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１．趣旨
日本と諸外国との相互理解の促進とより緊密な関係の構築、世界の知的交流の推進を目的とした知的共同事業に対し経費の
一部を助成します。日本との二国間における事業のみならず、参加者が日本を含む多国間に及ぶ事業も対象となります。

２．対象地域
全世界（ただし、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャ
ンマー及びラオスのASEAN10か国並びに米国及び台湾のみを対象とする場合を除きます。）

３．対象事業
平成 30（2018)年 4 月 1 日から平成 31（2019）年 3 月 31 日までの間に実施される、国際会議、シンポジウム、セミナー、ワ
ークショップ等で、日本と諸外国との共通課題（地球的課題や地域の重要課題を含みます）をテーマとする対話事業（日本
からの出席者による講演、発表等が見込まれるものに限ります）
。
※ テーマとしては、少子高齢化、環境・エネルギー、科学技術の社会への影響、文化の多様性と多文化共生、民主化とガ
バナンス、外交・国際関係における文化の役割、などを挙げることができます（あくまで例示で、他のテーマを排除す
るものではありません）。また、東日本大震災に関する情報や経験の共有、防災、復興・再生と新たな社会作り等に関す
るテーマも対象とします。
注意点：以下のいずれかに該当する事業は本プログラムの助成対象とはなりません。
ア 自然科学分野、技術分野の主題を専らとするもの。
イ 営利活動、布教活動、政治活動、選挙活動を含むもの。
ウ 特定の主義・主張・政策の普及を直接の目的とするもの。
エ スポーツ選手の強化訓練・選手育成や競技会の開催に関わるもの。
オ 設備・機器、土地等の購入を目的とするもの。
カ 資本金・基金の募集、債務の救済、寄付、キャンペーン、広告、助成金や賞の創設に関わるもの。
キ 建物・記念碑等の設計、建築に関わるもの。
ク 公演・展示・上映事業。
ケ 日本語教育に関するもの。
コ 研究者、学生間の親睦が主目的の会議・海外研修等。
※1 芸術家、日本文化諸分野の専門家が海外に渡航し、海外において舞台公演、講演、デモンストレーション、ワークショ
ップ等を行う文化芸術事業については「海外派遣助成」をご参照ください。
※2

ASEAN 10か国を対象地域とする知的交流事業については「アジア・文化創造協働助成」をご参照ください。

※3 米国を対象とした、政策指向型の知的対話や共同研究事業については「日米センター一般公募助成」をご参照ください。

４．申請資格
(1) 申請者は次の要件を満たす必要があります。
ア 海外（ASEAN 10 か国と米国を除きます）及び国内の非営利団体（大学、研究所、非営利公益団体等）
。
イ 事業を計画に従い遂行する能力を有している者であること。
ウ 国際交流基金から助成金の交付を受けることについて自国の法令等に違反しない者であること。
エ 国際交流基金から助成金を受けることができる銀行口座を有している（又は助成金交付時までに開設できる）者であ
ること。
(2) 上記にかかわらず、次のいずれかに該当する者からの申請は受け付けません。
ア 日本政府（国立機関を含みます）、地方公共団体（公立大学、公立中学、高校その他の公立機関を含みます）、独立
行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人（国立中学・高校を含みます）並びにこれらの下部組織
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イ 外国政府（省庁等の行政機関。研究・教育機関を除きます）、在日外国公館
ウ 国際機関（日本政府が拠出している政府間機関）
エ 日本と国交のない国に所在する団体
注意点
・個人に対する助成は行いません。
・過去3年間にわたって連続して本プログラムで支援を受けた団体については、継続すべき強い理由があると国際交流基金が
判断する場合を除き、4年目は原則として採用しない方針です。これは、国際交流基金事業の受益者が固定化することを防
ぎ、より多くの方への支援の機会を設けるための措置です。本プログラムに連続して申請を行うことは可能ですが、採用
の優先度が低くなることをあらかじめ十分ご承知おきください。
・同一の事業に対し、国際交流基金及び国際交流基金海外拠点の運営している他の助成プログラムと重複しての採択はあり
ません。
・台湾所在の団体は、国際交流基金と連携して事業を実施している公益財団法人日本台湾交流協会の台北事務所にお問い合
わせください。
・日本の非営利団体で、台湾の団体、研究者等との事業申請を予定している場合は、事前に国際交流基金日本研究・知的交
流部までご連絡ください。
・韓国が関係する交流事業の助成申請については、同一事業に対し、公益財団法人日韓文化交流基金の「人物交流助成」プ
ログラムと、当基金のプログラムから、重複して助成を受けることはできません。

５．助成内容
(1)平成 30(2018)年 4 月 1 日から平成 31 年（2019）年 3 月 31 日までに支出が発生する以下の費目を対象に、直接経費の一
部を助成します。
ア 旅費（国際航空賃等交通費、滞在費）
イ 謝金（発表・講師謝金、通訳謝金等）
ウ その他（会場借料、機材使用料、資料・報告書作成費、広報費等）
(2)以下の費目は、本プログラムの助成対象とはなりません。
ア 申請機関が雇用する者に対して支払う給与、社会保障費
イ 宴会費、娯楽費
注意点：助成額は個々の事業の内容や必要性によって査定の上決定します。これまでの助成実績は１件あたり約200万円です
が、事業によって助成金額には上下の幅があります。ただし、この金額を大きく上回る額を申請する場合は、国際交流基金
で支援できる範囲を超える事業規模であることを理由に不採用とする可能性や、あるいは、採用されても助成金額が申請額
を大きく下回る額である可能性が高いことをあらかじめご了解ください。

６．審査方針
(1)申請内容は、以下のような観点から審査・選考します。ただし、採否の判断は、申請事業のテーマ、目的、参加国、参加
メンバー他に応じて総合的に行うので、これらを全て満たさなければならないというものではありません。
ア

広く社会の関心に応え、成果が社会に対して還元され得る事業か。

イ

テーマ、目的に適した参加国が選ばれているか。（二国間、多国間のいずれの場合も）

ウ

ある限られた分野だけでなく、参加者の立場、専門分野等に多様性があるか。

エ

若い人材の参加や、新しい人脈の形成・拡大効果なども配慮されている企画内容か。

オ

日本の経験、知見、人材の活用など、日本の知的な国際貢献を高めることにつながる事業か。

(2)申請事業は、事業内容（必要性、新規性、時宜性、実現性、社会的・学術的影響）、及び事業実施体制（準備状況、予算
の妥当性、実績）の観点からも審査します。また、国際交流基金事業の相手国・地域別配分、外交上の周年事業及び一般
的な外交関係への寄与等も選考において重視されます。
(3)以下の事業は優先度が下がります。
ア 学会（年次総会）のような、特定の分野の研究交流を主な目的として、定期的に実施される事業。
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イ 事業に必要な経費の全額を国際交流基金に申請する事業（申請団体も自己資金を可能な限り提供すること、及び国際
交流基金以外からの資金調達を奨励しているため）。
ウ 大学間の協定や姉妹校関係など既存の提携関係に基づく事業。

７．申請手続
(1)提出書類
下記の順にそろえた申請書類の原本１部（海外からの申請の場合は、原本１部にコピー１部を添付）を、ホッチキス留
めをしないでご提出ください。下記のいずれか一つでも欠く申請は、申請書類不備ということで審査対象とはなりませ
んのでご注意ください。
Ａ

申請概要 （所定様式を使用）

Ｂ

事業予算計画 （所定様式を使用）

Ｃ

申請事業の詳細 （自由記述形式）

Ｄ

関連添付文書

※詳細は、後段の「申請書記載要領」をご参照ください。
(2)申請書の提出先
日本国内に所在する申請団体は国際交流基金 日本研究・知的交流部（問合せ・申請書送付先は5ページ参照）に、海外
に所在する申請団体は所在国の国際交流基金海外拠点、又は国際交流基金海外拠点のない国は最寄りの日本国大使館・
総領事館等の在外公館に郵便又は宅配便で送付してください。E-mailやFAXでの提出はお受けしておりません。
(3)申請書の提出期限
2017（平成29）年12月1日（必着）。
(4)提出された申請書類や添付資料は返却いたしません。申請する際には、必ず申請者用のコピーをお手元に残して置いてく
ださい。
(5)申請書受理通知
申請書の受理通知を希望する申請団体は、はがきに返信用切手を添付の上、住所、氏名、プログラム名、受理通知を希
望する旨を記載して、申請書に同封してください。国際交流基金、国際交流基金海外拠点若しくは日本国大使館・総領
事館等の在外公館の担当者が申請書を受領したことを証するために、署名して返送します。ただし、返信用切手が貼っ
ていないもの、必要事項が記載されていないものは返送できませんので、ご留意ください。

８．審査及び採否通知
(1)海外からの申請書類は、まず国際交流基金海外拠点にて、国際交流基金海外拠点のない国は日本国大使館・総領事館等の
在外公館にて受付の後、国際交流基金本部（東京）に送られます。申請事業が明らかに助成対象から外れる場合、また申
請書類に不備がある場合には、海外での受付の時点で申請書類を申請者に返送することもあります。その後、国内から提
出された申請書とあわせ、審査方針に基づき国際交流基金本部にて審査を実施します。
(2)審査においては、必要に応じて外部の専門家に意見を求めることがあります。
(3)申請事業に関して、必要に応じて国際交流基金より申請者や関係者に不明な点を確認することがあります。
(4)採否の結果は、2018（平成 30）年 4 月に、日本国内は郵送で、海外は申請書を受け付けた国際交流基金海外拠点又は日
本国大使館・総領事館等の在外公館を通じて、各申請機関に通知します。
(5)2017年度の当プログラム申請総数は77件、採用数は23件です。個々の申請の審査状況や採否理由等についてはお答えでき
ません。
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９．過去の採用案件一覧
過去の当プログラム採用案件一覧は、以下のウェブサイトからご覧いただけます。インターネットのご利用が不可の場合は、
印刷した一覧表を送付しますので、国際交流基金 日本研究・知的交流部までご連絡ください（問合せ先は 5 ページ参照）。
一覧表は、2017 年 4 月時点での情報です。

http://www.jpf.go.jp/j/project/intel/exchange/support/index.html

１０．達成度を評価する基準
申請書に、事業の達成度を測るための明確な評価基準（自己及び第三者によるもの）をご記入ください。事業報告書におい
て、この結果をご報告いただきます。

１１．助成対象者の義務
(1) 国際交流基金の事業は、国際交流基金の関係法令（「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和30年法
律第179号）含む）及び規程に従って実施されます。
(2) 事業の広報にあたっては、国際交流基金の助成事業であることを明示してください。
(3) 事業完了後には、事業の概要、成果、収支等に関する報告書をご提出ください。
(4) 助成金の受給や使用に関して不正行為があったときは、助成金の交付取消や返還命令（含む加算金）
、その他一定期間の
申請資格停止等の措置をとり、場合によっては刑事罰が課されることがあります。

１２．事業に関する情報の公開
(1) 採用された場合、申請者・団体の名称、事業の概要等の情報は、国際交流基金事業実績、年報、ウェブサイト等におい
て公表されます。
(2) 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成13年法律第140号）に基づく開示請求が国際交流基金に対
してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申請書類は開示されます。

１３．個人情報の取扱い
(1) 国際交流基金は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）を遵守し、個人
情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。国際交流基金の個人情報保護への取組みについては、以下
のウェブサイトをご覧ください。

http://www.jpf.go.jp/j/privacy/
(2) 申請書及び添付書類に記入された情報は、採否審査、事業実施、事後評価等の手続のほか、次のような目的で利用しま
す。これらの個人情報の利用については、申請者より事業関係者内でも適宜共有くださるようお願いします。
ア 採用者の氏名、性別、職業・肩書、所属先、事業期間、事業内容等の情報は、国際交流基金の事業実績、年報、ウェ
ブサイト等の公表資料への掲載、統計資料作成に利用されます。また、国際交流基金事業の広報のため、報道機関や
他団体に提供することがあります。
イ 採用事業の事業実施地に所在する日本国大使館・総領事館等の在外公館及び日本国外務省にも、事業概要とともに、
これらの情報を提供することがあります。
ウ 申請書、添付書類及び事業報告書・成果物などは、採否審査、事後評価等のため、外部有識者等の評価者に提供する
ことがあります。提供する際、評価者の方には、個人情報の安全確保のための措置を講じていただくようにしていま
す。
エ 事業終了後に、本件事業に関するフォローアップのためのアンケートをお願いする場合があります。
オ 記入される連絡先に、他の国際交流基金事業についてご連絡を差し上げることがあります。
(3) 国際交流基金に提出された事業報告書・成果物などは、国際交流基金事業の広報のため、公開することがあります。
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１４．海外における事業実施上の安全確保
(1) 海外での事業の実施にあたっては、関係者の安全な海外渡航・滞在のために、外務省海外安全ホームページから現地の
安全情報を入手・確認してください。
※外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
(2) 海外に渡航する際には「たびレジ」に登録し、海外におけるより一層の安全確保に努めてください。
※「たびレジ」：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

１５．事前相談
計画している事業が本プログラムの対象となるかどうかわからない場合や、申請書の作成方法に質問がある場合は、申請書
を提出する前に、日本国内の方は日本研究・知的交流部（問合せ先は下記参照）に、海外の場合はその国の国際交流基金海
外拠点又は日本国大使館・総領事館等の在外公館に事前にご相談ください。

１６．問合せ・申請書送付先
〒160－0004
東京都新宿区四谷4丁目4番1号
独立行政法人国際交流基金 日本研究・知的交流部
【知的交流会議助成】
●北米・中南米地域からの申請の場合：企画調整・米州チーム

TEL:03-5369-6069 / FAX:03-5369-6041

●アジア・大洋州地域からの申請の場合：アジア・大洋州チーム

TEL:03-5369-6070 / FAX:03-5369-6041

●欧州・中東・アフリカ地域からの申請の場合：欧州・中東・アフリカチーム

TEL:03-5369-6071 / FAX:03-5369-6041

※日本国内からの申請については、会議の内容と関連の深い地域を担当するチームにお問い合わせください。
申請書のフォーマットは次のウェブサイトから入手可能です。

http://www.jpf.go.jp/j/program/intel.html
申請書提出の際、以下を切り取って宛名ラベルとしてお使いください。（国内申請者向け）

〒１６０－０００４
東京都新宿区四谷４－４－１

〒１６０－０００４
東京都新宿区四谷４－４－１

国際交流基金 日本研究・知的交流部
企画調整・米州チーム 行

国際交流基金 日本研究・知的交流部
企画調整・米州チーム 行

【
「知的交流会議助成」申請書類在中】

【「知的交流会議助成」申請書類在中】
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申請書作成上の注意
全体的な注意事項
1.申請書を提出する際には、申請書の原本1部（海外からの申請の場合は、原本1部にコピー1部を添付）をホッチキス留めせ
ずにご提出ください。なお、提出された申請書類は返却いたしませんので、申請する際には、必ず申請者用のコピーをお
手元に残して置いてください。
2.申請書はタイプ又は黒のボールペンを用いて活字体で記入してください。
3.申請書類提出後、記入内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせください。

申請書記載要領
Ａ. 申請概要（添付の所定様式を使用）
1. 事業名称
対外的に使用する正式事業名称を、日本語と英語で記入します。

2. 申請団体概要
(1) 申請は一事業に対し一団体が代表して行ってください。事業に関わる他の団体は、協力団体の項目に記入します。
(2) 申請団体名称：対外的に使用する正式団体名を日本語と英語で記入します。
(3) 団体種別：申請団体の法人格等（例：財団法人、社団法人、非営利活動法人、学校法人等）を記入します。
(4) 申請責任者：申請機関の運営上の責任を代表する人物（会長、代表等）で、その人物の署名により当該機関が正式に申
請を行ったこと、並びにその申請について責任を持つことを保証し得る地位にある方について記入します。住所欄には
申請機関の所在地を記入します。国際交流基金からの公式の書類はすべてこの住所宛に送付されます。
(5) 事業担当責任者：通常の問合せに対応することができ、当該事業の実際の運営と実施に責任を有する方について記入し
ます。住所欄には日中の連絡先を記入してください。
(6) 経理責任者：申請機関の財政部門を代表する人物で、その署名が助成金受諾に伴う法的責任を引き受けることを保証し
得る地位にある方について記入します。
(7) 上記3名が署名又は捺印を行います。この3名については、全て別々の人物でなければなりません。

3. 事業実施予定期間
(1) 助成を申請する事業の事業開始と事業終了の年月日を、日本の会計年度に準じて記入してください。2018（平成30）年4
月1日～2019（平成31）3月31日の12か月を最長とします。
(2) 会議開催など短期間で終了する事業の場合でも、準備や報告書作成にする期間も含め、余裕を持って事業実施予定期間
を設定します。

4. 会議等開催期間
申請事業の実際の開催期間を記入します（準備及び事後の処理期間は含めないでください）。

5. 事業実施予定地
事業実施が予定されている場所（国名・都市名）を記入します。

6. 事業経費
申請事業経費の総額、国際交流基金に助成を申請する額、助成金が必要な期日及び事業経費を計算した通貨を記入します。

7. 事業の概要
事業の概要を400字以内で記入します（別紙参照は不可）。

8. 事業の目的
事業の実施により達成しようとする目的を400字以内で記入します（別紙参照は不可）。
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9. 主要協力団体・協力者、主要参加団体・参加者
事業の企画、実施に関わる申請団体以外の団体、個人名を記入します。個人名の場合は、肩書及び所属機関も記入します。
主要な発表者やパネリストなど、主要参加者の氏名や、参加が確定しているかどうかについても明らかにしてください。

10. 実施事業への参加者層と見込み人数：
上記 9.に記入する主要参加者以外に見込まれる参加者層(聴衆等)とその規模・人数について記入してください。具体的に決
まっていない場合でも、どのような人の参加を何名ぐらい想定しているか、目標をご記入ください。

11. 過去の国際交流基金助成実績
過去に国際交流基金から助成を受けたことがあるか否か、また助成を受けた場合は、その事業名称、年度、助成金額、助成
を受けたプログラム名を記入します。

Ｂ. 事業予算計画（所定様式を使用）
様式で指定した下記の項目に沿って記入します。下記の項目にあてはまらない経費は「その他」の項目に計上してください。
(1) 旅費：国際航空賃、国内交通費、滞在費
(2) 謝金：講師謝金、通訳謝金、アシスタント謝金
(3) その他：資料・報告書作成費、会場・機材借料、広報費等
注1：申請事業に直結しない経常経費は助成対象となりません。
注2：申請事業の詳細で説明されていない活動の経費項目を入れることはできません。

1. 支出
(1) 助成金の申請に含まれない経費項目も含めて事業全体の経費項目を記入します。助成金額決定に際して重要な資料とな
るため、できるだけ多くの情報を提示してください。
(2) 全ての経費項目について、積算根拠を記入します。
[積算根拠記入例]：
滞在費：一日＄100×3日×4人＝＄1,200
資料・報告書作成費：＄5×200冊＝＄1,000
通訳謝金：＄150×2日×2人＝＄600

2. 収入
経費項目ごとに想定されている負担内訳を、自己負担額、他の資金提供団体負担額、国際交流基金への助成申請額の順に記
入します。自己負担額及び他の資金提供団体負担額が見込めない項目の欄には、ゼロを記入し、収入予定額のないことを明
示してください。

3. 事業予算計画備考
経費項目の必要性について説明を記入します。その際、支出及び収入欄を記入する上で使われた経費項目番号を記してくだ
さい。また、個々の経費項目について以下のような情報を追加してください。
(1) 宿泊先として使用するホテル名・会議場名
(2) 交通旅行区間及び交通機関のクラス等 （例：航空機利用 ハノイ－バンコク往復

エコノミークラス）

※国際交流基金からの国際航空賃の助成上限額は原則エコノミークラスの割引運賃としますが、他財源を追加してのビジ
ネスクラス等の利用を制限するものではありません。
(4) 購入する資料の用途、作成する資料・報告書の用途、ページ数、印刷部数
(5) 通訳謝金、講師謝金の金額設定根拠（謝金の支払先も含めます）
(6)「その他」の項目に計上した経費の内訳と積算根拠

4. 他の資金提供
助成金、寄付金、信託、借入れ等他の資金提供団体からの資金提供について記入します。現在申請中のもの、資金提供が想
定されているもの、又は既に資金を受けたものを含めてください。
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Ｃ. 申請事業の詳細（自由記述形式／必ず添付してください。）
この申請事業の詳細は、申請書類のなかでも最も重要なものとして審査されるため、申請事業の詳細情報を欠く申請書は、
不備と判断され､審査対象外となります。以下の全ての点についてA4版用紙5枚以内で説明してください。

1. 事業内容
事業が扱うテーマの、日本及び世界にとっての重要性、必要性等に触れつつ、事業実施の目的、意義、背景、及び期待され
る成果について具体的に記入します。また、同じ分野で他の団体が行ってきた、あるいは現在行っている先行・類似事業が
あれば、概要を整理し、申請事業に期待できる新しい貢献について説明してください。過去に国際交流基金の助成を受けた
事業の継続案件である場合には、その先行事業が収めた成果、また追加で助成を申請する理由についても説明してください。

2. 実施方法
テーマへの取組方法、研究上の方法論について説明してください。議題、主要参加予定者リスト（氏名、所属、専門等記載、
参加が確定しているか否か）、参加者毎の役割（発表予定テーマ等）、事業の開催形式、事業の各段階の進行を示した詳細
なスケジュール等を含めます。

3. 申請団体、参加予定者、協力団体
申請団体が申請事業を行うにあたっての適性、参加予定者、協力団体の選定の理由・根拠及び事業の内容から見たその妥当
性・適性を説明してください。

4. 成果の発表、普及方法
事業実施により期待される成果とその社会還元の方法について、具体的な説明を記入します。発表・普及の対象層（研究者、
政策立案者、企業、マスコミ関係者、市民社会、その他）と、対象層への働き掛け方（成果物の配布、ブリーフィング、他）
等の情報も必要です。

5. 事業実施後の評価に関する計画
事業の成果を測るための明確な評価基準とその実施計画（自己及び第三者によるもの）を記入します。

Ｄ. 関連添付文書（必ず添付してください。）
1. 協力団体・協力者からの書簡
協力団体・協力者が申請事業に関する協力及びその協力形態について了承した旨を示す書簡を添付します。まだ協力が確定
していない場合は、申請団体は協力候補団体・候補者との協議の状況を別紙を使って説明してください（申請事業に対する
外部からの推薦状等は不要です）。

2. 主要関係者の略歴
申請責任者、事業担当責任者及び主要協力者の略歴を添付します。略歴には、研究・活動分野、現職（所属団体、部署、肩
書）、学歴（研究機関名、学位取得年月）、職歴、フェローシップ・助成金・賞授与経歴、所属学会・協会、主要著書・論
文等を記載してください。

3.申請団体及び主要関係団体の概要
(1) 団体の種別、設立年月、団体の設立目的
(2) 組織（役職員構成、その他構成員の人数等）
(3) 沿革、活動実績
(4) 財政状況（少なくとも過去3年度分の団体の総収入、総支出、当期損益、補助金・助成金の受領実績等）
(5) 団体の定款、寄附行為、規約、会則等
(6) 年報、事業報告書等
(7) 協力団体に関する資料（年報、パンフレット等）
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2018（平成30）年度用

知的交流会議助成プログラム

申請書

※この用紙は、「申請概要」と「事業予算計画」の所定様式です。申請の際には、この他に「申請事業の詳細（自由
記述形式）」と「関連添付書類」の提出が必要です。記入方法と提出書類の詳細は、申請要領6ページ以降の「申請
※日付
（年.）
（月.）
（日）
書記載要領」をご参照ください。
／

独立行政法人国際交流基金理事長

／

殿

独立行政法人国際交流基金プログラム・ガイドラインに従い、下記のとおり助成金の交付を申請します。
記

Ａ．申請概要
1．事業名称（和英併記）:

2．申請団体概要（和英併記）:
申請団体名称:
団体種別（法人格）:

申請責任者:
氏名:
肩書:
住所: 〒
Tel :

Fax :

E-mail :

印

署名又は捺印:
事業担当責任者:
氏名:
肩書:
住所: 〒
Tel :

Fax :

E-mail :

印

署名又は捺印:
経理責任者:
氏名:
肩書:
住所: 〒
Tel :

Fax :

E-mail :

印

署名又は捺印:
3．事業実施予定期間:
自:

～至:

4．会議等開催期間
自:

～至:

－1－
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5．事業実施予定地:

6．事業経費:
事業経費総額:
助成申請額:
助成金必要期日:
経費計算通貨:
7．事業の概要（400字以内） :

8．事業の目的（400字以内）:

9．主要協力団体・協力者、主要参加団体・参加者:
各関係者・団体の国名及び参加・協力形態について記入します。特に、日本の経験や知見の活用がある場合には、その具
体的な協力形態と期待できる影響を記入してください。(主要な発表者、パネリストの氏名、参加が確定しているか否か
を含めます。)

10. 実施事業への参加者層と見込み人数：
9.で記入した主要参加者以外に見込まれる参加者層とその規模（人数）について記入してください。

11．過去の国際交流基金助成実績:
過去に国際交流基金から助成を受けた経験がある場合、その事業名称、年度、助成金額、助成を受けたプログラム名を記
入してください。

－2－
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Ｂ．事業予算計画

通貨名 :

１．支出
経費項目

積算根拠

金額

申請団体自己資金

他の資金提供団体

国際交流基金申請額

国際交流基金使用欄

費

1

国際航空賃

2

国内交通費

3

滞在費
（宿泊費・日当）

謝

=

２．収入

番号

旅

換算レート

金

4

講師謝金

5

通訳謝金

6

アシスタント謝金

その他
7

資料・報告書作成費

8

会場借料

9

機材借料

「積算根拠」は国際交流基金が助成金の審査を行う上で必要となりますので、必ず記入してください。

－3－

（次のページに続く）

RIE-RC
Ｂ．事業予算計画
１．支出
番号

２．収入
経費項目

積算根拠

金額

申請団体自己資金

その他
10

11

12

13

14

15

合計

「積算根拠」は国際交流基金が助成金の審査を行う上で必要となりますので、必ず記入してください。

－4－

他の資金提供団体

国際交流基金申請額

国際交流基金使用欄

RIE-RC
Ｂ．事業予算計画
３．事業予算計画備考
事業予算計画フォームで使われた経費項目の番号を併記の上、以下のような情報を記載してください（必要に応じて別
紙を作成し添付してください）。
・経費項目の必要性の説明
・旅行区間及びクラス等交通費の明細、宿泊先として使用するホテル名
・謝金の金額設定の根拠（謝金の支払先を含みます）
・購入する書籍・資料の説明、報告書印刷日の明細
・利用する会場名その他

４．他の資金提供
資金提供団体

申請の状況（未決定／決定）

－5－

金額

