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 公募要旨 
 

応募資格 法人格を持ち、情報公開を徹底している非営利法人 

（コンソーシアム形式で株式会社等の参加は可能） 

対象事業  

 

就労支援を中心とする事業を通じて、コロナ禍の状況の中で新たな就労お

よび就労支援のあり方を提案する事業 

① 若者に対して新たな就労のあり方を実現する事業 

② 若者の雇用を通じて地域課題の解決に資する事業 

③ ①、②の双方を満たそうとする事業 

就労支援対象者 新型コロナウイルスによる影響を受けて収入が減少した若者（シフトの減

少など含む）で、実行団体による就労支援機会の提供が有効であると考え

られる若者（実行団体の助成事業終了時点で45歳未満であること） 

（収入が減少したことを書類などで証明する必要があり、また、他の行政

サポートとの過度な重複がないことの確認が必要です） 

助成金額 助成総額 約1億7千万円 

1団体当たり 最大2,000万円 

助成金の使途 若者の雇用費用（助成額の50％以上）を必須とし、管理費用(助成額の

20%以下、人件費含む)と事業費用（人件費含む）を含むことができます 

助成期間   採択時より最⾧1年（2021年9月までに終了） 

採択予定団体数 全国14団体程度 

必要書類 （様式１） 助成申請書  

（様式２） 団体情報 

（様式３） 事業計画書 

（様式４） 資金計画書 

（様式５） 規程類確認書 

（様式６） 役員名簿 

（様式７） 申請書類チェックリスト 

※定款、及び直近3年間の決算書の提出が必要です。（実行団体の設立年

度は問いません） 

※実行団体の応募にあたってのガバナンス体制の構築が必要です。 

伴走支援に関して 資金分配団体と助成先となる実行団体の間で月1回～の協議を想定してお

り、資金分配団体を通じて、資金以外の経営リソースへのアクセスが可能

です。 

事業評価に関して 資金分配団体と実行団体の合意によって定められた指標について、定期的

な測定を行う必要があります。事業評価は就労支援を取り巻くステークホ

ルダーの円滑な参画と成果検証による信頼性の向上を意図しています。 

コンソーシアム 

運営団体 

一般財団法人リープ共創基金 

認定特定非営利活動法人育て上げネット 
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 公募スケジュール （第一期） 
 

Webサイト上に最新情報を掲載します（https://work.reep.jp/）。 

 

1. 公 募 期 間（※１） 
第一期 7月31日（金）～8月27日（木）17時まで

※第二期は12月頃を予定しています。 

2. 書類選考結果通知 9月1日(火) 

3. 最終選考（プレゼンテーション） 

9月7日(月) 13:00～16:00 

9月9日(水) 9:00～12:00 

※日程の確保をお願いします。また、必要に応じ

て最終選考までに面談を実施します。 

4. 実行団体決定の公表 選定された実行

団体の名称、事業名、事業概要を公表

（※２） 

9月15日目途 

5. 資金提供契約書の締結 

（実行団体と資金分配団体） 
9月25日目途 

6. 助成金の振込み 10月初旬目途 

7. 中間報告 2021年3月 

8. 最終報告 2021年9月 

※１：第1期の公募状況とコロナウイルスの感染拡大の状況に対応して第2期の公募のスケジュー

ルは変更される可能性があります。 

※２：同時期に事務手続きのオリエンテーションを予定しております。 
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 趣旨 

本助成事業は失業を機会とした若者の新たな就労環境への移行や地域の雇用転換を促進するこ

とを目的とした助成事業です。本助成事業で「キャッシュフォーワーク手法」を用い、生活困窮

者に対し最低限の収入の確保と新たな職業スキルの獲得を可能にしながら、新たな地縁の獲得と

地域経済の自立的な復興に貢献する機会の創出を目指します。 

 

＜キャッシュフォーワーク手法とは＞ 

キャッシュフォーワークとは「労働対価による支援」という意味を持ちます。自然災害や紛争など

の被災地において、その復旧・復興のために被災者自身が自ら働いて関与し、その労働に対して対

価が支払われることで被災者の生活を支援する手法のことです（永松, 20111）。 

 

我々が直面しているコロナ禍において、失業者数は増加の一途を辿り、特に若者が占める割合は大

きく、2020年6月の統計では、失業者は前年同月比33万人増の195万に達して、5か月連続の増加とな

っているだけではなく、失業予備軍とも考えられる休業者が236万人という状態が続いており、歴史

的な就業環境の悪化に直面しています2。さらに、同月の有効求人倍率統計では、有効求人倍率（季

節調整値）は1.11倍となり、前月を0.09ポイント下回り、雇用の機会そのものが急速に縮小してお

り、コロナ禍における産業への打撃は大きく、感染の再拡大や経済活動の抑制の中、このような雇用

の縮小は当面継続されるものと想定されています3。 

上記の状況の中で、各地の就労支援団体などから若者の失業の増加や内定の取り消しなどが報告さ

れており、これを放置すれば、仮に若者自身の活力や能力、学習意欲に支障がないとしても、雇用機

会の減少により、就職氷河期におきたような大規模な若者の職歴の空白が生まれるだけではなく、将

来の税収の減少や生活保護費用の増加など社会的費用の拡大が生じる可能性が強まり、雇用が生まれ

ないから、地域の課題が解決されず、地域の課題が解決されないから、雇用が生まれないという悪循

環が発生しかねません。 

本事業では実行団体がこれまで培った経験やネットワークを効果的に活用することにより、生活困

窮者が最低限の収入の確保を行い、新たな就労のあり方を探索する機会を提供します。 

  

 

1 永松伸吾(2011)『キャッシュ・フォー・ワーク 震災復興の新しいしくみ』、岩波ブックレット  

2 総務省統計局 労働力調査（基本集計） 2020 年（令和 2 年）5 月分結果 

3 厚生労働省 一般職業紹介状況（令和 2 年 5 月分） 
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 新型コロナウイルス対応緊急支援助成の趣旨（休眠預金等活用事業） 

新型コロナウイルス感染拡大は、緊急事態宣言の発令をはじめ、「三つの密」の回避などの「新し

い生活様式」を人々に求めることとなるなど、経済・社会にこれまでにない変化をもたらしていま

す。感染拡大の影響により、新たな生活上の困難を抱える人々が増え、行政が対応困難な社会的課題

が増えている一方で、こうした社会的課題解決に取り組む団体においては対面サービスやボランティ

アの確保や財源確保が困難になるなどの課題に直面しています。 

行政では対応困難な社会的課題の解決に向けた民間公益活動の停滞は、その対象者の生活や困難な

状況に直面している地域社会のみならず、民間公益活動を担う団体の事業継続に大きな影響を与えて

います。 

本事業は新型コロナウイルス感染拡大により深刻化する課題に対して、一般財団法人日本民間公益活

動連携機構（以下「JANPIA」という。)が、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用

に関する法律（平成 28 年法律第 101 号 ）」以下「法」という。）に基づく指定活用団体として、民間公

益活動を行う団体（以下「実行団体」という。）に対して助成を行う資金分配団体の公募を実施した結

果、「新型コロナウイルスの影響により仕事を失った若者支援のためのコンソーシアム」（以下、資

金分配団体）が採択された事業です。  

※休眠預金等活用法などの詳細については、内閣府のホームページ

（https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html）をご覧ください。 

 

 申請資格要件 

  
 

実行団体として申請できる資格要件は以下の通りです。 

 民間公益活動を行う非営利法人（ただし、事業を適確かつ公正に実施できるようガバナン

ス・コンプライアンス体制（規程類等）を備えていることが必要です。不足がある場合は、

助成開始時に整備していただきます。） 

 過去に申請にかかる活動の実績があり、実行団体として適切に業務を遂行できる団体である

こと 

 2019年度採択の実行団体も申請可能です 

 申請事業の運営上の意思決定及び実施を2団体以上で行う場合には、非営利法人を幹事団体と

して共同事業体（以下「コンソーシアム」という）での申請を行うことができます。詳細は

別添１をご確認ください。 
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上記に該当する団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。 

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体 

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体 

 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第３条に規定する公職をいう。以下この

号において同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体 

 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号） 第２２号

に規定する暴力団をいう。次号において同じ。） 

 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若

しく暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体 

 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的団体 

 指定活用団体の指定、資金分配団体の選定若しくは実行団体の選定を取り消され、その取り

消しの日から３年を経過しない団体、又は他の助成制度においてこれに準ずる措置を受け、

当該 措置の日から３年を経過しない団体 

 同一の事業テーマで同時期に複数の資金分配団体に申請した団体 

 役員のうち次のいずれかに該当する者がいる団体 

– 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から３年を経過しない者 

– 法の規定により罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から３年を経過しない者 
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 助成対象事業 

助成対象とする事業は、コロナウイルスの感染拡大の中で収入が減少した若者に対する就労支援

を通じて、①新たな就労のあり方を提供する事業、もしくは、②若者の雇用を通じて、地域課題

の解決に資する事業、また、③として、①、②の双方を満たすことを目標とする事業を助成の対

象とします。 

 

具体的な若者の対象者や就労支援の形態は自由度を拡げており、地域の課題や団体の得意分野を

考慮した上での申請を期待します。また、実行団体の属する地域において、コロナ禍における人

手不足や雇用の課題への配慮を行ってください。 

 

（１） 助成額・助成期間・対象地域 

 本助成による実行団体への助成総額は、約1億7千万円を予定しています。また、１実行団体

あたりの助成額は、2,000万円を上限とし、14団体程度の採択を予定としています。 

 第一期と第二期に分けて二度募集し、助成期間（実行団体の事業実施期間）は、1年を超えな

いものとします 

 対象となる活動地域は全国です。 

 

（２） 助成対象事業の例 
 ① コロナ後の社会を見据えた若者への価値ある就労支援 

– コロナ禍の⾧期化の中での就労形態への移行を見据えた支援 

– 動画編集やSNSを活用するためのパソコン講座 

– リモートワーク環境下の就労支援など 

 ② 就労支援を通じた地域課題の解決 

– 地域の人手、担い手不足の課題解決に対応する就労支援の提供 

– 地域で連携する個店の「出前」を通じた地域貢献 

– 子ども食堂などのアシスタント、コミュニティ活動や農家の支援など 

– 地域産業の課題解決を目的とした実践型のインターンシップ 

 ③ ①、②の両立を狙う就労支援事業 

– 一次産業と中間的就労の両立を目指した事業 

– 障害者の雇用と六次産業化の両立など 

 

これらの就労支援を通じて、就労支援対象者に伴走しながら就職および就労につなぐ事業を期待して

います。また必要に応じて心理士のカウンセリングや、家族のケアを行う体制も評価いたします。 

 

※事業計画上、解決すべき社会的課題、課題解決のため実施する事業、事業実施によりめざす成果が

定められていることが必要です。 

※コロナウイルスの感染拡大に対しては、最大限の注意を行ってください 

 

（３） 対象事業の要件 
 コロナウイルスの感染拡大による収入の減少下にある若者の雇用期間は一か月以上、最⾧半
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年間までとします 

 実行団体から就労支援対象者に対しての雇用報酬は（事業実施地域の最低賃金×30時間／

週）を目途とします。賃金の設定金額は各地域の最低賃金を目途とし、各地域の労働市場と

競合しないよう配慮を行ってください。 

 就労支援対象者の雇用には日報が義務付けられています。日報の形式は実行団体の就労支援

の計画に基づいて決定してください。 

 NPO保険、インターシップ保険、もしくはこれらに準ずる保険等に加入し、就労支援対象者

の安全および就労支援を通じた賠償の発生などの危険に配慮することが必要です。 

 同一の実行団体の開催するプログラムに対する、同一の若者の複数回参加は不可とします。 

 

（４） 留意事項  

 個人や事業者等に対する現金の給付および、現物給付のみを目的とするものや投融資を内容

とする事業は、助成対象となりません。 

 国又は地方公共団体から補助金又は貸付金（ふるさと納税を財源とする資金提供を含む）を

受けていない事業の中から助成対象事業を選定します。 

 実行団体が行う貸付けや出資は対象にはなりません。 

 

本助成は、以下JANPIAが提示する７つの「優先的に解決すべき社会の諸課題」のうち、 「日常

生活や成⾧に困難を抱える子どもと若者の育成支援」、「社会的課題の解決を担う若者の能力開

発支援」、「働くことが困難な人への支援」、「地域の働く場づくり」の支援を目指す事業で

す。 

 

参考：３つの領域と優先すべき社会の諸課題 

１）子ども及び若者の支援に係る活動 

① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援 

② 日常生活や成⾧に困難を抱える子どもと若者の育成支援 

③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援 

 

２）日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動 

① 働くことが困難な人への支援 

② 社会的孤立や差別の解消に向けた支援 
 

３）地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活

動 

① 地域の働く場づくりの支援

② 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援 
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 就労支援対象者と収入減少の証明書類の提出 

新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けており、その状況下で本事業が有効であると考えら

れる収入が減少した若者（実行団体の助成事業終了時点で 45 歳未満であること）で、他の行政サポ

ートとの過度な重複がない人を対象とします。 

 

就労支援の対象となる若者に対して雇用機会が広く伝わり、参加枠に対して十分な応募があるものに

するため、就労支援機会の告知にあたっては関連団体や困窮者支援団体、ハローワークなどの連携の

上、生活困窮者に対して広く機会を告知するようにしてください。また、実行団体が立案した就労支

援計画が効果の見込まれる就労支援対象者を募集する必要があります。 

 

雇用期間や雇用に充当する金額は地域や団体の就労支援プログラムに応じて柔軟に設計することがで

きますが、申請した事業内容を変更するには資金分配団体のプログラムオフィサーの承認が必要で

す。 

 

収入の減少については、以下による書類上の証明を受け、実行団体が身分証明および生活困窮状況に

あることの証明をしてください。また、契約後に指定のある通り、資金分配団体の要望に応じて、証

明書類を資金分配団体の閲覧に供する必要があります。 

 

１． 本人確認書類 

• 顔写真付き身分証明書 

運転免許証、個人番号カード（マイナンバーカード表面）、パスポート、各種福祉手帳等。

顔写真付きの証明書がない場合は 2 つ以上の証明書（各種福祉手帳、健康保険証、住民票、

戸籍謄本等の写し等）が必要です。 

２． 新型コロナウイルスによる生活困窮状況が認められることの証明 

• 収入の減少の証明 

離職票、離職証明書、廃業届、雇用保険受給資格者証、給与明細、勤務日数や勤務時間の

減少が確認できるシフト表、銀行の通帳など。 

３． 外国人など 

• 在留資格の証明 

在留カード、特別永住者証明書等 

４． 他の行政のサポートなどとの過度な重複がないことの同意 

• 同意書 

所定の様式にて、同意をしていただく必要があります。 

 

※書類証明を原則としますが、喫緊の生活困窮下にあるにも関わらず、上記の書類証明が困難な場

合、資金分配団体とプログラムオフィサーとの合意の上で対象とする場合があります。詳しくは

ご相談ください。 

※不正受給などの事態が起きた場合、当該分の助成金の減額もしくは、助成金の返金を要請される

場合があります。助成契約時に条項を改めてご確認ください。 
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 経費について 

経費に関する考え方や手続き全般については、資金提供契約書にて取り扱いを明記しますが、以

下ご留意ください。 
 就労支援対象者の雇用費用の助成額に対する比率は、助成額の5０％以上とします。 

 管理費の助成額に対する比率は、助成額の２０％を上限とします。 

 事業費、管理費ともに人件費を含むことができますが、人件費を計上する場合は、人件費水

準の公表が必要です。 

 現在の経済環境や実行団体における事業実施期間が短期間であることを踏まえて、自己資金

２０％についての確保は必要としません。 

 助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。また、事業開始以後６か月分を

対象に行い、６か月ごとの進捗状況の報告を確認した上で６か月ごとに支払うことを原則とし

ます。助成に充当される費用の支払いは、事業完了後に確定精算します。 

 助成金の積算、精算については別途「積算の手引き」、「精算の手引き」にて詳細を定めます。 
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 申請の手続き 

（１） 公募期間 
第一期2020年7月31日（金）から2020年8月27日（木）午後5時まで 

※第二期は12月頃を予定しています。 

（２） 申請方法 

上記公募期間中に必要書類をそろえ、Webサイト上（https://work.reep.jp/）よりご申請くださ

い。 

（３） 申請に必要な書類 

 （様式１） 助成申請書  

※ 別紙１. 欠格事由に関する誓約書、別紙２. 業務に関する確認書、別紙３. 情報公開同意書、

別紙４. 申請に関する誓約書を含みます。 

 （様式２） 団体情報 

 （様式３） 事業計画書 

 （様式４） 資金計画書 

 （様式５） 規程類確認書 

※ 本確認書に例示されている規程類の整備状況については申請団体のホームページ閲覧等によ

り当団体で確認を行います。必要に応じて照会を行うことがありますのでご留意ください。 

 （様式６） 役員名簿 

※ エクセル様式厳守となります。エクセルファイルにはパスワードをかけ、パスワードは、

ファイルとは別に送ってください。 

 （様式７） 申請書類チェックリスト 

 定款 

 直近3年間の貸借対照表 

 直近3年間の損益計算書（活動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書等） 

（必要に応じてその他事業報告書等の提出をお願いする場合があります。） 

コンソーシアムとして申請する団体は、以下の書類についても提出が必要です。 

 コンソーシアム協定書（案） 

（注）参考書類として提出していただきます。情報公開の対象ではありません。 

 コンソーシアムに関する誓約書（登録印の押印が必要） 

（注）別紙 1 欠格事由に関する誓約書、別紙 2 業務に関する確認書、別紙 3 情報公開同意書を含む 

 幹事団体以外の各構成団体についても幹事団体と同様、以下の書類を用意し、幹事団体が構成団

体ごとにzipファイルで取りまとめたうえでご提出ください。 

  規程類確認書 

  役員名簿 

（注）JANPIAの書式（様式6厳守）を使ってください。 
 

申請にあたっては、助成申請書、団体情報、事業計画書、資金計画書、規程類確認書、役員名簿、

申請書類チェックリストに関しては、様式を資金分配団体WEBサイトからダウンロードしてくださ

い。また、定款、貸借対照表、損益計算書に関しても書類をご準備ください。 
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 選考基準について  

（１） 選定方法 

コンソーシアム運営委員会による書類選考を経て、外部有識者を中心とする選考委員会による最終決

定を行います。また、条件付き選定団体に関しては、コンソーシアム運営委員会は条件充足を確認し

た上で助成を行います。 
 

（２） 選定基準 
資金分配団体は、以下の選定基準に基づき選定を行います。また、就労支援の前提として、コロナウ

イルスの感染拡大を増加させないような対策を徹底することが求められます。 
 

若者への価値 若者に対する就労支援上の価値。どのようなコーディネート・ケア

方法を用い、価値を提供するか 

就労支援体制 若者への価値を最大化するために、妥当な就労支援プロセスと体制

を築けているか 

地域課題の解決可能性 若者の就労支援を通じて、地域の課題の解決に貢献できるか 

先駆性（革新性）と波及効果 社会の新しい価値の創造、仕組みづくりに寄与するか。事業から得

られた学びが組織や地域、分野を超えて社会課題解決につながるか 

連携と対話 多様な関係者との協働、事業の準備段階から終了後までの体系的な

対話が想定されているか 

実行可能性と事業の妥当性 業務実施体制や計画、予算が適切か。事業対象となる社会課題につ

いて、問題構造の把握が十分に行われており、事業対象グループ、事

業設計、事業計画が解決したい課題に対して妥当であるか。 

継続性 助成終了後の計画（支援期間、出口戦略や工程等）が具体的かつ現

実的か。実行団体の⾧期戦略に照らし合わせて、本事業や助成を受

けることが有用か 

ガバナンス・ 

コンプライアンス 

包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナ

ンス・コンプライアンス体制等を備えているか 

 

なお、選考にあたっては、特に以下事項に配慮します。 

 支援実施の緊急性に鑑み、申請事業の妥当性、就労支援の実績と体制、ガバナンス・コンプ

ライアンス体制の３点を重視します。 

 申請事業の審査にあたって、新たな支援のニーズの変化に対応した事業内容を優先的に採択

し、感染症拡大といった未曽有の事態に対する課題解決の事例創出を目指します。 

 地域バランスと多様な受益者への機会提供に配慮した上で最終候補を決定いたします。 
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（３） その他の留意事項 
 申請書類の作成等選定に要する費用、および選定後資金提供契約締結までに要する全ての費

用 については、各申請団体の負担となります。 

 審査の結果、実行団体に選定されなかったことによる一切の損害および本制度にかかる

法令や政府の運用方針の変更等による損害については、資金分配団体及び JANPIA が責任

を負うものではありません。 

 

 事業実施について 

（１） 資金提供契約書の締結と事業の実施 
実行団体決定後の各団体における事業開始までの必要な手続き全般については以下について留意する

ものとし、資金提供契約書にて取り扱いを明記します。 

 実行団体及び資金分配団体の間で締結する資金提供契約において、本事業固有の条件（本公

募要項に定めている事項に限られません。）につき明記します。 

 本緊急支援枠に関する休眠預金からの助成金については、すでに休眠預金等を活用した事業

を実施している実行団体の場合、当該事業と本事業は分けて資金の管理等を行います（区分

経理）。 

 実行団体は、事業の実施状況、事業がめざした成果の達成状況について報告します。資金分

配団体は必要に応じ適宜報告を求めることがあります。 

 

（２） 事業の進捗管理  
 実行団体は、資金提供契約に基づき、原則として６か月ごとに民間公益活動の進捗状況の報告 

を行っていただきます。 

 毎月1回以上程度、対面形式（WEB会議を含む）による進捗状況についての協議を行います。 

 資金分配団体は報告の結果等を踏まえ、実行団体に対し協力、支援、助言等を行います。 

 資金分配団体やJANPIAは事業の進捗状況や評価結果、休眠預金等交付金の使用状況等を公開

します。 

 

（３） 事業の評価 
 資金分配団体と実行団体の合意によって定められた指標について、事前、事業期間中、およ

び事後を通じて、定期的な測定を行う必要があります。 

 事業評価は就労支援を取り巻くステークホルダーの円滑な参画と成果検証による信頼性の向

上を意図しています。 

 評価の詳細については、事業採択後に担当者から説明をさせていただきます。 

※JANPIA資料「新型コロナウイルス対応緊急支援助成 評価の実施について」も併せてご確認くだ

さい。https://www.janpia.or.jp/koubo/2020/download/corona/koubo_corona_summary02.pdf 

 

（４） シンボルマークの表示 
事業実施に当たっては、休眠預金等を活用して実施する事業であることを示すためのシンボルマーク

を表示してください。具体的な利用方法についてはJANPIAが別途定める「シンボルマーク利用手引

き｣を必ずご参照ください｡ ※シンボルマークは現在策定作業中です（2020年7月10日現在） 
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（５） 事業完了報告・監査 

 実行団体は、助成事業終了日から２週間以内に資金分配団体に事業完了報告書を提出するも

のとします。 

 資金分配団体は、事業の適正を期するため、資金提供契約に基づき助成事業の完了の日の属

する事業年度の終了後５年を経過するまでの間は、報告の聴取、立入検査または監査を行う

ことがあります。この検査等にJANPIAが立ち会う場合があります｡ 

 同期間内においては、会計帳簿その他本事業に関係する書類データは保管してください。 

 上記①、及び②に関して、必要に応じ外部の専門家による第三者監査を行います。 

 

 実行団体に対する監督について 

実行団体に対する監督については以下について留意するものとし、資金提供契約書にて取り扱いを明

記します。 

 

（１） 監督 

休眠預金等に係る資金が公正に活用され､事業が適正に執行されるよう監督するために必要な事

項について､選定された実行団体との間で締結する資金提供契約に定めます ｡不正が生じた場

合、実行団体は､不正の原因究明､関係者に対する厳格な処分､再発防止策の策定及びその内容の

公表を行うこととされています｡ また、資金分配団体またはJANPIAが不正行為等をWEBサイト

上で広く一般に公表すること及び当該不正行為等の関係者について刑事告発等の必要な策を講じ

ることがあります。 

 

（２） 情報公開の徹底 
本事業に関する情報公開については、以下の通りとします。 

 

【公募に関する情報公開】 

 資金分配団体は、公募終了時に実行団体の公募に申請した団体の情報（団体名・所在地・事

業名・事業概要）を、資金分配団体の Web サイト上で公表するものとします。 

 資金分配団体は、選定した実行団体の名称、申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理

由、選定された各実行団体に対する助成の総額及び内訳並びにその算定根拠を、資金分配団

体の Webサイト上で広く一般に公表するものとします。但し、公表にあたっては、当該実行

団体の正当な権利又は利益を損わないように配慮します。 

 JANPIAではJANPIAのWEBサイト上に資金分配団体のWEBサイトへのリンクを設定するな

ど、各資金分配団体の実行団体の公募の進捗について一般に公表します。また資金分配団体

との協議の上、公募に関する情報を、JANPIAの事業報告書・WEBサイトその他の媒体により

広く一般に公開できるものとします。 

 

【事業に関する情報公開】 

 実行団体は、人件費の水準、 ガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程を自団体の

WEBサイトで一般に公表します。 



  
 

15 

 

 実行団体は、事業の実施に伴い必要となる各種計画及び進捗等の報告について、助成システ

ムへの入力及び登録を通じて行うことを原則とし、登録された情報のうち公開情報として登

録された情報について、資金分配団体およびJANPIAは広く一般に公開できるものとします。 

 これらの事業の情報に関してJANPIAは、資金分配団体および実行団体と協議の上、JANPIAの

事業報告書・WEBサイトその他の媒体により広く一般に公開できるものとします。 

 

【情報公開に関する監督】 

上記の情報公開に関する事項を実行するための措置として、当該事項について資金分配団体と実行団

体との間で締結される資金提供契約に記載します。 

 

（３） 助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行 

資金分配団体は、資金提供契約に基づき実行団体における助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行

を確保するため必要があると認めるときは、実行団体に対し、以下の措置を講ずることとします。 

 

 実行団体における助成金を活用した事業または当該事業に関する財産の状況に関し、報告ま

たは資料の提出を求めること 

 資金分配団体の職員に実行団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、助成金

を活用した事業若しくは当該事業に関する財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類その

他の物件を検査させること 

 

なお、資金分配団体は、上記の措置のほか、資金提供契約に基づき資金分配団体が実行団体を選定す

る際に確認した当該実行団体における事業の公正かつ的確な遂行を担保するために必要な体制等の 

整備等の履行を担保するために必要な措置と、その他助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行を確

保するために必要な措置を講ずることができます。 

 

JANPIA は、資金分配団体が実行団体を監督するにあたり必要な事項が、資金分配団体が実行団体を 

選定する際に作成する公募要領や、資金分配団体と実行団体の間で締結される資金提供契約に明記さ

れること、当該資金提供契約において、実行団体が資金分配団体の承認を得ることなく費用間流用が 

可能となる範囲について定められていることを確認するものとします。 

 

 外部監査の実施 

決算について、外部監査が可能であれば受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費について

は、管理的経費に含めることができます。資金分配団体が必要と認める場合には、資金分配団体が助

成事業に係る証憑を監査することがあります。 

 

 助成金の目的外使用の禁止 

実行団体は、資金分配団体から受けた助成金を資金提供契約において定める用途以外の用途に使用する

ことを禁じられています。ただし、資金提供契約において費用間流用について定めた場合には、当該定め

に基づく費用間流用を行うことができます。 
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 選定の取消し等 

（１）資金分配団体は、実行団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その選定の取り消し、

または期間を定めて実行団体における助成金を活用した事業の全部若しくは一部の停止を求めるこ

とができます。 

a. 助成事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき 

b. 法、民間公益活動促進業務規程若しくは同規程に基づく処分または資金提供契約に違反したとき 

c. 上記に掲げる事由のほか、助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行が困難と認められるとき 

 

（２） 実行団体は、上記の規定に基づき事業の全部または一部の停止を求められたときは、その求

めに応じて事業の全部または一部を停止しなければなりません。 

 

（３） （１）の規定に基づき選定を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない団体は、資

金分配団体又は実行団体の選定に申請することができません。 

 

（４）（１）～（３） について、資金提供契約に定めます。資金分配団体は、実行団体が次の各号

のいずれかに該当するときは、その選定の取り消し、または期間を定めて資金分配団体における助成金

を活用した事業の全部若しくは一部の停止を求めることができます。 

 

 助成金の返還 

（１） 資金分配団体は、以下に該当する助成金がある場合は、期限を定めてその返還を実行団体に

求めることができます。 

 実行団体からの助成金の辞退に伴い助成金の交付決定を取り消した場合において既に実行団

体が交付を受けている助成金 

 実行団体の選定を取り消された場合または助成事業の全部若しくは一部を停止された場合に

おいて取消しまたは停止に係る部分について既に実行団体が交付を受けている助成金 

 

（２）就労支援対象者の雇用費不正受給などの事態が起きた場合、当該分の助成金の減額もしくは、

助成金の返金を要請される場合があります。 

 

（３）資金分配団体は助成金の返還債務の確実な履行のための措置を講じます。 

 

（４）（１）～（３） について、資金提供契約に定めることとします。 
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 資金分配団体について 

資金分配団体は一般財団法人リープ共創基金と認定特定非営利活動法人の育て上げネットのコン

ソーシアム形式による共同運営を行っています。本コンソーシアムは広く若者支援団体と協働

し、緊急時の雇用のセーフティーネットの拡充と地域課題の解決に資する効果的な緊急支援の提

供を目指しています。また、世界的に天災や金融危機の連鎖による雇用の変動やセーフティーネ

ットの破綻の傾向は増しつつあり、それに対する、柔軟な緊急支援の提供が可能なスキームの構

築を目的としています。 

 

一般財団法人 リープ共創基金（幹事団体） 

【組織概要】 

東日本大震災の復興支援を前身とし、2015年に設立。非営利組織および社会的企業の支援及び

資金提供者となる篤志家と社会起業家の⾧期的な関係性のための基金を組成 

【主な実績】 

これまで約1億円の資金を仲介し、14の団体に対し1200万円規模の助成金の提供を行ってきた。

資金支援のみならず、同規模の金額をNPOや社会的企業に対する経営支援に充当してきた。ま

た、財団内に篤志家から委託を受けた4900万円の基金を管理しており、そこから約700万円の助

成原資（本事業とは別目的）を確保している。東日本大震災において、9団体の支援先を支援

し、51のパートナーシップ構築。その結果として、198名の雇用創出、13,785名の受益者の生活

の再建に寄与。また、9団体の平均で前年比61%の平均成⾧率（受益者数ベース）を達成した。 

 

認定特定非営利活動法人 育て上げネット 

【組織概要】 

認定NPO法人育て上げネットは、すべての若者が社会参加を獲得し、「働く」と「働き続ける」

を実現できる社会を目指しています。ミッションに「若者と社会をつなぐ」を掲げ、2004年5月

から活動。 

【主な実績】 

マイクロソフトやリクルートなどの支援、また、厚生労働省の委託事業などを通じて全国の若者

支援のネットワークを構築し、また、その事業の受け皿としての機能を果たし、各地域の若者支

援団体との協働を手掛けてきた。年間約1,500名から2,000名の若者に対し就労支援を提供。ひき

こもり状態の若者や継続就労が難しい若者、少年院などから出院した若者など幅広い若者に就労

支援の機会を提供し、北海道から沖縄まで、若者支援を行うNPO等とのネットワークを保持。 

 

 問い合わせ先 

資金分配団体 新型コロナウイルスの影響により仕事を失った若者支援のためのコンソーシアム 

担当：梅原、加藤 

Email：cfw2020@reep.jp 
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（別添１） 

 

コンソーシアムでの申請について 

 

 

1) コンソーシアムを構成する団体（構成団体）から幹事団体を選び、申請は幹事団体が行います。 

 

2) 申請にあたり、構成団体間で合意された各構成団体の役割、意思決定機関としての運営委員会の設

置、コンプライアンス責任者の設置、内部通報窓口の設置（JANPIA の内部通報窓口が利用可能で

す）、連帯責任内容、並びに運営規則等が明記された「コンソーシアム協定書（案）」を提出していた

だきます。同時に、採択された場合は資金提供契約締結までの間にコンソーシアム協定書を締結する

旨の誓約書を提出していただきます。 

 

3) 「コンソーシアム協定書（案）」については、書式を JANPIA WEB サイトからダウンロードしてく

ださい。作成の際に「コンソーシアム協定書作成における留意点」を参考にしてください。 

 

4) 当該協定書の副本は参考資料として JANPIA との資金提供契約の締結時に JANPIA に提出していた

だきます。 

 

5) 申請書類については、幹事団体は 5（３）に記載されている資料に加えて、以下の書類をご提出く

ださい。 

 

● コンソーシアム協定書（案） 

（注）参考書類として提出していただきます。情報公開の対象ではありません。 

 

● コンソーシアムに関する誓約書（登録印の押印が必要） 

（注）別紙 1. 欠格事由に関する誓約書、別紙 2. 業務に関する確認書、別紙 3. 情報公開同意書を

含む 

 

また、幹事団体以外の各構成団体についても幹事団体と同様、以下の書類を用意し、幹事団体が

構成団体ごとに zip ファイルで取りまとめたうえでご提出ください。 

 

● 規程類確認書 

 

● 役員名簿 

（注）JANPIAの書式（様式6厳守）を使ってください。 


