歳以上であること。 

助成金額 １件（一団体）あたりの上限額は３０万円です。 

応募締切 令和２年１０月３１日（土）当日消印有効 

申込方法 【令和３年度「キリン・地域のちから応援事業」申込書】に必要事項を記入の上、公益財団

法人キリン福祉財団宛に郵送ください。 

     申込書類一式は公益財団法人キリン福祉財団のホームページからダウンロードできます。 

     【URL：https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/subsidy/r3/index.html】 

申 込 先 公益財団法人キリン福祉財団 

 令和３年度「キリン・地域のちから応援事業」事務局 北村・太田 宛 

     〒164-0001 東京都中野区中野四丁目１０番２号 中野セントラルパークサウス 

問合せ先 公益財団法人キリン福祉財団 事務局 

     TEL：03-6837-7013  FAX：03-5343-1093 

     E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp 

          HP：https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/ 

全労済 地域貢献助成 
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〈令和３年度「キリン・福祉のちから開拓事業」〉 

対象事業 障害者福祉分野、高齢者福祉分野、児童・青少年健全育成分野、地域社会福祉分野のボラン

ティア活動を、長期的な視点に立って全国や広域にまたがり実施している、または活動しよ

うと考えている次のような団体に対して助成します。 

     ①障害者の福祉向上に関わるもの 

     ②高齢者の福祉向上に関わるもの 

     ③児童・青少年の福祉向上に関わるもの 

     ④地域社会の福祉向上に関わるもの 

対象団体 ①１０名以上のメンバーが活動する団体・グループであること。 

     ②連絡責任者は満２０歳以上であること。 

助成金額 １件（一団体）あたりの上限額は１００万円です。 

応募締切 令和２年１０月３１日（土）当日消印有効 

申込方法 【令和３年度「キリン・福祉のちから開拓事業」申込書】に必要事項を記入の上、公益財団

法人キリン福祉財団宛に郵送ください。 

     申込書類一式は公益財団法人キリン福祉財団のホームページからダウンロードできます。 

     【URL：https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/subsidy/r3/fukushi.html】 

申 込 先 公益財団法人キリン福祉財団 

 令和３年度「キリン・福祉のちから開拓事業」事務局 北村・太田 宛 

     〒164-0001 東京都中野区中野四丁目１０番２号 中野セントラルパークサウス 

問合せ先 公益財団法人キリン福祉財団 事務局 

     TEL：03-6837-7013  FAX：03-5343-1093 

     E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp 

          HP：https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/ 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人四日市ウェルネスクラブ 
 

教 室 名：①ボディメイク・脂肪燃焼 

②おめざめビクス・ウェルネスヨガ・パワーヨガ 

③スポーツ塾【かけっこ】 

④親子サッカー 

活 動 日：①毎週金曜日 19：10～、20：00～（祝日の場合休講） 

     ②毎週月曜日  9：30～、10：15～、11：05～（祝日の場合休講） 

     ③毎週金曜日 16：30～、17：25～、18：20～、19：15～（祝日の場合休講） 

     ④毎週土曜日 10：00～（祝日の場合休講） 

活動場所：①あさけプラザ体育館 

     ②四日市市勤労者市民交流センター 

     ③あさけプラザ 

     ④ＮＡＳＰＡ 

キリン福祉財団 
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対  象：①②中学生以上 

     ③幼稚園保育園児から小学６年生まで 

     ④小学生以上の親子 

会  費：3,000円（税込）の月会費制 

持 ち 物：①室内シューズ、ヨガマット、飲み物、タオル、着替え（必要に応じて） 

     ②室内シューズ、ヨガマット、飲み物、タオル、着替え（必要に応じて） 

     ③室内シューズ、飲み物、タオル、着替え（必要に応じて） 

     ④運動靴、飲み物、タオル、着替え（必要に応じて） 

内  容：①有酸素運動と筋トレを合わせたサーキット系トレーニングとエアロビクス 

     ②エアロビクスとヨガ 

     ③かけっこの基礎トレーニングとからだづくりの運動 

     ④親子でサッカー 

お勧めポイント：どの講座も初心者、運動不足の人からでも始めていただけます。 

     中でも初心者向けはおめざめビクスとウェルネスヨガ。 

しっかり鍛えたい方にはボディメイク、脂肪燃焼、パワーヨガ。 

子供講座は、スポーツの基礎となる【走】のトレーニングを中心に身体づくりを行う内容と、

親子で楽しくサッカーを楽しむことのできる、他ではなかなかない親子講座です。 

連 絡 先：〒510-0822 四日市市芝田 1－10－3 シェトワ白揚敷地内 こりとりらくだ  

     ＴＥＬ：059-351-1579 ＦＡＸ：059-351-1579 

     開局日：火曜日～日曜日、１２：００～２０：００ 

     E-mail：yokkaichiwellness@yahoo.co.jp  

     ＨＰ：http://wellness-yokkaichi.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ活動継続サポート事業 
（スポーツ事業継続支援補助金） 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされたスポーツ関係 

団体や個人事業主が感染対策をとりつつ活動の再開・継続を行うために実施する積極 

的取組に対して支援します。 

対 象 者：・スポーツに関する物・サービスを提供する事業を行っている以下の団体。 

常時従業員数２０名以下の一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、 

      社会福祉法人、NPO法人又は任意団体 

     ・スポーツに関する物・サービスを提供する事業を行っている個人事業主（フリーランスを

含む） 

対象事業：（１）以下の①～③のいずれかの取組（複数可） 

①スポーツ実施者、観客等の回復・開拓のための取組 

四日市ウェルネスクラブ 

新型コロナウイルス感染症予防のため、教室・体験会を休止または延期している場合がござ

いますので、参加される場合は各総合型地域スポーツクラブへお問い合わせください。 

現在、申請数が
少ないため、積
極的に活用して
ください！ 

mailto:yokkaichiwellness@yahoo.co.jp
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        ②スポーツ大会又は教室の運営等の事業活動の継続や回復のための取組 

        ③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化のための取組 

     （２）（１）の取組と併せて行う新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに則した取組 

      ※（２）のみの実施は認められません。 

      ※同一の内容について、既に国が助成する制度の支援を受けている事業は補助対象となり

ません。 

補助率等：（１）①スポーツ実施者、観客等の回復・開拓のための取組 

        ②スポーツ大会又は教室の運営等の事業活動の継続・回復のための取組 

        ③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化のための取組 

         【補助率】２／３  

※補助対象経費の１／６以上をＩＣＴを活用した非対面型事業モデルへの 

転換、テレワーク環境の整備に充てる場合は３／４ 

         【上 限】単独事業の場合 １００万円 

              共同事業の場合 共同事業者数×１００万円で最大１０００万円 

     （２）（１）①②③の取組と併せて行う新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに則

した取組 

         【補助率】定額 

         【上 限】単独事業の場合 ５０万円  

※ただし（１）①②③に関する交付決定額以内 

              共同事業の場合 共同事業者数×５０万円で最大５００万円 

                      ※ただし（１）①②③に関する交付決定額以内 

締 切 日：２０２０年１０月３１日（土）必着 

提 出 先：公益財団法人日本スポーツ協会 スポーツ事業継続支援補助金 事務局 

問合せ先 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－２ JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 3階 

     TEL：03-6804-2571 

（受付時間 9:45～12:00、13:00～17:00（土日祝日・年末年始除く）） 

  E-mail：info-jspo-support@japan-sports.or.jp 

     ※応募及びその後の手続きにおいては、郵送方式において行います。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        三重県地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 スポーツ推進課内 
        〒514-8570 津市広明町１３番地（本庁２階） 
        TEL：059-224-2986 FAX：059-224-3022 

       E-mail：m-kouiki@pref.mie.lg.jp 

WEB：  

Facebook：https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/ 

QR コードはこちら↓ 

≪スポーツくじ(toto・BIG)について≫ 

スポーツくじ(toto・BIG)は、子どもからお年寄りまで誰もが身近にスポーツに親しめる環境整備や、国

際競技力向上のための環境整備など、新たなスポーツ振興政策を実施 

するため、その財源確保の手段として導入されたものです。 

 

みえ広域スポーツセンターは、toto助成によりクラブアドバイザーを派遣し、 

総合型クラブの創設から自立・活動までを支援しています。 

スポーツ活動継続サポート事業 
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