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地区ロータリー財団委員会

ご挨拶
本ハンドブックは、ロータリー財 団の 補 助 金を 利 用しようとしま
す 当 地 区 内 ク ラ ブ や 地 区 委 員 会 の た め の 、R I 第 2 7 6 0 地 区
2019 -20 年度 用として製作 されたものです。本ハンドブックに
記載されています内容は、ロータリー財団が定める内容と共通の
点はござ いますが、当地 区 独自の内 容が含まれていますので、こ
のハンドブックに則り、今 年度の補助金申請、ロータリー財団に関
する活 動 を 運 用 ル ール に従って遵 守して い た だ きたいと 思いま
す。このハンドブックは差 替え可能になっております。随 時、世界
や 地 区独自のル ールも改 正されることがありますので、改 正され
た部分を送付させていただきますので、ご利用下さい。
すでに今 年度に補助金申請されたクラブは、申請から報告までの
内容をご理 解いただいていることと思いますが、ご質問などござ
いましたら、地区ロータリー財団委員 会、地区補助 金委員 会にお
問い合わせ下さい。
日頃の 皆 様 の暖 かいご支 援に心より感 謝申し上げますと共に、こ
れらを有 効に活用していただき、皆 様 のクラブが 充実した奉 仕 活
動をされますことを心よりご祈念申し上げます。
20 1 9 年7 月
国際ロータリー第2760地区
2019−20年度
ロータリー財団委員会
委員長
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第１章

ロータリー 財 団 補 助 金

1. 補助金の仕組み
ロータリー財団は、「世界で良いことをしよう」の標語のもと、世界各地でロータリア
ンが実施する活動を支えるための活補助金を提供しています。人道奉仕活動、社会奉仕活
動、奨学金、職業研修など、さまざまな活動が可能ですが、複数ある補助金の中からプロ
ジェクトに適した補助金を選びましょう。
補助金は次のように分かれています。
【補助金の種類】

【使途決定先】

【使途】

DG
（地区補助金）

地区の裁量

地区内外・海外への
社会奉仕、人道奉仕、
奨学生、VTT事業 など

DDF
（地区活動資金）
GG
ロータリー財団
（グローバル補助金）

WF
（国際活動資金）

グローバル補助金
に同額補助

重点6分野

重点6分野

ロータリー財団

補助金に使用できる資金は、シェアシステムにより決定されます。
皆さまからご寄付頂いた 年次基金 と 恒久基金 は、ロータリー財団で３年間運用
後、シェアシステムにより活動資金として地区に配分されます。
シェアシステムの仕組みは下記の通りです。

シェアシステム
100
３年前の年次基金寄付 + 恒久基金の利息

50

50

ＤＤＦ
地区活動資金

ＷＦ
国際活動資金

25
地区補助金

25
グローバル補助金
+
前年度までの
未使用のＤＤＦ
グローバル補助金
に繰入
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50
グローバル補助金
に同額補助

2. クラブが補助金を使用するために
参加資格認定
地区がロータリー財団の補助金を申請するためには、まず参加資格の認定を受ける必要
があります。各クラブも又、すべての補助金を申請するには、地区の認定を受ける必要が
あります。地区とクラブは、この認定手続きを通じて、財務管理面での義務について理解
し、これを適切に果たすための準備を整えます。認定手続きは毎年行う必要があります。
※地区補助金を申請する場合、世界共通ルールでは認定を必要としないが、当地区独自の
ルールで地区の認定を必要とします。

◇ 地区の参加資格認定
地区ガバナー、ガバナーエレクト、地区ロータリー財団委員長が以下を行います。
• 補助金の申請サイトで「地区の覚書（MOU）」に同意し署名する。
• クラブを対象とした「補助金管理セミナー」を実施する。
※認定に関する書類やリソースは、Rotary International ロータリー補助金サイト
から随時確認可能です。

◇ クラブの参加資格認定
地区補助金、グローバル補助金の申請に先立って、クラブが地区から認定を受ける為、
会長と会長エレクトが以下を行う必要があります。
•「クラブの覚書（MOU）」に同意、署名する。
• 地区が実施する「補助金管理セミナー」に出席する。
• その他、地区が独自に定めた要件を満たす。
• クラブが認定状況を維持するためには、毎年、認定手続きを行う必要があります。
• 詳しくは地区にお問合せ下さい。

授与と受諾の条件
「ロータリー財団

地区補助金およびグローバル補助金」

ロータリー財団は地区に対してDDF（地区活動資金）を配分し、地区はこの資金を利用
して様々な事業に活用することが出来ます。ただし、DDFは「授与と受諾の条件」に記載
されている要件を満たさなければ使用出来ません。「授与と受諾の条件」は必読のうえ厳
守をお願い致します。
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注意事項：
ロータリー財団は、いつでも、この授与と受諾の条件を変更、修正する権利を有してい
ます。この授与と受諾の条件に対する変更は、RIウェブサイト（www.rotary.org）に掲
載されていますので、常時最新版をご確認下さい。
１．一般的な基準
２．提唱者の基準
３．資格基準
４．制約事項
５．スケジュールと申請
６．資金調達と寄付
７．支払い
８．報告要件と必要書頬
９．旅行
10．ロータリアン以外の補助金受領者
11．協力団体
12．インドのロータリー財団に関する特記事項

１．一般的な基準
ロータリー財団の地区補助金とグローバル補助金は、地元地域社会と海外において、幅
広いさまざまな人道的・教育的活動を支援するものである。これら補助金を利用する全て
のプロジェクトと活動は、以下に該当しなければならない。
１．ロータリー財団の使命に関連していること。
２．ロータリアンが積極的に関与すること。
３．ロータリー財団、または国際ロータリーに対し、補助金の支給金額を支払うこと以外
に何の責任も負わせないこと。
４．米国および活動実施国の法律を遵守すること、また個人あるいは団体に害を与えない
こと。
５．実施に先立って審査され、承認された活動のみに使用すること。既に完了済みあるい
は進行中のクラブや地区のプロジェクトの経費を支払う目的で補助金を使用しないこ
と。承認に先立って補助金活動の計画を立てることは認められ、奨励されているが、
承認前に経費を支出することはできない。
６．補助金受領者の国／地域の外で補助金の活動が実施される場合、その国あるいは地域
の伝統と文化に配慮する姿勢を示すこと。
７．ロータリー財団章典の第7.030節に基づき、「補助金参加者の利害の対立に関する方
針（the Conﬂict of Interest Policy for GrantParticipants）」を遵守すること
（「用語集」参照）。
８．ロータリー財団章典の第1.050.2項に基づき、ロータリーの標章の適切な使用に関す
る方針を遵守すること。
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3. 地区補助金
地区補助金の要件
地区補助金は、地元や海外の地域社会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さ
い、短期的な活動を支援します。各地区は、この補助金を配分するプロジェクトを独自に
選びます。
地区補助金の流れ
支払い

申 請
補助金実施の前年度（計画年度）から申請を行うこ
とができます。ただし申請は、実施年度の5月15日
までに行ってください。

報 告

前年度の地区補助金が終了し、すべて
の支払い要件が満たされていれば、実
施年度の7月1日以降に補助金が支払わ
れます。支払いに関する情報は、遅くと
も実施年度の5月15日までに提出する
必要があります。

地区が補助金を受け取ってから12カ
月以内、または補助金がすべて配分
されてから2カ月以内に、補助金の
使途を記載した最終報告書を提出
してください。でに提出する必要が
あります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

補助金を
オンラインで
申請

財団職員
による審査

財団が
申請を承認
／不承認

財団が承認
／不承認を
地区に通知

補助金の
支払い
手続き

地区が
補助金を
クラブに
配分

地区が
最終報告書を
提出

財団職員
による審査

最終報告書
が承認され、
補助金が
終了

不足情報を
提出

各項目の実行者

不足情報を
提出

＝ロータリアン
＝ロータリー財団

◇ 地区補助金による活動の種類
地区補助金は、地区やクラブの幅広いプロジェクトや活動にご活用いただけます。
• 人道的プロジェクト（奉仕活動を行うための現地への渡航や災害復興活動など）
• 奨学金（教育機関のレベルや場所、支給期間、専攻分野の制約なし）
• 専門職業をもつ人びとから成る職業研修チームの派遣（現地の人びとに職業研修を
行うチーム、または現地で職業スキルを学ぶチーム）

◇ 補助金の使用条件
地区補助金はさまざまな奉仕プロジェクトに柔軟に活用できます。ロータリー財団の使
命を支える活動であることが条件ですが、そのほかに多くの制約はありません。地区は、
地区補助金の申請と管理を行う前に、参加資格の認定を受ける必要があります。
地区補助金の全般的基準は次の二つだけです。
1．すべての地区補助金はロータリー財団の使命を守るものであること
2．ロータリアンの直接参加を含むこと（ロータリアンが汗を流す活動であること）
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◇ 支給額と支給方法
地区はDDF（地区財団活動資金）の50％までを地区補助金として毎年申請できます
（50％全額を申請する必要はありません）。この50％は、3年前に地区が年次基金に
寄付した額（および恒久基金への寄付の投資収益）によって生まれたDDFを基に計算さ
れます。
地区に一括して補助金が支払われた後、地区がクラブに資金を支給します。

◇ クラブが地区補助金を申請するには？
地区補助金の資金をクラブが活用したいと希望する場合、地区に申請する必要がありま
す。申請書の提出期日や地区が独自に定めた要件（報告や研修など）については、第2章で
説明します。

地区補助金で出来ないこと
補助金は、いかなるグループも不当に差別したり、特定の政治的・宗教的見解を推進し
たり、完全に宗教を目的とした催し物を支援したり、妊娠中絶に関連する活動や性決定の
みを目的とする活動を支援したり、武器や弾薬の購入資金に充てたり、ロータリー財団へ
の新たな寄付またはロータリー財団の他の補助金への新たな寄付とすることはできない。
これに加え、補助金を以下の目的に使用することはできない。
１．特定の受益者、団体、地域社会に対する継続的または過度の支援。
２．財団、恒久的信託、利子の発生する長期口座の開設。ただし、「授与と受諾の条件」
の第Xセクションに記載された要件に提唱者が従うならば、補助金資金を小口融資ファ
ンドの設立のために使用できる。
３．募金活動。
４．地区大会、国際大会、研究会、創立記念式典、娯楽活動などのロータリー行事に関連
する経費。
５．広報（プロジェクト実施に不可欠な場合を除く）。
６．500ドルを超える、プロジェクトの標識。
７．他団体の運営費、管理費、間接プログラム経費（グローバル補助金における協力団体
でのプロジェクト管理費を除く）。
８．受益者や協力団体への使途無指定の現金寄付。
９．既に経費が発生した活動。
10. 国境を越えて手ずから行うワクチンの輸送。
11. 全国予防接種日（NID）に出向くための旅費。
12. ポリオワクチンのみを含む予防接種。
13. ロータリー平和センター提携大学において、ロータリー平和フェローが専攻するのと
同じ、または類似した専修プログラムで学ぶための留学。
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地区補助金の報告
●補助金支給後12カ月以内、または補助金を全額支出してから2ヵ月以内に最終報告を提
出します。一つの地区補助金をclosedしなければ、次の地区補助金が支払われませんの
で、仮にマルチイヤー奨学金を授与した場合、補助金を全額支出した段階で最終報告を
提出することになります。
●プロジェクトと活動は望ましくは18カ月以内に完了しなければなりません。マルチイ
ヤー奨学金であれば2年までです。
●補助金の残額はロータリー財団に返却します。これはDDFとして地区に戻ります。
●地区補助金を使って、奨学生を派遣した場合、地区ロータリー財団委員長などのロータ
リアンから、ロータリー財団にその奨学生について報告して下さい。ロータリー財団学
友と認定されます。

◇ 豊橋北ロータリークラブ

◇ 豊川宝飯ロータリークラブ

汐川干潟の環境整備
・実 施 日：2018年11月4日
・総 事 業 費：646,440円
・地区補助金：278,942円

豊川海軍工廠平和公園PRイベント
「折り鶴とキャンドルに平和の祈りを」
・実 施 日：2018年8月4日〜8月7日
・総 事 業 費：580,010円
・地区補助金：253,000円

◇ 豊田東ロータリークラブ

◇ 安城ロータリークラブ

キッズ・ファーム・チャレンジ（食育事業）
・実 施 日：2018年9月10日〜12月13日
・総 事 業 費：401,027円
・地区補助金：147,510円

インドネシアにランドセルを贈ろう
・実 施 日：2018年7月1日〜12月26日
・総 事 業 費：370,776円
・地区補助金：168,630円
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4. グローバル補助金
グローバル補助金の要件
グローバル補助金は、ロータリーの6つの重点分野に該当し、持続可能かつ測定可能な成
果をもたらす大規模な国際的活動を支援します。補助金プロジェクトのスポンサー（提唱
者）は、国際的なパートナーシップを組み、各地の地域社会のニーズに取り組みます。
2018年7月1日より、グローバル補助金の申請には、現地調査を行うことが義務付けられ
ました。この現地調査を行うことによって、プロジェクトを行う際に最も重要なニーズを
知る必要があります。この現地調査は、実施国側のロータリークラブでも援助国側のロー
タリークラブでも、どちらが行っても構いません。基本的には、経費の関係からも実施国
側のロータリークラブに行っていただく方が良いかと思います。
この現地調査の方法として、「フォーラム（住民会合）の開催」「アンケート調査の実
施」「インタビュー調査の実施」「フォーカスグループ（座談会）の開催」「地域リソー
ス調査の実施」「マッピング調査の実施」の6つの方法があります。数人の地元関係者と話
をするだけでは地域社会のニーズを理解することができません。しっかりとした現地調査
を是非行ってください。

◇ グローバル補助金による活動の種類
グローバル補助金は、次のような活動に使用できます。
• 人道的プロジェクト
• 奨学金：大学院レベルの留学
• 職業研修チーム（VTT）：専門職業に関係する研修を提供するチームや、
研修を受けるチームを海外に派遣

◇ 補助金の使用条件
グローバル補助金の利用にあたっては、活動が実施される国のクラブまたは地区と、そ
れ以外の国のクラブまたは地区がパートナーとなって協力することが求められます。また
双方のクラブ／地区は、補助金を申請する前に、参加資格の認定を受けている必要があり
ます。
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その他の要件：
●持続可能であり、補助金の資金が使い尽くされた後にも活動成果を長期的に持続させる
ための計画を含んでいること
持続可能なプロジェクトの立案
「持続可能性」という言葉は、組織によって異なる意味を持っています。ロータリー財団
での「持続可能性」とは、補助金の終了後にも、地域社会の人々が自力でニーズに取り組
めるよう支援することによって、長期的な解決策をもたらすことを意味しています。持続
可能なグローバル補助金プロジェクトは、以下の特徴を備えています。

地域社会の
ニーズと強み

物資と
テクノロジー

実施国側提唱
者が地域社会の
ニーズ調査を実
施する。特定さ
れたニーズのう
ち、補助金で支
援できるニーズ
は何か、地元の
人々の価値観や
文化はどのよう
なものかを判断
する。計画立案
の際には、地元
の複数の協力団
体にも参加して
もらう。

可能な限り、設
備や物資、新し
いテクノロジー
機器は現地で調
達する。また現
地で調達できる
部品を使った製
品を選ぶ。テク
ノロジーや物資
を選ぶ際には、
地元の人々に参
加してもらい、
設備の使用、維
持、修理を自分
たちで行ってい
けるよう、研修
を提供する。

資

金

知

機器の長期的な
使用、維持、修
理、プロジェクト
管理などの費用
を賄うための資
金源があること
を確認する。活
動が継続される
よう、プロジェク
ト参加者が行っ
た作業や仕事に
対し、適切な報
酬を与える。

計画

識

ニーズを自力で
満たしていく力
を受益社会の
人々に与えるた
め、研修、教育、
啓蒙活動などを
行う。研修を受
けた人々が、学ん
だ知識を新たな
受益者に伝授し
ていくよう確認
する。必要に応
じて、専門知識
を持つ地元団体
の力を借りる。

モチベーション

モニタリングと
評価

支援を継続するよ
う受益者および
プロジェクト参加
者にインセンティ
ブを提供する。プ
ロジェクトの成果
を長期的に保つ
ため、受益社会で
リーダー的役割を
引き受けてくれる
人を探す。グロー
バル補助金が全
額使われた後に、
受益社会が自力
でプロジェクトを
継続できるように
する。

明確で測定可能
なプロジェクト
目標を立て、プ
ロジェクトの
データを集める
方法を決める。
評価に用いる基
本データを記録
し、少なくとも3
年間どのような
変化がもたらさ
れたかを具体的
に示せるように
する。

実施

報告

グローバル補助金の流れ

●測定可能な目標を持っていること
●6つの重点分野のいずれかに該当すること
①
②
③
④
⑤
⑥

平和と紛争予防／紛争解決
疾病予防と治療
水と衛生設備
母子の健康
基本的教育と識字率向上
経済と地域社会の発展

●地域社会のニーズに応えること
●ロータリアンと地域社会の人々の両方が積極的に参加すること
●補助金の「授与と受諾の条件」に記載された要件を順守すること
グローバル補助金は、年度を通じて随時申請することができ、申請が受理された順に審
査が行われます。申請にはRIウェブサイト（www.rotary.org）からMy Rotaryにログイ
ンし、「ロータリー財団」の「補助金を申請する」の中の「補助金申請のためのツール」
をクリックし、日本語に直してから「グローバル補助金」に入り、画面の順序に従って下
さい。なお、地区の補助金委員会に事前に相談することを忘れてはいけません。
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◇ 支給額と支給方法
予算30,000ドル以上の活動が対象となります。そのうち、補助金で賄われる額は最低
15,000ドルです（最高支給額は200,000ドル）。この補助金は、クラブ／地区からの
DDF（地区財団活動資金）に対して100％（同額）、現金寄付に対して50％（半額）の
割合で、財団からWF（国際財団活動資金）の上乗せが提供される仕組みです。

地区補助金と異なり、グローバル補助金は年度中いつでも申請できます。
3種類の国際規模の活動があります：人道的プロジェクト、職業研修チーム、奨学金
活動の種類にかかわらず、グローバル補助金には次のことが必要です。
１．異なる地域社会、国、地理的地域のクラブと地区と協力するロータリー・ネットワー
クの強化に役立つこと。
２．二つのロータリークラブまたは地区の提唱する活動を支援すること：一方は、プロ
ジェクトを実施する国のクラブと地区（host）で、もう一方は実施国以外の国のクラ
ブと地区（international）です。
３．ロータリークラブの所在する国または地理的地域で実施されること。
４．持続性のある成果を上げること（つまり、補助金を使い切った後でも長期的にニーズ
を満たすことができること）
５．主たるクラブまたは地区（primary clubまたは primary district）のロータリアン
が汗を流す活動をすること。
６．プロジェクト実施地と海外の援助提供側の主たるクラブと地区をそれぞれ一つ含んで
いること。主たるクラブや地区以外のクラブや地区は寄付をすることが可能。
７．重点分野の一つまたは二つ以上に合致していること。
８．量的に成果を測ることができる結果を残すこと。量的にも、外見でも成功を物語るこ
とができるようなものであること。（2012年10月管理委員会決定）
一般的な基準
グローバル補助金は、地区とクラブへ補助金を授与することだけを目的としています。
１．ロータリー財団のWF（国際財団活動資金）から15,000ドル〜200,000ドルまで補
助金を授与します。
２．財団への現金の寄付に対しては、その額の50％をWFから出し、DDFに対しては同額
を出します。（マッチング）
３．その活動が自国の法令に違背する時は、提唱者は、地区の法令に従うため、ロータ
リー財団の条件を適用しないよう事務総長に要請できます。
４．両提唱者が異なる国にあるが、同一地区の場合、地区が主たる提唱者になることはで
きません。グローバル補助金を使って人道的プロジェクトを実施する場合、海外の援
助提供国側のクラブまたは地区は、資金調達総額の少なくとも30％を寄付しなければ
なりません。
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人道的プロジェクト
A）一般的な基準
１．十分なサービスを受けることができない人々の最低限のニーズに応えると同時に重点
分野の一つまたは二つ以上を全体的に高めるものでなければなりません。
２．人道的活動を支援するグローバル補助金は、プロジェクト実施地のクラブや地区から
発案されなければなりません。
B）協力団体
１．ロータリー以外の協力団体とプロジェクトを実施する場合、協力団体と提唱者のクラ
ブまたは地区と覚書を交わさなければなりません。
２．その協力団体が参加するプロジェクトは年間5件までです。
C）受給資格
１．人道的プロジェクトのためのグローバル補助金は次のものに使用できます。
a．インフラ（社会基盤）の建設：収入を得るために、物やサービスを創出・配布
する地域社会の人びとの能力を大幅に高める場合
b．プロジェクト実施地の提唱者が、特定の技能が地元では得られないうえ、旅費
をまかなう余裕があると確認した場合に限り、奉仕プロジェクトの実施、研修
のため、2人までの海外旅行の費用。協力団体関係者はその旅費支給の対象にな
らないが、その人しかできない特別の技能や資格に関する限り、考慮の余地が
あります。人道的プロジェクトの予算を、海外旅行だけの費用に充ててはなり
ません。旅費がプロジェクト総予算に占める割合には妥当性が必要です。
c．国内旅行については、プロジェクトの実施に携わるロータリアンとロータリア
ンでない専門家、受益者の旅費。
d．プロジェクト実施にかかわるプログラム費用、給与、給付金、謝礼。
e．ポリオ・ワクチンの購入を含む予防接種活動。但し、ポリオ・ワクチン以外の
ワクチンも購入する場合に限られます。
２．グローバル補助金は地区補助金でのできないことに加えて、以下の目的にも使用する
ことができません。
a．ロータリー青少年交換、RYLA、ロータリー友情交換、ローターアクト、インターアクト
b．18歳未満の青少年の海外渡航費（保護者同伴の場合を除く）。
c．人が居住、仕事、営利目的の活動に従事するための建造物、すなわち建物（学
校、住宅・低廉仮設宿泊所、病院）、コンテナ、移動住宅など、もしくは製造
や加工の活動を営むための建造物の新たな建設、または増築。
d．人道的プロジェクトに参加する協力団体の職員の旅費。
e．ロータリー以外の団体が主体となって実施する活動。
f．主に研究・調査またはデータ収集から成る人道的プロジェクト。
g．個人の旅行経費のみを含む人道的プロジェクト。

- 11 -

グローバル補助金の報告
●プロジェクト完了後2ヵ月以内にオンラインで提出します。
●長期にわたる場合、1年ごとに中間報告を出します。
●補助金の残額はロータリー財団に返却します。これはWFに組み入れられます。仮に財団
から受け取ったWF以上の額を返還する場合、上回った額は提唱者に戻されます。

最終報告に記載する必須事項
１．プロジェクトの成果
２．ロータリアンのプロジェクトへの監視、管理、参加活動
３．収支報告
４．収支報告の裏付けとなる銀行通帳
５．第3者による財務監査（ﬁnancial assessment）がない場合、明確に要請された場合、
領収書の写し
６．領収書の写し（場合によっては原本が要求されます）と収支報告は相互に参照できる
ようになっていなければなりません。
７．受益者への影響

締切日前に正確な報告書を提出できなかった場合、当該プロジェクトの主たる実施地の
提唱者と海外の援助提供者の両方とも、満足のいく報告書を提出するまで、以後グローバ
ル補助金を受け取ることができません。（2013年10月管理委員会決定）
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1）職業研修チーム（VTT）
VTTは、1965年に始まった研究グループ交換（GSE）に見られるように、長年にわた
るロータリーの職業研修への取り組みを土台としています。若い専門職業人が海外で職業
の実践風景を見学するというGSEの概念を引き継ぐVTTは、さらに一歩進んで、メンバー
が自分の職業スキルや知識を生かして奉仕に参加する機会を提供しています。実地参加の
程度はチームによって異なりますが、例えば、心臓外科手術と治療について医師や看護師
を研修したり、幼児教育に関するベストプラクティスを学んだり、新しい灌漑技術を農家
に指導するなど、さまざまな活動が可能です。効果的なVTTの実施により、地域社会の
人々が自力で問題を解決し、生活を改善する力を身に付けることができます。

A）一般的な基準
１．チームは人道的ニーズに応えて、重点分野の範囲で自らの職業技能を高めるか、他の
人に専門的な研修を行わなければなりません。
２．チームは、重点分野の一つを学び、または教えることによって能力開発を実証しなけ
ればなりません。また、ロータリー財団が承認した教育機関、団体、法人、事業体と
提携しても差し支えありません。
３．チームは、明確な目的、趣旨の提案、明確な持続成果、準備計画を備えていなければ
なりません。
４．チーム・メンバーの個人的旅行は、そのメンバーの負担です。1件の補助金で、一つま
たは複数のチーム支援に使えます。
５．派遣側の提唱者は、チーム・メンバー選考のための委員会を設置します。クラブが提唱
者の場合、クラブ会長が、地区が提唱者の場合、地区ガバナーが、委員長を務めます。
６．すべての補助金プロジェクトは所定の期限内に実施されなければなりません。
B）チームの構成と基準
１．チームは、高度な資格を備えた専門職のチーム・メンバーとチーム・リーダーによって
構成されます。チーム・リーダーはロータリアンであることが望まれます。但し、ロー
タリアン以外の人がチーム・リーダーを務めるメリットを補助金申請書で明確にするこ
とができれば、ロータリアン以外の人がチーム・リーダーを務めても構いません。
２．職業研修チームは、経験豊かなチーム・リーダーと少なくとも2名のチーム・メンバー
によって構成されます。チーム・メンバーの総数についての上限はありません。
３．申請者は、重点分野の一つに経験や専門知識のあることを示し、できれば、重点分野
に関連があると認められている専門職務か事業に雇用されていることが望まれます。
４．すべての申請者は、海外旅行、職業研修中の活動に十分参加できるだけの健康条件を
満たしていなければなりません。
５．チーム・メンバーの親族が同一チームにいても差し支えありません。但し、すべての資
格条件を備えていなければなりません。
６．チーム・メンバーは、研修の往復とも、グループとして行動するよう強く要請されてい
ます。但し、チーム・メンバーの出発時期や帰国時期をずらすことが人道的目標に最も
かなう場合は、それも許容範囲です。
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C）参

加

１．すべてのチーム・メンバーは、クラブ、地区、多地区レベルで組織した出発前のオリ
エンテーションに出席しなければなりません。
２．すべての研修チームは、ロータリーに関連のあるプレゼンテーションをし、奉仕活動
または地域プロジェクトに参加しなければなりません。

◇ 海外のパートナー（協同提唱者）を探すには
VTTのパートナー探しにあたり、財団の職員が地区を援助することはありません。従っ
て、地区は、ProjectLINK、地区補助金のVTTパートナー・フォーラム（District
Grant VTT Partner Forum）、LinkedIn、グローバル補助金のウェブサイトを利用した
り、ロータリーの国際会合やプロジェクトフェアでほかのロータリアンとの協力関係を築
くよう奨励されています。

・ 職業研修チーム（VTT）活動報告
グローバル補助金事業
＜派遣メンバー＞
チームリーダー

＜受入メンバー＞
ガバナー補佐
チームリーダー

＜補助金番号

GG1868132>

９名(吉川先生含む)
竹山 廣光
長谷川 千尋
若杉 健弘
柳田 剛
塩田 有史
田村 秀代
木下 輝美
山下 達也

名古屋市立大学病院
名古屋市立東部医療センター
名古屋市立西部医療センター
名古屋市立大学病院
愛知医科大学病院
平岩病院
藤田医科大学病院
三重北医療センターいなべ総合病院

８名
Kunasantar Mayandy
Dr.P.K.Rajesh
Dr.Kirthi Jayarajah
Dr.Ismaliza Ismail
Dr.Yasmin Mohamed Gani
Suhaily Othman
Rosnani Basir

今年度はマレーシア（3300地区）との医療研修事業を行いました（グローバル補助金
事業）。まずは2019年2月にマレーシアより医師や看護師5名の研修チームを当地区に
招聘し、名古屋市内の病院を中心に合計６つの病院で「院内感染の予防・管理」について
研修を行いました。
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その後、4月末から5月初旬にかけて2760地区の医療研修チームを現地に派遣しまし
た。メンバーは名古屋市立大学の竹山廣光名誉教授をリーダーに名古屋市立大学病院や名
古屋西部医療センター、名古屋東部医療センター、藤田医科大学病院等の医師や看護師、
薬剤師等合計8名。現地ではマレーシア政府との共同事業として参加者650名以上の「全
国感染予防＆管理シンポジム」を開催し、その後現地の4病院で院内感染の予防管理につ
いて研修を行いました。お互いに研修で得た知識や経験を共有し、それぞれの地域での医
療サービスの向上につとめてもらいます。

受入れ：

2019年2月23日〜2019年3月3日

派

2019年4月27日〜2019年5月6日

遣：

事業費：

US$91,070
(DDF US$45,535 WF US$45,535)

日本での事前研修−１

日本での事前研修−２

マレーシアでの実践研修 (1)

マレーシアでの実践研修 (2)
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2） ポリオ・プラス
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・ ポリオ・プラス活動報告
◇ 第６回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ
「ポリオ撲滅」ブース活動報告
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インターアクトのメンバーに
協力してもらってます

ポリオ撲滅について
子供達につないでいこう

写真撮影

皆さんでポリオ撲滅の為
頑張っています

3）ロータリー奨学基金
奨学金
ロータリー奨学生という用語は、グローバル補助金受領者を指すものとします。
グローバル補助金を使って、海外の大学院でロータリーの6つの重点分野のいずれかに関
連する分野を学ぶための奨学金を提供できます。奨学金の期間は1〜4年間であるため、学
位取得を目的としてこの奨学金を利用することも可能です。奨学金候補者は、補助金の承
認を受ける前に、留学先の大学院からの入学許可証明を提示する必要があります。
ロータリー財団は、グローバル補助金による奨学生が国際親善使節としての責務を遂行
することを義務づけていませんが、提唱クラブ／地区が奨学生にクラブ行事や奉仕プロ
ジェクトへの参加を奨励することができます。
グローバル補助金による奨学金では、現金拠出またはDDF（地区財団活動資金）と、そ
れに上乗せされたWF（国際財団活動資金）によって資金が提供されます。グローバル補助
金は総予算が30,000米ドル以上でなければなりません。比較的高額な予算を組むことが
できることから、奨学金と人道的プロジェクトを組み合わせ、一口の大きな補助金申請の
一部として奨学金を提供することも可能です。
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A）一般的な基準
１．教育水準に関する条件を満たしている限り年齢は問いません。
２．奨学金の期間は大学院課程またはそれに相当するレベルの履修課程か研究の1年から4
学年度。
３．教育機関または具体的専門学科は、ロータリー財団から承認されなければなりません。
４．適格の学科は、ロータリー財団の重点分野に限定されます。
５．地区補助金でもグローバル補助金でも、ロータリー平和フェローの専攻科目と同種また
は同一の分野でロータリーセンターのパートナー大学に入学できません。
６．奨学金には授業料、旅費、生活費、保険料、その他ロータリー財団承認の他の教育関連
の費用が含まれます。
７．ホスト地区がホスト・カウンセラーを任命します。
８．奨学生が、ロータリー財団の書面による承認を事前に受けることなく、補助金から離脱
したり、終結した場合、あるいは、ロータリー財団が補助金を取り消した場合、派遣側
のクラブまたは地区は、奨学生が既に受け取った補助金をロータリー財団に返済するの
を援助するよう期待されています。

B）奨学生の条件
１．奨学生は、ロータリー知識をもち、派遣と受け入れの両クラブと地区内で、諸活動や
奉仕活動にしっかり参加しなければなりません。
２．奨学生は留学前にクラブ、地区、多地区合同のオリエンテーションに参加しなければ
なりません。もし然るべき理由なしに欠席した場合、失格となります。
３．奨学金申請時に、大学院レベルの大学の無条件（あるいは条件付き）入学許可書または
大学院レベルの研究に関する招請状を提出しなければなりません。
４．奨学生は、受け入れ側のクラブまたは地区と協力して、派遣側のクラブまたは地区を
通じて補助金を申請しなければなりません。

C）参

加

１．奨学生は、補助金授与と受諾の条件に従って、補助金を受け取る前、受け取っている
期間中、終了後にクラブや地区の活動に参加するよう期待されています。
２．派遣と受け入れの両提唱クラブは、奨学生がクラブや地区の会合でスピーチしたり、
奉仕プロジェクトに参加できるように、招請状を出さなければなりません。
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・奨学基金・平和フェローシップ委員会 活動報告
◇ 2018-19年度

グローバル補助金奨学生
■ スポンサークラブ ： 名古屋東南ロータリークラブ
■ 重点分野 ： 平和と紛争予防／紛争解決
■ 留 学 先 ： サセックス大学（イギリス）
■ 研究内容 ： 紛争等における強制移動後の
社会統合について
■期

間 ： 2 018 年 9月〜2 019 年 9月（１年1ヶ月）

■金

額：

$43,302（DDF$21,651

山田

綾乃

山田綾乃

略歴

WF$21,651）

さん

中学生のころにアフリカの貧困と紛争の現状を知り、被害者の支援に携わりたいと考えるようになる。
2016年1月より、紛争予防 を専門とする 国際ＮＧＯ「日本紛争予防センター」で 南スーダン事業のプ
ロジェクトマネージャーを務める。外務省による避難勧告が出される前、南スーダンにて孤児院などで
モニタリングを行う。国連機関及び国際ＮＧＯでの活動と、同分野における国際的な基準を、理論と実
践から身に付けることを目指す。2018年6月ロータリー財団本部に申請。同年8日の月に承認。

◇ 2018-19年度

グローバル補助金奨学生
■ スポンサークラブ ： 名古屋南ロータリークラブ
■ 重点分野 ： 経済と地域社会の発展
■ 留 学 先 ： マンチェスター大学（イギリス）
■ 研究内容 ： 国際協力・援助の世界において、今後
どのような内容のプロジェクトがどのような
方法で実施されていけば、援助の効果をより
高めることができるのか

市川
市川智也

智也

さん

■期

間 ： 2 018 年 8月〜2 019 年 9月（１年 2ヶ月）

■金

額：

$63,617（DDF$31,809

WF$31,808）

略歴

大学にて履修したアフリカ研究の授業で、経済格差、貧困に衝撃を受け、アフリカの子供たちに給食を
届けるNPOの活動に従事する。また政策や援助を通じた貧困削減の方法に対する考察を深める。
外務省が管轄する政府開発援助（ODA）の実施部隊である国際協力機構（JICA）の青年海外協力隊の
コミュニティ開発ボランティアとしてセネガルにて活動を行う。国際機関の政策立案者として多国間援
助に従事し、アフリカ諸国、その中でも特に西アフリカ地域の経済発展、貧困削除に寄与することを目
指す。2018年6月ロータリー財団本部に申請。同年8月に承認。
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ロータリー平和フェローシップ
平和や紛争解決の分野で国際的に貢献できるキャリアに就きたいとお考えですか。ロー
タリーは毎年、世界各地の大学に設置されたロータリー平和センターで、平和と紛争解決
の分野の修士号または専門能力開発修了証を取得するための奨学金を提供しています。こ
のフェローシップで留学する人はフェローと呼ばれ、ロータリー平和センターを卒業した
元フェローたちは、各国政府や、国連・世界銀行などの国際機関、国際司法裁判所などに
就職し、平和構築の第一線で活躍しています。

◇ フェローシップについて
ロータリーは毎年、世界中の候補者の中から、各ロータリー平和センターで学ぶフェロー
を選びます。フェローシップは、授業料と入学料、部屋代・食事代、往復交通費、インター
ンシップ／実地研修費に利用できます。フェローシップには、次の2つの種類があります。

◇ 修士号取得プログラム

7%

38%

20%
10% 8%
8%

NGO

博士課程進学

政府

研究／学術

その他

国連機関

教育

ジャーナリズム

7%

2%

◇ 専門能力開発修了証取得プログラム
すでに平和・紛争解決の分野での経験がある社会人のために、毎年50名までに授与され
る奨学金。3カ月の短期集中型プログラムで、フェローはチュラロンコーン大学（タイのバ
ンコク）で学びます。このプログラムでも、2〜3週間の実地研修が行われます。
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◇ 資格条件
ロータリーは、将来のキャリアを通じて平和と紛争解決に貢献していける優秀な人材
を、世界中から募っています。選考基準は以下の通りです。
• 職業や学業における業績、個人的活動、社会奉仕活動を通じて、国際理解と
平和に対する熱意と献身を明らかに示していること。
• 学士号またはそれに相当する学位を有していること。優秀な学業成績を修めていること。
• 関連する分野での職務経験：
• 修士号取得プログラムの場合：
有給･無給を問わず、関連分野において少なくとも合計3年間のフルタイムの
職歴を有していること。
• 専門能力開発修了証取得プログラムの場合：
フルタイムで中級職や上級職に就き、関連分野において少なくとも5年の職歴を
有していること。
• 英語に堪能であること（両プログラム）および第2外国語能力（修士号取得プログラム）

◇ 申請の際の制限事項
修士号取得フェローシップの場合、以下のカテゴリーに該当する人は申請できません
（ただし、以下のカテゴリーに該当する人も、専門能力開発修了証プログラムには申請す
ることができます。選考された場合は、プログラム参加に必要なすべての経費を自己負担
しなければなりません）。
• ロータリアンと名誉ロータリアン
• ロータリークラブ、ロータリー地区、国際ロータリー、あるいはその他のロータリー
関連団体の職員
• 生存する上記の配偶者、直系卑属（血縁による子または孫、入籍している養子）と
その配偶者またはその尊属（血縁による両親または祖父母）
• クラブを退会してから36カ月未満の元ロータリアンと上記に当てはまるその親族
さらに、専門能力開発修了証プログラムのフェローまたはロータリーの元国際親善奨学
生が、平和フェローシップの修士号プログラムに申請する場合、それぞれのフェローシッ
プ／奨学金の終了から最低3年が経過していなければなりません。
また、修士号を取得したロータリー平和フェローが、専門能力開発修了証プログラムに
申請することはできません。

◇ 申請方法
まず最初にオンラインで、推薦ロータリー地区のカウンセラーとの協力方法や、申請に
必要な資料などに関する情報を確認してください。地元のロータリークラブへの申請期日
はクラブによって異なります（通常は3〜6月）。国際ロータリーに申請書を提出する期日
は、7月1日です。
申請手続の詳細は、ＲＩウェブサイト、もしくは地区ＨＰのロータリー財団委員会を参照
ください。

◇ ロータリー平和センターの支援方法
現在、ロータリー平和センター・プログラムを恒久的に支えるため、2015年までに1億
2,500万ドルの寄付を集める活動が進められています。基金の名称に寄付者の名前を付ける
ことができる冠名基金の寄付方法もあります。
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・奨学基金・平和フェローシップ委員会 活動報告
◇2018年ロータリー平和フェロー
■ スポンサークラブ ： 尾西ロータリークラブ
■ 留 学 先 ： ウプサラ大学（スウェーデン）
■期

辻坂
辻坂文子

文子

間 ： ２０１８年９月〜２０２０年６月

さん

略歴

大学 卒 業 後、2002年国境なき医師団日本に就 職し活動した他、青 年海 外協力隊に参加
してベナン共和国での村落開発普及活動に従事した。2009年イギリス、フランスに留学
し、2010年人道援助プログラム修士号を取得した。
その 後も国境なき医師団日本から派 遣され、南スーダン、コンゴ、民主 共和国、中央アフ
リカ、ハイチなどの諸国で人道援助プログラムの運営に従事してきた。

5）学友会
ロータリー財団学友とは、元国際親善奨学生、元研究グループ交換チーム・リーダーと
チーム・メンバー、元ロータリー平和フェロー、元大学教員補助金受領者、元ロータ
リー・ボランティア（個人向け補助金/ボランティア奉仕活動補助金受領者）、世界社会奉
仕助成金（Discovery
Grant）で旅行したことのある人、グローバル補助金とパッケー
ジ・グラントの奨学金、職業研修チーム、人道的プロジェクトの旅行に参加した人と定義
されています。（2013年1月の管理委員会決定）
さらに、地区補助金を通じて資金を得た人も、地区ガバナーや地区ロータリー財団委員
長などのロータリアンが、その氏名をロータリー財団に報告すれば、財団学友とみなされ
ます。
学友が帰国後もロータリーとの絆を持ち続けると言う意味でも、各地区または多地区で学
友会（Alumni Association）を結成することが望まれています。

- 24 -

第２章

RI第2760地区における補助金

6.ＲＩ第 2760 地区における参加資格要件
地区がロータリー財団の補助金を受領するには、その前に参加資格の認定を受ける必要
があります。また、グローバル補助金を申請するクラブも地区から参加資格の認定を受け
る必要があります。当地区では地区補助金を申請するクラブにも参加資格を取得していた
だくことにしています。地区とクラブは認定手続きを通じて、財務管理面での義務につい
て理解し、これを適切に果たすことができます。

参加資格要件
１．「地区とクラブ間の覚書（ＭＯＵ）」の締結
２．クラブは地区主催の「ロータリー財団セミナー」及び「補助金管理セミナー」には、
地区が定めた人数以上の出席をします。ただし、やむを得ない場合は1人以上の出席が
資格です。
３．補助金専用口座
クラブは補助金事業を行うに当たり、補助金専用口座（無利息型普通預金）を開設します。
４．補助金事業の申請数
クラブは地区補助金事業及びグローバル補助金事業において、事業年度につき各１件
申請することが出来ます。ただし、グローバル奨学金事業、職業研修チーム事業はこ
の限りでありません。

7. 地区補助金
地区独自の制約事項
１．事業の申請
事業の申請は当該年度前年の1月から3月末とします。
申請予算は一式計上でなく、明細を記入します。
２．事業の執行
事業の執行は原則として当該年度の7月から2月末までとします。補助金のロータリー
財団への報告は地区からの一括報告で、報告がＣloseされないと次の補助金が受けら
れなくなりますので、クラブが報告書を作成する期間を前倒ししました。
但し、事業の性質上2月末に終了できないことはわかっている場合は事前に補助金委員
会に相談ください。事業に遅延が発生した場合も速やかに報告ください。
３．補助金の支給額
a．補助金の額はクラブ拠出額を超えてはいけません。
b．補助金支給上限額は最高1,000,000円とします。
補助金額は、当該年度に使用できるＤＤＦ又は当該年度に申込まれた補助金総額等に
よっては変動する場合があります。その場合はクラブにその旨を速やかに通知します。
c．補助金支給算出に使用する年度の年次寄付貢献率が0.8以下のクラブは原則とし
て支給額は８割に減額された金額を支給額とします。また貢献率が1.2以上の場
合は原則として1.2を上限とします。
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地区補助金のスケジュール

クラブのすること

地区のすること

事業の企画

事業の企画

8月

ロータリー財団セミナー開催

1月〜3月末

クラブから事業の申請
1月〜4月

2月

7月〜2月

4月

申請内容の確認、調整

補助金管理セミナー

プロジェクトの
実施

5月

地区補助金審査会にて承認

6月

地区とクラブのＭＯＵ締結

7月

ロータリー財団で承認

事業の実施
8月

クラブに補助金支給

5月

ロータリー財団へ
一括報告

最終報告書提出
報告書
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8. グローバル補助金
グローバル補助金は基本的に、クラブがロータリー財団に直接申請するものです。しか
し、補助金資金となるＤＤＦは地区にて管理しています。グローバル補助金申請書の記入
を始める前に、グローバル補助金事業提案書を提出し、プロジェクトの内容と資金調達方
法について地区ロータリー財団委員会、補助金委員会と話し合うことをお願いします。

地区独自の制約事項
グローバル補助金の使用条件は第1章をお読みください。
１．補助金事業の規模
a．事業は30,000（米ドル）以上でなければいけません。
b．地区が補助するＤＤＦからの金額は50,000（米ドル）までとします。
２．補助金事業の年間可能実行件数
グローバル補助金は通年で申請を受け付け、通年で事業開始できます。しかしなが
ら、ロータリー財団の取決めで、1クラブまたは1地区で事業を同時に行っている数が
10件までと決まっています。従って、その次に決定するには1事業が終了し、報告書
の認定を受けた後になります。
３．グローバル補助金奨学生
a．奨学生のロータリー財団への申請人数は毎年度5名までとします。
b．奨学生へ地区が補助するＤＤＦからの支給額は30,000（米ドル）までとします。
但し、当該年度に使用できるＤＤＦ等変動要素がありますので、毎年公表します
「募集要項」をご覧ください。
４．グローバル補助金職業研修チーム（ＶＴＴ）
職業訓練チームへの地区が補助するＤＤＦからの支給額は50,000（米ドル）までとします。

グローバル補助金の受付までのステップ
Ａ．グローバル補助金の受付は随時行います。
Ｂ．クラブはプロジェクトを企画・立案する際に、添付資料「ロータリー財団 地区補助金
とグローバル補助金の授与と受諾の条件」、
「重点分野 基本方針」を参照し、プロジェクト
がこの条件を満たしているかを確認してください。また、「持続可能なプロジェクト
の立案」を参照し、プロジェクト実施国の地域社会のニーズ、物資とテクノロジーの
調達、資金源等を調査・確認して下さい。
Ｃ．クラブは申請書を提出する前にまず地区補助金委員会グローバル補助金チームにグローバ
ル補助金事業提案書を提出し、相談をして下さい。グローバル補助金の対象となるプロ
ジェクトを立案するための様々なアドバイスや申請書作成の支援を行います。
Ｄ．更にクラブはホスト・スポンサー（プロジェクト実施国のロータリークラブ）の名前や担
当者等の氏名、プロジェクト収支（収入となるクラブ拠出金、地区DDF、WFの資金構成
と支出となるプロジェクト費用の決定）も確定しなければなりません。そのために見積を
取る必要があります。見積書の宛先はロータリークラブ（実施国または援助国）であるこ
とが必要です。
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注 1 ． ホスト・スポンサーであるロータリークラブがMOUを締結していない場合、
MOUの締結を促して下さい。
注2．ロータリアンが経営する会社を業者として採用する場合は選定プロセスの公正さと
透明性を保つため、クラブは適正な入札手続きが行われたことを示す証拠書類を
提出する必要があります。
Ｅ．グローバル補助金チームの支援のもと地区補助金委員会にDDF申請書を提出していただ
きます。（見積書の添付は必須となります）
Ｆ．地区補助金委員会でDDFの使用が承認されたらクラブはオンラインでグローバル補助金
の申請を行います。
Ｇ．グローバル補助金のオンライン申請に関してもグローバル補助金チーム全面的に支援致し
ます。
Ｈ．オンライン申請の入力が完了するとガバナーと地区ロータリー財団委員会が承認を行い
ます。（入力が終了した時点でガバナー、地区財団委員長に自動的にメールが送られます）
Ｉ．TRFが申請書の内容を確認し質問事項がある場合、担当者にメールで問合せが行きます。
（質問の回答に関してもグローバル補助金チームがアドバイス致します）
Ｊ．TRFが承認の前にプロジェクト担当者に対して最終確認のメールが行きます。担当者
はオンライン画面でチェックを行います。
Ｋ．TRFでは、すべての書類が整い、クラブからの拠出金が一度TRFに振り込まれますと、
クラブからの拠出金と補助金が合算され、クラブの専用口座に振り込まれます。
Ｌ．基本的には、補助金の支給日より１年間以内にプロジェクトを終了し、最終報告書を提出
することになりますが、１年を超える場合には、中間報告書を提出すれば、引き続きプロ
ジェクトを継続させることができます。
Ｍ．プロジェクトは、最終報告書を提出し、TRFからのファイルクローズの連絡を受けて、
終了となります。
Ｎ．ファイルクローズされた最終報告書を地区補助金委員会に提出します。

グローバル補助金の実行までのステップ
STEP１
STEP２
STEP３
STEP４
STEP５
STEP６
STEP７
STEP８
STEP９
STEP10

グローバル補助金申請事業の立案
補助金委員会に相談（グローバル補助金事業提案書を提出）
協議⇒日本事務局に事前相談（補助金委員会）
申請書の提出（オンラインで提出）
ロータリー財団より質問
ロータリー財団より承認
最終確認、クラブ拠出金の振込み
６ヶ月以内にロータリー財団よりグローバル補助金が支出
事業実施
ロータリー財団及び地区補助金委員会に中間報告・最終報告の提出（オンライン）
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グローバル補助金のスケジュール
STEP１

STEP２
グローバル補助金
申請プロジェクトの立案

補助金委員会に
DDF申請書の提出

①プロジェクトの決定
②実施国のホスト・スポンサーの決定
③地域のニーズ調査
④資金調達計画（クラブ、DDF、WF）
⑤見積書の取得

①グローバル補助金チームへ相談
②グローバル補助金事業提案書を提出
③DDF申請書の提出
④見積書のコピー

STEP３
補助金委員会で承認
DDF支給額の決定

STEP６
TRFより承認

STEP９
プロジェクトの実施

STEP４

STEP５

申請書の提出
（オンラインで提出）

STEP７

TRFより質問

STEP８

最終確認、
クラブ拠出金の振込

６ヶ月以内に
GG補助金の支給

STEP10
TRF、地区補助金委員会に中間報告書／最終報告書の
提出（オンライン）
（プロジェクトが１年を超える場合は中間報告書の
提出が必要）

9. 補助金の管理及び会計処理
補助金については、管理の面で特に留意が必要となりました。補助金の誤用と不適切な
管理の場合、制裁措置を受けることもあります。ここでは重要なポイントを列記します。
１．帳簿作成並びに保存義務と会計監査の実施
• 帳簿作成が義務化され、さらに関係証憑を5年間保存することも義務化されています。
• 全ての領収書及び振込通知書の受領と保存
• 事業（プロジェクト）終了後3年以内にＲＩ財団から派遣された監査人による
会計監査が実施される場合があります。
２．• 地区財団委員会では、帳簿作成に資するエクセル版の「補助金管理簿ファイル」を
作成し、配布しています。
•「補助金管理簿ファイル」内の「預金出納帳（記入用）」だけは必須としています。
（総勘定元帳の作成が必要です。）
• 最終報告書に添付してこの「補助金管理簿ファイル」も提出していただきます。
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３．専用口座の開設
• 補助金の受領には、専用口座の開設が義務化されています。
専用口座がないと補助金を受け取れません
• 専用口座⇒無利息型の普通預金の開設
• 専用口座の年度毎の引継ぎにおいて、口座の管理引継確認書を毎年作成し（P59参照）、
10年間保存しなければならない
４．補助金事業（プロジェクト）の写真
• 補助金事業（プロジェクト）を実施した時に、その写真を最低１０枚（多ければ多いほど
可）必ず撮影して、証憑類と共に保存してください。
• 確実に補助金事業（プロジェクト）を実施した証拠となりますので、最終報告書へ添付
して地区財団委員会へ提出いただきます。
５．外国に対する補助金事業
外国に対する補助金事業の報告書については、次の諸項目を最終報告書に添えて提出
してください。
• 日本円にレート換算した報告書（レートは補助金受領時のロ−タリ−レ−ト）
• 支払先が外国の場合は、現地の証憑類と突合可能な和訳の支払報告書の提出が必要。
• 専用口座から現金を引き出して現地に持参した場合は、顛末書を必ずプロジェクト責任
者が責任を持って作成し提出しなければいけません。
６．報告書提出義務
• 補助金事業（プロジェクト）終了後２ケ月以内に地区財団委員長宛に最終報告書を提出
しなければなりません。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

最終報告書
領収書等証憑類の写し
予算書と決算書（一式計上でなく明細を記入）
写真（JPEG方式）
専用口座の写し
補助金管理簿ファイル
外国事業⇒領収書、報告書等の和訳
必要に応じ顛末書
※地区補助金の場合、「地区補助金最終報告書チェックリスト」も提出してください。
７．未消費の補助金の返還義務
• 未消費の補助金は、地区Ｒ財団委員会を通してＲＩ財団へ返還しなければなりません。
当地区では、当該事業は、まず財団補助金から支出がされたと考え、次に各クラブか
らの拠出金を事業に充てたと考えることにしています。ただし、次の8の制約条件があ
ります。
（注）「補助金管理簿ファイル」の中の「注意事項＆補足事項」をご参照ください。
８．事業総額の２分の１を超える補助金
• 当地区では地区補助金は原則として事業総額の２分の１以下と定めていますので、
２分の１を越える地区補助金は地区への返金しなければなりません。但し、当該年度の
諸条件によって変更される場合もあります。
• 返金された地区補助金は、地区Ｒ財団委員会を通してRI財団へ返金することになります。
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補助金資金の不正使用に関する報告と解決の方法
第２７６０地区財団委員会は、中間報告書や最終報告書を精査し、補助金資金の不正使
用や不適切な管理が疑われた場合、地区ロ−タリ−財団監査委員会から補助金資金の不正
使用や不適切な管理が疑われれる事案の報告を受けた場合並びにクラブの覚書（MOU）6.
に基づき、補助金関連の活動で資金乱用や不正行為が疑われ、クラブが地区に報告してき
た場合、次の手順に従って是正措置を講ずるものとする。

【是正措置の手順等】
１．地区財団委員会は、速やかに当該クラブに実態調査に行かなければならない。
２．当該クラブは、地区財団委員会の実態調査に協力しなければならない。
３．1の実態調査の結果、補助金資金の不正使用や不適切な管理が認められた場合、地区財
団委員会は次の手順に従って是正措置を講ずるものとする。
（1）関係機関への報告
地区財団委員会は、地区ガバナ−、地区ロ−タリ−財団監査委員会、国際ロ
−タリ−日本事務局並びにRIロ−タリ−財団へ、補助金資金の不正使用や不適
切な管理の事実を報告しなければならない。
（2）是正措置の要請
地区財団委員会は、当該クラブに対し、補助金資金の不正使用や不適切な管
理が生じた原因の報告、今後不正等が生じないための是正措置をいかに講ずる
か、不正額等の弁済額並びに会長、会長エレクト並びにプロジェクト責任者連
名の申立書の提出を要請しなければならない。
当該クラブは、この要請に速やかに応えなければならない。
当該要請が実施されるまで、当該クラブの新たな補助金申請は受け付けるこ
とができない。
４．3の是正措置後の手順
当該クラブから3の是正措置が実行された場合、地区財団委員会は当該クラブにおい
て是正措置が実行されたことを、地区ガバナ−、地区ロ−タリ−財団監査委員会、
国際ロ−タリ−日本事務局並びにRIロ−タリ−財団へ、速やかに報告しなければな
らない。
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第３章

資金推進委員会

・寄付と認証
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ロータリーカード
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第４章

地区ロータリー財団監査委員会

地区の資金管理体制の強化が一層要請されることから、地区は監査委員会を設けるか、
第三者による監査を義務付けられています。
当地区では、幸いに会計の専門職務に従事している会員がいますので、地区で監査委員
会を設けています。
この場合の要件は、
a.
b.
c.
d.

少なくとも3人の委員から構成されなければならない。
すべての委員は正会員でなければならない。
少なくとも1名は、元ガバナーもしくは監査の経験を有する人物でなくてはならない。
ガバナー、財務長、地区銀行口座の署名人、財務委員会の委員がその就任年度に監
査委員会に携わることを認めない。
e. 地区が定めた手続きに従い、地区により選出された者を委員とする。

◇ 監査委員会の任務
地区ロータリー財団監査委員会は、「財務管理計画」（P80参照）に従って、地区の
財務管理計画とその実施状況を以下の事項を中心に毎年評価します。
a. 意図された目的に従って資金が使われ、適切な記録が維持され、経費の管理システ
ムが正常に機能していることを確認するため、支出項目を精査する。このような精
査には、以下を含むべきである。
（ i ）支出項目をいくつか選び、証拠資料と照合する。
（ ii ）補助金の「授与と受諾の条件（参加条件）」に則って、資金が使用されたこと
を確認するため、支出の全項目を見直すこと。
（iii）用いられた購入手続を特定する。
（iv）銀行残高調整の記録を見直し、これらが正しく行われたこと、また、開始残高
が、補助金活動の財務記録および銀行明細書と一致していることを確認する。
b. 各ロータリー年度終了後３ヵ月以内に、結果報告を地区内クラブに提出する。
c. ロータリー財団の書類維持に関する要件を順守していることを確認する。
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◇ 「覚書」セクション5：年次財務評価
財務管理計画とその実施に関する評価を、毎年必ず行うものとする。財務評価とは、財
務管理と要件の順守状況を評価するものである。独立した監査法人か地区監査委員会のい
ずれかが年次財務評価を行うものとし、そのどちらが行うかは地区が決めるものとする。
財務評価は、監査や会計検査よりもかなり範囲が狭いものであり、以下を含む。
１．地区が作成した財務管理計画（P80参照）を順守していることの確認。
２．地区補助金、地区が提唱したグローバル補助金の支出の検査。これには以下が含ま
れる。
a. 支出項目をいくつか選び、それらを裏付ける書類と照合する。
b. 補助金の「授与と受諾の条件」に則って資金が使用されたことを確認するため、
支出の全項目を見直す。
c. 高額な支出項目すべてについて、競争入札が行われたことを確認する。
d. 適切な管理が維持されるよう、資金支出のプロセスを見直す。
３．補助金に関連するすべての金銭的取引とプロジェクト活動が、少なくとも標準的な
事業慣行のレベルで行われたかどうかの判断：
a. ロータリー財団の書類保管に関する要件を順守していることを確認
b. 地区監査委員会または独立した監査法人が必要とみなすその他の手続き
４．年次財務評価の結果報告。各ロータリー年度終了後３ヵ月以内に、地区内のクラブ
に結果を報告しなければならない。

◇ 概要
地区は、毎年、財務管理計画とその実施状況の評価を行わなければなりません。これ
は、財団補助金の管理が適切に行われているかどうかを確認するためのものです。年次財
務評価では、地区補助金と地区が提唱したグローバル補助金の出納について検査し、これ
らの補助金の管理を地区が適切に行っているかどうかを確認する必要があります。年次財
務評価は、最小限の費用で行うべきであり、地区の補助金の正式な監査である必要はあり
ません。年次財務評価の結果は、地区内のクラブに報告しなければなりません。
監査法人または監査委員会（地区内会員3名から成る）の、どちらが財務評価を行うか
は、地区の裁量で決定できます。地区の年次財務表と報告書を検査する監査委員会が既に地
区に設置されている場合には、この監査委員会が年次財務評価を行うことができます。（た
だし、利害の対立が存在しないことが条件となります）。
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⿵ຓ㔠ࡢ3ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡲ࡛ࢆࠊ⿵ຓ㔠㛵㐃ࡋࡓ⟶⌮㐠Ⴀ㈝㸦㖟⾜ᡭᩘᩱࠊ㒑㏦ᩱࠊࢯࣇࢺ࢙࢘ࠊ⊂❧
㈈ົホ౯࡞㸧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

3.

⿵ຓ㔠ࡢ20ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡲ࡛ࢆࠊ⮫㈝㓄ศࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⿵ຓ㔠ࡢᢎㄆᚋࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࡲࡓࡣάືࢆ㏣ຍࡍࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ๓ᢎㄆࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

4.

ヱᙜࡍࡿἲᚊࡼࡗ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊࡲࡓ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ᪉㔪ᚑࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᅜ࣭ᆅᇦ
ࡑࢀ௨እࡢᅜ࣭ᆅᇦ࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື㈨㔠ࢆ࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

5.

ዡᏛ⏕ࡸ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ⿵ຓ㔠⟶⌮ࢭ࣑ࢼ࣮㈨㔠ࢆ࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

6.

ᆅ༊ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ༠ྠᥦၐ⪅᥈ࡋࢆຓࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣇ࢙⾜ࡃࡓࡵ
ࡢ᪑㈝࠾ࡼࡧཧຍ㈝࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠

1. ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢ୍ࡘ௨ୖ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2. ᣢ⥆ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡀάືࢆࡋࡓᚋࡶࠊᐇᆅࡢᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ࡛ࢽ࣮ࢬ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

3.

ᐃྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᥦၐ⪅ࡣࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠㸸ࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࡢィ⏬ࡘ࠸࡚ࠖࡽホ౯ᇶ‽
ࢆ㑅ࡪࠋࡲࡓࠊ⊂⮬ࡢホ౯ᇶ‽ࢆ㏣ຍࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࡢ

ᐃࡿ㈝⏝ࡢୖ

㝈ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺண⟬ࡢ10ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡍࡿࠋ

4. ᐇᆅഃࡢᆅᇦ♫ࡀᑟࡍࡿࠋᐇᆅഃࡀ⮬ࡽ≉ᐃࡋࡓᆅඖࡢࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸࡚ࠊ⿵ຓ㔠ࢆ❧ࡍ
ࡿࠋே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡲࡓࡣ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࢆ⏦ㄳࡍࡿࢡࣛࣈᆅ༊ࡣࠊ
⏦ㄳ๓ᆅᇦ♫ࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⏦ㄳ᭩ྵࡵࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

5. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺண⟬ࡢ10ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡲ࡛ࢆࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⟶⌮㈝㸦༠ຊᅋయ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㈝⏝ࠊㅖ⤒㈝ࠊ㐠Ⴀ⟶⌮ㅖ⤒㈝ࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜࡣࡑࢀࡶྵࡴ㸧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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6. ே㐨ⓗࠊᩍ⫱ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭࡍࡿࠋ
7. 1㹼4Ꮫᖺ㛫ࡢᏛ㝔ࣞ࣋ࣝࡲࡓࡣࡇࢀ┦ᙜࡍࡿࣞ࣋ࣝࡢᩍ⛉ᒚಟࡸ◊✲ࡢࡓࡵࡢ␃Ꮫ⏝ዡᏛ㔠ࢆᥦ౪
ࡍࡿࠋ

8. ⫋ᴗ◊ಟࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊཷࡅࡓࡾࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ே㐨ⓗࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࡴ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࢆᨭࡍ
ࡿࠋ

9. ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ᭱㧗2ྡࡲ࡛ࡢᾏእ᪑㈝ࢆ㈥࠺ࠋࡇࢀࡽࡢேࡣࠊ⌧ᆅ࡛◊ಟࢆᥦ౪ࡋ
ࡓࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇࡋࡓࡾࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡢேࡀᣢࡘࢫ࢟ࣝࡀ⌧ᆅ࡛ᚓࡽࢀ࡞࠸ࡇࢆᐇ
ᅜഃࡢࢡࣛࣈࡀ☜ㄆࡋࡓሙྜ㝈ࡿࠋ

10. ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡀᏑᅾࡍࡿᅜࡸᆅᇦ࠶ࡿᆅᇦ♫ࢆᨭࡍࡿࠋ
11. ⿵ຓ㔠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᐇࡉࢀࡿᅜࡢᑡ࡞ࡃࡶ1ࡘࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡲࡓࡣᆅ༊㸦ᐇᅜഃ௦⾲ᥦၐ
⪅㸧ࠊᐇᅜ௨እࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡲࡓࡣᆅ༊㸦ຓᅜഃ௦⾲ᥦၐ⪅㸧ࡼࡾᥦၐࡉࢀࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊRI⌮ࡀ✚ᴟⓗᣑྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㸦⌧ᅾ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡀ࡞࠸㸧ᅜ࡛ᐇࡉࢀࡿࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ᪉㔪ࡢእࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

12. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺண⟬ࡢ10ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡲ࡛ࢆࠊ౯᱁ୖ᪼ࡸⅭ᭰ኚືᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ⮫㈝㓄ศࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

13. 㔜Ⅼศ㔝㛵㐃ࡍࡿໟᣓⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊపᗮ⡆᫆ఫᏯ⡆᫆ᰯ⯋ࡢᘓタࢆᨭ࡛
ࡁࡿࠋ

14. ௨ୗࢆྵࡴ㸦ࡓࡔࡋࡇࢀ㝈ࡽ࡞࠸㸧ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࡢᘓタࢆᨭ࡛ࡁࡿ㸸 ࢺࣞᲷ࠾ࡼࡧ⾨
⏕ࢩࢫࢸ࣒ࠊ㐃⤡㐨㊰ࠊࢲ࣒ࠊᶫࠊᗜࠊࣇ࢙ࣥࢫࢭ࢟ࣗࣜࢸࢩࢫࢸ࣒ࠊỈ࣭℺₅ࢩࢫࢸ࣒ࠊ
ᐊࠋᆅୗỈࢆ⏝ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢሙྜࠊᆅᇦㄪᰝࡢ୍⎔ࡋ࡚Ỉᩥᆅ㉁Ꮫⓗㄪᰝࢆᐇࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋㄪᰝࡢ㈝⏝ࡣࠊ⿵ຓ㔠ண⟬ྵࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

III. ไ⣙㡯
⿵ຓ㔠ࡣࠊ࠸࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡶᙜᕪูࡋࡓࡾࠊ≉ᐃࡢᨻⓗ࣭᐀ᩍⓗぢゎࢆ᥎㐍ࡋࡓࡾࠊ᐀ᩍࢆ┠ⓗ
ࡋࡓദࡋ≀ࢆᨭࡋࡓࡾࠊዷፎ୰⤯㛵㐃ࡍࡿάືࡸᛶỴᐃࡢࡳࢆ┠ⓗࡍࡿάືࢆᨭࡋࡓࡾࠊṊჾࡸᙎ⸆
ࡢ㉎ධ㈨㔠࡚ࡓࡾࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ᪂ࡓ࡞ᐤࡲࡓࡣ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢࡢ⿵ຓ㔠ࡢ᪂ࡓ࡞ᐤࡍ
ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀຍ࠼ࠊ⿵ຓ㔠ࢆ௨ୗࡢ┠ⓗ⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
1.

≉ᐃࡢཷ┈⪅ࠊᅋయࠊᆅᇦ♫ᑐࡍࡿ⥅⥆ⓗࡲࡓࡣ㐣ᗘࡢᨭࠋ

2.

㈈ᅋࠊᜏஂⓗಙクࠊᏊࡢⓎ⏕ࡍࡿ㛗ᮇཱྀᗙࡢ㛤タࠋࡓࡔࡋࠊ➨Xࢭࢡࢩࣙࣥグ㍕ࡉࢀࡓせ௳ᥦၐ⪅
ࡀᚑ࠺࡞ࡽࡤࠊ⿵ຓ㔠㈨㔠ࢆᑠཱྀ⼥㈨ࣇࣥࢻࡢタ❧ࡢࡓࡵ⏝࡛ࡁࡿࠋ

3.

ᅵᆅࡸᘓ≀ࡢ㉎ධࠋ

4.

ເ㔠άືࠋ

5.

ᆅ༊ࠊᅜ㝿ࠊ◊✲ࠊ❧グᛕᘧࠊፗᴦάື࡞ࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ⾜㛵㐃ࡍࡿ⤒㈝ࠋ

6.

ᗈሗ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇྍḞ࡞ሙྜࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ

7.

500ࢻࣝࢆ㉸࠼ࡿࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᶆ㆑ࠋ

8.

ᅋయࡢ㐠Ⴀ㈝ࠊ⟶⌮㈝ࠊ㛫᥋ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤒㈝㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠࠾ࡅࡿ༠ຊᅋయ࡛ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
⟶⌮㈝ࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ

䝻䞊䝍䝸䞊㈈ᅋ㻌 ᆅ༊⿵ຓ㔠䛸䜾䝻䞊䝞䝹⿵ຓ㔠 ᤵ䛸ཷㅙ䛾᮲௳䠄2019 ᖺ 1 ᭶᭦᪂䠅

- 44 -

3

9.

ཷ┈⪅ࡸ༠ຊᅋయࡢ㏵↓ᣦᐃࡢ⌧㔠ᐤࠋ

10. ᪤⤒㈝ࡀⓎ⏕ࡋࡓάືࠋ
11. ᅜቃࢆ㉺࠼࡚ᡭࡎࡽ⾜࠺࣡ࢡࢳࣥࡢ㍺㏦ࠋ
12. ᅜண㜵᥋✀᪥㸦NID㸧ฟྥࡃࡓࡵࡢ᪑㈝ࠋ
13. ࣏ࣜ࢜࣡ࢡࢳࣥࡢࡳࢆྵࡴண㜵᥋✀ࠋ
14. ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖹࢭࣥࢱ࣮ᥦᦠᏛ࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖹࣇ࢙࣮ࣟࡀᑓᨷࡍࡿࡢྠࡌࠊࡲࡓࡣ㢮ఝ
ࡋࡓᑓಟࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᏛࡪࡓࡵࡢ␃Ꮫࠋ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
ୖグຍ࠼ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࢆ௨ୗࡢ┠ⓗ⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
1.

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㟷ᑡᖺࠊRYLAࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࢡࢺࠊࣥࢱ࣮ࢡࢺࠋ

2.

18ṓᮍ‶ࡢ㟷ᑡᖺࡢᾏእΏ⯟㈝㸦ಖㆤ⪅ྠకࡢሙྜࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ

3.

ேࡀᒃఫࠊࠊࡲࡓࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࢆ㐣ࡈࡍᘓ㐀≀ࠊࡍ࡞ࢃࡕᘓ≀㸦㝔㸧ࠊࢥࣥࢸࢼࣁ࢘ࢫࠊ⛣ື
ఫᏯ࡞ࠊࡶࡋࡃࡣ〇㐀ࡸຍᕤ࡞ࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢάືࢆႠࡴࡓࡵࡢỌஂᘓ㐀≀ࡢ᪂ࡓ࡞ᘓタࠋ
⿵ຓ㔠ࡀᘓ㐀≀ࡢᘓタࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜࠊࡇࡢᘓタࡣ㏣ຍࡢࢡࣛࣈ㸭ᆅ༊ࡢ㈨㔠ࡼࡗ࡚
㈥ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢไ⣙ࡣࠊపᗮ⡆᫆ఫᏯ⡆᫆ᰯ⯋ࡣᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠋ

4.

୍㒊ᘓタ῭ࡳ㸦እࡢࡳᡂࡋࡓᘓ㐀≀ࢆྵࡴ㸧࡛࠶ࡿࡀධᒃࡲࡓࡣ㐠Ⴀࡉࢀࡓࡇࡢ࡞࠸ᘓ㐀≀ࢆ
ᡂࡉࡏࡿࡓࡵࡢಟ

5.

ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡍࡿ༠ຊᅋయࡢ⫋ဨࡢ᪑㈝ࠋ

6.

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ௨እࡢᅋయࡀయ࡞ࡗ࡚ᐇࡍࡿάືࠋ

7.

◊✲࣭ㄪᰝࡲࡓࡣࢹ࣮ࢱ㞟ࡽᡂࡿே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠋ

8.

ಶேࡢ᪑⾜⤒㈝ࡢࡳࢆྵࡴே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠋ

9.

ᏛࡢᏛኈㄢ⛬࡛ࡢຮᏛࠋ

10. 1ࡘࡢ⿵ຓ㔠ࡢୗ࡛⾜ࢃࢀࡿࠊ࠸㛵㐃ࡋ࡚࠸࡞࠸」ᩘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠋ

IV. ⏦ㄳ᪉ἲ
⿵ຓ㔠ࡣwww.rotary.org/ja/our-programs/grantsࡽ࡛࢜ࣥࣛࣥ⏦ㄳ࡛ࡁࡿࠋ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ⿵ຓ㔠ࢆཷ㡿ࡍࡿࡣࠊ㛵ಀࡍࡿࡍ࡚ࡢ௦⾲ᥦၐᆅ༊ࡣ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡼࡗ࡚㈨᱁ࡀㄆࡵ
ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢሙྜࡣࠊ㛵ಀࡍࡿࡍ࡚ࡢ௦⾲ᥦၐࢡࣛࣈࡣᆅ༊ࡼࡗ࡚㈨᱁ࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀຍ࠼ࠊᆅ༊ࠊࢡࣛࣈࠊ⿵ຓ㔠ጤဨࡢጤဨࡣࠊᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮࣮ࣜࣟࢱ࣮ࣜ
㈈ᅋᑐࡋ࡚㈈ົⓗ࡞ᛶࢆಖࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡘ⿵ຓ㔠ࢆཷ㡿ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྡ⛠ࡣࠊ࣮ࣟࢱ
࣮ࣜᶆ❶ࡢ⏝㛵ࡍࡿᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ᪉㔪㡰Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ୖグIIࢆཧ↷㸧ࠋRI㈈ົ௦⾜⪅ࠊᅜ
ࡢィᢸᙜ⪅ࠊ⿵ຓ㔠㛵㐃ࡢ࠶ࡿ༠ຊᅋయࡸཷ┈ᅋయࡢ⌮࣓ࣥࣂ࣮᭷⤥⫋ဨࡣࠊ⿵ຓ㔠ጤဨࡢጤဨࢆ
ົࡵࡿࡇࡀ⚗ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ௦⾲ᥦၐᆅ༊ࠊࡲࡓࡣྛ௦⾲ᥦၐࢡࣛࣈࡀ୍ᗘ᭷ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᮍ⤊ࡢ
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⿵ຓ㔠ࡣࠊ10ཱྀࡲ࡛㝈ࡽࢀࡿࠋ
ᆅ༊⿵ຓ㔠
ᆅ༊ࡣࠊ3ྡࡢ࣮ࣟࢱࣜࣥࡽᡂࡿ⿵ຓ㔠ጤဨࢆタ⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ3ྡࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢᐇᖺᗘ
ࡢᆅ༊࢞ࣂࢼ࣮ࠊᆅ༊࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋጤဨ㛗ࠊᆅ༊⿵ຓ㔠ᑠጤဨጤဨ㛗ࡀྵࡲࢀࡿࠋ⿵ຓ㔠ጤဨࡢ3ྡࡢጤ
ဨࡣࠊᆅ༊⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳ࠾࠸࡚ᢎㄆᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠸ࠊ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡍࡿ㈐ົࢆᢸ࠺ࠋ
ᆅ༊ࡣࠊ1࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖺᗘࡘࡁ1ᅇ⏦ㄳࢆᥦฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ⏦ㄳࡣ⏝ィ⏬ࢆྵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿵
ຓ㔠ቑ㢠ࡢせㄳࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡀ⿵ຓ㔠ࡢᨭ⤥ࢆ㛤ጞࡍࡿ๓⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᆅ༊ࡣࠊᖺᗘ୰Ⓨ
⏕ࡋᚓࡿ⮫㈝ࡢࡓࡵࠊᆅ༊⿵ຓ㔠ࡢ20ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡲ࡛ࢆྲྀࡗ࡚࠾ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢሙྜࠊ⏝ィ⏬ࡇ
ࡢ⮫㈝ࢆ┒ࡾ㎸ࡳࠊ᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿ㝿⮫㈝ࡢෆヂࢆグ㍕ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋᆅ༊⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳࡣࡍ
࡚ࠊ⿵ຓ㔠ᐇᖺᗘࡢ5᭶15᪥ࡼࡾࡶ๓ཷ⌮ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦࠼ࡤࠊ2016-17ᖺᗘᆅ༊⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩
ࡣࠊ2017ᖺ5᭶15᪥ࡲ࡛ཷ⌮ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
ᐇᅜຓᅜࡢ௦⾲ᥦၐ⪅ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࢆᢸᙜࡍࡿ3ྡࡢ࣮ࣟࢱࣜࣥࡽᡂࡿ⿵ຓ㔠ጤ
ဨࢆタ⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ⿵ຓ㔠ጤဨࡢጤဨࡣࠊ௦⾲ᥦၐࢡࣛࣈࡢဨ㸦ࢡࣛࣈᥦၐࡢሙྜ㸧ࡲࡓ
ࡣ௦⾲ᥦၐᆅ༊ࡢဨ㸦ᆅ༊ᥦၐࡢሙྜ㸧ࡍࡿࠋࢡࣛࣈࡀᥦၐ⪅࡞ࡗ࡚⿵ຓ㔠ࢆ⏦ㄳࡍࡿሙྜࠊ௦⾲ᥦၐࢡ
ࣛࣈࡀཧຍ㈨᱁ㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࢆᆅ༊࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋጤဨ㛗ࡀ☜ㄆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᥦၐࢡࣛࣈࡲࡓࡣᆅ༊ࡣࠊண⟬㢠ࡢ10ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡲ࡛ࢆ⮫㈝㓄ศࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᥦၐࢡࣛࣈ㸭ᆅ༊
ࡣࠊࡇࡢ⮫㈝ࡽᨭฟࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࡑࢀࢆሗ࿌ࡋࠊ㢠⏝ࡋ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ㈈ᅋ㏉㔠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
ዡᏛ⏕⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ⿵ຓ㔠యࡢ⏦ㄳࡢ⿵㊊㈨ᩱࡋ࡚ಶேࡢཧຍ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋᥦၐ⪅ࡣࠊ⤒㈝Ⓨ⏕ࡸ᪑⾜ᡭ㓄ࡢ๓ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡼࡗ࡚ዡᏛ㔠⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡢ⏦ㄳࡀᢎㄆ
ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆ⏦ㄳ⪅ࡀ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺☜ㄆࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ⏦ㄳ᭩ࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖺᗘࢆ㏻ࡌ࡚㝶
ཷ⌮ࡉࢀࡿࡀࠊ᪑⾜ࡀྵࡲࢀࡿ⏦ㄳࡢሙྜࡣࠊ᪑⾜᪥ࡢ90᪥๓ࡲ࡛ᥦฟࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ8᭶ࠊ9᭶ࠊ10᭶␃Ꮫ
ࢆ㛤ጞࡍࡿዡᏛ⏕ࡢ⏦ㄳ᭩ࡣࠊ6᭶30᪥ࡲ࡛ᥦฟࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
␃ពⅬ㸸
1.

⏦ㄳ᭩ࡢグධࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚ࡽ12࢝᭶௨ෆࠊ㈈ᅋ⏦ㄳ᭩ࡀᥦฟࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࠊ⏦ㄳࡣྲྀࡾᾘ
ࡋ࡞ࡿࠋ

2.

⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟࡽ6࢝᭶௨ෆࠊ⏦ㄳᚲせ࡞ሗࡀࡍ࡚ᥦฟࡉࢀࡎࠊᢎㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࠊ⏦ㄳࡣ
ྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡿࠋ

3.

⏦ㄳ᭩ࡢᢎㄆᚋ6࢝᭶௨ෆᨭᡶ࠸せ௳ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࠊ⿵ຓ㔠ࡣྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡿࠋ

4.

ᨭᡶ࠸ᚋ12࢝᭶௨ෆ⿵ຓ㔠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᐇࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࠊ⿵ຓ㔠ࡣྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡾࠊᥦၐ⪅
ࡣ㈨㔠ࢆ㏉㑏ࡍࡿࡼ࠺⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ

ዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳ࠾ࡅࡿ㏣ຍせ௳㸸
1.

⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳࠊᏛ㝔ㄢ⛬ࡢᏛࡽࡢධᏛチྍ≧ࠊࡲࡓࡣᏛ㝔ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᣍ
ㄳ≧ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋᏛ㈝ᨭࡢಖドࢆᚲせࡍࡿ᮲௳ࡁࡢධᏛチྍ≧ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

2.

ೃ⿵⪅ࡀࠊ⮬ᅜእ࡛Ꮫᴗࢆ⾜࠺ࡇࠋ

⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡢ⏦ㄳ࠾ࡅࡿ㏣ຍせ௳㸸
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1.

ࢳ࣮࣒ࡣࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡢࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮1ྡ᭱ప2ྡࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡽᡂࡿᑡ࡞ࡃࡶ3ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ㔜Ⅼศ㔝࠾࠸࡚ྛ⮬ᑡ࡞ࡃࡶ2ᖺࡢ⫋ົ⤒㦂ࢆ᭷ࡋࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡢ
ࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮ࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ▱㆑ᅜ㝿⤒㦂ࠊᣦᑟຊࠊ㔜Ⅼศ㔝࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡽࡢᑓ㛛▱㆑ࢆഛ
࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣮ࣟࢱ࡛ࣜࣥࡣ࡞࠸ேࡀࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮ࢆົࡵࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢሙ
ྜࠊᥦၐ⪅ࡀ⿵ຓ㔠⏦ㄳ᭩ࡑࡢᚲせᛶࢆ༑ศㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

2.

࣮ࣟࢱࣜࣥࡑࡢᐙ᪘ࡀ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ཧຍࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢࢳ࣮࣒ࡀ◊ಟࢆ㸦ཷࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸧ᥦ౪ࡍࡿഃ࡛࠶ࡿࡇࠋ

3.

⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡑࡢぶ᪘ࡀྠࡌࢳ࣮࣒ཧຍࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢぶ᪘ࡶཧຍせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚
࠸ࡿࡇࠋ

4.

1ཱྀࡢ⿵ຓ㔠࡛」ᩘࡢࢳ࣮࣒ࡀ᪑⾜ࢆࡍࡿሙྜࠊࡇࢀࡽࡢࢳ࣮࣒ࡣࠊ௦⾲ᥦၐ⪅2⪅ࡀྠࡌ࡛࠶ࡾࠊ᭱ึ
ࡢࢳ࣮࣒ࡢ᪑⾜㛤ጞ᪥ࡽ1ᖺ௨ෆࠊ᭱ᚋࡢࢳ࣮࣒ࡢ᪑⾜ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡇࠋ

5.

ࡍ࡚ࡢࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮ࡀࠊ᪑⾜ࡢ๓࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡽᢎㄆࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇࠋࢳ࣮࣒ᵓᡂࡢኚ᭦ࡣ
ࡍ࡚ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋሗ࿌ࡋࠊࡑࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᅜ㝿㈈ᅋάື㈨㔠㸦WF㸧ࡽ50,001㹼100,000⡿ࢻࣝࡢ㓄ศࢆồࡵࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠⏦ㄳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣෙྡᣦᐃ
ᐤࡲࡓࡣᜏஂᇶ㔠┈ࢆά⏝ࡋࡓ⏦ㄳࡢㄪ㐩㈨㔠ྜィࡀ100,001㹼200,000ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ
ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿᢏ⾡ⓗᑂᰝ࠾ࡼࡧ୰㛫どᐹࢆཷࡅࡿࡀࠊዡᏛ㔠࠾ࡼࡧ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ
WFࡽ100,001㹼200,000⡿ࢻࣝࡢ㓄ศࢆồࡵࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠⏦ㄳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣෙྡᣦᐃᐤࡲࡓࡣᜏஂᇶ㔠
┈ࢆά⏝ࡋࡓ⏦ㄳࡢㄪ㐩㈨㔠ྜィࡀ200,001ࢻࣝ௨ୖ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ⟶⌮ጤဨࡀྜ࡛ᢎㄆࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊ㈈ᅋᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿ๓⌧ᆅどᐹࠊ┘ᰝࠊ୰㛫どᐹࢆཷࡅࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⫋ᴗ◊
ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧ࡲࡓࡣዡᏛ㔠ࡢࡳࡽᡂࡿ⿵ຓ㔠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊࡇࡢせ௳ࢆච㝖ࡉࢀࡿࠋ⏦ㄳ᭩ࡀཷ⌮ࡉࢀ
ࡓᮇࡼࡾࠊᑂᰝࡢᮇࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
1.

6᭶1᪥ࡲ࡛㸸9᭶㸭10᭶ࡢ⟶⌮ጤဨྜ࡛ᑂᰝ

2.

10᭶1᪥ࡲ࡛㸸1᭶ᑂᰝ

3.

12᭶1᪥ࡲ࡛㸸4᭶ᑂᰝ

4.

3᭶1᪥ࡲ࡛㸸6᭶ᑂᰝ

V. ᪑⾜᪉㔪
⿵ຓ㔠ࡢࡓࡵࡢ᪑⾜ࡢᡭ㓄ࡣࠊࡍ࡚᪑⾜⪅ᮏேࡀ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ2016ᖺ4᭶1᪥ࡼࡾࠊ᪑⾜⪅ࡣࠊᅜ㝿࣮ࣟ
ࢱ࣮࣭ࣜࢺࣛ࣋ࣝࢧ࣮ࣅࢫ㸦RITS㸧ࢆ㏻ࡌ࡚᪑⾜ࢆᡭ㓄ࡍࡿࠊ⊂⮬㑅ᢥࡋࡓ᪑⾜ᴗ⪅ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ⿵ຓ㔠ࡣࠊண⟬ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ௨ୗࡢᅜእ᪑⾜㛵㐃㈝⏝ࢆ㈥࠺ࠋ
1.

࢚ࢥࣀ࣑࣮ࢡࣛࢫࡢ⯟✵ๆ

2.

✵

3.

ண㜵᥋✀ࣅࢨࡢ㈝⏝ࠊධᅜ⛯࣭ฟᅜ⛯

ࡲ࡛ࡢ ㏻㈝࠾ࡼࡧ⿵ຓ㔠ᐇ㛵㐃ࡍࡿ⌧ᆅ࡛ࡢ㏻㈝
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4.

㏻ᖖࡢጇᙜ࡞Ⲵ≀㡸ࡅᩱ㔠

5.

᪑⾜ಖ㝤

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ⿵ຓ㔠ࡣࠊᅜእ᪑⾜㛵㐃ࡍࡿ௨ୗࡢ⤒㈝ࢆ㈥ࢃ࡞࠸ࠋ
1.

๓ᢎㄆࡉࢀࡓ᪑⾜ࡢ๓ᚋࠊ௵ព࡛㏵୰㝆ᶵࡋࡓሙྜࡢ㛵㐃㈝⏝

2.

௵ពࡢ㏵୰㝆ᶵࢆྵࡵࠊಶேⓗ࡞᪑⾜ࡢᡭ㓄ࡽ⏕ࡌࡓኚ᭦ࡼࡿ㐪⣙㔠ࡸᡭᩘᩱ

3.

Ⲵ≀ࡢ㉸㐣ᩱ㔠࠾ࡼࡧ㐠㏦ᩱ

⿵ຓ㔠ࡢᥦၐࢡࣛࣈࡲࡓࡣᥦၐᆅ༊ࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠ࢆࡗ࡚᪑⾜ࡍࡿཷ㡿⪅ࡢ⥭ᛴ㐃⤡ඛ᪑⛬⾲ࢆಖ⟶ࡍ
ࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊせㄳᛂࡌ࡚ࠊ㈈ᅋࡇࡢሗࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿⪅ࡣࠊ௨ୗࡢ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
1.

᪑⾜ࡢᡭ㓄ࢆࡍࡿࠋ㎿㏿᪑⾜ࡢᡭ㓄ࢆࡋ࡞࠸ሙྜࠊ᪑㈝ࡢቑ㢠ࡸࠊ⿵ຓ㔠ࡢ୰Ṇ࠸࠺⤖ᯝࢆࡶࡓࡽ
ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

2.

ᢎㄆࡉࢀࡓ᪑㈝ࢆ㉸࠼ࡿ㈝⏝ࢆ⮬ᕫ㈇ᢸࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊ㉸㐣ศࡘ࠸࡚㈈ᅋࡽᢎㄆࢆᚓࡓሙྜࢆ㝖
ࡃ㸧

3.

ᾏእ᪑⾜ࡢࡓࡵࡢࡍ࡚ࡢᗣ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࠋ

4.

ಶேⓗ࡞᪑⾜ࢆࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢᡭ㓄ࢆࡋࠊ᪑㈝ࢆ⮬ᕫ㈇ᢸࡍࡿࠋಶேⓗ࡞᪑⾜ࡣࠊ⿵ຓ㔠άືࡢ⤊ࢃ
ࡾ᭱㧗4㐌㛫ࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⿵ຓ㔠ཷ㡿⪅ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪑⾜ࡢᚋࠊ⮬ᅜᖐࡿࡶࡢᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

5.

RIࡼࡿᅜูࡢ᪑⾜ไ㝈ࢆ㡰Ᏺࡍࡿࠋ

6.

᪑⾜ಖ㝤ຍධࡍࡿࠋ

་⒪ᚑ⪅ࡀ⿵ຓ㔠άືࡢ୍⎔ࡋ࡚་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊ⿵ൾ㝈ᗘ㢠ࡀ᭱ప500,000⡿ࢻࣝࡢ⫋ᴗ㈺ൾ
㈐௵ಖ㝤㸦ู⛠ࠊ㐣ኻ⬺₃ಖ㝤ࡲࡓࡣE&Oಖ㝤㸧ຍධࡍࡿࡼ࠺ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⿵ൾࡣࠊ⿵ຓ㔠άືཧຍ
⪅ࡀࠊ⫋ᴗୖࡢ⾜ⅭࡲࡓࡣసⅭࡼࡗ࡚ேᐖࢆ࠼ࡓሙྜࡢἲⓗ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ಖ㝤ຍධࡋࠊಖ㝤ᩱࢆᨭᡶ࠺ࡢࡣཧຍ⪅ᮏேࡢ㈐௵࡛࠶ࡿࠋ

ᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊᴟࡵ࡚༴㝤࡞ᅜࢆᣲࡆࡓ᪑⾜⚗Ṇᅜࣜࢫࢺࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞Ᏻࢥࣥࢧࣝࢱࣥ
ࢺ♫ዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳ㠃࡛ࡢᠱᛕࡽࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ㈨㔠ࡼࡿ᪑⾜⪅ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᅜ᪑⾜ࡍࡿࡇ
ࡀチྍࡉࢀ࡞࠸ࠋ᪑⾜⚗Ṇᅜࣜࢫࢺ㏣ຍࡉࢀࡓᅜෆࠊ᪤㈈ᅋ㈨㔠ࡼࡿ᪑⾜⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࠊ༶้㑊㞴ࡍ
ࡿࡓࡵࡢィ⏬ࡀᡭ㓄ࡉࢀࡿࠋ୍ࠊ㈈ᅋ㈨㔠ࡢཷ㡿⪅ࡀࠊᣦ♧㏻ࡾᙜヱᅜࡢ᪑⾜ࢆᘏᮇࡋ࡞ࡗࡓሙྜࠊࡲ
ࡓࡣᙜヱᅜࡽ㑊㞴ࡋ࡞ࡗࡓሙྜࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣ⿵ຓ㔠ࢆྲྀࡾᾘࡋࠊ᪤ᨭᡶࢃࢀࡓ㈨㔠ࡣ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈
ᅋ㏉㑏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇࡑࡢᡂຌࡀ᪑⾜⚗Ṇᅜࣜࢫࢺᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜࡢ᪑⾜࡛ᕥ
ྑࡉࢀࡿሙྜࠊࡑࡢᅜࡢ᪑㈝ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺண⟬ྵࡲࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ⿵ຓ㔠ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࣮ࣟࢱࣜࣥ௨እ࡛ࠊዡᏛ㔠ࠊ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡢཧຍࠊே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇࡢࡓࡵࡢ᪑⾜ࢆ┠ⓗࡋ࡚
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⿵ຓ㔠ࢆཷ㡿ࡍࡿேࡣࠊ௨ୗࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1.

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆᐇドࡍࡿࠋ

2.

ฟⓎ๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥཧຍࡍࡿ㸦࢜ࣥࣛࣥࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࡲࡓࡣሙ㞟ࡲࡗ࡚ཧ
ຍࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ࠸ࡎࢀ㸧ࠋ

3.

ᥦၐ⪅せㄳࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡢάືཧຍࡍࡿ㸦ࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡢྜ࠾ࡅࡿㅮ₇࣭ࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊዊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢཧຍ࡞㸧ࠋ

4.

άືᐇᅜ㸦ࡲࡓࡣ␃Ꮫᅜ㸧ࡢゝㄒሓ⬟࡛࠶ࡿࠋ

VI. ⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠※
ᆅ༊⿵ຓ㔠
ᆅ༊⿵ຓ㔠ࡣࠊᆅ༊㈈ᅋάື㈨㔠㸦DDF㸧ࡽࡢ㓄ศࡢࡳࡼࡗ࡚࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡽᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ༊ࡣࠊ୍ࡘࡲࡓࡣ」ᩘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊᆅ༊ࡢࢩ࢙㓄ศ㸦ᆅ༊ࡢ3ᖺ๓ࡢᖺḟᇶ㔠ࡢᐤ
࠾ࡼࡧᜏஂᇶ㔠ࠝࢩ࢙ࠞ┈ࢆྜࢃࡏࡓ㢠ࡢ50ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㸧ࡢ50ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡲ࡛ࢆࡗ࡚ࠊᖺ1ཱྀࡢ⿵ຓ
㔠ࢆ⏦ㄳ࡛ࡁࡿࠋ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡣࠊᅜ㝿㈈ᅋάື㈨㔠㸦WF㸧ࡼࡗ࡚㈈ᅋࡽᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊᨭ⤥ᖜࡣ15,000㹼200,000
⡿ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ㈈ᅋࡣࠊ⌧㔠ᣐฟᑐࡋ࡚ࡣ50ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㸦༙㢠㸧ࠊDDFࡢᐤ㉗ᑐࡋ࡚ࡣ100ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㸦ྠ
㢠㸧ࢆୖࡏࡋ࡚ᨭ⤥ࡍࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢ᭱పண⟬ࡣ30,000⡿ࢻࣝࡍࡿࠋ
㈈ᅋࡣࠊ⿵ຓ㔠ᑐࡍࡿ࣮ࣟࢱࣜࣥ௨እࡽࡢᐤᑐࡋ࡚ࡶ50ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㸦༙㢠㸧࡛ୖࡏࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ࡇࡢᐤࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ༠ຊᅋయࡶࡋࡃࡣཷ┈⪅ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ⿵ຓ㔠ࡼࡿᜠᜨࢆ
ཷࡅࡿ᮲௳ࡋ࡚ࠊࡲࡓࡣୖࡏࡢᑐ㇟࡞ࡿ⌧㔠ᣐฟ⏝ࡍࡿࡓࡵࠊཷ┈⪅ࡽ㈨㔠ࢆ㞟ࡵ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢሙྜࠊᣐฟ㔠⥲㢠㸦㈈ᅋࡢୖࡏࡀ࠶ࡿࡍ࡚ࡢ⌧㔠ᐤ࡞ࡽ
ࡧDDFࢆྵࡴ㸧ࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃࡶ30ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇᅜ௨እࡽᐤࡏࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇᆅഃᥦၐ⪅ࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠౪⤥ᐤࡍࡿࡇࡀዡບࡉࢀࡿࠋ
⿵ຓ㔠ࡢࡓࡵࡢᣐฟ㔠ࡣࠊᢎㄆࡉࢀࡓᚋ࡛ኚ᭦ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࣏࣮࣭ࣝࣁࣜࢫ࣭ࣇ࢙࣮ࣟㄆドྥࡅࡓ࣏
ࣥࢺࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㏦ࡽࢀࡓᥦၐ⪅ᣐฟ㔠ࡢࡳ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ┤᥋㏦ࡽࢀࡓ
ᐤࡣ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋᥦၐ⪅ࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡀᢎㄆࡉࢀࡿ๓ᐤࢆ㏦㔠ࡋ࡞࠸ࡇࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿵ຓ㔠ࡢ
ᢎㄆඛ❧ࡗ࡚࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㏦ࡽࢀࡓᥦၐ⪅ᣐฟ㔠ࡣࠊࡑࡢ⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡞ࡿࡀࠊ⏦ㄳ᭩
ࡀᢎㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࠊࡑࡢᐤࡣᖺḟᇶ㔠ᅇࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋᐤࡀᖺḟᇶ㔠ᅇࡉࢀࡓᚋࡣࠊࡇࢀ
ࢆ㓄ศࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢᣐฟ㔠㸭ᐤࡣࡍ࡚ࠊྲྀᾘࡋࡢ࡛ࡁ࡞࠸࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ
ࡢᐤࡳ࡞ࡉࢀࠊ㏉㔠ࡉࢀ࡞࠸ࠋ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡽࡢዡᏛ㔠ຍ࠼࡚ᅋయࡽࡶዡᏛ㔠ࢆཷ㡿ࡍࡿዡᏛ⏕ࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ௨እࡽࡢዡᏛ㔠ࢆ⏝
ࡋ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢሙྜࠊ㈈ᅋࡣࡑࡢ㔠㢠ࡢୖࡏࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ2017ᖺ1᭶ࡼࡾࠊ⡿ᅜෆ࡛ᑵᏛࡍࡿࡓࡵ
ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ዡᏛ㔠㸦ᤵᴗᩱࠊ᭩⡠௦ࠊᚲせഛရ௦ࠊᡭᩘᩱࢆ㝖ࡃ㒊ศ㸧※Ἠᚩ⛯ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ㸦᪥
ᮏࠊ࢝ࢼࢲࠊࢻࢶࡽࡢ␃Ꮫ⏕ࡢሙྜࠊ༠ຊ㈈ᅋࢆ㏻ࡌ࡚㈨㔠ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢἲつࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞
࠸㸧ࠋ※ἨᚩศࡣࠊዡᏛ㔠ࡢᨭᡶ࠸ࡽᕪࡋᘬࢀࡿࠋ
䝻䞊䝍䝸䞊㈈ᅋ㻌 ᆅ༊⿵ຓ㔠䛸䜾䝻䞊䝞䝹⿵ຓ㔠 ᤵ䛸ཷㅙ䛾᮲௳䠄2019 ᖺ 1 ᭶᭦᪂䠅
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VII. ༠ຊᅋయ
༠ຊᅋయࡣࠊᑓ㛛▱㆑ࠊࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࠊࢻ࣎࢝ࢩ࣮άືࠊ◊ಟࠊᩍ⫱ࠊࡑࡢࡢ⿵ຓ㔠ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢᨭࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ௨እࡢᐃホ࠶ࡿ⤌⧊ࡲࡓࡣᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋ༠ຊᅋయࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ
ࡼࡾ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓࡍ࡚ࡢሗ࿌┘ᰝせ௳ࢆ㡰Ᏺࡍࡿࡇྠពࡋࠊ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓ㡿᭩ࡲࡓࡣ㉎ධࡢド
᫂᭩㢮ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋዡᏛ⏕ࡀ␃ᏛࡍࡿᏛࡣࠊ༠ຊᅋయࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࠋ
ᆅ༊⿵ຓ㔠
༠ຊᅋయᥦ౪ࡉࢀࡿࡍ࡚ࡢ㈨㔠ࡣࠊ≉ᐃࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㈝⏝ࡢࡳ⏝ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᥦၐᆅ༊ࡣ
ࡇࢀࡽࡢ㈝⏝ࡢヲ⣽࡞ෆヂࢆグ㍕ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࠊ⥔ᣢࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
⿵ຓ㔠ᥦၐ⪅ࡣࠊ⏦ㄳࠊຓᅜ࣭ᐇᅜ᪉ࡢ௦⾲ᥦၐ⪅༠ຊᅋయࡢ⨫ྡࡢධࡗࡓࠕぬ᭩㸦MOU㸧ࠖࢆᥦ
ฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕぬ᭩ࠖࡣࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆྵࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
1.

࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡲࡓࡣᆅ༊ࡀ⿵ຓ㔠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㛤ጞࡋࠊᣦࡋࠊ⟶⌮ࡍࡿࡇࡢࠊຓᅜ࣭ᐇ
ᅜ᪉ࡢ௦⾲ᥦၐ⪅ࡼࡿ☜ㄆࠋ

2.

༠ຊᅋయࡀಙ㢗ᐃホࡢ࠶ࡿᅋయ࡛࠶ࡾࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛άືࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠊ௦⾲
ᥦၐ⪅ࡽࡢ᥎⸀ࠋ

3.

ྛ㛵ಀ⪅ࡢάືࢆ᫂☜ࡘヲ⣽グ㏙ࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡢᐇィ⏬ࠋ

4.

⿵ຓ㔠㛵㐃ࡍࡿάືࡘ࠸࡚࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡼࡿ㈈ົㄪᰝ༠ຊࡍࡿࡇࡢࠊ༠ຊᅋయࡽࡢྠ
ពࠋ

VIII. ᨭᡶ࠸
ᆅ༊⿵ຓ㔠
⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊ⏦ㄳᆅ༊ࡀᣦᐃࡋࡓᆅ༊ࡢ㖟⾜ཱྀᗙࡢࡳᨭᡶࢃࢀࡿ㸦⡿ᅜ࡛ࡣࠊᆅ༊㈈ᅋࡢ㖟⾜ཱྀᗙࡶ
ྍ㸧ࠋᆅ༊⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠ࡣࠊ๓࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖺᗘࡢᆅ༊⿵ຓ㔠ࡀ⤊ࡍࡿࡲ࡛ࡣᨭᡶࢃࢀ࡞࠸ࠋᆅ༊⿵ຓ㔠ࡣࠊ⿵
ຓ㔠ᨭᡶ࠸ࡢRIⅭ࣮᭰ࣞࢺᚑࡗ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿࠋ㈨㔠ࡣࠊᐇᖺᗘᮎࢆ㐣ࡂࡓᚋࡣᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠸ࠋᐇᖺᗘࡢ
5᭶31᪥ࡲ࡛ᥦၐ⪅ࡀᨭᡶ࠸ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡗࡓሙྜࠊ⿵ຓ㔠ࡣྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
ᥦၐ⪅ᣐฟ㔠ࡢ㢠ࡀ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㏦ࡽࢀࠊᨭᡶ࠸ࡢ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࠊἲⓗྠពࡀᢎㄆࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ⿵
ຓ㔠㈨㔠ࡣᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠸ࠋ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊ⏦ㄳ᭩グධࡉࢀࡓཱྀᗙᨭᡶࢃࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤒㈝ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨭ
ᡶ࠸⏝ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊࡑࡢཱྀᗙ⥔ᣢࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ┤᥋ⓗ࡞ᨭᡶ࠸ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴗ⪅ᑐ
ࡍࡿ┤᥋ࡢᨭᡶ࠸ࡲࡓࡣ༠ຊᅋయࡸཷ┈ᅋయࡀ❧࡚᭰࠼ࡓ⤒㈝ࢆࡇࢀࡽࡢᅋయᨭᡶ࠺ࡇࢆពࡍࡿࠋ⿵ຓ㔠
㈨㔠ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⤒㈝ࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿ๓ࠊᴗ⪅ࠊ༠ຊᅋయࡸཷ┈ᅋయᨭᡶࢃࢀࡿࡇࡣ࡞
࠸ࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⤒㈝ࡢᨭᡶ࠸ࢆཷࡅࡿᅋయࡣࠊࡇࡢᨭᡶ࠸ࢆཷࡅࡿ๓ࠊᥦၐ⪅࡛࠶ࡿ࣮ࣟࢱࣜࣥࠊㄳ
ồ᭩ࡲࡓࡣ㡿᭩ࡢཎᮏࡢࢥࣆ࣮ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢཱྀᗙࡢ⨫ྡேࡣࠊᥦၐࢡࣛࣈࡲࡓࡣᥦၐᆅ༊
ࡢဨ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿵ຓ㔠ࡣࠊᨭᡶ࠸Ⅼ࠾ࡅࡿRIⅭ࣮᭰ࣞࢺ࡛ᨭᡶࢃࢀࡿࠋᥦၐ⪅ࡀ⿵ຓ㔠ࡢᨭᡶ
࠸ࢆཷࡅ࡚ࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡗࡓሙྜࠊ⿵ຓ㔠ࡢṧ㔠ࡍ࡚ࢆ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㏉㑏ࡉࢀࡓ㈨㔠ࡣWFຍ⟬ࡉࢀࡿࠋ
WFࡽࡢୖࡏࡀ50,001ࢻࣝ㹼200,000ࢻࣝࡢ⿵ຓ㔠ࡣࠊ⏝ィ⏬ἢࡗ࡚ศ࡛ᨭᡶࢃࢀࡿࠋ2ᅇ┠௨㝆ࡢᨭᡶ
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࠸ࡣࠊ⿵ຓ㔠ᥦၐ⪅ࡀᥦฟࡋࡓ୰㛫ሗ࿌᭩ࡀഛ࡞ࡃཷ⌮ࡉࢀࠊ㈈ᅋᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒ࡼࡿ୰㛫⌧ᆅどᐹࡀ⤊ࡋ
ࡓᚋᨭᡶࢃࢀࡿࠋ

௨ୗࡣࠊ⌧㔠ᣐฟࡼࡗ࡚㈨㔠ࢆㄪ㐩ࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
1.

⿵ຓ㔠㛵㐃ࡋࡓࡍ࡚ࡢ㈨㔠ࡢࡸࡾࡾࡣࠊࡑࡢⅬࡢRIⅭ࣮᭰ࣞࢺࢆ⏝ࡋ࡚グ㘓ࡍࡿ㸦RIⅭ᭰ࣞ
࣮ࢺࡣẖ᭶᭦᪂ࡉࢀࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊ⿵ຓ㔠㛵㐃ࡋࡓࡍ࡚ࡢ㈨㔠ࡢࡸࡾࡾࡢබᘧ࡞㐃⤡ࡣࠊ⡿ࢻࣝࢆ

2.
3.

4.
5.

⏝࠸࡚⾜࠺ࠋ
⿵ຓ㔠ᢎㄆࡽⅭ࣮᭰ࣞࢺࡀ 10 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖኚືࡋࡓሙྜࠊ10 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ㉸࠼ࡿᕪ㢠ࡣࠊᥦၐ⪅
ࡣᣐฟࡍࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊᑐ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣᕪ┈ࢆᥦၐ⪅㓄ศࡋ࡞࠸ࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢ⌧㔠ᐤࡣࡍ࡚ࠊㄆドࡸᡭ⥆ࡁࡢࢥࢫࢺࢆ㈥࠺ࡓࡵࠊ5㸣ࢆୖࡏࡋ࡚㏦㔠ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣏࣮࣭ࣝࣁࣜࢫ࣭ࣇ࢙࣮ࣟࡢㄆド࣏ࣥࢺࡣࡇࡢ 5㸣ࢆྵࡴᣐฟ㢠ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉ
ࢀࠊ⛯ไୖࡢඃ㐝ᥐ⨨ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ㡿ドࡶࡇࡢ 5㸣ࢆྵࡴ㢠ࡀグ㍕ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ 5㸣ศ
ᑐࡋ࡚㈈ᅋࡽࡢୖࡏࡣ࡞࠸ࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᑓ⏝ࡢ㖟⾜ཱྀᗙ┤᥋㏦㔠ࡍࡿ⌧㔠ࡣ 5㸣ࢆୖࡏࡍ
ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢሙྜࡣㄆド࣏ࣥࢺࡢᑐ㇟࡞ࡽࡎࠊ⛯ไୖࡢඃ㐝ᥐ⨨ࡢࡓࡵࡢ㡿ドࡣ㈈ᅋ
ࡽⓎ⾜ࡉࢀ࡞࠸ࠋ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋᐤࡏࡽࢀࡓ⌧㔠ࡢ࠺ࡕࠊ⿵ຓ㔠ᚲせ࡞㢠ࡋ࡚⏦ㄳ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ㢠ࢆ㉸࠼ࡿศࡣ
WF ᙜࡉࢀࡿࠋ
ྲྀࡾᾘࡋ࡞ࡗࡓ⿵ຓ㔠⏝ࡢᐤ࣭ᣐฟ㔠ࡣࠊWF ᙜࡉࢀࡿࠋᐤ⪅ࡣࠊᢎㄆࡉࢀࡓࡢࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ⿵ຓ㔠ࡸ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ࠸ࡎࢀࡢᇶ㔠ᐤඛࢆኚ࠼ࡿሙྜࠊ90 ᪥௨ෆࡑࡢ᪨ࢆ㈈ᅋ㏻▱ࡍ
ࡿࠋ

IX. ሗ࿌せ௳᭩㢮ࡢಖ⟶
⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿⪅ࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢ㏵ࡘ࠸࡚㈈ᅋሗ࿌ࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋ୰㛫ሗ࿌᭩᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆ࡛࢜ࣥࣛࣥ
ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊሗ࿌᭩ࡀཷ⌮ࡉࢀࡿࡣࠊᡤせ㡯ࢆഛ࡞ࡃグධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮇ᪥ࢆ㐣ࡂ࡚
ᮍᥦฟࡢ㈈ᅋ⿵ຓ㔠ሗ࿌᭩ࡀ࠶ࡿᥦၐ⪅ࡽ᪂つࡢ⿵ຓ㔠⏦ㄳ᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓሙྜࠊ㈈ᅋࡣࡑࢀࢆཷ⌮ࡋ࡞࠸
㸦*ୗグࡢእࢆཧ↷ࡢࡇ㸧ࠋ㈈ᅋࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ⿵ຓ㔠ࢆᑂᰝࡋࠊ┘ᰝࢆᐇࡋࠊ┘どせဨࢆὴ㐵ࡋࠊ㏣ຍ᭩
㢮ࡢᥦฟࢆせồࡋࠊᨭᡶ࠸ࢆ㸦୍㒊ࡲࡓࡣ㢠㸧ಖ␃ࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋ
⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿⪅ࡣࠊ௨ୗࡢሗ࿌ᇶ‽ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
1.

ᆅ༊ࡣࠊ㈨᱁᮲௳ᚑ࠸ࠊ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡢ㏵ࡘ࠸࡚ᆅ༊ෆࢡࣛࣈሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

2.

⿵ຓ㔠ࡢᥦၐ⪅ࡣࠊ㈨᱁᮲௳࠾ࡼࡧ㐺⏝ࡉࢀࡿ⮬ᅜࡢἲࡲࡓࡣᅜ㝿ἲᚑ࠸ࠊ⿵ຓ㔠ࡢᨭฟ㛵㐃ࡍࡿ
㡿᭩ࡢࢥࣆ࣮㖟⾜᫂⣽᭩ࢆಖ⟶ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

3.

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ㈨㔠⏝㛵ࡍࡿ㈈ᅋࡢ᪉㔪ᣦ㔪ࢆ㡰Ᏺࡋ࡞ࡗࡓ⿵ຓ㔠ᥦၐ⪅ࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢ
㢠ࢆ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ᭱㧗5ᖺ㛫ࠊᑗ᮶ࡢ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿ࢆ⚗ࡌࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ᆅ༊⿵ຓ㔠
௨ୗࡢ㏣ຍᇶ‽ࡀࠊᆅ༊⿵ຓ㔠㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
1.

㈨㔠ࡢᨭฟࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓ᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆࠊ⿵ຓ㔠ཷ㡿ᚋ12࢝᭶௨ෆࠊࡲࡓࡣ⿵ຓ㔠ࢆ㢠ᨭฟࡋ࡚
ࡽ2࢝᭶௨ෆࠊ㈈ᅋᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

2.

ᆅ༊⿵ຓ㔠ࡽࡢ㈨㔠ࢆ⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡣࡍ࡚ࠊ㈈ᅋࡀᨭ⤥ࡋ࡚ࡽ24࢝᭶௨ෆࠊࡲࡓ
ࡣᆅ༊ࡀࢡࣛࣈ࠶ࡿ࠸ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇᆅᨭ⤥ࡋ࡚ࡽ24࢝᭶௨ෆࠊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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3.

500⡿ࢻࣝࢆ㉸࠼ࡿ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡀᮍ⏝ࡋ࡚ṧࡗࡓሙྜࠊᮍ⏝ࡢ㈨㔠ࢆ㏿ࡸ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ
㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣᆅ༊ࡢDDFຍ⟬ࡉࢀࡿࠋ500⡿ࢻࣝ௨ୗࡢᮍ⏝ࡢ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊᆅ
༊⿵ຓ㔠ࡢㅖせ௳ࢆ‶ࡓࡍάື⏝ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
௨ୗࡢ㏣ຍᇶ‽ࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
1.

᭱ึࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢ᭱ึࡢᨭ⤥ࢆཷࡅ࡚ࡽ12࢝᭶௨ෆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋ
ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࡣࠊ๓ᅇሗ࿌᭩ࡢཷ⌮᪥ࡽ12࢝᭶ࡀᮇ㝈࡞ࡿࠋ

2.

᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᚋ2࢝᭶௨ෆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

3.

500⡿ࢻࣝࢆ㉸࠼ࡿ㈨㔠ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᚋᮍ⏝ࡋ࡚ṧࡗࡓሙྜࠊ㈈ᅋࡣࡇࢀࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㛵㐃⤒㈝⏝ࡍࡿࡇࢆᢎㄆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ500⡿ࢻࣝᮍ‶ࡢᮍ⏝ࡢ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ⿵ຓ㔠ࡢ⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿάື⏝࡛ࡁࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡽࡢ๓ࡢᢎㄆࡣᚲせ࡞࠸ࠋᮍ
⏝ࡋ࡚ṧࡗࡓ⿵ຓ㔠ࡣࡍ࡚ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣᅜ㝿㈈ᅋάື㈨㔠
㸦WF㸧ຍ⟬ࡉࢀࡿࠋ

*ᐇᅜഃຓᅜഃࡢ᪉ࡢᥦၐ⪅ࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢሗ࿌᭩ࢆグධࠊᢎㄆࠊᥦฟࡍࡿࡇࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ2019ᖺ1᭶1᪥ࡼࡾࠊே㐨ⓗࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢຓᅜഃᥦၐ⪅ࡣࠊ㈨㔠ࢆཷ㡿ࡋ࡞ࡗࡓሙ
ྜࠊሗ࿌᭩ࡀᮇ᪥ࢆ㐣ࡂ࡚ᮍᥦฟ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪂つ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿ࢆไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

௨ୗࢆྵࡵࠊᐇࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆྵࢇࡔࡶࡢࡀࠊഛࡢ࡞࠸ሗ࿌᭩ࡋ࡚ཷ⌮ࡉࢀࡿࠋ
1.

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ㑅ᢥࡋࡓ㔜Ⅼศ㔝ࡢ┠ᶆࢆ࠸ຓ㛗ࡋࡓࠋ

2.

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࠊ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡉࢀࡓಶࠎࡢ┠ᶆࢆ࠸㐩ᡂࡋࡓ㸦㐩ᡂࢆ

ࡿࡓࡵ⏝ࡋࡓᇶ‽

ࡸ㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆྵࡴ㸧ࠋ
3.

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࡀࠊ㛗ᮇࢃࡓࡗ࡚࠸ᣢ⥆ࡉࢀࡿࠋ

4.

ᐇᅜࠊຓᅜ᪉ࡢᥦၐ⪅ࠊ࠾ࡼࡧ⿵ຓ㔠㛵ࡋࡓ༠ຊᅋయࡀࡢࡼ࠺ཧຍࡋࡓࠋ

5.

ሗ࿌᭩ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡗࡓ㈝⏝ࡢヲ⣽࡞ෆヂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᑓ⏝㖟⾜ཱྀᗙࡢ᫂⣽᭩ࢆྵࡵࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ㈈ᅋࡣࠊሗ࿌᭩ࡢ⿵㊊᭩㢮ࡋ࡚㡿᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡼ࠺ᥦၐ⪅せㄳࡍࡿሙྜࡀ
࠶ࡿࠋዡᏛ⏕⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡣࠊ75⡿ࢻࣝ௨ୖࡢ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࠊᥦၐ⪅㡿᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࡋࠊ⌧ᆅࡢᆅᇦ♫ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸦ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸧ࡢᡭẁࢆഛ࠼ࡓࡇ
ࡀ☜ㄆࡉࢀḟ➨ࠊ㈈ᅋࡣࠊ⿵ຓ㔠ࢆ⤊ࡍࡿࠋ

X. ᑠཱྀ⼥㈨㸦࣐ࢡࣟࢡࣞࢪࢵࢺ㸧
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ⤒῭ⓗ⮬❧ࡢࡓࡵࡢᑠᴗࡢ㉳ᴗࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊᑠཱྀ⼥㈨㸦࣐ࢡࣟࢡࣞࢪࢵࢺ㸧ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࢆ⏦ㄳࡍࡿࢡࣛࣈᆅ༊ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇࡍࡿ᪉
ἲࡋ࡚ࠊ⼥㈨ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠Ⴀࡍࡿᐃホ࠶ࡿ༠ຊᅋయ㸭ᑠཱྀ⼥㈨ᶵ㛵㸦MFI㸧༠ຊࡍࡿࡼ࠺ዡບࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㈈ᅋ㈨㔠ࡼࡿᑠཱྀ⼥㈨ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊධ㈨ᮏࡢ⟶⌮ࡲࡽࡎࠊ࠼ࡤ◊ಟࡢࡼ࠺࡞ࡢせ
⣲ࢆ⤌ࡳධࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ࡉࡽࠊ௨ୗࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
1.

ᑠཱྀ⼥㈨ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭࡍࡿࡓࡵࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠㈨㔠ࢆ⏝ࡋࡼ࠺ࡍࡿࢡࣛࣈᆅ༊ࡣࠊ⿵
ຓ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩ῧ࠼࡚ࠊグධࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠 ᑠཱྀ⼥㈨ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࡍࡿ⿵㊊᭩ᘧࢆᥦฟࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

2.

ᑠཱྀ⼥㈨ࡢάືࡢ┘╩⟶⌮ࡣࠊᥦၐࢡࣛࣈࡲࡓࡣᥦၐᆅ༊ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

3.

⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊMFIࡢィࢩࢫࢸ࣒࠾࠸ู࡚ಶグ㘓ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

4.

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡽࡢᑠཱྀ⼥㈨ࡢඖ㔠ࡽⓎ⏕ࡋࡓᏊᡭᩘᩱධࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ┤᥋ᨭࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㈝ࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿࠋ

5.

⿵ຓ㔠ࡢᥦၐ⪅ࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡶࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠 ᑠཱྀ⼥㈨ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩ࡢ⿵㊊
᭩ᘧࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

6.

㈈ᅋࡢሗ࿌せ௳ࢆ‶ࡓࡍ๓ᑠཱྀ⼥㈨ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ⤊࡞ࡗࡓሙྜࠊ⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠ࡣ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈
ᅋ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

7.

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ⼥㈨ಖドࢩࢫࢸ࣒ᑐࡋ࡚㈨㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞࠸ࠋ

XI. ࣥࢻࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㛵ࡍࡿ≉グ㡯
FCRA㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ሗࡣ https://fcraonline.nic.in/home/index.aspx ࢆཧ↷ࡢࡇࠋࡢࡍ࡚ࡢᤵཷㅙࡢ
᮲௳ຍ࠼ࠊࣥࢻᨻᗓࡢἲᚊFCRAࢆ㡰Ᏺࡍࡿࡓࡵࠊࣥࢻᅜෆࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈᆅ༊ᨭᡶࢃࢀࡿ
㸦㢠୍࣭㒊ࢆၥࢃ࡞࠸㸧⿵ຓ㔠ࡣࠊ௨ୗࡢᨭᡶ࠸ሗ࿌ࡢᡭ⥆ࡁᚑ࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
1.

௨ୗグ㍕ࡉࢀࡓ୍⯡ⓗ࡞ᨭᡶ࠸᮲௳ࢆࡍ࡚‶ࡓࡍࡲ࡛ࠊ⿵ຓ㔠ࡀࣥࢻᅜෆࡢ㖟⾜ཱྀᗙ㏦㔠ࡉࢀ
ࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㖟⾜ཱྀᗙࡀFCRAࡢୗⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍ᭩㢮ࢆᥦၐ⪅ࡀᥦฟࡍࡿࠊ
ࣥࢻᅜෆࡢᣐฟ㔠ࡼࡾ༑ศ࡞㈨㔠ࡀᚓࡽࢀࡿ⫋ဨࡀุ᩿ࢆࡍࡿࠋࡑࡢࡢ≧ἣ࠾࠸࡚ᨭᡶ࠸ࡣ
ᚅࡕ≧ែ࡞ࡾࠊ㏣ຍࡢᣐฟ㔠ࡀᐤࡏࡽࢀ࡚༑ศ࡞㈨㔠ࡀᚓࡽࢀࡓⅬ࡛ࡣࡌࡵ࡚ࠊඛ╔㡰ᨭᡶࢃࢀ
ࡿࡇ࡞ࡿࠋ⿵ຓ㔠ࡢᥦၐ⪅ࡣࠊ㈨㔠ࡀΰࡊࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
a.

ᆅ༊⿵ຓ㔠 - ࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸάືࡘ࠸࡚ෆヂࢆヲࡋࡃ♧ࡋࡓᨭฟィ⏬ࡀᢎㄆࡉࢀࡿ
ࡇࡀࠊᨭ⤥ࡢ᮲௳࡞ࡿࠋ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊᆅ༊ࡢ㖟⾜ཱྀᗙࡢࡳᨭᡶࢃࢀࡿࠋᆅ༊ࡢ㖟⾜ཱྀᗙ
ࡢྡ⛠ࡣࠊᆅ༊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ୍┠࡛ࢃࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦㐺ษ࡞ྡ⛠ࡢ
ࡣࠊࠕRotary District 0000 District Grant 12345ࠖ㸧ࠋᆅ༊⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠ࡣࠊ๓࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖺᗘࡢᆅ
༊⿵ຓ㔠ࡀ⤊ࡍࡿࡲ࡛ࡣᨭᡶ࠸ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠋ㈨㔠ࡣࠊᐇᖺᗘᮎࢆ㐣ࡂࡓᚋࡣᨭ⤥ࡉࢀ࡞
࠸ࠋᐇᖺᗘࡢ5᭶31᪥ࡲ࡛ᥦၐ⪅ࡀᨭᡶ࠸ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡗࡓሙྜࠊ⿵ຓ㔠ࡣྲྀᾘࡋ
࡞ࡿࠋ

b.

ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠 - ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊᥦၐ⪅ᣐฟ㔠ࡢ㢠ࡀ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㏦ࡽࢀࠊᨭᡶ࠸ࡢ
᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠸ࠋ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡣࠊ⿵ຓ㔠ᥦၐ⪅ࡀ⏦ㄳ᭩グධࡋࡓཱྀᗙ
ᨭᡶࢃࢀࡿࠋ

2.

ẖᖺ3᭶31᪥ࡲ࡛ࣥࢻ㏦㔠ࡉࢀࡓ⿵ຓ㔠㈨㔠㛵ࡍࡿ୰㛫ሗ࿌᭩ࡣࠊྠࡌᖺࡢ5᭶31᪥ࡀᥦฟ⥾ษ
᪥࡞ࡿࠋ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᚋ2࢝᭶௨ෆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿵ຓ㔠ࡢᥦၐ⪅
ࡣࠊFCRAࡢୗⓏ㘓ࡉࢀࡓ㖟⾜ཱྀᗙ࡛ཷࡅྲྀࡿ㈨㔠ࡀᆅඖࡢ㈨㔠ΰྠࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
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3.

ࡍ࡚ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࡣ௨ୗࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
a.

➨IXࢭࢡࢩࣙࣥᣲࡆࡽࢀࡓࡍ࡚ࡢ୍⯡ⓗ࡞ሗ࿌せ௳ࠋ

b.

www.rotary.org/ja/our-programs/grantsࢆ㏻ࡌ࡚ᥦฟࡋࡓ୰㛫ሗ࿌᭩ࡢࢥࣆ࣮ࢆ༡ࢪົᒁᥦ
ฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

c.

⿵ຓ㔠㈨㔠ࡀ୍㒊⏝ࡉࢀࡓሙྜࡣ⏝ࡢド᫂᭩ࠋ࡞ࡽࡧࠊ⊂❧ࡋࡓබㄆィኈࡼࡗ࡚ド᫂
ࡉࢀࡓ㡿᭩ࡲࡓࡣ⿵ຓ㔠ࡽࡢᨭᡶ࠸ࡢ᫂⣽᭩㸦ィኈ␒ྕࢆ᫂グࡢࡇ㸧ࠋ

d.

࠸࡞ࡿ⌮⏤࡛࠶ࢀࠊ⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠ࡀ⏝ࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡢ㡸㔠᪥ࡀグࡉࢀ
ࡓ㖟⾜᫂⣽᭩ࡢཎᮏࡲࡓࡣ㡸㔠㏻ᖒࡢཎᮏ㸦」ࡢሙྜࡣࠊ㖟⾜ࡢ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸭බㄆィኈࡀド
᫂ࡋ⨫ྡࡋࡓࡶࡢ㸧ࠊ࡞ࡽࡧࠊ⿵ຓ㔠㈨㔠ࡀ3᭶ࡼࡾࡶ๓ཷ㡿ࡉࢀࡓࡶࢃࡽࡎ⿵ຓ㔠
ࡀ⏝ࡉࢀ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋࡓᩥ᭩ࠋ

4.

ࡍ࡚ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣ௨ୗࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
a.

➨IXࢭࢡࢩࣙࣥᣲࡆࡽࢀࡓࡍ࡚ࡢ୍⯡ⓗ࡞ሗ࿌せ௳ࠋ

b.

www.rotary.org/ja/our-programs/grantsࢆ㏻ࡌ࡚ᥦฟࡋࡓ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢࢥࣆ࣮ࢆ༡ࢪົᒁᥦ
ฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

c.

௨ୗࡢᩥ᭩ࢆྵࡵࡿࠋ
i. ⿵ຓ㔠⏝ࡢド᫂᭩ࠊ࡞ࡽࡧ⊂❧ࡋࡓබㄆィኈࡼࡗ࡚ド᫂ࡉࢀࡓ㡿᭩ࡲࡓࡣ⿵
ຓ㔠ࡽࡢᨭᡶ࠸ࡢ᫂⣽᭩㸦ィኈ␒ྕࢆ᫂グࡢࡇ㸧ࠋ
ii. 㖟⾜᫂⣽᭩ࡢཎᮏࡲࡓࡣ㡸㔠㏻ᖒࡢཎᮏ㸦」ࡢሙྜࡣࠊ㖟⾜ࡢ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸭බㄆィ
ኈࡀド᫂ࡋ⨫ྡࡋࡓṇㅞᮏ㸧
iii. 㖟⾜ㄪᩚࡢ᫂⣽᭩㸦」ᩘࡢ⿵ຓ㔠ࡀ୍ࡘࡢFCRAཱྀᗙࡾ㎸ࡲࢀࡓሙྜ㸧ࠋ
iv. ᨭᡶ࠸ࡢド᫂᭩㸭⤒㈝ࡢ㡿᭩ࡢཎᮏࡲࡓࡣ」ࠋ」ࢆᥦฟࡍࡿሙྜࡣࠊࠕཎᮏࡣࡍ
࡚8ᖺ㛫ಖ⟶ࡋࠊࣥࢻࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡽせㄳࡉࢀࡓሙྜࡣࡇࢀࢆᥦ♧ࡍࡿࠖ
᭩ࢀࡓಖドᩥࢆᥦฟࡍࡿࠋ
v. ཷ┈⪅㛵ࡍࡿሗ㸦࠼ࡤࠊ┿ࠊ᪂⪺ࡢษࡾᢤࡁࠊཷ┈⪅ࡽࡢឤㅰ≧࡞㸧

d.
5.

㔠㢠ࢆၥࢃࡎࠊṧࡗ࡚࠸ࡿ㈨㔠ࢆ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ㸦ࣥࢻ㸧㏉㑏ࡍࡿࠋ

FCRAࡢⓏ㘓ࢆཷࡅࡓࢡࣛࣈࡲࡓࡣᆅ༊ࡣࠊFC-4᭩ᘧ㈈ົሗ࿌᭩ࢆࣥࢻෆົ┬㸦ࢽ࣮ࣗࢹ࣮ࣜ㸧ᮇ
㝈㏻ࡾᥦฟࡍࡿ㈐ົࢆ㈇࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

XII. ࣇࣜࣆࣥ㛵
㛵ࡍࡿ≉グ㡯
ࡢࡍ࡚ࡢᤵཷㅙࡢ᮲௳ຍ࠼ࠊࣇࣜࣆࣥᨭᡶࢃࢀࡓ⿵ຓ㔠ࡣࠊࣇࣜࣆࣥࡢつไࢆ㡰Ᏺࡍࡿࡓࡵ
ࡼࡾከࡃࡢᐇドࢆᚲせࡍࡿࠋࣇࣜࣆࣥドๆྲྀᘬጤဨࡣࠊ㈈ᅋࡀ㈈ົㅖ⾲ࢆᥦฟࡍࡿ㝿ࠊ㈈ᅋࡀ㈨㔠ࢆᥦ
౪ࡋࡓࡍ࡚ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡘ࠸࡚⿵㊊᭩㢮ࢆῧ࠼ࡿࡇࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢせ௳㛵ࡍࡿヲࡋ࠸ሗ
ࡣࠊドๆつไἲ68㸦Securities Regulation Code 68㸧ᨵṇ㏻ࡾグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦19࣮࣌ࢪࡢ➨4㡯ࢆཧ↷ࡢࡇ
㸧ࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡀࡇࡢつไࢆ㡰Ᏺ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⿵ຓ㔠ᥦၐ⪅ࡣࠊࡑࡢᆅᇦࢆ⟶㎄ࡍࡿ௨ୗࡢே≀㸭⤌⧊ࡢ
࠸ࡎࢀࡀⓎ⾜ࡍࡿド᫂᭩ࢆྲྀᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸸
1.

ᕷ㛗ᐊࠊබ༳ࡀᢲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ

2.

♫⚟♴࣭㛤Ⓨᒁ㸦Department of Social Welfare and Development㸧㛗ࠊබ༳ࡀᢲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
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3.

ಖᒁ㸦Department of Health㸧㛗ࠊබ༳ࡀᢲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ

4.

ࣂࣛࣥ࢞㆟㛗ᐊࠊබ༳ࡀᢲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ

5.

Ẹ㛫ᶵ㛵ࡲࡓࡣᐇ㝿ࡢཷ┈⪅ࡢ௦⾲⪅㸭ᙺဨࠊබドேࡼࡾ⨫ྡࡉࢀࡓࡶࡢ

ྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡘ࠸࡚ࠊド᫂᭩ࡢཎᮏ5㏻ࢆࠊୗグ㏦ࡍࡿࡇ㸸
Phil. Consulting Center, Inc.
c/o Erika Mae Bautista
2D Penthouse, Salamin Bldg.
197 Salcedo St., Legaspi Village
Makati City 1229
Philippines
ド᫂᭩ࡢぢᮏࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆࠊᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ༡ኴᖹὒ࣭ࣇࣜࣆࣥົᒁࢆ㏻ࡌ࡚ධᡭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
7᭶ࡽ5᭶ࡲ࡛ᨭᡶࢃࢀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢド᫂᭩ࡣࠊྠࡌィᖺᗘࡢ6᭶30᪥ࡲ࡛ཷ⌮ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ6
᭶ᨭᡶࢃࢀࡿሙྜࡣࠊ7᭶31᪥ࡲ࡛ཷ⌮ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

XIII. ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅ࡢࡓࡵࡢᐖࡢᑐ❧㛵ࡍࡿ᪉㔪
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡢ⿵ຓ㔠ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㧗₩ᛶࢆಖドࡍࡿࡓࡵࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿ࡸᤵ㛵ࡍࡿࡍ࡚
ࡢேࡣࠊᐇୖࡢᐖࡢᑐ❧ࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛⾜ືࡍࡿࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᐖࡢᑐ❧ࡣࠊ࠶ࡿே≀ࡀࠊ㸦i㸧ᮏேࠊ㸦ii㸧ࡑࡢ┤⣔ᐙ᪘ࠊ㸦iii㸧ࡑࡢࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠊ㸦iv㸧ᮏேࠊࡑ
ࡢ┤⣔ᐙ᪘ࠊࡑࡢࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ┦ᙜ࡞㔠㖹ⓗᐖࢆࡶࡘᅋయࠊࡲࡓࡣࠊᮏேࠊࡑࡢ┤⣔ᐙ᪘ࠊࡑࡢࣅࢪ
ࢿࢫࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ⟶㈈ேࠊ⌮ࠊᙺဨ࡛࠶ࡿᅋయࡍࡿ⿵ຓ㔠ࡲࡓࡣᤵ㔠ࡘ࠸࡚ࠊỴᐃࢆୗࡍࠊࡲࡓࡣỴ
ᐃᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ❧ሙ࠸ࡿሙྜ⏕ࡌࡿࠋ
࣮ࣟࢱࣜࣥࡣࠊᐇ㝿࠾ࡼࡧ₯ᅾⓗ࡞ᐖࡢᑐ❧ࡍ࡚ࢆࠊົ⥲㛗㛤♧ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ☜ಙࡀᣢ࡚࡞࠸ሙ
ྜࠊᐖࡢᑐ❧ࡢ࠸࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ㛤♧ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣟࢱࣜࣥࡣࠊ⮬㌟ࡀᐖࡢᑐ❧ࢆ᭷ࡍࡿ࠸࡞ࡿࢢ
࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠࠾࠸࡚ࡶࠊ⿵ຓ㔠ጤဨࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࡣࠊ
ࡑࡢ⿵ຓ㔠㛵㐃ࡍࡿᐖࡢᑐ❧ࢆ᭷ࡍࡿᐤ⪅ࡽࡢᐤ㸦ෙྡᣦᐃᐤࠊCSRᐤࠊ➼㸧ࡼࡗ࡚⾜ࡗ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ົ⥲㛗ࡣࠊᐖࡢᑐ❧㛵ࡍࡿࡇࡢ᪉㔪ࡢゎ㔘ᐇࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊຓゝࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋಶࠎࡢࢣ
࣮ࢫ࠾࠸࡚ᐖࡢᑐ❧ࡀᏑᅾࡍࡿ࠺ࡣࠊົ⥲㛗࠾ࡼࡧ㸭ࡲࡓࡣ⟶⌮ጤဨࡀỴᐃࡍࡿࠋ≧ἣࢆᑂᰝࡋ
ࡓᚋࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿ࡸᤵ࠾࠸࡚ᐖࡢᑐ❧ࡀᏑᅾࡍࡿࠊࡲࡓࡣᏑᅾࡋࡓົ⥲
㛗࠾ࡼࡧ㸭ࡲࡓࡣ⟶⌮ጤဨࡀ⤖ㄽࢆୗࡋࡓሙྜࠊົ⥲㛗ࡣࠊ㐺ษ࡞ᨵၿᥐ⨨ࢆฟࡋࠊ⟶⌮ጤဨ່࿌ࡍ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࡣࠊᙜヱ࣮ࣟࢱࣜࣥࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᆅ༊ࡀ㛵ࡍࡿ⌧ᅾࡢ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿࣭ᤵࡢྲྀࡾᾘࡋࠊࡲࡓࡣᑗ᮶ࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ
㡿࣭ᤵࡢ୍Ṇ࡞ࡀྵࡲࢀࡿ
1.

⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿㈨᱁
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ⣽๎➨9.3㡯ᚑ࠸ࠊ௨ୗᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ
㡿⪅ࡲࡓࡣཷ┈⪅ࡲࡓࡣࡑࡢೃ⿵⪅࡞ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡋࠊ௨ୗࠕཷ㡿㈨᱁ࡢ࡞࠸ேࠖ
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ࡪࠋཷ㡿㈨᱁ࡢ࡞࠸ேࡣࠊ௨ୗࡀྵࡲࢀࡿ㸸⌧࣮ࣟࢱࣜࣥࠊࢡࣛࣈ࣭ᆅ༊࣭ࡑࡢࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ⤌
⧊㸦ࠕᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜ❶ࠖつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ㸧࣭ᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ⫋ဨࠊࡉࡽࡇࢀࡽࡢࡍ࡚
ࡢேࡢ㓄അ⪅࣭┤⣔༝ᒓ㸦⾑⦕ࠊ㣴Ꮚ⦕⤌ࠊ፧ࡼࡿᏊࡲࡓࡣᏞ㸧࣭┤⣔༝ᒓࡢ㓄അ⪅࣭┤⣔ᑛᒓ
㸦⾑⦕ࡼࡿぶࡲࡓࡣ♽∗ẕ㸧ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡲࡓࡣᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜᥦᦠࡍࡿᶵ㛵࣭⤌⧊࣭ᅋయࡢ
⫋ဨࠋ
ඖ࣮ࣟࢱࣜࣥࡣࠊဨ㌟ศࡀ⤊⤖ࡋ࡚ࡽ 36 ࢝᭶㛫ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁཷ㡿㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋඖ
࣮ࣟࢱࣜࣥࡢᐙ᪘࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤ཷ㡿㈨᱁ࡀ࡞ࡗࡓேࡣࠊࡑࡢᐙ᪘ࡢဨ㌟ศࡀ⤊⤖ࡋ࡚ࡽ
36 ࢝᭶㛫ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁཷ㡿㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ே࡛ࡶࠊᆅ༊⿵ຓ㔠ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣭ࢢࣛࣥࢺࡼࡿ⫋ᴗ◊ಟࢳ
࣮࣒ࡲࡓࡣ㸦ே㐨ⓗዊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡓࡵࡢ㸧ಶே᪑⾜ཧຍࡍࡿ㈨᱁ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡓேࡣࠊࡑ
ࡢேࡢཧຍࡀࡢேࡢⅬ࡞ࡿሙྜ㝈ࡾࠊࡑࡢ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒ࡲࡓࡣಶே᪑⾜ࡢཧຍ㈨᱁ࢆ
ᣢࡘࡶࡢࡍࡿࠋ
2.

㑅⪃ጤဨࡢබᖹࡉ
ࢡࣛࣈࡲࡓࡣᆅ༊ࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ㑅⪃ጤဨࢆົࡵࡿ࣮ࣟࢱࣜࣥࡣࠊೃ⿵⪅ࡢᐙ᪘㛵
ಀࠊ⚾ⓗ㛵ಀࠊୖࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚࡞㏱᫂ᛶࢆಖࡘࡶࡢᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈
ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡽ⿵ຓ㔠ࢆᚓ࡚ཧຍࡍࡿೃ⿵⪅ጤဨࡢ㛫ఱࡽࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ㸦࠼ࡤࠊྠࡌ♫
ࡸ⤌⧊ົࡋࡓࡾࠊྠࡌ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈᡤᒓࡲࡓࡣ⏦ㄳࢆ᥎⸀ࡍࡿ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈᡤᒓࡋࡓ
ࡾࠊᐙ᪘㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡞㸧ࡓࡵᐖࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡓࡣ࠶ࡿࢃࢀࡿ㸧ሙྜࡣࠊ㑅⪃ࡀ㛤ጞࡉࢀ
ࡿ๓ࠊጤဨ㛗ࡑࡢ᪨㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㑅⪃ጤဨ㛗ࡣࠊᐖࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡓࡣ࠶ࡿࢃࢀࡿ㸧ጤဨࡀࠊ㑅⪃ࣉࣟࢭࢫཧຍࡍࡁ࠺
ࢆỴᐃࡋࠊࡲࡓࠊཧຍࡍࡿሙྜࡣࠊᐖࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡓࡣ࠶ࡿࢃࢀࡿ㸧ೃ⿵⪅ 1 ྡࡢࡳࠊࡲ
ࡓࡣࡍ࡚ࡢೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ࣉࣟࢭࢫཧຍࡍࡁ࠺ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡢࡼ࠺ཧຍࡍࡁࢆỴᐃࡍ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐖࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡓࡣ࠶ࡿࢃࢀࡿ㸧ࡢࡀ㑅⪃ጤဨ㛗ᮏே࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊᐖ
ࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡓࡣ࠶ࡿࢃࢀࡿ㸧ೃ⿵⪅ 1 ྡࡢࡳࠊࡲࡓࡣࡍ࡚ࡢೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ࣉࣟࢭࢫཧຍࡍ
ࡁ࠺ࠊࡲࡓࡢࡼ࠺ཧຍࡍࡁࢆࠊࢡࣛࣈ⌮ࡲࡓࡣᆅ༊࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋጤဨ㛗㸦ࡢ࠸
ࡎࢀࡩࡉࢃࡋ࠸ᛮࢃࢀࡿ᪉㸧ࡀỴᐃࡍࡿࠋ

3.

ᴗ⪅ࡢᴗົྲྀᘬ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᆅ༊ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵
ຓ㔠㛵㐃ࡋ࡚ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ⤌⧊ࡽྠᴗ⪅ࡢᨭᡶ࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ᴗົྲྀᘬࢆ⾜࠺ሙྜࠊጇᙜ࡞
㈝⏝࡛᭱Ⰻࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢᴗ⪅࣮ࣟࢱ࣮ࣜ⤌⧊ࡢ㛫ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿ࠺
㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࡢྲྀᘬࢆ⾜࠺๓ࠊබṇࠊ㏱᫂ࠊࡘ࡞ぢ✚ࡶࡾせㄳධᮐᡭ⥆ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ㈨㔠ࡀࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀᡤ᭷ࡲࡓࡣ⤒Ⴀࡍࡿ≀㈨ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪⪅ࠊྡ࣮ࣟ
ࢱࣜࣥࠊࢡࣛࣈ࣭ᆅ༊࣭ࡑࡢࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ⤌⧊࣭ᅜ㝿࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ⫋ဨࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡢ㓄അ⪅࣭
┤⣔༝ᒓ㸦⾑⦕ࠊ㣴Ꮚ⦕⤌ࠊ፧ࡼࡿᏊࡲࡓࡣᏞ㸧࣭┤⣔༝ᒓࡢ㓄അ⪅࣭┤⣔ᑛᒓ㸦⾑⦕ࡼࡿぶࡲ
ࡓࡣ♽∗ẕ㸧ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋᥦᦠࡍࡿᶵ㛵࣭⤌⧊࣭ᅋయࡢ⫋ဨᨭᡶࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ᴗົࢆࠊ࣮ࣟࢱ
࣮ࣜ⤌⧊ࡀ⾜࠾࠺ࡍࡿሙྜࠊᐖࡢᑐ❧ࡢྍ⬟ᛶࡀ⏕ࡌᚓࡿࠋ
࣮ࣟࢱࣜࣥࡢᐖࡢᑐ❧ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵᑂᰝࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᴗົ
ྲྀᘬࡢࡣࠊ༠ຊ㛵ಀࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ㠀ᨻᗓᅋయࠊ≀㈨࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪⪅ࠊಖ㝤♫ࠊ᪑⾜௦⌮ᗑࠊ
㐠㏦♫ࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࠊㄒᏛヨ㦂ᥦ౪♫࡞ࡢᴗົྲྀᘬࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ᐖࡢᑐ❧ࡀᐇୖ࠶ࡿࠊࡲࡓࡣ࠶ࡿࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿಶேࡸ⤌⧊ࡢᴗົྲྀᘬࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
ྲྀᘬࡀබṇ࡞ᕷሙ౯᱁࠾࠸࡚᭱Ⰻࡢ〇ရࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀࠊぢ✚᭩ࡼࡗ
࡚ド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡲࡓࡣබᖹࠊ㏱᫂ࠊࡘ࡞ぢ✚ࡶࡾせㄳධᮐᡭ⥆ࡁࢆ⤒࡚࠸ࡿሙྜࠊ
ົ⥲㛗ࡢᢎㄆࢆᚓࡓᚋࡢࡳࠊ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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ົ⥲㛗ࡣࠊᐖࡢᑐ❧㛵ࡍࡿࡇࡢ᪉㔪ࡢゎ㔘ᐇࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊຓゝࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿ࡸᤵࢃࡿ࠸࡞ࡿᮍゎỴࡢᐖࡢᑐ❧ࡶࠊ㛵ಀࡍࡿ࣮ࣟࢱࣜࣥࡲࡓ
ࡣ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ⤌⧊ࡼࡗ࡚ࠊ㑅⪃ࣉࣟࢭࢫࡲࡓࡣᙜヱᴗົྲྀᘬࡢᑡ࡞ࡃࡶ 30 ᪥๓ࡲ࡛ࠊົ⥲㛗
ሗ࿌ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋಶࠎࡢࢣ࣮ࢫ࠾࠸࡚ᐖࡢᑐ❧ࡀᏑᅾࡍࡿ࠺ࡣࠊົ⥲㛗ࡀỴᐃ
ࡍࡿࠋ≧ἣࢆᑂᰝࡋࡓᚋࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿ࡸᤵ࠾࠸࡚ᐖࡢᑐ❧ࡀᏑᅾࡍ
ࡿࠊࡲࡓࡣᏑᅾࡋࡓົ⥲㛗ࡀ⤖ㄽࢆୗࡋࡓሙྜࠊົ⥲㛗ࡣࠊ㐺ษ࡞ᨵၿᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࡣࠊᙜヱ࣮ࣟࢱࣜࣥࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᆅ༊ࡀ㛵ࡍࡿ⌧ᅾࡢࣟ
࣮ࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿࣭ᤵࡢྲྀࡾᾘࡋࠊࡲࡓࡣᑗ᮶ࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ
㔠ࡢཷ㡿࣭ᤵࡢ୍Ṇ࡞ࡀྵࡲࢀࡿࠋ

䝻䞊䝍䝸䞊㈈ᅋ㻌 ᆅ༊⿵ຓ㔠䛸䜾䝻䞊䝞䝹⿵ຓ㔠 ᤵ䛸ཷㅙ䛾᮲௳䠄2019 ᖺ 1 ᭶᭦᪂䠅
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16

JAPANESE (JA)

㔜Ⅼศ㔝䛾
䛾ᇶᮏ᪉㔪㻌㻌
㔜Ⅼศ㔝ࡢᇶᮏ᪉㔪ࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣ௨ୗࡢⅬࢆᙉㄪࡋࡲࡍࠋ
1. ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ⿵ຓ㔠ᡭ⥆ࡁࡢຠ⋡ࠊ࠾ࡼࡧ⿵ຓ㔠ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㉁
ࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
2. ྛ᪉㔪ࡢෆᐜࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿㈨᱁ࡢ᭷↓ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
3. ཷ㡿㈨᱁ࡢ⠊ᅖෆ࠶ࡿάືࡣࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈᆅ༊ࡀࡇࢀࡲ࡛᭱ࡶ㢖⦾
ᐇࡋ࡚ࡁࡓάືෆᐜࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
4. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺィ⏬ࡣࠊ࣎ࢺ࣒ࢵࣉᘧࠊᥦၐࢡࣛࣈ㸭ᥦၐᆅ༊ࡀᑟࡋ࡚⾜࠺
ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
5. ⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳࡣࠊྛ㔜Ⅼศ㔝ࡢᇶᮏ᪉㔪ἢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ

ᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴࡢࡓࡵࡢ◊ಟࠊᩍ⫱ࠊᐇ㊶ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢ┠ⓗ┠ᶆ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴࢆຓ
㛗ࡍࡿࡢࢆᨭࡋࡲࡍࠋ
1. ⣮தண㜵௰㛵ࡍࡿࠊ࣮ࣜࢲ࣮㸦࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚კᮃࡉࢀࡿⱝ⪅ࢆྵࡴ㸧ࡢ
◊ಟࠋ
2. ⣮தᆅᇦ࠾ࡅࡿᖹᵓ⠏ࡢᨭࠋ
3. ᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗ
ேࡢࡓࡵࡢዡᏛ㔠ᨭࠋ
ཷ㡿㈨᱁ࡢุ᩿ᇶ‽
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕᖹ⣮தண㜵㸭⣮த
ゎỴࠖࡢ⠊ᅖෆ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. 㠀ᭀຊࠊᖹᵓ⠏ࠊேᶒࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢᆅᇦ♫ࡢάື࡛ࠊ࣮ࣟࢱ࡛ࣜࣥࡣ
࡞࠸ேࠎࡢཧຍࢆពᅗࡋࡓࡶࡢࠋࡇࢀࡣࠊ㆟ࠊ◊ಟࠊ࢟ࣕࣥࣉ࡞ࡀྵ
ࡲࢀࡿࠋ
2. ᆅᇦ♫ࡢࢽ࣮ࢬ㸦ᨻ⟇ᒎ㛤ࠊ⣮த㛵ಀ࠶ࡿᆅᇦ㛫ࡢࣅࢪࢿࢫࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࠊࣆ
࣮ࢫ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒࡞㸧ࢆ㢟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓ⣮தゎỴࡢࡓࡵࡢ࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉࡢ⏬ࠋ
3. ⣮தࡢᚰ⌮ⓗᙳ㡪ྲྀࡾ⤌ࡴάືࡢᨭࠋ
4. ⣮தࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢண㜵⟇㛵ࡍࡿ㟷ᑡᖺᩍ⫱ࠋ

1
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5. ࢠࣕࣥࢢ㸦ᭀຊⓗࢢ࣮ࣝࣉ㸧ᑐ㐠ືࡸࠊேࠎࡢ㛫ࡢࡁ࡞㐪࠸㸦Ẹ᪘ⓗ㐪࠸࡞
㸧ࢆࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢάື㸦ࡓࡔࡋࡇࢀࡽ㝈ࡽ࡞࠸㸧࡞ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ࣐
ࢼࢫࡢ♫ⓗࢲࢼ࣑ࢡࢫྲྀࡾ⤌ࡴ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࠋ
6. ௨๓⣮த┤᥋㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓᙜ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ௰ࠋ
7. ୖグࡢάືࢆᨭࡍࡿ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧ࠋ
8. ᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴ㛵㐃ࡍࡿᏛ㝔ㄢ⛬࡛ᏛࡪࡓࡵࡢዡᏛ㔠ࠋ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕᖹ⣮தண㜵㸭⣮த
ゎỴࠖࡢ⠊ᅖእ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿㈨᱁ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡳ࡞ࡋ
ࡲࡍࠋ
1. ࣮ࣟࢱࣜࣥࡢཧຍࢆពᅗࡋࡓᖹ㆟ࠋ
2. ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖹࢭࣥࢱ࣮ࡢᥦᦠᏛ࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᖹࣇ࢙࣮ࣟࡀᒚಟࡍ
ࡿࡢྠࡌࡲࡓࡣ㢮ఝࡋࡓᑓಟㄢ⛬ࡢ␃Ꮫࠋ
ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
㸧ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
ࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
1. ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸸࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡀάືࢆ⤊ࡋࡓᚋࡶࠊᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ
࡛ᖹ⣮தゎỴࡢࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡇࠋ
2.
ᐃྍ⬟ᛶ㸸ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡘ࠸࡚ࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࡢࢶ࣮ࣝ࢟ࢵࢺࠖ࠶
ࡿホ౯ᇶ‽ࡢ୰ࡽ㑅ࢇ࡛ᡂᯝࡢ ᐃ᪉ἲࢆỴࡵࡿࠊ⊂⮬ࡢ ᐃᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿࡇࠋ
3. ᆅᇦ♫ࡀᑟ㸸⌧ᆅࡢᆅᇦ♫ࡀࠊ⮬ࡽ≉ᐃࡋࡓࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸࡚άືࢆ❧
ࡍࡿࡇࠋ
4. 㔜Ⅼศ㔝ἢࡗࡓάື㸸᪉㔪ᩥ᭩ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠋ
ዡᏛ㔠ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡣࠊ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᏛ㝔␃Ꮫ
ࡢዡᏛ㔠ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡼࡿዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩ࢆ
ᑂᰝࡍࡿ㝿ࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡲࡍࠋ
1. ᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏦ㄳ⪅ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ⫋Ṕ࠾ࡼࡧάື
Ṕࠋ
2. ᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴ㛵㐃ࡍࡿᒚಟㄢ⛬ࠋ
a. ᮃࡲࡋ࠸ᒚಟㄢ⛬ࡢࡋ࡚ࠊ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴࠊᖹṇ⩏ࡢ◊✲ࠊ
ᖹ⣮தࢆᑓ㛛ᢅ࠺ᅜ㝿㛵ಀࡸἲᚊ࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
b. ᖹ⣮தၥ㢟┤᥋↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓᒚಟㄢ⛬࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊᑂᰝࡢ㝿᭷
࡞ࡾࡲࡍࠋ
c. ୍⯡ⓗ࡞ᅜ㝿㛵ಀࡸἲᚊࡣࠊᑂᰝࡢ㝿᭷ࡣࡳ࡞ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ
3. ᖹ⣮தண㜵㸭⣮தゎỴ㛵㐃ࡋࡓࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜィ⏬ࠋ

ண㜵⒪
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊࡢཎᅉᙳ㡪ࢆῶࡽࡍࡓࡵࡢάື◊ಟࢆᨭࡋࡲࡍࠋ

2
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ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢ┠ⓗ┠ᶆ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࢆண㜵ࡋࠊᗣࢆಁ㐍ࡍࡿࡢ
ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ
1. ᆅඖࡢ་⒪ᚑ⪅ࡢ⬟ຊྥୖࠋ
2. ఏᰁࡢఏࢆ㣗࠸Ṇࡵࠊ㠀ఏᰁࡢⓎ⏕ࡑࢀࡼࡿྜేࢆῶࡽࡍࡓࡵࡢࠊ
ண㜵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥎㐍ࠋ
3. ᆅᇦ♫ࡢ་⒪ࣥࣇࣛࡢᨵၿࠋ
4. ࡞ࡢᘏࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢࠊᆅᇦ♫ࡢேࠎࡢᩍ⫱ືဨࠋ
5. ࡲࡓࡣࡅࡀࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ㌟య㞀ᐖࡢண㜵ࠋ
6. ண㜵⒪㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢ
ዡᏛ㔠ᨭࠋ
ཷ㡿㈨᱁ࡢุ᩿ᇶ‽
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕண㜵⒪ࠖࡢ⠊
ᅖෆ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. ఏᰁࡢண㜵⟶⌮
a. ᳨ᰝ㸦࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡸࠊ⒪ࡢࡓࡵࡢᑓ㛛་⤂㸭ධ㝔ࢆక࠺㸧
b. ఏᰁࡢண㜵㛵ࡍࡿᩍ⫱ࠊ࠾ࡼࡧண㜵ᙺ❧ࡘ≀㈨
c. ᝈ⪅ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⒪ࡢࡓࡵࡢྍᦙᘧࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ᶵჾ࠾ࡼࡧ㌴୧ࡢᥦ
౪
d. ᆅඖࡢ་⒪ࣥࣇ࡛ࣛᑐᛂྍ⬟࡞ᶵჾ㸦㐺ษ࡞⟶⌮ࣉࣛࣥࠊ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࣉ
ࣛࣥࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ㸧
e. ண㜵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪㸦ண㜵᥋✀ࠊ⏨ᛶໟ⓶ษ㝖ࠊ࢘ࣝࢫ᥋ゐ๓ࡢண㜵࡞
㸧
f. デ᩿࣭⒪ࡢࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ㸦㏣㊧㸧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᢏ⾡ⓗᇶ┙ࡢᥦ౪࠾ࡼ
ࡧ◊ಟ
g. ఏᰁࡢ⒪㸦ண㜵ࢆྵࡴ㸧ࠊ་⒪ᚑ⪅ࡢ◊ಟࡢᨵၿࠊᆅᇦ♫ࡢேࠎ
ࡢᗣࢆ㛗ᮇⓗᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢබඹಖᩍ⫱ࡢᥦ౪
2. ⺅ࡸࡢ፹⏕≀㸦ཎయࢆ፹ࡍࡿ⏕≀㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ឤᰁࡍࡿ
a. ⺅ᖒண㜵⸆ࡢᥦ౪
b. ỈࡢᏳ࡞㈓␃⺅ࡢⓎ⏕ண㜵ᙺ❧ࡘ≀㈨ࡢᥦ౪
c. ࡢண㜵⟶⌮ࡢࡓࡵࡢỈࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
d. ⺅௨እࡢ፹⏕≀ࡢ㝖ཤ
3. 㠀ఏᰁࡢண㜵⟶⌮
a. ࡲࡓࡣࡅࡀࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ㌟య㞀ᐖࡢண㜵㛵ࡍࡿ㈨ᩱ◊ಟ
ࡢᥦ౪
b. ៏ᛶࡢⓎ⏕ὶ⾜ࢆῶࡽࡍࡇࢆ┠ᶆࡋࡓࠊᆅᇦ♫ࡢேࠎࡢᩍ⫱ࠊ
ಖධࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ᪩ᮇ᳨ᰝࣉࣟࢢ࣒ࣛ
c. ᝈ⪅ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⒪ࢆࡍࡿࡓࡵࡢྍᦙᘧࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ᶵჾ㌴୧ࡢᥦ
౪
d. ᆅඖࡢ་⒪ࣥࣇࣛࡀᑐᛂྍ⬟࡞ᶵჾࡢᥦ౪㸦㐺ษ࡞᧯సࣉࣛࣥࠊ࣓ࣥࢸࢼ
ࣥࢫࣉࣛࣥࢆྵࡴ㸧

3
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e. ᩆᡭ⾡࠾ࡼࡧඛኳᛶᝈࡢᡭ⾡㸦ࡓࡔࡋࠊᆅඖࡢ་⒪ࣥࣇࣛࡼࡿᑐᛂ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ⾡ᚋࢣࢆྵࡴࡶࡢ㸧
f. ண㜵ࢆྵࡴ㠀ఏᰁࡢ⒪ࠊ་⒪ᚑ⪅ࡢ◊ಟࡢᨵၿࠊᆅᇦ♫ࡢேࠎ
ࡢᗣࢆ㛗ᮇⓗᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢබඹಖᩍ⫱ࡢᥦ౪
g. ㏻㸭㌴୧㛵㐃ࡍࡿ㈇യࢆ㜵ࡄࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
4. ࡑࡢࡢάື
a. ண㜵⒪㛵㐃ࡍࡿᏛ㝔ㄢ⛬࡛ᏛࡪࡓࡵࡢዡᏛ㔠
b. ୖグࡢάື㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ⓗせ⣲↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕண㜵⒪ࠖࡢ⠊
ᅖእ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿㈨᱁ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. ᶵჾࡢ㉎ධࡢࡳࢆྵࡴࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦㐺ษ࡞᧯సࣉࣛࣥࡸ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࣉࣛࣥ࡞
ࠊᆅඖࡢ་⒪ࣥࣇࣛᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ㸧
2. ᩍ⫱ⓗ࡞ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⌧ᆅࡢ་⒪యไ
ࡸ⬟ຊࢆࡁࡃྥୖࡉࡏࡿάືࢆᥦ౪ࡋ࡞࠸་⒪௵ົ㸭ᡭ⾡ࢳ࣮࣒
ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
㸧ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
1. ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸸࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡀάືࢆ⤊ࡋࡓᚋࡶࠊᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ
࡛ண㜵⒪ࡢࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡇࠋ
2.
ᐃྍ⬟ᛶ㸸ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡘ࠸࡚ࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࡢࢶ࣮ࣝ࢟ࢵࢺࠖ࠶
ࡿホ౯ᇶ‽ࡢ୰ࡽ㑅ࢇ࡛ᡂᯝࡢ ᐃ᪉ἲࢆỴࡵࡿࠊ⊂⮬ࡢ ᐃᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿࡇࠋ
3. ᆅᇦ♫ࡀᑟ㸸⌧ᆅࡢᆅᇦ♫ࡀࠊ⮬ࡽ≉ᐃࡋࡓࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸࡚άືࢆ❧
ࡍࡿࡇࠋ
4. 㔜Ⅼศ㔝ἢࡗࡓάື㸸᪉㔪ᩥ᭩ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠋ
ዡᏛ㔠ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡣࠊ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᏛ㝔␃Ꮫ
ࡢዡᏛ㔠ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡼࡿዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩ࢆ
ᑂᰝࡍࡿ㝿ࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡲࡍࠋ
1. ண㜵⒪ࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏦ㄳ⪅ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ⫋Ṕ࠾ࡼࡧάືṔࠋ
2. ண㜵⒪㛵㐃ࡍࡿᒚಟㄢ⛬㸦㸸බඹಖࠊ┳ㆤᏛ་Ꮫࡢಟኈ࣭༤ኈ
ྕྲྀᚓ࡞㸧ࠋ
3. ண㜵⒪㛵㐃ࡋࡓࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜィ⏬ࠋ

Ỉ⾨⏕
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊᏳ࡞㣧ࡳỈᇶᮏⓗ࡞⾨⏕タഛࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢάື◊ಟࢆᨭࡋ
ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢ┠ⓗ┠ᶆ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊேࠎࡀỈ⾨⏕タഛࢆᣢ⥆ⓗ
⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿάືࢆᨭࡋࡲࡍࠋ
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1. ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿᏳ࡞Ỉࡢබᖹ࡞ᥦ౪ࠊ⾨⏕タഛࡸ⾨⏕≧ἣࡢᨵၿࠋ
2. ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ỉタഛ⾨⏕タഛࡢタ⨨ࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࠊ⥔ᣢ⟶⌮ࢆᆅᇦ♫ࡀ⮬ࡽ⾜ࡗ
࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⬟ຊྥୖࠋ
3. Ᏻ࡞Ỉ⾨⏕ࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ♫ࡢேࠎࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ
࣒ࣛᨭࠋ
4. Ỉ⾨⏕㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢዡᏛ㔠
ᨭࠋ
ཷ㡿㈨᱁ࡢุ᩿ᇶ‽
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕỈ⾨⏕ࠖࡢ⠊ᅖෆ
࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. Ᏻ࡞㣧ࡳỈࡢ⏝㸦㸸Ỉࡢ౪⤥࠾ࡼࡧỈ㉁ࡢᨵၿ㸧
2. ⾨⏕タഛࡢᨵၿ
3. ⾨⏕⎔ቃ࣭⾨⏕⩦័ࡢᨵၿ
4. ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᆅᇦ♫ࡢ㛤Ⓨࡸࠊᆅᇦ♫ࡼࡿỈ࣭⾨⏕タഛࡢ⟶
⌮
5. Ỉ※⟶⌮ࣉࣛࣥࠊ࠾ࡼࡧ㐺ษ࡞Ỉ౪⤥ࢆᚲせࡍࡿ㣗⣊ࡢᏳࣉࣛࣥ
6. ⏕⏘⏝ࡢỈ㸦㸸స≀ࠊᐙ␆࡞㸧
7. ୖグࡢάືࢆᨭࡍࡿ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
8. Ỉ⾨⏕㛵㐃ࡍࡿᏛ㝔ㄢ⛬࡛ᏛࡪࡓࡵࡢዡᏛ㔠
ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
㸧ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
1. ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸸࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡀάືࢆ⤊ࡋࡓᚋࡶࠊᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ
࡛Ỉ⾨⏕ࡢࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡇࠋ
2.
ᐃྍ⬟ᛶ㸸ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡘ࠸࡚ࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࡢࢶ࣮ࣝ࢟ࢵࢺࠖ࠶
ࡿࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢホ౯ᇶ‽ࡢ୰ࡽ㑅ࢇ࡛ᡂᯝࡢ ᐃ᪉ἲࢆỴࡵࡿࠊ⊂⮬ࡢ
ᐃᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇࠋ
3. ᆅᇦ♫ࡀᑟ㸸⌧ᆅࡢᆅᇦ♫ࡀࠊ⮬ࡽ≉ᐃࡋࡓࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸࡚άືࢆ❧
ࡍࡿࡇࠋ
4. 㔜Ⅼศ㔝ἢࡗࡓάື㸸᪉㔪ᩥ᭩ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠋ
ዡᏛ㔠ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡣࠊ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᏛ㝔␃Ꮫ
ࡢዡᏛ㔠ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡼࡿዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩ࢆ
ᑂᰝࡍࡿ㝿ࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡲࡍࠋ
1. Ỉ⾨⏕ࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏦ㄳ⪅ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ⫋Ṕ࠾ࡼࡧάືṔ
2. Ỉ⾨⏕㛵㐃ࡍࡿᒚಟㄢ⛬㸦㸸Ỉ⛉Ꮫ㸭ỈᕤᏛࠊỈ⟶⌮ࠊ⎔ቃ⛉ᏛࠊᏛࠊ
ᐤ⏕Ꮫ࡞㸧
3. Ỉ⾨⏕㛵㐃ࡋࡓࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜィ⏬
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ẕᏊࡢᗣ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊẕᏊࡢᗣࢆᨵၿࡋࠊ5 ṓᮍ‶ࡢᗂඣࡢṚஸ⋡ࢆῶࡽࡍࡓࡵࡢάື◊
ಟࢆᨭࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢ┠ⓗ┠ᶆ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀ௨ୗࡢᙧ࡛ࠊẕᏊࡢᗣࢆᨵၿࡍࡿࡢࢆᨭࡋࡲ
ࡍࠋ
1. 5ṓᮍ‶ࡢᗂඣࡢṚஸ⋡⨯ᝈ⋡ࡢ๐ῶࠋ
2. ዷ፬ࡢṚஸ⋡⨯ᝈ⋡ࡢ๐ῶࠋ
3. ࡼࡾከࡃࡢẕᏊᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊᆅᇦ♫ࡢ་⒪㸭ಖ㛵
ಀࡢ࣮ࣜࢲ࣮་⒪ᥦ౪⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓẕᏊࡢᗣ㛵ࡍࡿ◊ಟ
4. ẕᏊࡢᗣ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢዡᏛ
㔠ࡢᨭࠋ
ཷ㡿㈨᱁ࡢุ᩿ᇶ‽
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕẕᏊࡢᗣࠖࡢ⠊ᅖෆ
࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. ዷ፬ࡢࢣ㸦ᗣ⟶⌮ࡸ᳨デ㸧
2. ዷ፬ᑐࡍࡿฟ⏘࣭ศፔࢧ࣮ࣅࢫ
3. ་⒪యไࡀ༑ศ࡞ᆅᇦ࡛ࡢデ⒪ᡤࡸ㝔ࡢ⏘⛉ࡢ་⒪ᶵჾࡢᥦ౪㸦ࡓࡔࡋࠊ
ዷ፬ࢣ㛵ࡍࡿᩍ⫱άືࢆేࡏ࡚⾜࠺ࡇ㸧
4. ẕᏊࡢᗣࡢᑓ㛛ᐙࡸ࣮ࣜࢲ࣮㸦㸸་ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊᆅඖࡢಖ㛵ಀ⪅ࠊຓ⏘ᖌ
࡞㸧ࡢ◊ಟࡲࡓࡣ㸦࠾ࡼࡧ㸧ࠕ◊ಟ⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࠖ
5. ࢫ࢟ࣝࢆഛ࠼ࡓຓ⏘ᖌࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࡲࡓࡣ㸦࠾ࡼࡧ㸧ࠕ◊ಟ⪅ࢆ㣴ᡂࡍ
ࡿࡓࡵࡢ◊ಟࠖ
6. ୧ぶᐙ᪘ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠊዷ፬Ꮚࡶࡢࢣ㛵ࡍࡿᩍ⫱άື
7. ẕᏊࡢᗣ㛵㐃ࡍࡿ᪤Ꮡࡢᆅᇦ♫ࡢάືࡸᆅඖࡢዪᛶᅋయࡢ⬟ຊྥୖάື
8. 㑊ዷᡭẁ㛵ࡍࡿᩍ⫱⏝ࠊᐙ᪘ィ⏬࠾ࡼࡧ㸦ࡲࡓࡣ㸧ண㜵࣭ῶᑡࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ㸦࢚ࢬHPV࢘ࣝࢫࢆྵࡴ㸧
9. ᛶࡢᗣ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊ಟ㸦≉ᛮᮇࡢᑡዪ㸧
10. ୖグࡢάື㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ⓗせ⣲↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧ࠋᩍ⫱
ࡢᑐ㇟ࡣࠊ⌧ᆅࡢேࠎ୍⯡ࠊಖ㸭ಖ㛵ಀࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࠊ་⒪ᚑ⪅࡞
11. ẕᏊࡢᗣ㛵㐃ࡍࡿᏛ㝔ㄢ⛬࡛ᏛࡪࡓࡵࡢዡᏛ㔠
12. 5ṓᮍ‶ࡢᗂඣᚲせ࡞ண㜵᥋✀
13. ዪᛶᛮᮇࡢᑡዪᚲせ࡞ண㜵᥋✀
14. ẕぶ5ṓᮍ‶ࡢᗂඣࡢ⫵⅖ࠊୗ⑩ࠊ࣐ࣛࣜࠊࡣࡋࢆண㜵࣭⒪ࡍࡿࡓࡵࡢ
ධ
15. ᛶ⾜Ⅽ࡛ឤᰁࡍࡿẼ㸦㸸HIV㸭࢚ࢬࠊᏊᐑ㢕ࡀࢇࠊ᾿ࠊᱵẘ࡞㸧ࡀዪ
ᛶཬࡰࡍᙳ㡪ࢆࡽࡆࡿࡓࡵࡢධ
16. HIVࡢẕᏊឤᰁࡢண㜵
17. ẕஙࡢዡບࠊ࠾ࡼࡧᰤ㣴ኻㄪࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࡢධ
18. ⒦Ꮝ㸦ࢁ࠺ࡇ࠺㸧እ⛉ⓗಟ
19. ཱྀࡢ▹ṇᡭ⾡㸭ᡭᙜ

6

㔜Ⅼศ㔝ࡢᇶᮏ᪉㔪㸦2018 ᖺ 10 ᭶㸧

- 63 -

20. ᩆᡭ⾡ࠊࡲࡓࡣඛኳᛶḞᦆ࣭Ḟ㝗ᑐᛂࡍࡿᡭ⾡㸦⌧ᆅࡢ་⒪ᶵ㛵ࡀᐇࡋࠊ
㐺ษ࡞⾡ᚋࢣࡀᥦ౪ࡉࢀࡿሙྜ㸧
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕẕᏊࡢᗣࠖࡢ⠊ᅖእ
࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿㈨᱁ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⌧ᆅࡢ⬟ຊࡸ⌮ゎࢆࡁࡃྥୖࡉࡏࡿάືࢆྵࢇ࡛࠸࡞࠸་⒪
௵ົᅋ㸭ᡭ⾡ࢳ࣮࣒ࡢὴ㐵
ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
㸧ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
1. ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸸࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡀάືࢆ⤊ࡋࡓᚋࡶࠊᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ
࡛ẕᏊࡢᗣࡢࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡇࠋ
2.
ᐃྍ⬟ᛶ㸸ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡘ࠸࡚ࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࡢࢶ࣮ࣝ࢟ࢵࢺࠖ࠶
ࡿホ౯ᇶ‽ࡢ୰ࡽ㑅ࢇ࡛ᡂᯝࡢ ᐃ᪉ἲࢆỴࡵࡿࠊ⊂⮬ࡢ ᐃᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿࡇࠋ
3. ᆅᇦ♫ࡀᑟ㸸⌧ᆅࡢᆅᇦ♫ࡀࠊ⮬ࡽ≉ᐃࡋࡓࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸࡚άືࢆ❧
ࡍࡿࡇࠋ
4. 㔜Ⅼศ㔝ἢࡗࡓάື㸸᪉㔪ᩥ᭩ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠋ
ዡᏛ㔠ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡣࠊ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᏛ㝔␃Ꮫ
ࡢዡᏛ㔠ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡼࡿዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩ࢆ
ᑂᰝࡍࡿ㝿ࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡲࡍࠋ
1. ẕᏊࡢᗣࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏦ㄳ⪅ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ⫋Ṕ࠾ࡼࡧάືṔ
2. ẕᏊࡢᗣ㛵㐃ࡍࡿᒚಟㄢ⛬㸦㸸Ꮫࠊᰤ㣴Ꮫࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࣊ࣝࢫࠊබඹಖ
ࠊಖ᥎㐍ࠊ┳ㆤᏛ࣭་ᏛࡢᏛㄢ⛬࡞㸧
3. ẕᏊࡢᗣ㛵㐃ࡋࡓࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜィ⏬

ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊࡍ࡚ࡢᏊࡶࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆᨵၿࡋࠊᏊࡶᡂேࡢ㆑Ꮠ⋡ࢆ㧗ࡵࡿ
ࡓࡵࡢάື◊ಟࢆᨭࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢ┠ⓗ┠ᶆ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊேࠎࡢᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⬟ຊ⩦
ᚓࢆᨭࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡲࡍࠋ
1. ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⬟ຊࢆࡍ࡚ࡢேࠎ࠼ࡿᆅᇦ♫ࡢຊࢆ㧗ࡵࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᨭࡋࠊᆅᇦ♫ࡢཧຍࢆಁ㐍ࠋ
2. ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿᡂேࡢ㆑Ꮠ⋡ࡢྥୖࠋ
3. ᩍ⫱࠾ࡅࡿ⏨ዪ᱁ᕪࢆῶࡽࡍࡓࡵࡢάືࠋ
4. ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗே
ࡢࡓࡵࡢዡᏛ㔠ᨭࠋ

7

㔜Ⅼศ㔝ࡢᇶᮏ᪉㔪㸦2018 ᖺ 10 ᭶㸧

- 64 -

ཷ㡿㈨᱁ࡢุ᩿ᇶ‽
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥ
ୖࠖࡢ⠊ᅖෆ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. ᇶᮏⓗ࡞ึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࠊᆅඖࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡢ༠ຊ㸦ྍ⬟࡞㝈
ࡾ㸧ࠋ
2. ᡂேࡢ㆑Ꮠᩍ⫱ࠋ
3. ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑟධࠊຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱ἲࠊ⏕ᚐホ౯㛵ࡍࡿᩍᖌ◊ಟࡢᥦ౪ࠋ
4. ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡼࡧ㸭ࡲࡓࡣᩍᖌ◊ಟࢆ⿵ࡍࡿ㈨ᩱタഛࡢᐇࢆ㏻ࡌࡓࠊᩍ
⫱⤒㦂ࡢྥୖࠋ
5. Ꮫᰯ⏝ᮘࡢ㉎ධ㸦ࡓࡔࡋࠊᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖࡢࡓࡵࡢヲ⣽ࡘド᫂ྍ⬟࡞
ィ⏬᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ㸧ࠋ
6. ୖグࡢάືࢆᨭࡍࡿ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧ࠋ
7. ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖ㛵㐃ࡍࡿᏛ㝔ㄢ⛬࡛ᏛࡪࡓࡵࡢዡᏛ㔠ࠋ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥ
ཷ㡿㈨᱁ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡳ࡞ࡋ
ୖࠖࡢ⠊ᅖእ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢཷ
ࡲࡍࠋ
1. タഛࡸഛရࡢ㉎ධࡢࡳࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠋ
2. ᤵᴗᩱࡸᏛ⏝ရࡢࡳࢆᥦ౪ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊᑗ᮶ᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ࡛ࡇࢀࡽ
ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᡭẁࢆᥦ౪ࡋ࡞࠸ࡶࡢࠋ
3. ⿵ຓ㔠ࡢ㈨㔠ࡀ࠸ᑾࡃࡉࢀࡓᚋᆅᇦ♫࡛⥅⥆ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࠋ
ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
㸧ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
1. ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸸࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡀάືࢆ⤊ࡋࡓᚋࡶࠊᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ
࡛ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖࡢࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡇࠋ
2.
ᐃྍ⬟ᛶ㸸㔜Ⅼศ㔝ࡘ࠸࡚ࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࡢࢶ࣮ࣝ࢟ࢵࢺࠖ࠶ࡿホ
౯ᇶ‽ࡢ୰ࡽ㑅ࢇ࡛ᡂᯝࡢ ᐃ᪉ἲࢆỴࡵࡿࠊ⊂⮬ࡢ ᐃᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ
ࠋ
3. ᆅᇦ♫ࡀᑟ㸸⌧ᆅࡢᆅᇦ♫ࡀࠊ⮬ࡽ≉ᐃࡋࡓࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸࡚άືࢆ❧
ࡍࡿࡇࠋ
4. 㔜Ⅼศ㔝ἢࡗࡓάື㸸᪉㔪ᩥ᭩ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠋ
ዡᏛ㔠ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡣࠊ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᏛ㝔␃Ꮫ
ࡢዡᏛ㔠ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡼࡿዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩ࢆ
ᑂᰝࡍࡿ㝿ࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡲࡍࠋ
1. ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏦ㄳ⪅ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ⫋Ṕ࠾ࡼࡧάືṔࠋ
2. ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖ㛵㐃ࡍࡿᒚಟㄢ⛬㸦㸸ᩍ⫱ࠊ㆑Ꮠࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤
Ⓨࠊ≉ูᩍ⫱ࠊᏛᰯ⤒Ⴀ࡞㸧ࠋ
3. ᇶᮏⓗᩍ⫱㆑Ꮠ⋡ྥୖ㛵㐃ࡋࡓࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜィ⏬ࠋ
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⤒῭ᆅᇦ♫ࡢⓎᒎ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊேࠎࡀ⏕άᆅᇦ♫ࡢ⤒῭ࠊᮎ㛗࠸Ⓨᒎࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᨭ
ࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡢ┠ⓗ┠ᶆ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡛ ᐃྍ⬟࡞㛗ᮇⓗᨵ
ၿࢆᆅᇦ♫ேࠎࡢᬽࡽࡋࡶࡓࡽࡍࡓࡵࠊேࠎᢞ㈨ࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡲࡍࠋ
1. ㈋ࡋ࠸ᆅᇦ♫ࡢ⤒῭Ⓨᒎࢆಁࡍࡓࡵࡢࠊ㉳ᴗᐙࠊᆅᇦ♫ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࠊᆅඖᅋ
యࠊᆅᇦ♫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⬟ຊࡢྥୖࠋ
2. ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ࡢᶵࡢฟࠋ 
3. ᨭࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ♫࡛ࡢ㈋ᅔࡢ๐ῶࠋ
4. ⤒῭ᆅᇦ♫ࡢⓎᒎ㛵㐃ࡋࡓ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢ
ࡓࡵࡢዡᏛ㔠ᨭࠋ
ཷ㡿㈨᱁ࡢุ᩿ᇶ‽
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕ⤒῭ᆅᇦ♫ࡢⓎ
ᒎࠖࡢ⠊ᅖෆ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
1. ㈋ࡋ࠸ேࠎࡀ⏝࡛ࡁࡿ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㸦࣐ࢡࣟࢡࣞࢪࢵࢺࠊ㈓ࠊಖ㝤࡞ࠊ
ࡓࡔࡋࡇࢀࡽ㝈ࡽ࡞࠸㸧
2. ⤒῭ᆅᇦ♫ࡢⓎᒎ㛵㐃ࡍࡿ◊ಟ㸦㉳ᴗࠊᆅᇦ♫࡛ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊ⫋
ᴗ◊ಟࠊ㔠⼥▱㆑࡞ࠊࡓࡔࡋࡇࢀࡽ㝈ࡽ࡞࠸㸧
3. ㈋ࡋ࠸ேࠎࡢࡓࡵࡢᑠᴗ㸭༠ྠ⤌ྜ㸭♫ᴗࡢ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧධࢆࡶࡓࡽࡍά
ື㸦㞠⏝ࢆฟࡍࡿᮧయࡢᴗᅋయ࡞ࠊࡓࡔࡋࡇࢀ㝈ࡽ࡞࠸㸧
4. ⮬⤥⮬㊊㎰ᐙࡸᑠ㎰ᐙࡢࡓࡵࡢ㎰ᴗ㛤Ⓨ㸦ᕷሙཧධࡢಁ㐍࡞ࠊࡓࡔࡋࡇࢀ㝈
ࡽ࡞࠸㸧
5. ᆅᇦ♫ࡼࡿࠊࡲࡓࡣ⤌⧊ⓗ࡞Adopt-a-village㸦ᮧయࡢ⮬❧ᨭ㸧ࠊࡶࡋࡃ
ࡣ⥲ྜⓗ࡞ᮧ㛤Ⓨάື
6. ୖグࡢάືࢆᨭࡍࡿ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
7. ᆅඖࠊᆅᇦࠊࡲࡓࡣᅜࡢ⤒῭㛤Ⓨ㛵㐃ࡍࡿᏛ㝔ㄢ⛬ࡲࡓࡣᆅᇦ♫ࡢ㛤Ⓨ
≉ࡋࡓᏛ㝔ㄢ⛬࡛ᏛࡪࡓࡵࡢዡᏛ㔠
࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊ௨ୗࢆ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆࡿάືࢆࠊ㔜Ⅼศ㔝ࠕ⤒῭ᆅᇦ♫ࡢⓎ
ᒎࠖࡢ⠊ᅖእ࠶ࡿάືࡳ࡞ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡢཷ㡿㈨᱁ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡳ࡞ࡋࡲ
ࡍࠋ
1. ᆅᇦ♫ࡢࣥࣇࣛᵓ⠏ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ධࢆᚓࡿࡓࡵࠊ≀ࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ฟ࣭㓄ᕸࡍࡿᆅᇦ♫ࡢேࡧࡢ⬟ຊࢆᖜ㧗ࡵࡿሙྜࢆ㝖ࡃ㸧
2. ᆅᇦ♫ࡢ⨾ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
3. ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓタࡸಟ
ே㐨ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⫋ᴗ◊ಟࢳ࣮࣒㸦VTT㸧
㸧ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠
1. ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸸࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡸᆅ༊ࡀάືࢆ⤊ࡋࡓᚋࡶࠊᆅᇦ♫ࡀ⮬ຊ
࡛⤒῭ᆅᇦ♫ࡢⓎᒎࡢࢽ࣮ࢬྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡇࠋ

9

㔜Ⅼศ㔝ࡢᇶᮏ᪉㔪㸦2018 ᖺ 10 ᭶㸧

- 66 -

2.

ᐃྍ⬟ᛶ㸸ࡇࡢ㔜Ⅼศ㔝ࡘ࠸࡚ࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢホ౯ࡢࢶ࣮ࣝ࢟ࢵࢺࠖ࠶
ࡿホ౯ᇶ‽ࡢ୰ࡽ㑅ࢇ࡛ᡂᯝࡢ ᐃ᪉ἲࢆỴࡵࡿࠊ⊂⮬ࡢ ᐃᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿࡇࠋ
3. ᆅᇦ♫ࡀᑟ㸸⌧ᆅࡢᆅᇦ♫ࡀࠊ⮬ࡽ≉ᐃࡋࡓࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸࡚άືࢆィ⏬
ࡍࡿࡇࠋ
4. 㔜Ⅼศ㔝ἢࡗࡓάື㸸᪉㔪ᩥ᭩ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠋ
ዡᏛ㔠ࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡣࠊ㈋ᅔ≧ែ㸦㈋ᅔࠊపධࠊࡲࡓࡣ༑ศ࡞ᨭ࡞ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
ᆅᇦ㸧࠶ࡿேࠎࡢ⤒῭㺃♫ⓗ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍᑓ㛛⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᏛ
㝔␃ᏛࡢዡᏛ㔠ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⿵ຓ㔠ࡼࡿዡᏛ㔠ࡢ⏦
ㄳ᭩ࢆᑂᰝࡍࡿ㝿ࠊ⏦ㄳ⪅ࡢ⤒㦂ࠊᑓᨷㄢ⛬ࠊ࢟ࣕࣜィ⏬ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃៖ࡋࡲࡍࠋ
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ࢺ㸦ᑠཱྀ⼥㈨㸧ࢆᑓ㛛ࡍࡿ⤒ႠᏛ࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
b. ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᒚಟㄢ⛬ࡣࠊᑂᰝࡢ㝿᭷࡞ࡾࡲࡍࠋ
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10

㔜Ⅼศ㔝ࡢᇶᮏ᪉㔪㸦2018 ᖺ 10 ᭶㸧

- 67 -

iii. ㈋ᅔ⪅ࠊపධ⪅ࠊⱝ⪅ࠊዪᛶࠊ༑ศ࡞ᨭࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ᆅ
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㸦㸲㸫A㸫9㸧

ᙺဨ➼௦ࡼࡿ⿵ຓ㔠ᑓ⏝㖟⾜ཱྀᗙࡢ⟶⌮ᘬ⥅☜ㄆ᭩
ࢡࣛࣈ㛗୪ࡧ⿵ຓ㔠ᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢᙺဨࡲࡓࡣጤဨࡢ௦⚍ࡋࠊ㈨㔠ཬࡧ
⿵ຓ㔠ࢆ⟶⌮ࡍࡿ㖟⾜ཱྀᗙࡢ⟶⌮ࢆᘬ⥅ࡄሙྜࠊୗグࡢࡼ࠺ᐃࡵࡿࠋ
⌧ᖺᗘࢡࣛࣈ㛗ࠊ⿵ຓ㔠ᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୪ࡧ⿵ຓ㔠ᑓ⏝ཱྀᗙ⟶⌮㈐௵⪅ࡣࠊḟᖺ
ᗘࢡࣛࣈ㛗ࠊ⿵ຓ㔠ᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୪ࡧ⿵ຓ㔠ᑓ⏝ཱྀᗙ⟶⌮㈐௵⪅ࠊୗグࡢ㏻ᖒ
➼ࢆ㐜࡞ࡃᘬࡁ⥅ࡄࡶࡢࡍࡿࠋ
࠙ᘬ⥅㏻ᖒ➼ࠚ
㸯㸬⿵ຓ㔠⟶⌮⏝㖟⾜ཱྀᗙࡢ㏻ᖒ
  㖟⾜ྡ୪ࡧᮏᨭᗑྡ㸸
  㡸㔠✀ู୪ࡧཱྀᗙ␒ྕ㸸
  ᑓ⏝ཱྀᗙྡ⩏㸸
㸰㸬Ⓩ㘓༳㚷
㸱㸬㡸㔠ฟ⣡ᖒ
㸲㸬ᨭᡶỴ᭩
㸳㸬ࡑࡢᚲせ࡞᭩㢮࣭ሗ➼
ᖺ   ᭶   ᪥
⌧ᖺᗘࢡࣛࣈ㛗ྡ                      ༳
⌧ᖺᗘ⿵ຓ㔠ᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㈐௵⪅ྡ             ༳
⌧ᖺᗘ⿵ຓ㔠ᑓ⏝ཱྀᗙ⟶⌮㈐௵⪅ྡ               ༳
ḟᖺᗘࢡࣛࣈ㛗ྡ                      ༳
ḟᖺᗘ⿵ຓ㔠ᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㈐௵⪅ྡ             ༳
ḟᖺᗘ⿵ຓ㔠ᑓ⏝ཱྀᗙ⟶⌮㈐௵⪅ྡ               ༳
㝃๎
㸯㸬ᘬ⥅ࡂࢆཷࡅࡓḟᖺᗘࡢ⿵ຓ㔠ᑓ⏝ཱྀᗙ⟶⌮㈐௵⪅ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚㐜࡞ࡃ⿵ຓ
㔠ᑓ⏝ཱྀᗙࡢྡ⩏࡞ࡽࡧⓏ㘓༳㚷ࢆኚ᭦ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸰㸬ᮏ⟶⌮ᘬ⥅☜ㄆ᭩ࡣ㸯㸮ᖺ㛫ಖᏑࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦❧⪅㸧
⌧ᖺᗘ㈈ᅋጤဨጤဨ㛗ࡲࡓࡣᖿ               ༳
ḟᖺᗘ㈈ᅋጤဨጤဨ㛗ࡲࡓࡣᖿ               ༳
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㈈ົ⟶⌮ィ⏬䝽䠉䜽䝅䠉䝖䚷䚷䛆㔜せ㡯䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖䛇
グ䚷㍕䚷᪥䠖
䜽㻌䝷㻌䝤㻌ྡ䠖
グ㍕⪅⨫ྡ䠖
䛂ぬ᭩䠄㻹㻻㼁㻕䛃䛻ᐃ䜑䜛䜽䝷䝤䛾㈈ົ⟶⌮ィ⏬䛻ྵ䜑䜛䜉䛝᭱ప㝈䛾ᣦ㔪䛜㑂Ᏺ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䚸䜽䝷䝤䛿௨ୗ
䛾㡯┠䜢䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖䛸䛧䛶Ⅼ᳨䛧䚸᭱⤊ሗ࿌᭩䛻ῧ䛧䜎䛩䚹
㈈ົ⟶⌮ィ⏬䛻
ྵ䜑䜛䜉䛝㡯┠
䠄᭱ప㝈䛾ᣦ㔪䠅

ᆅ༊䛾᪉㔪

⿵ຓ㔠䜢ᆅ༊䛛䜙䜽䝷䝤
䜈㏦㔠䛩䜛๓䛻䚸⿵ຓ㔠
ᑓ⏝ཱྀᗙ䠄䠎ྡ䛾ཱྀᗙ⨫
ྡே䜢せ䛩䜛ᬑ㏻㡸㔠ཱྀ
㻝㻚㖟⾜ཱྀᗙ䛻㛵䛩䜛 ᗙ䠅䜢䜽䝷䝤䛛䜙㏻▱䛥䛫
☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䚹ᑓ⏝ཱྀᗙ䜢
せ௳䛻ᚑ䛖䚹
㛤タ䛷䛝䛺䛡䜜䜀䚸⿵ຓ
㔠䛿㏦㔠䛧䛺䛔䚹䜎䛯䚸ᑓ
⏝ཱྀᗙ䛿↓ᜥᆺ䛸ᐃ䜑
䛶䛔䜛䚹

䝏䜵䝑䜽

⏦ㄳ䞉䚷䚷᭱
⤊ሗ࿌

Ⅼ᳨㡯┠䞉ෆᐜ

⏦ㄳ

ᑓ⏝ཱྀᗙ䛾㏻ᖒ䛾⾲⣬
୪䜃䛻ཱྀᗙྡ⩏䚸㖟⾜
䛾ᮏᨭᗑ➼䛜☜ㄆ䛷䛝
䜛䝨䠉䝆䜢㻲㻭㼄䛻䛶ᥦ
ฟ䛧䛯䚹

䜽䝷䝤

䐟⌧㔠ฟ⣡ᖒ䜢సᡂ䛧䛯䚹
䐠ධ㡯┠䛿䛩䜉䛶ಶู
䛻グ㍕䛧䛯䚹
䐡ᨭฟ㡯┠䛿䛩䜉䛶ಶู
䛻グ㍕䛧䛯䚹
ᆅ༊䛿䜽䝷䝤䛻ᑐ䛧䚸ධ
※䚸㈨㔠䛾㏵䚸ṧ㧗䛻
㻞㻚௨ୗ䜢ྵ䜐ᶆ‽ⓗ䛺 㛵䛩䜛ሗ䜢䠍⾜䛪䛴グ
ィᇶ‽䜢Ᏺ䜛䚹
㍕䛩䜛䜶䜽䝉䝹䝣䜯䜲䝹䛾
䞉ᨭ䛾䛺グ㘓 㡸㔠ฟ⣡ᖒ䜢సᡂ䛥䛫䛶
䞉䛩䜉䛶䛾⤒㈝ᨭᡶ䛔 䛔䜛䚹䜎䛯䛩䜉䛶䛾ྲྀᘬ
䛾ドᣐド៰᭩㢮䜢ಖᏑ䛧
㡿᭩
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛸ᣦᑟ䛧
䛶䛔䜛䚹

᭱⤊ሗ࿌

䐢⌧㔠ฟ⣡ᖒ䛺䛹ィᖒ
⡙䛾グ㍕䛿䚸㈨㔠䛾ὶ䜜
䜢ṇ☜䞉᫂░䛻ᫎ䛧䚸ㄡ
䛜ぢ䛶䜒ᐜ᫆䛻⌮ゎ䛷䛝䜛
䜘䛖䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹

䐣⿵ຓ㔠ᴗ䛻ಀ䜛䛩䜉
䛶䛾᰿ᣐド៰㢮䛾ಖᏑ⏝
䝣䜯䜲䝹䠄ᑓ⏝䠅䜢సᡂ䛧
䛯䚹䠄ᆅ༊⿵ຓ㔠䠑ᖺ㛫䚸
䜾䝻㻙䝞䝹⿵ຓ㔠䠍䠌ᖺ㛫䠅

䐤᭱⤊ሗ࿌᭩䛻ῧ㈨ᩱ
䛸䛧䛶䛩䜉䛶䛾ド៰➼䛾
䛧䜢ῧ䛧䛯䚹
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ᆅ༊

㈈ົ⟶⌮ィ⏬䛻
ྵ䜑䜛䜉䛝㡯┠
䠄᭱ప㝈䛾ᣦ㔪䠅

ᆅ༊䛾᪉㔪

㻟㻚⿵ຓ㔠䛾⏦ㄳ᭩䛷ᢎ
ㄆ䛥䜜䛯䛸䛚䜚䛻䚸⿵ຓ
㔠㈨㔠䜢┤᥋䚸䝻䠉䝍䝸
䜰䞁䚸ᴗ⪅䚸ཷ┈⪅䛻
ᨭᡶ䛖䚹

䛩䜉䛶䛾ᨭᡶ䛔䛻䛚䛔䛶䜽䝷
䝤㛗䛸ᑓ⏝ཱྀᗙ⟶⌮⪅䛾
ᢎㄆ䜢⩏ົ䛡䜛䛣䛸䚸⌧㔠
䛷䛾ᨭᡶ䛔䛿ᴟຊ㑊䛡䚸ᑓ
⏝ཱྀᗙ䛛䜙┤᥋ᴗ⪅➼䜈ᨭ
ᡶ䜟䛫䚸ᨭᡶ䛔䛤䛸䛻㡿᭩
䜢ཷ䛡ྲྀ䜙䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹䠄䛯䛰䛧䜔
䜐䜢䛘䛺䛔ሙྜ䛿㎸౫㢗
᭩䠄㏦㔠῭䠅䜒ྍ䠅䛣䛾ᡭ⥆
䛿䚸䜽䝷䝤䛾᪉㔪䛸ᡭ⥆䛝䛻
㛵䛩䜛ᩥ᭩䛻グ㍕䛥䜜䚸ಖ⟶
䛥䜜䛶䛔䜛䚹

㻠㻚ධ䛸ᨭฟ䛾᫂⣽᭩
䜢ู䚻䛻グ㘓䛧䚸Ꮚ ㈈ົ⟶⌮ィ⏬䛻ྵ䜑䜛㡯
ධ䛸ᅇศ䜒グධ䛩 ┠䠎䛸ྠᵝ䛾䛯䜑┬␎䚹
䜛䚹

䝏䜵䝑䜽
Ⅼ᳨㡯┠䞉ෆᐜ
䜽䝷䝤
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䐟ᨭฟ䛿ᚲ䛪ᑓ⏝ཱྀᗙ
䛛䜙┤᥋ㄳồඛ䛻㎸
䜏䛷ᨭᡶ䛳䛯䚹

᭱⤊ሗ࿌

䐠䜔䜐䛺䛟⌧㔠ᘬฟ䛷
ᨭฟ䛩䜛ሙྜ䛿䛂㢭ᮎ
᭩䛃䜢సᡂ䛧䛯䚹
䛆እᅜ䛷䛾⿵ຓ㔠άື䛇
䐡䛩䜉䛶䛾ド៰㢮䛾
ヂ䜢సᡂ䛧䛯䚹

᭱⤊ሗ࿌

㈈ົ⟶⌮ィ⏬䛻ྵ䜑䜛㡯
┠䠎䛸ྠᵝ䛾䛯䜑┬␎䚹

᭱⤊ሗ࿌

ྲྀᘬ䛜」㞧䛾䛯䜑⥲຺
ᐃඖᖒ䜢సᡂ䛧䛯䚹
䠄⡆᫆䛺ሙྜ䛿䚸┬␎
ྍ䚹䠅

సᡂ
䠫䠮
┬␎

సᡂ
䠫䠮
┬␎

୰㛫ሗ࿌᭩୪䜃䛻᭱⤊
ከᩘ䞉ከ㢠䛾ഛရ䞉タഛ
ሗ࿌᭩సᡂ䛻ㄳồ
䜢ᥦ౪䛩䜛䛿ഛရྎ
᭩䚸⣡ရ᭩➼䛾䛧䜢䚸 ᭱⤊ሗ࿌
ᖒ䜢సᡂ䛧䚸ヲ⣽䛜ศ䜛
ᆅ༊䛻ῧ㈨ᩱ䛸䛧䛶
⣡ရ᭩➼䜢ῧ䛧䛯䚹
ᥦฟ䛥䛫䜛䚹

సᡂ
䠫䠮
┬␎

సᡂ
䠫䠮
┬␎

㡸㔠ฟ⣡ᖒ䜢సᡂ䛥䛫
㻡㻚䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛤䛸䛻㈨ 䜛䚹䛯䛰䛧䚸ྲྀᘬ䛜」㞧
㔠䜢グ㘓䛩䜛⥲຺ᐃඖ 䛺ሙྜ䛿ྠ䝣䜯䜲䝹ෆ
ᖒ䜢⥔ᣢ䛩䜛䚹
䛾⥲຺ᐃඖᖒ䜒సᡂ䛥
䛫䜛䚹
㻢㻚⿵ຓ㔠䛷㉎ධ䛧䛯ഛ
ရ䞉タഛ䜔䛭䛾䛾㈈
⏘䜢⟶⌮䛩䜛ᅾᗜ⟶⌮
䝅䝇䝔䝮䜢☜❧䛧䚸⿵ຓ
㔠㛵㐃άື䛾䛯䜑䛻㉎
ධ䛧䛯䜒䛾䚸స䜙䜜䛯䜒
䛾䚸㓄ᕸ䛥䜜䛯䜒䛾䛾
グ㘓䜢䛡䜛䚹

⏦ㄳ䞉䚷䚷᭱
⤊ሗ࿌

䛆᭱⤊ሗ࿌᭩ῧ᭩㢮䛇
⌧㔠ฟ⣡ᖒ
䠫䠮
⥲຺ᐃඖᖒ
ᆅ༊䛜సᡂ䛧䛯䜶䜽䝉䝹
䝣䜯䜲䝹䛻ྲྀᘬෆᐜ䜢ධ
ຊ䛥䛫䚸䛭䛾㡸㔠ฟ⣡ᖒ
䛾ྛྲྀᘬ㔠㢠୪䜃䛻ṧ㧗
㻣㻚ẖ᭶䚸᫂⣽䛾↷ྜ䛸 䛸ᑓ⏝ཱྀᗙ䛾ྲྀᘬグ㘓䛸
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ㄆ䛥䛫䜛䛸ඹ䛻᭱⤊ሗ࿌
᭩ᥦฟ䛻䛭䛾㡸㔠ฟ⣡
ᖒ䛸ᑓ⏝ཱྀᗙ䛾䛧䜢ᥦ
ฟ䛥䛫䜛䚹

䛆᭱⤊ሗ࿌᭩ῧ᭩㢮䛇
ᑓ⏝ཱྀᗙ䛾䛧
䛆᭱⤊ሗ࿌᭩ῧ᭩㢮䛇
䛩䜉䛶䛾ドᣐド៰᭩㢮
䛾䛧
䛆᭱⤊ሗ࿌᭩ῧ᭩㢮䛇
እᅜᴗ䛾ሙྜ䚸䛩䜉
䛶䛾ド៰ドᣐ᭩㢮䛾
ヂ
䛆᭱⤊ሗ࿌᭩ῧ᭩㢮䛇
᪥ධ┿
᪂⪺グ➼
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䝏䜵䝑䜽
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䜽䝷䝤
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国際ロータリー第2760地区
ロータリー財団委員会

RI財団業務監査を受けて

第2760地区はRI財団監査人山崎勝氏のご指摘、ご指導を受け、下記のとおり今後の補助
金事業の管理体制、管理書式を改善するものとする。
① 会計帳簿
事業実施クラブに対し、預金出納帳だけでなく、総勘定元帳を自主作成できるように
指導する。会計処理用ソフトは従前配布しているエクセルファイルで対応できる。
当地区財団委員会のシステムでは、事業終了時点で専用口座には残高が残らないよう
に指導しているが、簡易な財産目録も作成するようにする。
② 領収書の受領について
RI財団のMOUには一取引75ドル以上の取引には領収書の受領と保存が求められてい
る。アメリカとは商慣習が異なるとはいえ、補助金事業遂行クラブには、領収書の受領
と保存を各種セミナーを通じて勧奨し励行されるように求めていく。
ただし、パイロット地区である当地区としては、商慣習の違いにより、日本では振込
用紙の控えでも十分不正防止になると思われるので、RI財団本部へ日本における取り扱
い変更の進言を行っていく。
③ 未来の夢計画「財務管理計画シート」について
当該シートの書式を一部変更し、補助金事業遂行クラブにおいて点検できるように作
成し、補助金交付時に最終報告書の書式と一緒にクラブに渡し、クラブにおいて財務管
理計画の実施にあたり点検作業に活用させ、最終報告書の付属添付書類とする。
④ 補助金事業遂行クラブにおいて、会長、会長エレクト、プロジェクト責任者、専用口座
の出納責任者が交代したときは、速やかに「引き継ぎ確認書」を当財団委員会へ提出さ
せる。
⑤ 補助金の不正使用や不適切な管理に関する手順書を今一度、補助金事業遂行クラブへ告
知する。
⑥ クラブでの補助金事業の監査にあたり、クラブで5年間保存義務がある原始資料や専用口
座通帳の保存確認について、各クラブの監事の監査報告を求めることを指導する。

以
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グローバル補助金事業（ＧＧ１６３９８０１）
「ブータン王国

僻地農業促進による食料自給率の向上と地域経済の発展支援」
RI第2760地区(愛知県)
半田ロータリークラブ 松石奉之

RI第2760地区半田ロータリークラブとRI第3292地区
ティンプーロータリークラブは、2017年5月から「ブータン
王国 僻地農業促進による食料自給率の向上と地域経済支
援」を目指し、グローバル補助金事業に着手し、2019年4
月26日に最終報告を完了いたしました。
私とブータン王国との出会いは2005年愛知県で開催さ
れた「愛・地球博」の「一国一市町村フレンドシップ事業」か
らです。万博開催の前年2004年に初めてのブータン王国を訪問しました。そして、2008年に2度
目のブータン王国訪問を終え「半田-ブータン青少年交流協会」を発足させ、両国の青少年の相互訪
問を始めました。そのような関係の中で、半田RCは地区補助金の活用などを通じて、ブータンの僻
地地域の学校に通う子供たちに図書の寄贈事業等を進めて参りました。その後、2012年にティン
プーRCが発足し、ティンプーRCにとって、スポンサーであるネパールRC以外の初めての海外クラ
ブとの交流が半田RCとなりました。そのような関係が築かれる中、ブータン王国の僻地地域では野
生動物が作物を荒らし食料確保が困難な状態で住民が困窮している状況についての協議がもた
れ、ブータン僻地地域の食料自給率向上と農業生産性の向上により、若年層の失業問題を解決し人
口の都会から田舎への逆位性を促すことにより、地域経済の発展を目指す、グローバル補助金への
取り組みを半田RCは提唱しました。これはグローバル補助金の6つの重点分野の基本方針の中に
ある「経済と地域社会の発展」になります。
グローバル補助金事業を推進するにあたり、手始めに2016年に地区補助金を活用して、ブータ
ンの僻地に半田RCの3人のメンバーが片道14時間の悪路を走破し、野生生物から農作物を守るた
めの「太陽光発電の電気柵」を2㎞四方にわたり張り巡らせる事業を行いました。その結果翌年に
は農業生産性が飛躍的に向上し、僻地地域で働く農業青年組合の若者が16人から28人へと増え、
収穫した農作物を他地域へ流通させることができるまでになりました。地区補助金事業の成果を得
て、グローバル補助金事業活用が更に有効であることを確信し、2017年にグローバル補助金事業
推進に着手しました。しかしながら発足して間もないティンプーRCは、補助金事業活用する際に義
務であるロータリー財団補助金セミナーに参加していなかったため、事業の承認が第3292地区の
ロータリー財団委員長から下りることなく事業は頓挫したかのような状態になってしまいました。
その後、ネパールの地区ロータリー財団委員長の特別な計らいにより、ティンプーRCがネパールで
の財団セミナーに出席し、ようやく2018年5月にすべての承認を得ることができ、同年の8月に半
田RCメンバー12名が現地に赴き、3地区のブータン僻地に分かれて訪問し、農業生産性向上のため
の「20㎞四方にわたる太陽光電気柵」
「トラクター」
「耕運機」
「農作物搬送用トラック」
「スプリン
クラー付き温室」などを各地域へ寄贈するとともに、その持続性を担保するための農民の研修を政
府農業省の助力を得て実施しました。地区補助金事業実施の際に片道14時間かかった道程を今回
はヘリコプターを利用して45分で到着することができました。しかし他地域へ赴いたメンバーの中
には片道6時間以上の悪路走破を経験し、現地の農民宅への民泊を経験したメンバーたちもあり、
参加した半田RCメンバーにとって忘れられない事業になったことと思います。後日ティンプーRCか
らの報告では、当グローバル補助金事業により3地域の農業生産性が飛躍的に向上し、若年層の都
会から田舎への逆位性も進み、ある地域では青年農業組合員が50名を超えたとの報告を受けまし
た。このように意義深い事業をグローバル補助金活用により実施できたことを、ロータリアンとし
て大変うれしく思っています。
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ブータンカラーのヘリコプターのおかげで、
14時間の道のりを45分で移動することができました

各地の寄贈先ではブータンの伝統的な
方法で歓迎会を催していただきました

太陽光電気柵の寄贈式。写真は電気柵の
コントロールパネルです

大型トラクターの寄贈式

農作物搬送用の４ＷＤトラックの寄贈式

耕運機の贈呈式。他に小型耕運機３台寄贈

お世話になった農家のご家族と関係者

帰国前夜に今回の事業でお世話になった
ティンプーRC、政府関係者、市民訪問団の
皆さんと合同送別会を開催
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