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「ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金授与と受託の条件」については 
My ROTARYより最新版をダウンロードして熟読してください。なお、この「授与
と受託の条件」のほとんどすべての項目は「地区補助金チェックリスト」に記載さ
れています。（平成29年9月1日現在：必ず最新版をご確認ください）  
 
国際ロータリー日本事務局発行の『財団室NEWS』には最新情報が記載されていま
す。ご確認いただき、クラブでの共有をお願いいたします。



2730地区　地区補助金申請ガイドブック 
国際ロータリー2730地区ロータリー財団部門 

補助金ポリオプラス委員会 
（2017ー18年度版） 

1. はじめに 
地区補助金は会員の皆様からの善意の寄付の中から、各クラブの皆様のアイディアによ
り地域の皆様にサーヴィス（奉仕）するための資金を提供するものです。ですから会員
の皆様に情報公開（ディスクローズ）し、皆様の理解と支援のもと更なる継続的なサー
ヴィス（奉仕）へとつなげて行く必要があります。また地区内のすべてのクラブが積極
的に社会サーヴィス（奉仕）を行うことで、地区内の広い範囲で受益者が増え、その結
果、ロータリークラブの公共イメージのアップ、会員の増加にもつながるものと確信し
ています。このような観点から、申請を行うクラブ及び会員はロータリーの精神を遵守
し、地区補助金の申請、実施、報告は誠実に行うことが求められます。 

2. 地区補助金を申請する前に 
1) 補助金管理セミナー（Grants Management Seminar) 
毎年7月末頃に開催される補助金管理セミナーに各クラブから必ず一人は参加してい
ただき、補助金の仕組みなどの研修を受講します。 

2) 「ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金授与と受託の条件」 
ロータリー財団から発行されている「ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金
授与と受託の条件」には補助金に関する詳細が記載されていますので、My ROTARY
から最新版を必ず熟読し、理解しておきます。 

3) クラブの参加資格認定：覚書（MOU)  
クラブの参加資格認定：覚書覚書（MOU)には、クラブが遵守すべき項目が記載され
ています。会長（承認時）及び会長エレクト（実施時）が署名後、地区事務所に提出
してください。財団では地区補助金にはクラブの覚書の提出は義務付けていませんが、
2730地区では提出を義務化しています。このなお、この覚書（MOU)は1ロータリー
年度に1回となりますので、必ず毎年「補助金管理セミナー」に参加し、署名後、提
出する必要があります。 

3. 年次寄付との関係 
ご存知のように地区補助金の財源は皆様からの善意のご寄付です。ですから、その利用
方法については申請者、実施者とも自らを厳しく律する必要があります。年次寄付が
「0」のクラブは申請の要件を満たしていません。毎年2月の「財団室ニュース」には年
次寄付「0」のクラブ数が記載され、ガバナー事務局にはそのクラブ名が提示されます。
2730地区は例年、この時点での年次寄付「0」のクラブが全国で一番多いのです。この
解決のためには年次寄付は前期、後期の2回に分けてご送金いただきますようお願い致
します。 
1) 地区補助金申請における年次寄付の要件 
申請する年度の3年前の年度においてクラブの年次寄付の総額が「0」であるクラブ
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は地区補助金の申請ができません。またその後の年度においてもクラブの年次寄付の
総額が「0」であるかどうかは、審査項目となります。 

4. 地区補助金の流れ 
地区補助金は当年度で申請して、次年度で実施するプロジェクトに使用します。 
1) 募集期間の終了（第1次：12月末、第2次：2月末） 
2) 審査会の開催（第1次：1月、第2次：3月） 
3) 申請書類のMy ROTARYでの入力（申請書類承認後、補助金委員長権限） 
4) 前年度の各種補助金の報告書が完全に提出されていないと受け付けられない。 
5) 地区補助金の給付（8月頃から9月末頃になる可能性あり） 
6) プロジェクトの実施は地区補助金の給付後となる。 

5. 募集期間 
審査を充分に行うため募集期間を以下の通りとします。 
1) 第1次募集期間 
10月1日より12月31日まで、随時受け付けます。　 
受付方法は次の通りとします。 
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地区補助金の申請手続の流れ
月 実施項目 必要事項
5月 地区研修・協議会 概要説明

7月 地区補助金管理セミナー 各クラブ1名参加

8月 覚書（MOU)を提出 会長・エレクト署名
9月 クラブで承認 協力団体などの承認

10月 第1次募集期間 随時受付、質問、資料完備

11月 第1次募集期間 随時受付、質問、資料完備
12月 第1次募集期間 随時受付、質問、資料完備

1月 1次審査会、2次募集の可否通知 
My ROTARY入力

補助金委員会 
補助金委員長権限

2月 第2次募集期間 随時受付、質問、資料完備
3月 2次審査会、審査結果の通知 補助金委員会

4月 My ROTARY入力 補助金委員長権限

5月 グローバル補助金・地区補助金のす
べての報告者の提出完了・受理

グローバル補助金・地区補助金のすべて
の報告が完了しないと新年度承認不可

8月 補助金の給付 9月末頃まで給付延長の可能性あり
10月 プロジェクトの実施開始

完了後、すぐに報告書を提出



地区事務所への郵送物、ファックス、メールの添付書類、持参書類  
公正を期すため最終締め切りの受け付けは次の通りとします。 
• 第1次募集締切日（12月31日）の消印がある郵送物 
• 第1次募集締切日（12月31日）の記録があるファックス 
• 第1次募集締切日（12月31日）の記録があるメールの添付書類 
• 第1次募集締切日（12月31日）の受付印のある持参書類 

申請書受付後、随時補助金委員長より問い合わせ、不備資料の提出などの連絡を行いま
す。 
第1次募集期間の申請総額が申請限度額（毎年約700万円）に達した場合は、第1次募集
を持って最終締め切りとします。その場合は第2次募集は実施しません。未達の場合は、
第2次募集を行います。しかし、諸事情により第2次募集を実施しないこともあります。 

2) 第2次募集期間 
第1次募集の総額が申請限度額（毎年約700万円）に達していない場合、第2次募集を行
います。諸事情により第2次募集を実施しないこともあります。第2次募集実施の可否は
1月にクラブへ連絡します。 
2月1日より2月末日まで、随時受け付けます。　 
受付方法は次の通りとします。 
地区事務所への郵送物、ファックス、メールの添付書類、持参書類  
公正を期すため最終締め切りの受け付けは次の通りとします。 
• 第2次募集締切日（2月末日）の消印がある郵送物 
• 第2次募集締切日（2月末日）の記録があるファックス 
• 第2次募集締切日（2月末日）の記録があるメールの添付書類 
• 第2次募集締切日（2月末日）の受付印のある持参書類 

申請書受付後、随時補助金委員長より問い合わせ、不備資料の提出などの連絡を行いま
す。 

6. チェックリストの利用と質問事項 
申請手続きための「チェックリスト」をご利用ください。このチェックリストは項目が
相当多いですが、大部分は常識の範囲のことです。質問事項については電話、口頭での
問い合わせは記録が残りませんので、必ず地区事務所への文書（メール）にて、補助金
委員長までお問い合わせください。 

7. 高額な申請について 
すべてのクラブが平均して地区補助金を利用することを理想としています。特定のクラブ
に補助金が集中しないように高額な申請につきましては次の項目を考慮して審査いたし
ます。 
• 数年にわたって実施できるプロジェクトは分割申請を要請する。 
• 各種記念のためのその年度に限るプロジェクトについては別途審査検討する。 
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8. 事業総額と申請額の比率について 
申請金額の総事業費の比率は、自己負担割合（拠出割合）を10％以上になるように申請
してください。ただし自己負担割合（拠出割合）が低い申請は申請総額が申請限度額
（毎年約700万円）を超過した場合は、削減の対象となることがあります。 

9. 申請額の削減 
第1次募集の申請総額、あるいは第1次募集及び第2次募集の申請総額の合計が申請限度
額（毎年約700万円）を超過した場合は次の方法で申請額を削減することがあります。な
お、原則として申請額が15万円以下の申請についてはこの削減は行わないこととしま
す。 
• 第1段階：申請比率が70％を超過した部分を削減する。 
• 第2段階：申請比率が50％を超過した部分を削減する。 

クラブで検討する場合は、申請限度額（毎年約700万円）を超過した場合の削減比率に
ついてもご理解ください。 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申請総額が限度額を超えない場合
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10.審査会の結果の送付 
審査会の結果については補助金委員長より各クラブの会長へ文章にてお送りします。 

11.広報・公共イメージの向上について 
「公共イメージの向上のための計画書」を作成し、申請書に添付してください。広報・
公共イメージの向上はロータリーの活動の最重要な取り組みになります。特に実施地域
のロータリーの公共イメージを向上させることにより、ロータリーに関心を持つ方々が
増え、最終的には会員の増加にもつながります。 

12.危機管理について 
地区補助金を利用した活動時には、障害・損害賠償保険などの加入をご検討ください。
協力団体が存在する場合はその責任の所在についても事前に協議し対応策を講じてくだ
さい。また協力団体及び参加者に対して、ロータリー財団、国際ロータリーは補助金を
支払うこと以外の何の責任もないことをご確認ください。 

13.地区がロータリー財団に提出した参加資格認定：覚書（MOU)について 
地区はロータリー財団に地区の参加資格認定：覚書（MOU)を提出しています。その抜
粋をご覧いただき、ご理解ください。 

14.質問について 
質問につきましては地区事務所への文章（メール）でお問い合わせください。但し、事
務局員はお答えできませんので、後日、補助金委員長からの回答になります。 

連絡先 
　国際ロータリー第２７３０地区　地区事務所 
　事務局　大王　佐和子 
　〒８８５－００７２　宮崎県都城市上町８－９　メインホテル４Ｆ 
　TEL：0986-36-5877　FAX：0986-36-5878　Mail：miyakonojo@ri2730.org
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申請比率が50％を超過した部分を削減する（第2段階）
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クラブの参加資格認定：覚書（MOU） 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ロータリー財団 
1. クラブの参加資格 
2. クラブ役員の責務 
3. 財務管理計画 
4. 銀行口座に関する要件 
5. 補助金資金の使用に関する報告 
6. 書類の保管 
7. 補助金資金の不正使用に関する報告 

1. クラブの参加資格 
クラブは、ロータリー財団のグローバル補助金とパッケージ・グラントの活用にあたって、
ロータリー財団（以下「財団」）から提供されるこの覚書（MOU）に記載された財務と資
金管理の要件を遂行すること、および、毎年最低1 名のクラブ会員を地区主催の補助金管理
セミナーに出席させることに同意しなければならない。地区は、クラブの参加資格として追
加の要件を定めたり、地区補助金の活用についてもクラブの参加資格認定を義務づけること
ができる。これらの条件をすべて満たすことにより、クラブの参加資格が認定され、ロータ
リー財団補助金プログラムにクラブが参加することが認められる。  

A. 参加資格条件がすべて満たされた場合には、1 ロータリー年度にわたり、クラブの補
助金への参加資格が認められる。 

B. クラブが認定状況を維持するには、この覚書（MOU）、地区が定めた追加要件、そ
の他該当するすべてのロータリー財団方針を順守しなければならない。 

C. 資金の管理を誰が行ったとしても、クラブが提唱した補助金資金の使用に対しては、
クラブが責任を負う。 

D. 以下のような補助金資金の不正使用ならびに不適切な管理（ただしこれらに限られな
い）が確認された場合、クラブの参加資格が保留、あるいは取り消しとなる場合があ
る：不正、偽造、会員情報の改ざん、重大な過失、また受益者の健康、福利、安全を
脅かす行為、不適切な寄付、私益のための資金使用、利害対立の未開示、個人による
補助金資金の独占、報告書の偽造、水増し行為、受益者からの金銭の受領、不法行為、
認められていない目的での補助金資金使用。 

E. クラブは、いかなる財務監査、補助金監査、業務監査にも協力しなければならない。 

2. クラブ役員の責務 
クラブ役員は、クラブの参加資格認定およびロータリー財団補助金の適切な使用について主
要な責任を有する。 

クラブ役員の責務には以下が含まれる。 
A. クラブの資格認定手続きの遂行と管理、認定状況の維持を担当するクラブ会員を最低
1 名任命する。 
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B. すべてのロータリー財団補助金が、資金管理の方策と適切な補助金管理の慣行に従っ
て管理されるよう確認する。 

C. 補助金に関与するすべての人が、実際の利害の対立や、利害の対立であると認識され
る事態を避けるように活動するよう確認する。 

3. 財務管理計画 
クラブは、補助金の一貫した管理を行うために、書面で財務管理計画を作成しなければな
らない。 

財務管理計画には、以下の手続きが含まれていなければならない。 
A. すべての領収書と補助金資金の支払いの記録を含め、標準的な会計基準に則って会計
を維持する。 

B. 必要に応じて、補助金の資金を支払う。 
C. 資金の取り扱いは、複数の人で分担する。 
D. 補助金で購入した備品・設備やその他の財産の目録システムを確立し、補助金関連活
動のために購入したもの、作られたもの、配布されたものの記録を付ける。 

E. 資金の換金等を含む全補助金活動が、現地の法律や規制を順守したものであることを
確認する。 

4. 銀行口座に関する要件 
補助金資金を受け取るには、ロータリー財団の補助金資金の受領と支払いのみを目的とする
口座をクラブが設けなければならない。 

A. クラブの銀行口座は以下を満たしていなければならない。 
1. 資金の支払いには、クラブの少なくとも2名のロータリアンが署名人となること。 
2. 低金利、または無金利の口座であること 

B. 利子が生じた場合には、すべて書類に記録し、承認された補助金活動に使用するか、
ロータリー財団に返還しなければならない。 

C. クラブが提唱する各補助金につき、別個の口座を開設し、口座名は、補助金用である
ことが明らかに分かるものとすべきである。 

D. 補助金は、投資用口座に預金してはならない。これには、投資信託、譲渡性預金、債
権、株の口座が含まれる（ただし、これらに限られるものではない）。 

E. ロータリー財団補助金資金の受領および使用を裏付ける銀行明細書をいつでも提示で
きるようにしておかなければならない。 

F. クラブは、署名人の交代に備えて、銀行口座の管理責任の引継ぎ計画書を作成し、保
管しなければならない。 

5. 補助金資金の使用に関する報告 
クラブは、ロータリー財団のすべての報告要件に従わなければならない。補助金に関する報
告を通じて、ロータリー財団は補助金の使用状況を知ることができる。このため、この報告
は補助金の適切な資金管理の重要な部分である。 

6. 書類の保管 
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クラブは、参加資格認定とロータリー財団補助金に関連する重要書類を保存するための、
適切な記録管理システムをつくり、これを維持するものとする。これらの書類を保管するこ
とにより、補助金管理の透明性が保たれるとともに、監査や財務評価の準備に役立つ。 
A. 保管する必要のある書類には、以下が含まれる（ただし、以下に限られない）。 
1. 銀行口座に関する情報（過去の銀行明細書を含む）。 
2. 署名入りのクラブの覚書（MOU）を含む、クラブの参加資格認定に関する書類。 
3. 計画や手続きを記載した書類。これには以下が含まれる。 
a. 財務管理計画書 
b. 書類の保存と管理の手続き 
c. 銀行口座署名人の引継ぎ計画書、および銀行口座の情報と書類の保管 

4. 購入したすべてのものの領収書と請求書を含む、補助金に関連する情報 
B. クラブの記録は、クラブのロータリアンが、または地区が要請した場合は地区が、閲覧、
入手できるようにしなければならない。 

C. 書類は、少なくとも5 年間、もしくは国や地域の法律によってはそれ以上の期間、保管
しなければならない（日本の場合、グローバル補助金奨学金に関する書類は10 年間保
管しなければならない）。 

7. 補助金資金の不正使用に関する報告 
補助金資金の不正使用や不適切な管理があった場合、またはそう疑われる場合には、クラ
ブはこれを地区に報告しなければならない。このような報告により、補助金資金の不正使用
が絶対に許されないという環境をクラブ内に作り出すことができる。 

承認と同意 
この覚書（MOU）は、クラブと地区の間に交わされる同意書であり、補助金活動の適切な
管理と財団補助金資金の適切な管理を行うための措置をクラブが取ることを認めるものであ
る。この文書を承認することにより、クラブは、この覚書（MOU）に記載されたすべての
条件と要件に従うことに同意する。 

_______________________ロータリー・クラブを代表し、下記署名人は、_____________　
ロータリー年度（申請年度）、この覚書（MOU）に記載されたすべての条件と要件に従
い、これらの要件に関してクラブの方針や手続に変更や修正があった場合には、国際ロータ
リー第2730地区に通知することに同意する。 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クラブ会長 クラブ会長エレクト

日　付 　　　　　年　　　月　　　日 　　　　　年　　　月　　　日

就任年度 　　　　　　　　　　　　年度 　　　　　　　　　　　　年度

署　名



地区の参加資格認定：覚書（MOU）の抜粋 

地区がロータリー財団に提出した「地区の参加資格認定：覚書（MOU）」の抜粋です。
ご一読ください。 

1. 地区の参加資格認定 

A. 誰が資金を管理するかにかかわらず、地区が提唱した補助金の使用については、地
区がその責任を負う。 

B. クラブが提唱した補助金については、そのクラブが加盟終結となった場合、もし
くはその他の理由で補助金の責任を負えなくなった場合に、地区がその責任を負
う。 

C. 地区は、いかなる財務監査、補助金監査、業務監査にも協力しなければならない。

2. 地区役員の責務 
地区ガバナー、地区ガバナーエレクト、地区ロータリー財団委員長は、ロータリー財
団補助金の適切な使用の監督に加え、クラブと地区の参加資格認定について主要な責
任を有する。地区役員の責務には、以下が含まれる。 

A. 地区とクラブの参加資格認定を実施、管理、維持する。 
B. すべてのロータリー財団補助金が、資金管理の対策と適切な補助金管理の慣行に
沿って扱われるようにする。 

C. 地区補助金とグローバル補助金の授与と受諾の条件を順守し、施行し、伝え、ま
た、これに関してロータリアンを指導する。 

D. 補助金に関与するすべての人が、実際の利害の対立や、利害の対立であると認識
される事態を避けるように活動するよう確認する。 

5. 年次財務評価 

A. 各ロータリー年度終了後3カ月以内に、地区内のクラブに年次財務評価の結果結果
を報告しなければならない。 

6. 補助金の使用に関する報告 

A. 地区は、すべての地区財団活動資金（DDF）の使用に関して、以下の方法により
クラブに報告しなければならない。 
1. 地区の会合（全クラブが招かれる会合、または全クラブが出席できる会合）で
年次報告を行う。この報告には、補助金を受領した全プロジェクトの支出の内
訳、ならびに補助金資金を受領した地区の番号、クラブ名、個人名が含まれて
いなければならない。 
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2. ガバナーの毎月の通信物の最終号に、このような補助金の財務に関する情報を
掲載する。 

B. 地区は、ロータリー財団補助金のすべての報告要件に従わなければならない。 

8. 書類の保管 

A. 地区の記録は、地区内ロータリアンが閲覧、入手できるようにしなければならな
い。 

B. 書類は、少なくとも5 年間、もしくは国や地域の法律によってはそれ以上の期間、
保管しなければならない（日本の場合、グローバル補助金奨学金に関する書類は
10 年間保管しなければならない）。 

9. 補助金の不正使用に関する報告と解決の方法 
補助金資金の不正使用や不適切な管理があった場合に地区が記録と追跡調査を行い、
解決することは、参加資格認定の要件の一つである。不正使用の申し立てが生じる前
に計画を立てておくことで、地区は、一貫した手続きを踏むことができるとともに、
資金の不正使用は許されないという姿勢を助長することができる。 

A. 地区は、補助金資金の不正使用や不適切な管理の報告を円滑に行い、記録するた
めの体制を整えておかなければならない。 

B. 補助金資金の不正使用や不適切な管理の報告があった場合、地区は、直ちに調査
しなければならない。 

C. 地区は、補助金資金の不正使用や不適切な管理の疑いがある場合、またはそれら
が確認された場合には、これをロータリー財団に報告しなければならない。 
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国際ロータリー第2730地区　地区補助金申請書　【受付日：　　　年　　月　　日】

提出日 　　　　　　年　　　月　　　日　　□ 郵送　□ メール　□ FAX　 □ 持参

クラブ名

クラブ承認 □ 補助金申請はクラブ理事会にて承認されている。

参加資格 □ クラブの参加資格認定：覚書（MOU）は提出済みである。

プロジェクト名

新規・継続 □ 新規　□ 継続 → 同事業通算回数　（　　　　　回）

プロジェクト対象 □ 人道的　　□ 教育的　　□ 一般奉仕事業　　□ 環境整備　　□ 設備器具贈呈

制約事項の確認 □ 『授与と受諾の条件』の制約事項を確認している。

プロジェクトの目的

※財団に提出する申請書に記入しますので特徴をわかりやすく記入してください。 
 
 
 
 
 
 

 
 
添付種類：□ 詳細説明書　□ 計画書　□ 写真　□ 地図　□ その他　計　　　　枚

受益者 受益地域：　　　　　　　　　　　　　　　　受益者数：約　　　　　　　名

実施期間 開始：　　　　年　　　月　　　日　～　終了：　　　　年　　　月　　　日

協力団体名
□ 参加表明書を添付してある。

代表連絡員
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　クラブ内役職：

メール：　　　　　　　　　　　　　　電話連絡先：

副代表連絡員
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　クラブ内役職：

メール：　　　　　　　　　　　　　　電話連絡先：
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事業総額 事業総額：　　　　　　　　　　 　　円　①

拠出金

提唱クラブ名：　　　　　　　　　　　拠出額：　　　　　　　　　円　□ 承認 
協力クラブ名：　　　　　　　　　　　拠出額：　　　　　　　　　円　□ 承認 
協力クラブ名：　　　　　　　　　　　拠出額：　　　　　　　　　円　□ 承認 
 
ロータリー関係以外からの拠出金 
団体名：　　　　　　　　　　　　　　拠出額：　　　　　　　　　円　□ 承認 

合計：　  　　　　　　　　　　　　　円　②

地区補助金申請額 地区補助金申請額：　　　　　　　　  円　　拠出割合（②÷①）　　　　　％

予算書 □ 地区補助金予算書を添付してある。

見積書・概要書 □ 見積書を添付してある。　　□ （必要な場合）経費概要書を添付してある。

集計表 □ 見積書・概要書集計表を添付してある。

公共イメージ向上 □ 公共イメージの向上に関する計画書を添付してある。

報告 □ プロジェクト完了後すみやかに報告書を提出する。

会員の積極的参加

予想される参加会員数：全会員数　　　　　　　名の内　　　　　　名参加予定 
クラブ内の会員に告知する方法： 

 
近隣のクラブに告知する方法：

この申請書の提出にあたり、地区ロータリー財団委員会及びロータリー財団、国際ロータリー対してプロ
ジェクトの活動内容に責任を持ち、プロジェクトの実施・資金管理の報告を誠実に実施する義務があり、
地区補助金申請書の全ての記載事項が真実かつ正確であることを確認します。

申請時会長署名 　　　　　年　　　月　　　日　　署名：

会長エレクト署名 　　　　　年　　　月　　　日　　署名：

代表連絡員署名 　　　　　年　　　月　　　日　　署名：
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2730地区　地区補助金申請用予算書
クラブ名

【 収入の部 】 内　容 予算金額 構成比率

　提唱クラブ 承認済みである ％

承認済みである ％

承認済みである ％

承認済みである ％

　地区補助金 ％

合　計 (A) 100%

【 支出の部 】 内　容 予算金額 提出書類

　設備購入費 設備、装置、機材の購入など 見積書

　賃借料 会場費、器具使用料など 見積書

　消耗品費 消耗品の購入 見積書

　会議費 会議借用など 概要書

　印刷費 パンフレット、印刷物など 見積書

　広告費 TV、ラジオ、新聞、折り込み 見積書

　講演費用 講演者謝礼など 概要書

　謝礼 指導者謝礼など 概要書

　交通費 JR、航空、高速代など 概要書

　奨励金 奨励、報奨、奨学金など 概要書

　保険料 障害、賠償保険など 概要書

　食費 必要性が認められるもの 概要書

合　計 (A)=(B) (B)
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クラブ名

地区補助金　経費概要書　　（通し番号　　　　） 

予算科目 予算金額 円

講演者費用：講演者名（人数）または機関名、専門分野名、金額が適正である理由 
謝礼：受領者名（人数）または機関名、専門分野名、金額が適正である理由 
交通費：受領者名（人数）出発地、到着地、交通機関 
会議費：参加人数、金額が適正である理由 
奨励金：人数、機関名、専門分野名、金額が適正である理由 
保険料：単価、人数、金額が適正である理由 
食費：単価、人数、金額が適正である理由　　　その他、任意（必要枚数をコピーしてください）
概要書（1枚にひとつの予算科目について記入してください）

地区補助金　経費概要書　（通し番号　　　　） 

予算科目 予算金額 円

講演者費用：講演者名（人数）または機関名、専門分野名、金額が適正である理由 
謝礼：受領者名（人数）または機関名、専門分野名、金額が適正である理由 
交通費：受領者名（人数）出発地、到着地、交通機関 
会議費：参加人数、金額が適正である理由 
奨励金：人数、機関名、専門分野名、金額が適正である理由 
保険料：単価、人数、金額が適正である理由 
食費：単価、人数、金額が適正である理由　　　その他、任意（必要枚数をコピーしてください）
概要書（1枚にひとつの予算科目について記入してください）
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地区補助金　見積書・概要書集計表

クラブ名

見積書、概要書にはそれぞれ通し番号を付記してください。該当する予算科目にその
番号を記載し、集計した金額を予算金額に記載してください。予算金額は予算書の予
算金額と同じ金額になります。

【 支出の部 】 提出書類 番　号 予算金額
（記入例） 
　消耗品費 見積書 3、4、5 45,500

　設備購入費 見積書

　賃借料 見積書

　消耗品費 見積書

　会議費 概要書

　印刷費 見積書

　広告費 見積書

　講演費用 概要書

　謝礼 概要書

　交通費 概要書

　奨励金 概要書

　保険料 概要書

　食費 概要書

　合　計



2730地区地区補助金申請のための協力団体の参加表明書 

20           年度に申請する国際ロータリー2730地区地区補助金の 

協力団体である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は 

提唱者である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロータリクラブの 

地区補助金の申請にあたり、事業の協力団体としてプロジェクトを誠実に実

施し、必要がある場合は終了後はすみやかに必要書類を提出し報告すること

に同意し、ここに参加を表明いたします。 

活動時の危機管理については事前に相互で充分に検討し対応策を講じます。

また、ロータリー財団、国際ロータリーは補助金の支払い以外に何の責任も

ないことを確認しています。 

　　　年　　　月　　　日 

　提唱クラブ名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　提唱クラブ会長名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署） 

　協力団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　協力団体代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署） 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公共イメージの向上に関する計画書 
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クラブ名 クラブ 

項　目 完了予定日 担当者名

1　クラブ内での告知・広報

　クラブへの計画書提案 　　　年　　　月　　　日

　クラブ内での検討 　　　年　　　月　　　日

　クラブ内での経過報告 　　　年　　　月　　　日

　協力団体との協議 　　　年　　　月　　　日

　協力（周辺）クラブへの協力依頼 　　　年　　　月　　　日

　プレート・標識の設置（必須） 　　　年　　　月　　　日

2　公共イメージの向上施策

　記念式典の準備 　　　年　　　月　　　日

　新聞社各社への取材依頼 　　　年　　　月　　　日

　TV、ラジオ放送各社への取材依頼 　　　年　　　月　　　日

　My ROTARYショーケースへの掲載（必須） 　　　年　　　月　　　日

　ホームページへの掲載 　　　年　　　月　　　日

　SNSへの掲載 　　　年　　　月　　　日

3　情報誌での広報

　『月信』への投稿（必須） 　　　年　　　月　　　日

　『ロータリーの友』への投稿 　　　年　　　月　　　日

　その他、専門誌への投稿 　　　年　　　月　　　日



国際ロータリー第2730地区　地区補助金申請のためのチェックリスト
2730地区地区補助金申請に関する基本的姿勢 
1、ロータリー財団の使命を理解し、誠実に申請、実施、報告を行う。 
2、人道的支援、青少年支援、環境整備、職業研修チームの派遣である。 
4、地域の要望を満たしている。 
3、ロータリアンが積極的に参加する。 
4、受益者はロータリアンおよびその関係者ではない。 
5、業者がロータリアンの場合は公正な市場価格であることを確認。 
6、積極的に広報・公共イメージの向上につなげる。 
7、資金の管理、書類の保管は2名以上の管理者で行う。

1 申請以前の準備ーーー

2 ⬜ クラブから少なくても1名が補助金管理セミナーに参加している。

3 ⬜ 「ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金授与と受託の条件」を熟読し理解している。

4 ⬜ クラブの参加資格認定：覚書（MOU)を理解し、会長及び会長エレクトが署名している。

5 ⬜ クラブの参加資格認定：覚書（MOU)を地区事務所又はガバナー事務局へ提出している。

6 ⬜ 申請する年度の3年前の年度においてクラブの年次寄付の総額が「0」ではない。

7 ⬜ その後の年度においても年次寄付が「0」の場合は審査項目となることを理解している。

8 地区補助金による活動の種類は以下のいずれかであるーーー

9 　⬜ 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）

10 　⬜ 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）

11 　⬜ 青少年プログラム（ロータリー青少年交換、RYLA、ローターアクト、インターアクト）

12 　　⬜ 上記組織の維持管理のための支出ではない。

13 　⬜ 専門職業をもつ人びとから成る職業研修チームの派遣

14 申請に関してーーーー

15 　⬜ ロータリー財団の使命に合致している

16 　⬜ ロータリアンが積極的に参加する体制ができている。

17 　⬜ 法律及び条例を遵守している。個人及び団体に害を与えない。

18 　⬜ 審査、承認された活動のみに使用する。

19 　⬜ 地域の伝統と文化に配慮している。

20 　⬜ クラブ内の手続きは完了している。

21 ⬜ プロジェクトの目的ついて特徴をわかりやすく記入している。

22 ⬜ 詳細説明書、計画書、写真などの添付種類を添付している。（任意）

23 ⬜ 受益地域、受益者数について概要が書かれている。

24 ⬜ プロジェクトの開始予定日及び終了予定日を記入してある。
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国際ロータリー第2730地区　地区補助金申請のためのチェックリスト

25 ⬜ 協力団体がある場合は「参加表明書」を添付してある。

26 ⬜ 代表連絡員及び副代表連絡員を選任し、必要項目をすべて記入してある。

27 申請金額についてーーー

28 　⬜ 特定の受益者、団体、地区社会に対する継続的または過度の支援ではない。

29 　⬜ 利子の発生する長期口座の開設、恒久的信託ではない。

30 　⬜ 土地や建物の購入ではない。

31 　⬜ 募金活動ではない。

32 　⬜ 地区大会、国際大会、研究会、創立記念日、娯楽活動などのクラブの活動ではない。

33 　⬜ 広報を目的としていない。（プロジェクトの実施に不可欠な場合を除く）

34 　⬜ 500ドルを超える、プロジェクトの標識は設置しない。

35 　⬜ 他団体の運営費、管理費ではない。

36 　⬜ 受益者や協力団体への使途無指定の現金寄付ではない。

37 　⬜ すでに経費が発生した活動ではない。

38 　⬜ 「授与と受託の条件」のその他の制約事項に抵触していない

39 ⬜ 代表提唱クラブ・他のクラブ及び他の資金源からの供出金額は決定し、承認を得ている。

40 ⬜ 収入及び支出を記載した「予算書」を作成し、添付してある。

41 ⬜ 見積書、概要書には通し番号を付記してある。

42 ⬜ 「見積書・概要書集計表」を作成し、添付した。

43 補助金の受領者または受益者は以下ではないーーー

44 　⬜ ロータリアン・クラブ・地区・その他のロータリー組織・国際ロータリーの職員

45 　⬜ 上記の配偶者・その子、孫及びその配偶者・親、祖父母

46 　⬜ 国際ロータリーまたはロータリー財団と提携している団体の職員

47 　⬜ 会員資格が終結して3年が経過しない元ロータリアン及びその家族

48 業者との取引及び見積書についてーーー

49 ⬜ 業者がロータリアンの場合、相見積などで公正な市場価格であること確認した。

50 ⬜ 講演費用については概要書に講演（予定）者またはその専門分野を記載してある。

51 ⬜ 交通費については概要書に出発地、到着地及び交通機関を記載してある。

52 ⬜ 謝礼については概要書に受領（予定）者またはその専門分野を記載してある。

53 ⬜ チラシ・パンフレットについてはその費用と効果について充分に検討した。

54 ⬜ 昼食（弁当）代金については概要書に補助金の対象となる理由を明確に記載してある。
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国際ロータリー第2730地区　地区補助金申請のためのチェックリスト

55 ⬜ 修繕、増改築の場合は所有者および管理者の許可を得ている。

56 保管、維持の義務についてーーー

57 ⬜ 機器や材料がある場合、その維持管理責任者を記載してある。

58 ⬜ ロータリアンやクラブは機器や材料の所有者になっていない。

59 ⬜ 機器や材料のメンテナンス、作業、保管の費用の負担者が記載されている。

60 奨学金の贈呈についてーーー

61 ⬜ 優秀生徒などに奨学金を贈与する場合はその選出基準が公正、透明である。

62 ⬜ 贈呈式などは他の生徒にも広く告知し参加することで、選考対象者の増大を図る。

63 プロジェクト完了後の広報、公共イメージの向上についてーーー

64 ⬜ 「広報、公共イメージの向上に関する計画書」を提出した。

65 　⬜ 必要な場合は、受渡しの式典、記念行事などを企画する。

66 　⬜ 式典、活動などには近隣のクラブにも通知し参加を促す。

67 　⬜ ロータリー標章の使用に関する国際ロータリーの方針を遵守している。

68 　⬜ 補助金提唱者とロータリー財団の役割を明確に示すプレート、標識を設置する。（必須）

69 　⬜ 新聞、ラジオ、TV番組に積極的に広報を依頼する。

70 　⬜ インターネットなどを利用した広報活動を計画している

71 　⬜ My ROTARYのショーケースに情報を掲示する。（必須）

72 　⬜ プロジェクトの概要を『月信』に掲載する。（必須）

73 　⬜ できれば『ロータリーの友』にも掲載する計画である。

74 報告についてーーー

75 ⬜ プロジェクト終了後、すみやかに事業完了報告書の提出を行う。

76 ⬜ すべての報告書が財団に提出されないと次年度の申請が受理されないことを理解している。

77 ロータリアンの積極的参加と権限付与についてーーー

78 ⬜ ロータリアンの積極的参加の具体案（人数・告知方法など）を記載している。

79 ⬜ 申請書の理解、同意についてクラブ会長の署名がある。

80 ⬜ 申請書の理解、同意についてクラブ会長エレクトの署名がある。

81 ⬜ 申請書の理解、同意について代表連絡員の署名がある。

82 地区がロータリ財団に提出した地区の参加資格認定：覚書（MOU）」についてーーー

83 ⬜ 地区の参加資格認定：覚書（MOU）」（抜粋）を理解している。

84 ⬜ 不正使用や不適切な管理の報告があった場合、地区は直ちに調査することを承認する。
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国際ロータリー第2730地区　地区補助金申請のためのチェックリスト

85 ⬜ 地区は不正使用や不適切な管理があった場合、ロータリー財団に報告することを承認する。

86 ⬜ 地区の全クラブが招かれる会合で次の項目を公表し、年次報告を行うことを承認する。

87 　⬜ クラブ名、事業内容、事業総額、DDFの利用金額（補助金額）

88 ⬜ 『ガバナー月信』最終号に補助金の財務に関する情報を掲載することを承認する。

89 ⬜ 関係書類は少なくても5年間保管することを理解している。

90 危機管理についてーーー

91 ⬜ 活動時の障害、損害賠償などの保険加入の必要があるか充分に検討した。

92 ⬜ 財団、RIは補助金の支払うこと以外の何の責任もないことをご確認している。

93 資金管理についてーーー

94 ⬜ 地区補助金のための口座はクラブの口座とは別の口座を準備する。

95 ⬜ 補助金の入出金については複数で確認する体制ができている。

96 申請書の保管についてーーー

97 ⬜ 申請時に提出した書類はすべてコピーを取って保管する。

98 質問等についてーーー

99 ⬜ 質問は正確を期すために地区事務所に（補助金委員長宛）文章（メール）で送付する。

100

101

102

103

104

105

※このチェックリストは提出する必要はありません。
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国際ロータリー第2730地区　地区補助金報告書　【受付日：　　　年　　月　　日】

提出日 　　　　　　年　　　月　　　日　　□ 郵送　□ メール　□ FAX　 □ 持参

クラブ名・承認番号 　　　　　　　　　　　　　　　クラブ　（承認番号：　　　　　　　　　　）

プロジェクト名

報告書の種類 □ 中間報告（期間が6カ月以上の場合）　□ 最終報告（完了後すみやかに提出）

プロジェクトの成果

1. 受益者の感想 
 
 

 
 

2. イベント参加者の感想 
 
 
 

 

3. 参加した会員の感想 

4. その他、特記すべき点 

 

受益者 受益地域：　　　　　　　　　　　　　　　　受益者数：約　　　　　　　名

実施期間 開始：　　　　年　　　月　　　日　～　終了：　　　　年　　　月　　　日

協力団体名

事業総額 事業総額：　　　　　　　　　　　　　　　円　

地区補助金額 地区補助金額：　　　　　　　　　　　　   円　　

決算書 □ 地区補助金決算書を添付してある。
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銀行口座 □ 銀行口座のコピーを添付　□ 残高は「0」　□ 利息は収入に計上

領収書 □ 領収書を添付してある。　□ 領収書に通し番号を付記してある。

集計表 □ 領収書集計表を添付してある。

剰余金 □ 剰余金は　有 ・ 無　　□ 有の場合の金額：　　　　　　　　　　　　円

公共イメージ向上 □ 公共イメージの向上に関する報告書を添付してある。

会員の積極的参加

参加会員数：全会員数　　　　　　名の内　　　　　　名参加 
・よかった点 

 
 
・問題点

会員の活動内容

このプロジェクトに関して会員の具体的な活動内容について3項目お書きください。 
 
1 

2 

3 

この報告書の提出にあたり、地区ロータリー財団委員会及びロータリー財団、国際ロータリー対してプ
ロジェクトの報告内容に責任を持ち、この報告書の全ての記載事項が真実かつ正確であることを確認し
ます。地区のロータリー財団に提出した地区の参加資格（MOU)に記載されてある通り、地区補助金は
会員の善意の寄付の一部であることに鑑み、当該プロジェクトの実施内容、地区補助金額などについて
会員に提示することを承認します。

実施年度会長署名 　　　　　年　　　月　　　日　　署名：

代表連絡員署名 　　　　　年　　　月　　　日　　署名：
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1. PDF書類に直接文字を入力する方法 
 
最近ではメールの添付書類やダウンロードの書類などにPDF書類が利用されています。
このPDFに直接文字を記入することができます。 

• 元になる書類を「複製」して、複製を使うようにしましょう。 
• PDF書類は通常Acrobat Readerという無料ソフトを使用します。 
• 「ツール」から「入力と署名」を選ぶと、記入できる画面になります。 
• 【IAa】を選ぶと文字が入力できます。文字の大きさは大・小の2種類です。 
• 入力した後、好きな場所に移動することができます。 
• 長い文章はコピーペーストした方がいいです。 
• 自動改行ではないので改行は手動で適当なところで改行しておきます。 
• また【レ】を選ぶとチェックを入れることができます。 
• 途中でも保存すれば、修正削除が可能です。 

2. PDF書類に署名を入れる方法 

PDF書類に直接署名（サイン）を入れることができます。やや上級の方法ですが、一度署名
の画像を作成しておくと便利です。 

• 印刷する用紙と同じコピー用紙に本人のサインをしてもらいます。 
• スキャナーで白黒（gif）でサインの部分だけ選んでスキャンします。 
• gif形式で（透明にしなければjpegも可）で保存しておきます。 
• （上級）gifにすることで白だけ透明色に指定します。 
• 「ツール」から「入力と署名」の「署名」を選びます。 
• 「署名を追加」から「画像」を選んで保存した画像を選びます。 
• 好きな場所に移動して完成です。 
• また「ツール」から「スタンプ」を選ぶと様々なスタンプが利用できます。 

A. PDF書類に他のPDF書類を追加したり削除することで自分だけの書類を作成できます。 
B. PDF書類はすべての文字がコピーペーストできますので、文字の部分だけ利用すること
ができます。 

C. またでWordソフトでPDF書類をWordに変換して文字入力することもできますが、レイ
アウトが崩れることもありますので、少々手間ですがPDF書類にそのまま記入した方が
良さそうです。 

D. クラブ内に詳しい方もおられるでしょうから、ご相談ください。 
E. もちろん署名は印刷後に記入していただいて結構です。 
F. どうしても難しいようでしたら、地区補助金の申請書は楷書体の手書きでも受け付けま
す。
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