彩の国さいたま国際協力基金
平成３０年度助成金の申請について
Ⅰ

申請受付について

１

受 付期 間及 び 時 間
５ 月１ ４ 日 （ 月 ）～６ 月 １ ５日 （金 ）（ た だし 土、 日を 除く。 ）
各 日１ ０： ００ ～１６ ：０ ０

２

受 付場 所
公 益財 団法 人 埼玉県 国際 交流 協会
（ 埼玉 県さ いた ま市浦 和区 北浦 和５ －６－ ５浦 和合 同庁 舎３階 ）

３

受 付方 法
上 記受 付期 間 中 に 、 事 前予 約 の 上、 必要書 類を 準備 して 上記 ２ の 事 務所 まで
お 越し く だ さい 。 （ 受付時 に申 請内 容に ついて おた ずね しま すので 、１ 時間 程
度かか りま す）
申請に 必要 な様 式は 、協会 ホー ムペ ージ からダ ウン ロー ドで きます 。
http://sia1.jp/international/assist/

４

申 請事 業に 関す る注意 事項
申 請事 業が 助成 対象に なる か、 必ず 「Ⅱ申 請に 関す る 注 意事項 」の 確認 をお
願いし ます 。 御 不明 な点が ある 場合 は、 次まで お問 合せ くだ さい。

５

事 前予 約・ 問い 合わせ 先
（ 公財 ）埼 玉県 国際交 流協 会 事業 戦略 担 当 島崎
電 話 ０４ ８－ ８３３ －２ ９９ ２
Email jigyo@sia1.jp（ aの 次は 半 角数字 の１ ）

Ⅱ
１

申請に関する注意事項

申 請者 の資 格
国 際協 力活 動の 推進に 積極 的に 参加 、協力 して いる 団体 で、埼 玉県 内に 活動
の拠 点を 有す る民 間団体

２

助 成の 対象 とな る事業
民 間団 体が 実施 する 次 の国 際協 力活 動で 、 実施 期間 が平 成３０ 年４ 月１ 日
から 平成 ３１ 年３ 月３１ 日ま での もの 。
た だし 、 ４ 月中 に事業 が完 了し てい るもの は 除 きま す 。
（１） 埼玉 県内 で実 施する 国際 協力 活動 （以下 「県 内協 力事 業」と いう 。）
外国 人を 直接 対象と し た 県内 での 協力・ 支援 活動 及び 海外の 開発 途上 地域
な どへ の食 料・ 物資援 助の 支援 活動
（２） 海外 で実 施す る国際 協力 活動 （以 下「海 外協 力事 業」 という 。）
海外 で地 域住 民とと もに 、医 療、 保健衛 生、 環境 保全 、教育 、人 権保 護、
１

災 害復 旧支 援等 の福祉 の向 上に 取り 組む活 動
３

助 成の 対象 とな らない 事業 、 経 費及 び団体
２ に挙 げた 事業 であっ ても 次の いず れかに 該当 する 事業 及び経 費は 、助 成
の対 象と はな りま せん 。
（１） 当協 会と の共 催で実 施す る事 業
（ ２） 団体 の会 員又 は参加 者の 友好 ・親 善を図 るこ とを 主た る目的 とし てい る 事
業
（３） 営利 を目 的と する事 業
（４） 特定 の政 治活 動また は宗 教活 動を 目的と して いる 事業
（５） 団体 の設 立に ついて 、埼 玉県 から 資金的 な援 助を 受け ている 団体 が行 う
事業
（６） 公共 の秩 序、 安全を 害す るお それ のある 事業
（７） 過去 に３ 回 助 成を受 けた 事業 及び 過去３ 年間 に連 続し て助成 を受 けた 団体
※過 去の 事業 を一部 変更 する 焼き 直しや 事業 実施 国を 変更す るな ど、 事業
の 実態 が同 じもの は申 請で きま せん。
【 注】平 成 ２ ７ 年 度 から 平 成２ ９ 年 度 ま で連続 して 助成 を受 けた団
体は 、平成 ３０ 年度 は申 請 でき ませ ん。（１ 年空け れば 平成 ３１ 年
度は申 請で きま す）
（８） 奨学 金支 給事 業等で 、助 成さ れた 現金が 形を 変え ず、 そのま ま受 給者 等に
支給さ れる 事業
（９） 日本 語教 室に おける 通常 の運 営事 業
（ 10） 食糧 費
４

助 成対 象事 業へ の助成 率、 助成 限度 額、助 成期 間等
対象事 業
助成率
助成限 度額
県内協 力事 業
事業経 費の ２０万 円
＊ 彩 の 国 さ い た ま 国 際 交 流・協 力 ネ ッ 50%以 内

助成期 間
同一事 業
３年を 限度

トワーク 中古資機材リサイクル国
際協力事業を含む。

海外協 力事 業

事業経 費の ５０万 円
同一事 業
50%以 内
３年を 限度
＊ただ し 、国 又は 地 方公共 団体 等か ら補 助金等 の支 給が 予定 されて いる 場合
は、原 則と して その 補助金 等相 当額 は助 成対象 事 業 費か ら控 除 しま す 。
なお 、助 成額 は 審 査 委員会 を経 て 国 際協 力基金 助成 金の 予算 の範囲 内で 決
定しま す の で、 助成 希望額 どお りに 助成 される とは 限り ませ ん 。

５

申 請の 時期 及び 方法
申請 者は 、協 会の 定める 期間 内に 「助 成金交 付申 請書 」（ 様式第 １号 ）、
「事業 計画 書」 （様 式第２ 号） 及び その 他協会 が指 定す る書 類をそ れぞ れ提 出
し てく ださ い 。
記 入例 を参 照し 、記載 して くだ さい 。

２

６

選 考及 び採 否の 通知
申 請に つい ては 、審査 委員 会で 審査 を行い 、採 否及 び助 成額を 決定 し、 申請
者に 通知 しま す 。

７

報 告書 の提 出
助 成を 受け た団 体は、 事業 終了 後１ か月以 内 に 、そ の事 業につ いて の「 事業
実績 報告 書」 （様 式第６ 号） を提 出し てくだ さい 。ま た、 ６か月 以上 の長 期に
わたる 場合 は、 少な くとも ６か 月に １回 、「事 業経 過報 告書 」（様 式第 ７号 ）
を提出 し て くだ さい 。
な お、 各支 出に 係る領 収 書 （宛 名が 団体名 であ り 、 品名 の記載 があ るも の ）
の原本 は、 原則 報告 書と一 緒に 提出 して いただ きま す が 、止 むを得 ない 理由 が
ある場 合に 限り 、コ ピーと 原本 の両 方を 提出し 照合 の上 、原 本の返 却を する 事
は可能 で す 。

８

支 給決 定の 取り 消し
次 のよ うな 場合 、たと え事 業開 始後 であっ ても 助成 の決 定を取 り消 す こ とが
ありま す 。
（１ ）事 業を 実施 しない とき 、ま たは 期限内 に事 業を 実施 する見 込が ない とき
（２ ）申 請書 の記 載と事 実が 著し く相 違した とき
（３ ）事 業の 実施 に際し て違 法行 為が あった とき
（４ ）そ の他 、理 事長 が 不適 当と 認め たとき

９

助 成金 の返 還
次 のよ うな 場合 には、 支給 され た助 成金を 返還 して いた だきま す。
（１ ）助 成の 決定 が取り 消さ れた 場合
（２ ）助 成金 の目 的外支 出が 行わ れた 場合、 また は使 途不 明金が 発生 した 場合
（３ ）事 業規 模の 縮小な どに よっ て総 事業 費 が大 幅に 縮小 され、 既に 支給 され
た助成 金の 額が 総事 業費に 対し て定 めら れた助 成率 の上 限を 上回っ た場
合
（４ ）「 事業 実績 報告書 」が 提出 され なかっ た場 合、 また はその 内容 が不 十分
である 場合
（５ ）申 請内 容、 実績報 告書 に虚 偽の 記載が あっ た場 合。

10

助 成を 受け た旨 の表示
助 成を 受け た団 体は、 助成 事業 の実 施に当 たり 、「 彩の 国さい たま 国際 協力
基金 」か ら助 成を 受けて いる 旨を 明ら かにし 、必 ず広 報紙 、ホー ムペ ージ 等に
表示 を し てく ださ い 。
「 助成 金交 付申 請書」 （様 式第 １号 ）の「 その 他」 に掲 載方法 を記 入 し てく
ださい。

11

実 績の 公表
助 成対 象事 業の 概要や 事業 実績 報告 書の内 容は 、協 会の 機関紙 及び ホー ムペ
ージ等 で公 表さ れ ま す 。

３

Ⅲ

審査基準

申 請の あ っ た 事 業につ いて 、以 下の 審査基 準に 従い 、審 査委員 会に おい て審
査 し ま す。 （審 査手 続きの 一部 に申 請団 体のプ レゼ ンテ ーシ ョンが 採用 され る
場合が あり ます 。）
（１ ） 県内 協力 事業
項目

評価ポ イン ト

ニーズ への 適合

○ 外国 人住 民・ 地域 住民の ニー ズを 満た すもの であ る
○ ニー ズに 対し て適 切な効 果が 期待 され るもの であ る

独自性 ・先 駆性

○団体 の特 性を 活か したア イデ ア・ 視点 で実施 する もの であ る
○先駆 的な 取組 みで ある

発展性 ・将 来性

○団 体 の 活動 を 発展 させ 、 将 来に 向 かい 団体 の レ ベル ア ップ を
図るも ので ある

（２ ） 海外 協力 事業
項目
ニーズ への 適合

○ 現地 の 住 民の ニー ズを満 たす もの であ る
○ニー ズに 対し て適 切な効 果が 期待 され るもの であ る

自立性 ・主 体性

○ 現地 の住 民の 自立 性・主 体性 を損 なわ ないも ので ある
○ 現地 住民 の理 解と 協力に 基づ いて 行わ れるも ので ある

持 続性 ・将 来性

○ 現地 の住 民に よる 事業の 持続 可能 性が 高いも ので ある
○将来 的な 波及 効果 が期待 され るも ので ある

Ⅳ
１

評価ポ イン ト

書類の提出及び記入上の注意事項等

申 請書 類に つい て
「 助成 金交 付申 請書」 （様 式第 １号 (その １ )） 、「 申請 者 （団 体） の状 況」
（様式 第１ 号 (そ の ２ )） 、「事 業計 画 書」（ 様式 第２ 号 (その１ )又は 様式 第 ２
号（そ の２ )）及 び「経費 明細 書」（ 様 式第２ 号 (そ の３ )）につい ては 、協会 の
定める 期間 内に 提出 してく ださ い 。
各 申請 書等 の記 入項目 欄が 不足 する 場合に は、 別紙 で補 足 して くだ さい 。

２

そ の他 の提 出書 類につ いて
上 記１ の他 、助 成申請 時に は、 次の 書類を 併せ て提 出 し てくだ さい 。
（１） 団体 の定 款、 寄附行 為、 会則 、又 はそれ に準 じる もの
（２） 助成 を希 望す る事業 の着 手日 の属 する事 業年 度の 団体 の事業 計画 書及 び収
支予算 書
（３） 前事 業年 度の 収支決 算書
４

（４） 団体 の議 決機 関の議 事録
（５） 会員 名簿 また は役員 名簿
（６） 過去 の活 動内 容のわ かる 機関 紙、 新聞記 事の 写し 等
（７） 申請 事業 が、 過去に 本助 成金 を受 けた事 業の 継続 であ る場合 は、 これ まで
の進 捗状 況を 説明す る資 料
（８） 海外 協力 事業 の申請 につ いて は、 対象地 域 が わか る地 図
（９） その 他、 協会 の指定 す る もの
３ 助 成対 象と なる 経費に つい て
（１） 派遣 諸費
渡 航費 国 外の 活動先 へ赴 く際 にか かる航 空賃 （事 業報 告時に は航 空券 の半
券 を必 ず添付 して くだ さい 。 )
滞 在費 国 外の 活動に おい てか かる 宿泊代
交 通費 国 内 (空港往 復 )外 を移 動 する際 の旅 費
（２） 報 酬
報 酬 外 部協 力者等 に支 払う 経費
人 件費 当 該事 業にお いて 主要 な役 割を果 たす 当該 団体 に所属 する 者に 対
す る報 酬 （ 助 成対 象経 費の １０％ 以内 まで 申請 できま す。 支払 い金
額の根 拠と なる 資料 （団体 の規 定等 ）を 提出し てく ださ い。 ）
（３） 保険 料
保 険料 国 外へ 渡航す る場 合の 旅行 傷害保 険料 、対 象事 業活動 にか かる ボラ
ン ティ ア保険 料等
（４） 事業 費
原 材料 費 施設 建設又 は修 復、 技術 移転等 にか かる 材料 購入費
使 用料 及び 賃借 料 施 設借 上げ や物 品の借 上げ にか かる 費用
消 耗品 費 短期 間又は 一度 の使 用に よって 消費 され るも の（文 具、 用紙 類、
印紙 類、フ ィル ム、 フロ ッピー 、書 籍類 等）
印 刷製 本費 コ ピー代 や印 刷費 、写 真の現 像代 等
通 信運 搬費 送 料、電 話代
備 品購 入費 原 則不可 。
（た だし、 申請 事業 の実 施上必 要不 可欠 な 物 で、申 請者 の所 有 と
な らない 備品 につ いて は内容 を精 査し て認 める場 合が あ り ま
す 。）
※ 外貨で の支 払い を行 ったも のに つい ては 、円との 交換 レー ト が分か る 資 料を
添 付し てく ださ い 。（金融 機関 の送 金通 知書な ど）

５

Ⅴ

「彩の国さいたま国際協力基金」による助成の流れ

民間団 体等 から の申 請…… …協 会の 定め る期間 内
（助成 金交 付申 請書 、事業 計画 書等 ）

審査委 員会 によ る審 査、助 成の 決定

不採択
採択
民間団 体か らの 助成 金請求 書の 提出
（ 助成 金交 付決 定通 知書受 理後 、速 やか に提出 する こと ）

助成金 半額 の交 付（ 助成事 業開 始時 ）

（事業 期間 ６か 月以 上の場 合）
事業経 過報 告書 の提 出

（事業 期間 ６か 月未 満の場 合 ）
事業実 績報 告書 の提 出

助成額 の残 額の 交付

事 業実 績報 告書 の提 出

協会の 機関 紙「 フレ ンドシ ップ ニュ ース 」、ホ ーム ペー ジ等 に 事業 報告 等掲 載

６

