
 
 令和２年度第８号 

発行日：2020年７月１３日 

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 

       ※加盟団体から年会費や登録料を徴収し、大会開催等を行うことは「スポーツに関す

る物・サービスを提供する事業により事業収入を得る」ことに含まれます。一方、

内部の全員がスポーツを楽しむことを目的とするサークルは対象外となります。 

       ※任意団体は①定款に類する規約等を有すること、②団体の意思を決定し、執行する

体制・組織を有すること、③会計に関する担当者を有し、収支状況を明らかにし

ていることが必要です。 

     ・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 

        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 

https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/


締 切 日：２０２０年１０月３１日（土）必着 

     ※受付は締切日まで常時行いますが、予算の上限に達し次第、募集を締め切りますのでご

注意ください。 

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。 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ活動再開支援補助金 

        三重県では、ＮＰＯの感染症対策の強化やオンラインの活用など、新しい生活様式

の視点を取り入れて活動を再開、継続することを支援することにより、地域課題の速

やかな解決を図ることを目的としてＮＰＯ活動再開支援補助金を創設しました。 

対象団体：特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、地緑組織等の民間非営利組織、 

ボランティア団体 

対象活動：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ＮＰＯが従来の活動を十分実施できない場合に

新たな手段や対策を取り入れて実施する活動や、新たに生じた課題や悪化した課題に取

り組む活動。 

     （１）活動例 

       ①さまざまな学びを支援する活動 等 

     （２）新しい生活様式に即した対策例 

       ①感染症の予防を講じる対策（マスク等） 

       ②非接触型または接触型と非接触型を併用 

する対策（オンライン等） 等 

補助金額：補助上限額 ５０万円（補助率 10/10以内） 

     交付団体数 ２０団体（予算の範囲内で増えることもあります） 

事業期間：交付決定日から令和３年３月１９日（金）まで 

締 切 日：令和２年７月３１日（金）１７時必着 

提出方法：交付申請書を郵送（必着）または持参にて、三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課

ＮＰＯ班まで提出してください。 

【交付申請書 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000897933.doc】 

提 出 先：三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課ＮＰＯ班 

問合せ先 〒514-0009 津市羽所町７００番地 アスト津３階 

     ＴＥＬ：059-222-5981  ＦＡＸ：059-222-5984 

E-mail：seiknpo@pref.mie.lg.jp 

 

 

例えば… 

総合型地域スポーツクラブでの 

オンラインによるスポーツ教室の開始、

マスク・消毒液の購入。 

三重県 NPO 

スポーツ活動継続サポート事業 

mailto:info-jspo-support@japan-sports.or.jp
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ＮＰＯの相談窓口を新たに追加 

ＮＰＯの組織維持と活動再開を支援するため、支援窓口の設置と IT（オンライン）活用支援事業

を実施していた、三重市民活動ボランティアセンターに加え、県内５地域の中間支援組織でも、支援

窓口を新たに開設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

県内 NPO、市民活動団体等で悩みをお持ちの方は、どなたでも相談いただけます。 

お電話、メール等にてご相談ください。 

①みえ市民活動ボランティアセンター 

 〒514-0009 津市羽所町７００番地 アスト津３階 

 TEL：059-222-5995  FAX：059-222-5971  E-mail：center@mienpo.net 

②みえきた市民活動センター（主体） 

 〒511-0088 桑名市南魚町８６ 

 TEL：0594-27-2700  FAX：0594-27-2733  E-mail：info@mie-kita.gr.jp 

１．いなべ市市民活動センター（協力） 

   〒511-0205 いなべ市員弁町笠田新田１１１ 員弁老人福祉センター内 

   TEL：0594-74-5806  FAX：0594-74-5834 

 E-mail：i.shiminkatu@m7.cty-net.ne.jp 

     ２．とういん市民活動支援センター（協力） 

       〒511-0251 員弁郡東員町大字山田１７００ 東員町総合文化センター２階 

       TEL：0594-86-2866  FAX：0594-86-2854 

  E-mail：shimin@town.toin.lg.jp 

３．桑名市市民活動センター（協力） 

  〒511-0068 桑名市中央町３丁目７９番地 くわなメディアライヴ２階 

  TEL：0594-24-1184  FAX：0594-24-1735 

③四日市市なやプラザ 

 〒510-0045 四日市市蔵町４番１７号 

 TEL：059-357-1370  FAX：059-357-1371  E-mail：info@npo-naya.jp 

④津市市民活動センター 

 〒514-0027 津市大門 7-15 津センターパレス３階 

 TEL：059-213-7200  FAX：059-213-7201  E-mail：center@tsushimin.org 

こんなことで悩んでいませんか？？ 

・IT を活用して事業を行いたいけどよくわからない… 

・コロナウイルスで事業が… 

・事業を実施するのに物資を集めたいけれど… 

・助成金が使えるのかわからない… 

 この書き方で審査通るのかな… 

相談 

無料 

mailto:center@mienpo.net
mailto:info@mie-kita.gr.jp
mailto:i.shiminkatu@m7.cty-net.ne.jp
mailto:shimin@town.toin.lg.jp
mailto:info@npo-naya.jp
mailto:center@tsushimin.org


⑤松阪市市民活動センター 

 〒515-0084 松阪市日野町７８８ カリヨンプラザ３階 

 TEL：0598-26-0108  FAX：0598-25-3803  E-mail：katsudou@ma.mctv.ne.jp 

⑥いせ市民活動センター 

 〒516-0037 伊勢市岩渕１丁目２－２９ 

 TEL：0596-20-4385  FAX：0596-20-4386  E-mail：skc@e-ise.net 

 

 

 

ＮＰＯ法人ヴィアティンスポーツクラブ 

≪ヴィアティン三重サッカースクール≫ 

開催曜日：毎週月～土曜日 ※会場によって開催曜日・時間が異なります 

会  場：・ヴィアティングラウンド（桑名市和泉） 

     ・朝日町町民スポーツ施設多目的グラウンド（三重郡朝日町柿） 

     ・多度グリーンファーム内（桑名市多度町） 

     ・三重県立四日市四郷高校グラウンド（四日市市八王子） 

     ・フットボールフィールド白塚（津市白塚町） 

参加対象：未就学児、小学生 

参 加 費：入会金  ５，０００円＋税 

年会費 １２，０００円＋税 

月会費 クラスごとに異なります 

持 ち 物：運動のできる服装、運動靴（サッカートレーニングシューズが望ましい）、飲み物 

内  容：ヴィアティン三重サッカースクールは、三重県で初のＪリーグ入りを目指すヴィアティン

三重のアカデミー（下部組織）です。幼稚園年中から小学６年生の男女が通い、サッカー

の基礎技術習得や戦術的なトレーニングなどを学んでいます。地域のスポーツ少年団に所

属しながら更に練習を積みたい子ども達であったり、サッカー未経験の子ども達であった

り、目的は違えどたくさんの子ども達が楽しみながら練習に励んでいます。 

お勧めポイント：・ヴィアティンサッカースクールでは、“個”を大切にし、試合に勝つことだけを目標と

せず、子ども達自身が個々に成長を遂げることが出来るためのオリジナルトレーニング

を導入しています。また、挨拶などの礼儀も指導し、心身ともに健やかに成長出来るよ

うに全力で子ども達をサポートしていきます。 

     ・ヴィアティンサッカースクールでは、ヴィアティン三重トップチームで活躍している現

役の選手が直接指導をしています。 

     ・天候によりスクールが中止になってしまった場合はもちろん、ご家庭の都合による欠席

の場合もヴィアティンでは後日振替参加が可能です。 

連 絡 先：〒511-0838 桑名市和泉町６８０ 

     ＴＥＬ：0594-87-6621  ＦＡＸ：0594-87-6086 

     E-mail：info@veertien.jp     ＨＰ：http://www.veertien.jp 

 

 

 
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。 
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元気アップ・リーダー ラダーゲッター教室 
 

 

 

 

 

主  催  三重県、一般社団法人三重県レクリエーション協会 

日  時  令和２年７月２５日（土）９：００～１２：００ 

場  所  三重県総合文化センター 大会議室 

定  員  ５０名 

参 加 費  無料 

      ※元気アップ・リーダーに登録される方はテキスト５００円の購入が必要です。 

対 象 者  １７歳以上で興味のある方ならどなたでも参加していただけます。 

申込方法  参加申込書に必要事項を記入のうえ、三重県レクリエーション協会事務局までメール、

ＦＡＸ、郵送いずれかの方法でお申込みください。 

      受付完了の連絡はいたしませんので当日直接お越しください。 

      ※新型コロナウイルス感染症により中止または延期となる場合がございます。 

そ の 他  本セミナーは、レクリエーション資格取得のための科目５として実施します。事業参加

の単位にもなりますが、科目５の履修と兼ねることはできません。 

問合せ先  一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局 

      〒514-0002 津市島崎町 3-1 三重県島崎会館 

      TEL：059-246-9800  FAX：059-246-9801  E-mail：mie-rec@ztv.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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。 

三重県レクリエーション協会 

ラダーゲッターとは 

紐がついたボールを投げて、得点のついたはしごにひっかけて２１点先取を狙うゲームのほか、

チャレンジ・ザ・ゲームのひとつの種目であるスピードラダーゲッターも人気です。 

元気アップ・リーダーに登録できます。 

教室修了者は、日レク協会に元気アップ・

リーダーとして登録ができます。（登録料

無料）。希望の方はテキストの購入が必

要です（当日販売５００円） 
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