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 公募要旨 

応募資格 法人格を持ち、申請事業に関連する実績を持つ団体 

（株式会社の場合、定款上に本助成事業と関連する目的、事業内容が記載

されていること） 

対象事業  

 

雇用機会を奪われ、収入が減少した若者を中心にコロナ禍で経済的被害を

受けた若者を雇用し、新たな就労および就労支援のあり方を提案する事業 

①若者の雇用を通じて地域課題の解決に資する事業 

②若者に対して新たな就労のあり方を実現する事業 

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、実行団体による雇用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や経済的被害を文書で証明する必要があります 

助成金額 助成総額 約1億7,000万円 

1団体当たり 最大3,000万円 

※二期目の公募を実施する予定 

助成契約の形態 本事業は実行団体が提案する事業に対して、資金提供を行うものです 

資金計画に基づいた資金の管理が必要ですが、受益者に対する貢献を前提

とした実行団体の創意工夫や積極的な判断を前提としています 

助成金の使途 若者の雇用関連費用（助成額の40％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 

※雇用関連費用に法定福利費、保険料、通勤手当を含む 

助成期間 採択時より最長1年（2023年2月までに終了） 

採択予定団体数 全国12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 

伴走支援に関して 資金分配団体を通じて、資金以外に事業戦略と組織開発の支援を受けるこ

とができます。資金分配団体とは月1回程度の打ち合わせがあり、必須参

加の研修があります 

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、就労支

援対象者にアンケートを行う必要があります 



Cash for work 2021 

 

2  

 

 公募要旨 ....................................................................................................................................... 1 

 公募スケジュール ........................................................................................................................ 3 

 助成趣旨 ....................................................................................................................................... 4 

 休眠預金等活用事業全体における新型コロナウイルス対応支援助成の趣旨 ........................ 5 

 助成対象事業 ............................................................................................................................... 6 

（１） 助成区分 ............................................................................................................................... 6 

（２） 助成期間・対象地域 ............................................................................................................ 7 

（３） 対象事業の要件 .................................................................................................................... 7 

（４） 助成対象事業の例（2020年度採択団体事例から抜粋。一覧は公募サイト上に記載） . 8 

 選考基準について ........................................................................................................................ 9 

（１） 選定方法 ............................................................................................................................... 9 

（２） 選定基準 ............................................................................................................................... 9 

 申請の適格要件 ......................................................................................................................... 10 

 就労支援対象者と収入減少の証明書類の提出 ........................................................................ 11 

 予算計上および会計処理について ........................................................................................... 12 

 事業の契約と事業の評価について ........................................................................................... 13 

（１） 資金提供契約書の締結と事業の実施 ............................................................................... 13 

（２） 事業の評価 ......................................................................................................................... 13 

（３） シンボルマークの表示 ...................................................................................................... 13 

（４） 事業完了報告・監査 .......................................................................................................... 14 

 実行団体に対する監督と監査の実施 ....................................................................................... 15 

（１） 監督 ..................................................................................................................................... 15 

（２） 情報公開の徹底 .................................................................................................................. 15 

（３） 助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行 .................................................................... 16 

（４） 外部監査の実施 .................................................................................................................. 16 

 助成金の目的外使用の禁止、選定の取消し、助成金の返還など ......................................... 17 

 助成金の返還 ............................................................................................................................. 18 

 伴走支援と資金分配団体の体制について ............................................................................... 19 

 資金分配団体について .............................................................................................................. 20 

 申請の手続きと問い合わせ先................................................................................................... 21 

コンソーシアムでの申請について....................................................................................................... 22 

 

  



Cash for work 2021 

 

3  

 

 公募スケジュール  

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

 

第一期公募期間 8月24日(火)～10月22日(金)17時まで 

説明会 
9月17日(金) 13:00-15:00 

9月22日(水) 19:30-21:30 

個別相談期間 

説明会終了以降、書類提出期限まで 

※当助成プログラムが団体の長期戦略にフィットし

ているか相談することができます 

書類選考フォームオープン 
8月24日(火) 

※書類選考からも応募頂けます 

書類提出期限 10月22日(金) 17時まで 

書類選考結果通知 10月26日(火) 

最終選考（プレゼンテーション） 

11月15日(月) 9:00～12:00 

11月16日(火) 9:00～12:00 

※必ず日程を確保ください。 

最終選考結果通知 11月19日(金) 

契約ガイダンス 
11月22日(月) 13:00～16:00 

※必ず日程を確保ください。 

資金提供契約書の締結 

（実行団体と資金分配団体） 
12月中 

助成金の振込み 1月初旬目途 

中間報告 2022年5月 

最終報告 2023年1月 

第二期公募期間 計画中 

 

  

https://work.reep.jp/
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 助成趣旨 

本助成事業では「キャッシュフォーワーク手法」を用い、職を失った若者の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、地域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手法は緊急雇用プログラムの一種で「仮設仕事」の提供とも呼ばれてい

ます。具体的には、災害などで役割を失った被災者自身が復興に貢献するための役割を仕事として

提供し、被災した社会の復興と当事者の生活基盤の回復の両立を目指すという国際的に定評のある

手法です。本事業では、コロナ禍で収入が減少した若者を雇用する実行団体に助成を行います。 

 
 

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、2021年5月の統計では、失業者は前年同月比13万人増の211万に達し、16か月連続の増加とな

り、歴史的な就業環境の悪化に直面しています1。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1.09倍と、新型コロナウイルス感染拡大前（2020年1月）から0.42ポイント減

少と雇用の機会そのものが大幅に縮小しています2。 

また、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、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。 

我々は上記の状況の中で、コロナ禍の困難を新たな機会として捉え直し、コロナ後の新しい仕事の

創造を共に目指す団体を募集いたします。 

 

1 総務省統計局 労働力調査（基本集計） 2021 年（令和 3 年）5 月分結果 

2 厚生労働省 一般職業紹介状況（令和 3 年 5 月分） 

コロナ後の

新しい仕事

コロナ禍の地域

の課題

実行団体の培っ

てきた関係性と

支援能力

職を失った若者

の新しい役割
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 休眠預金等活用事業全体における新型コロナウイルス対応支援助成の趣旨 

本事業は休眠預金等活用事業の新型コロナウイルス対応支援助成〈2021年度募集〉の資金分配とし

ての指定を受け、実施するものです。新型コロナウイルス対応支援助成の趣旨については、下記をご

確認ください。 

 

新型コロナウイルス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、一般財団法人リープ共創基金（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。 

 

また、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 

  

https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html
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 助成対象事業 

雇用機会を奪われ、収入が減少した若者を中心にコロナ禍で経済的被害を受けた若者を雇用し、 

新たな就労および就労支援のあり方を提案する事業 

 

（１） 助成区分 

 

本助成では申請前に個別面談を推奨しています。各団体30分までの個別面談を合計3回までうける

ことができます。最新の情報は下記のウェブサイトとウェブサイト下部から申し込むことのできる

メールマガジンを通じてご確認ください。 

https://work.reep.jp/ 

実
行
団
体

リ
ー
プ
共
創
基
金

生
活
困
窮
下
の
若
者

受
入
団
体
／
地
域

助成契約／助成金 雇用契約／給与 職業訓練／
インターンシップ

日報 機会提供事業報告

収入減少の証明

付加価値のある

就労支援の提供

地域課題の解決への

貢献

助成区分 助成額 

【A】通常助成 

①若者の雇用を通じて地域課題の解決に資する事業、②新たな就労のあり方を提

供する事業、③として、①、②の双方を満たすことを目標とする事業を募集しま

す。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。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。 

2000万円まで 

6団体程度 

【B】多地域展開助成 

上記【A】通常事業の記載内容を多地域にて展開する事業。特に女性・農業・リ

モートワークなどのコロナ禍における共通の課題や20年度助成において採択され

た団体の活動が展開されていない地域において、各地域の団体と連携を図りノウ

ハウを共有しながら地域課題の解決と新たな就労のあり方を実現することを期待

します。（昨年度は、日本海側、西日本、九州南部、沖縄などにおける事業提案

が不足していました。） 

3000万円まで 

2団体程度 

【C】基盤強化助成 

上記【A】通常事業の記載内容について事業アイデアがあるが、その実現のため

には規模や経験・体制などに課題がありサポートを必要とする団体を対象としま

す。本事業を通して事業成長を狙う団体の応募を期待します。 

1000万円まで 

4団体程度 
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（２） 助成期間・対象地域 

⚫ 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、最長1年と

します 

⚫ 対象となる活動地域は全国です 

 

（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

年間までとします。 

⚫ 実行団体から就労支援対象者の賃金は事業実施地域の最低賃金を目安とします。賃金の設定

金額は各地域の最低賃金を基準とし、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。雇用日数や時間数は各団体の就労支援プログラムに応じて設定ください。 

⚫ 実行団体の調達する資金や自己資金を用いて、最低賃金以上の報酬を設定することは可能で

す。 

⚫ 就労支援対象者を雇用ではなく業務委託とすることは実施事業のスキームに応じて可能で

す。事前に資金分配団体とご相談ください。ただし、業務委託によって就労支援対象者の生

活基盤が侵されたり、実行団体が負うべきリスクを就労支援対象者に押しつけるような契約

形態は認められません。 

⚫ 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。

ただし、段階的な就労の実現を妨げることを意図したものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労支援対象者の雇用時間は実行団体の提供する就労支援プログラムの性質に応じて、変更するこ

とができます。また、就労支援対象者との業務委託契約を締結することも可能ですが、保険加入な

どを通じて、就労支援対象者の安全が保証されている必要があります。 
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（４） 助成対象事業の例（2020年度採択団体事例から抜粋。一覧は公募サイト上に記載） 

⚫ 飲食やイベントなどコロナの影響を強く受けている業界で働く若者は、非正規雇用が多

く、かつ業界として雇用機会が減っていて転職も容易でない。そこで、デリバリーやEC

サイト運営を中心とした就労実習を提供し、今後ニーズの高まる業界での新たなキャリア

形成に向けた支援を行う。 

⚫ 全国の生活や学業に影響を受けている大学生、仕事が激減している休業者やフリーランス

の若者を対象に、地域課題解決に寄与する事業者（地場産業やNPO等）にてリモートワー

クを活用したプロジェクト型の業務機会を提供する。Withコロナ時代の働き方を若者も事

業者も実践することで、事業モデル化を目指す。  

⚫ コロナ禍で失業や収入が減った若者を対象に、農作業及び農村・農業の人手不足解消を目

指した就労支援を行う。地域農家・農業法人に出向し、農作業を中心にしながら、経営・

営業・販売や地域とつながりを活かした多様な仕事機会を提供し、農業に限らない様々な

仕事へ就職を支援する。 

⚫ 若年シングルマザーの適性に合わせたケアを行いながら、①起業・就労支援のノウハウ提

供、②デジタルスキル習得トレーニングやOJTの場の提供、③習得スキルを活かした実践

機会の提供、④シングルマザー特化の人材マッチングプラットフォームの提供、⑤雇用受

入れ企業に対するフォローの提供を行う。各ステップにおいて、支援実績や知見のある提

携企業・団体との協働でプログラム開発と品質確保を行う。 

⚫ 新型コロナウイルスの影響を受け困窮している在留外国人へのキャリア・就労支援を行う

とともに、企業の外国人受け入れ態勢の整備や地域住民の理解などが進み、在留外国人の

就労支援スキームが構築され、在留外国人をサポートする受け入れ企業や行政、地域ボラ

ンティア等により本事業が自発的に継続して展開される状態を目指す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度の申請においては、キャリア教育を目的とするものや、単純な求人のマッチングを主に

する提案も散見されましたが、雇用型の就労支援という本助成の趣旨と一致せず、他の助成金など

への応募を推奨させて頂きました。詳しくは、個別相談にて問い合わせください。 
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 選考基準について  

（１） 選定方法 

資金分配団体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、資金分配団体が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。 

 

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 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

上記に加え、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。また、2020年度事業で採択された団体に対しては、前年度事業における成果や学びに基づい

た提案を評価します。 
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 申請の適格要件 

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。） 

⚫ 2020年度採択の実行団体も申請可能です。 

⚫ 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 

⚫ 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、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。 

 

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 

⚫ 個人や事業者等に対する現金の給付および投融資を内容とする事業 

⚫ 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

主な財源とする事業 

⚫ 実行団体が行う貸付けや出資 

⚫ 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 

⚫ 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 

⚫ 特定の公職の候補者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、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 

⚫ 暴力団又はその構成員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 

⚫ 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 

⚫ 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 

 

規定類などの整備は団体の規模や創業年数に応じて緩和しています。詳しくは、説明会や個別面談

の際にお問い合わせください。 
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 就労支援対象者と収入減少の証明書類の提出 

本助成は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雇用する事業を対象とします。収入減少の最低限の目安とし

て、対前月比で３割程度の収入減少としますが、ただし、生活困窮の度合い（衣食住の確保などの状

況や家族からの支援の有無）を優先して就労支援対象者を選定してください。実行団体が提供する就

労支援プログラムとの相性も勘案した上で実行団体が就労支援対象者を決定することができます。 

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、ハローワークなどとの連

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。 

 

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、資金分配団体の要求に応じて、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 

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 

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）外国人などの在留資格の証明 

在留資格の証明 

在留カード、特別永住者証明書等 

 

 

 

 

 

上記の書類証明が困難な場合は理由書で代替することができます。理由書では生活困窮の状況や緊

急の介入の必要性などをご説明頂きます。ただし、不正受給などの事態が起きた場合、当該分の助

成金の返金を要請される場合があることにご留意ください。 
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 予算計上および会計処理について 

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関連費用の助成額に対する比率は、助成額の40％以上とします。 

⚫ 雇用費用には法定福利費や保険料、通勤手当を含むことができます。 

⚫ 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。 

⚫ 資金計画提出後でも各経費の範囲内であれば、それぞれの経費の流用元科目の最大 20％を

異なる科目に充当することができます。 

⚫ 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。 

⚫ 助成金の精算については別途「雇用と精算の手引き」にて詳細を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金の執行は資金計画書に計上された費目を基準とし、利用されなかった資金は返金する必要が

あります。ただし、科目間流用は計上額の20％まで実行団体の判断で流用が可能です。人件費への

流入および計上額の20%を超える流用を行う場合は資金分配団体の承認が必要となります。 
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 事業の契約と事業の評価について 

（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。 

⚫ 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、専用口座の開設と資金の区分経理

が必要です。 

⚫ 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する必要があり

ます。 

⚫ 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。 

⚫ 資金分配団体は上記に基づき、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。 

 

（２） 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、就労支援対象者に対し、

共通のアンケートを行う必要があります。 

⚫ 評価の詳細については、事業採択後に資金分配団体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 

 

（３） 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｡  

 

 

 

 

本公募要領の表紙およびページ下部に掲載されているシンボルマークを実行団体の採択事業におけ

る広報物に掲載する必要があります。これは、国民の財産を民間公益活動を通じて国民に還元する

という休眠預金等活用事業の趣旨に基づき、広く国民に周知するための方策です。 

  

https://www.janpia.or.jp/koubo/2020/download/corona/koubo_corona_summary02.pdf
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（４） 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うことが

あります。 
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 実行団体に対する監督と監査の実施 

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な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。 

⚫ 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。 
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【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。 

 

（４） 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。 
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 助成金の目的外使用の禁止、選定の取消し、助成金の返還など 

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科目間流用について定めた場合には、

当該定めに基づく科目間流用を行うことができます。 

 

（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。 
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 助成金の返還 

（1）資金提供契約に基づき、提供された資金のうち、事業内で使用することがなかった資金。 

 

（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、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 
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 伴走支援と資金分配団体の体制について 

本事業では実行団体間の学び合いや連携を期待しており、最大3ヶ月に1回程度の相互のメンタリン

グの機会を設けるようにしています。その環境整備を目的に実行団体の事業計画を相互に共有しま

す。 

伴走支援に関しては、実行団体と課題認識を合意の上、月1回程度の定例の打ち合わせを通じて、

共に経営課題の解決と事業の成長に必要なリソースの調達を行います。助成対象事業が円滑に行われ

ていることを前提に、助成対象事業だけではなく、実行団体の運営およびミッションの実現のための

相談を行うことができます。 

本助成事業における契約事務および会計処理、資金使途の判断は資金分配団体の事務局が統括して

おり（主に資金計画に携わる事項）、実行団体の事業計画に対する判断は各団体を担当する伴走支援

担当者が判断を担っています（主に事業計画の携わる事項）。 

 

参考）リープ共創基金の経営支援の基本プロセス 

 典型的な状況 頻出する課題 提供する支援 財団の強み 

社会的

成果 

リソースの

調達 

⚫ 社会起業家の

活動の認知の

不足 

⚫ 寄付市場の規

模の限界 

⚫ 経営支援や人

的支援の不足 

 

⚫ 行政セクター

やビジネスセ

クターとの本

格的な連携 

⚫ 社会的成果の

評価や可視化 

⚫ 企業経営者と

のビジネスマ

ッチング 

⚫ 助成プログラ

ムとのマッチ

ング 

⚫ 段階的な社会

的評価の導入 

⚫ プロフェッシ

ョナルや経営

者、他財団と

のネットワー

ク 

⚫ ベンチャー投

資や基金運用

の経験値 

効率性と拡

大可能性 

⚫ 業務効率の限

界 

⚫ 人材の不足 

 

⚫ 戦略の不在 

⚫ 幹部候補の育

成 

 

⚫ 利益方程式 

⚫ 組織開発と能

力開発の体制

づくり 

⚫ 業界構造分析 

⚫ 営利、非営利

の双方での経

営支援の実績 

⚫ 成長期に合わ

せた支援メニ

ューの最適化 

持続可能性 

⚫ 長期計画や事

業継承計画の

不在 

 

⚫ リスクマネジ

メント 

⚫ 業務のモニタ

リング体制 

 

⚫ ガバナンスの

整備 

⚫ 理事会の構築 

⚫ BCPの策定 

 

⚫ 数十社の

NPO・ベンチ

ャー企業の変

革の支援経験 

⚫ 金融機能を持

つ財団として

のリスクマネ

ジメントの経

験値 
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 資金分配団体について 

一般財団法人リープ共創基金は東日本大震災の復興を機に活動を始め、2015年に93名の市民の出

資により立ち上げられた財団法人です。これまで約5億円の資金を仲介し、26名の社会起業家に対す

る資金提供を行ってきました。 

経営戦略から組織開発における経営レベルの支援をワンストップで提供しており、経営者との関係

性を基盤に弁護士や会計士などの専門人材から経営陣の成長を支えるメンターや理事候補とのマッチ

ングを行っています。これまで助成先団体の経営課題の解決につながる約24件のパートナーシップを

構築してきました。 

 

名称 一般財団法人リープ共創基金 

ミッション もっとも困難な状況に置かれた人々に最高の支援を届けることのできる世界

をつくる 

代表者 加藤徹生 

住所 〒104-0031 

東京都中央区京橋一丁目１番５号 セントラルビル２階fabbit京橋 

主な実績 これまで、約5億円の資金を仲介し、26名の社会起業家に資金提供と経営支援

を提供してきました。 

評議員 桑原香苗 （心理士） 

西田尚弘 （外資金融出身） 

依田真美 （相模原大学准教授） 

理事 兒玉義徳（組織開発コンサルタント） 

三木貴穂 （上場企業CEO補佐） 

レイモンド・ウォング（外資金融出身） 

ロドリゲス奈美（米国公認会計士） 

監事 佐久間裕幸（公認会計士） 
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 申請の手続きと問い合わせ先 

（1）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。 

（2）申請に必要な書類 

⚫ （様式１） 助成申請書 （別紙含む） 

⚫ （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。） 

申請にあたっ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。 

 

問い合わせ先：一般財団法人リープ共創基金 

担当：兒玉 

Email：yoshinori.kodama@reep.jp 

  

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。 

https://work.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。 


