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国際援助交付金プログラムとは何でしょう?

国際援助交付金（IAG）プログラムによって、先進国のライオンズクラブと開発途上地域のライオンズクラ
ブがプロジェクトに協力して取り組み、支援を必要とする地域に変化をもたらすことができます。IAG は支
援を必要とする人々に直接かつ速やかな支援を実施する協力プロジェクトに資金を提供します。また、こ
のプログラムは視力障害者や障害者のためのプロジェクトも支援します。  

IAG プロジェクトの主な要素：
• 国際交流を通じた重要な人道的ニーズへの対応
• 異なる国の少なくとも2 つのライオンズクラブまたは地区の参加
• 多くの人々または特に支援を必要とする人々への長期的な支援
• ライオンズの活動であることが明確にされるプロジェクトであること
• ライオンズまたはその他の資金によってプロジェクト費用の少なくとも 50 パーセントが調達されること
• 交付金額は 5,000ドルから 30,000ドル。

IAG プロジェクトとはどのようなものでしょう?

東欧、アフリカ、南アジア、ラテンアメリカをはじめとする開発途上国の多数の地域社会に対するライオ
ンズの支援である限り、IAG プロジェクトの対象範囲は限定されません。次の領域がこのプロジェクトに
該当します。

•水および衛生管理プロジェクト - 水が不足している国での井戸掘削、トイレ/衛生システムの構築
•医療サービスの強化 - 視力保護、村の医療スタッフの教育、必要機材を備えた医療センターの提供、

人工透析機器などの必要とされる医療サービスの開始
•地方開発 - 農業および食料生産教育、雇用を創出する経済開発
•教育および識字 - 低所得地域の学校への本やコンピュータの提供、教師への研修、識字キャンペーン、

職業訓練
•障害者支援 - 医療サービスが不足している地域でのリハビリサ

ービスの構築、義肢・車椅子バンクの創設、自立生活センター
の設立および改善

•環境保護 - 植林・森林再生、植生保護
•ライオンズ医療使節団および国際眼鏡リサイクル活動の支援

IAGプロジェクトの例: 

•ホルト・ライオンズクラブ （地
区 11-C2、米国ミシガン州）と
ライオンズクラブ・ヴァルミ
エラ（地区 127）によるヴァ
ルミエラおよびラトビアでの
4日間の視力検査共同実施に
より、1,500 人が視力検査を
受け、800 個以上の眼鏡が提
供されました。

•地区 334-E（日本）のライオ
ンズは毎年歯科使節団をフィ
リピンに派遣し、毎回平均
1000 人に口腔検査、抜歯、ク
リーニング、虫歯治療、口腔
衛生教育を実施しています。 

•ライオンズクラブ・ローマサ
ンタンジェロ城（地区108-L、
イタリア）はアフリカ、ベニ
ンの村に井戸、トイレ2カ所
を提供するとともに 300 人以
上に基本衛生教育を行いまし
た。このプロジェクトは地元
のライオンズクラブ・コトノ
ー・レ・パルミエとライオン
ズクラブ・コトノー・ドーフ
ィン（地区 403-A2）との協
力により実施されました。

•ライオンズクラブ・ミハス（地
区 116-B、スペイン）は、ラ
イオンズクラブ・ミラフロー
レス・セントロ（地区 S-1、ボ
リビア）との協力によりボリ
ビアの低所得地域の 2 つの学
校に消耗品や備品を提供し、
このうち1 校で地元の女性へ
の裁縫や織物の職業訓練プロ
グラムが開始されました。

LCIF国際援助交付金申請方法 

ライオンズクラブ国際財団

•借入金返済、積立金、基金創設を目的とし
た交付金申請

•物資輸送目的のみに資金が必要なプロジェ
クト

•先進国で実施されるプロジェクト

・プロジェクトにおけるライオンズの貢献が明確
ではない、あるいはライオンズが主体的に参加
していないプロジェクト

•既存のプログラムや組織の人件費や一般運営費
としての利用

•社会資本の建設プロジェクト
•政府やその他機関からの資金の方が適している

状況

IAG 申請資格がないプロジェクトまたは活動：



IAG 申請ステップ
ステップ 1: はじめに
IAG プロジェクトには、資金調達やその他の支援を行うサポート・ライオンズ地
区/クラブと、プロジェクト実施国でロジスティクスや監視を行うホスト・ライオ
ンズ地区 /クラブの共同参加が必要です。プロジェクトのアイデアはライオンズク
ラ ブ ま た は 地 区 の ど ち ら か が 提 示 す る こ と が で き ま す。 ラ イ オ ン ズ は
www.lionsclubs.org のクラブ検索ツールを活用して、都市別、国別、地区別にパ
ートナーとなるクラブを見つけることができます。 

ライオンズは IAG 申請書の作成や実施に関して、優れた技術支援やノウハウを提
供可能な NGO や他の機関と協力することができます。ただし、このような協力
関係でのプロジェクトの場合は、ライオンズが主体的に参加することと、ライオ
ンズの貢献が明確に認識されるような計画である必要があります。 

ステップ 2: 地区またはクラブのサポート
すべての申請に、クラブ会長や地区ガバナーの承認が必要です。サポート・クラブには LCIF 交付金申請とマッチさせる資金調達の責
任がありますが、ホスト・クラブも同様に資金に対する貢献を行うことが望まれます。交付金申請時に地域での資金をすべて回収する
必要はありませんが、LCIF は必要資金がすべて調達されるまで交付金を支出しません。予算には、資金提供者からの資金が回収済、
誓約、期待なのかを記載することができます。地域のマッチング資金は金銭とします。物資の提供は地域のマッチング資金とは見なさ
れません。 

ステップ 3: 申請書を提出して審議を受ける
スポンサー・ライオンズは、スポンサー・ライオンズクラブ会長および地区ガバナーの署名がされた不備のない IAG 申請書を LCIF に
提出する責任があります。申請書には、プロジェクトの名称、申請する交付金額、支援するおおよその人数を記載します。プロジェク
ト計画では、支援が必要な問題、スポンサー・ライオンズとホスト・ライオンズの具体的な役割、プロジェクトのスケジュールを簡単
に記述します。申請書には、ホスト・ライオンズクラブ会長および地区ガバナーの署名も必要です。申請書には、ホスト・ライオンズ
クラブの役割を明確に記述しなければなりません。

交付金申請書は、最初に LCIF 人道的プログラム援助金交付課で審査されます。追加情報や修正が必要な場合は申請者に連絡されます。
申請段階が完了したら、申請書は要約され承認プロセスへ進みます。交付金申請書は申請額に応じて2つの方法で審議されます。

LCIF 内部委員会
申請が 5,000ドルから10,000ドルの場合、申請は LCIF 理事長を委員長とする LCIF 内部委員会で審議されます。申請は年間を通じ
て提出することができますが、プロジェクト開始日の遅くとも8 週間前までに提出します。 

LCIF 理事会
10,000ドルから 30,000ドルの申請は、年 3 回開催
されるLCIF 理事会会議で審議されます。申請書は、
審議を希望するLCIF 理事会会議開催の遅くとも90
日前までに提出しなければなりません。今後の理事
会会議日程は、LCIF にお問い合わせください。

ライオンズには、締切日の前に余裕を持ってプロジェ
クト申請書を提出することが推奨されます。申請書の
到着が遅れると、審議を希望する理事会会議での
審議に間に合わない場合があります。申請要件およ
び締切日の詳細は、「IAG の申請」をご覧ください。

IAG プログラムの追加情報は、国際本部 LCIF人道
的プログラム課にお問い合わせください。 

Lions Clubs International Foundation 
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

電話：(630) 203-3819
FAX：(630) 571-5735
電子メール：lcif@lionsclubs.org
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国際援助交付金予算サンプル
（収入額は費用額と一致していなければなりません）

収入
スポンサー・ライオン
ズクラブまたは地区 US$60,000
（回収済）
使節団メンバー 5,000
（回収済および誓約）
ホスト・ライオンズク
ラブまたは地区 500
（回収済） 
地域寄付 2,500

(期待)
第三者組織 1,000

（回収済）
LCIF 10,000

US$25,000

費用 
使節団航空券代 US$5,000

医療消耗品 2,500 
（品目内訳を添付）

各種機材 17,500
(見積書添付) 

US$25,000


