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LCIF マイクロエンタープライズ開発パイロット・プログラムマイクロエンタープライズ開発パイロット・プログラムマイクロエンタープライズ開発パイロット・プログラムマイクロエンタープライズ開発パイロット・プログラム 

序文および序文および序文および序文および LCIF が新たにマイクロエンタープライズを重視が新たにマイクロエンタープライズを重視が新たにマイクロエンタープライズを重視が新たにマイクロエンタープライズを重視する理由する理由する理由する理由 

LCIF の四大交付金プログラムは、ライオンズが視力保護・障害者援助・健康促進・青少

年奉仕の 4 つの分野で実施する影響力の高い実地参加型の奉仕事業に資金を提供する

ものです。四大交付金の狙いは、重大なニーズを満たす事業のためにより大きな額の

LCIF 交付金を充てるともに、社会で最も弱い立場にある人々を支援する LCIF の主要な

人道的取り組みに沿った新たな奉仕の機会を活かすことです。 

こうした弱い立場にある人々とは、貧困層、十分なサービスを受けていない人々、障害

者、生活の質を全体的に高める重要な資源を利用できない人々などです。貧しい暮らし

をしている人々は資源不足の影響を過度に受けており、現在の深刻な経済危機によって

貧困対策の緊急性は大きく高まっています。貧困削減戦略の目標が貧困に陥る人々の数

を減らし、低収入の個人や家庭が財政状態を改善できるよう支援することであるなら、

それは貧しい人々の多面的なニーズを考慮したものであるべきです。こうした人々の多

くは働いているにも関わらず、常に生計を立てることが難しい状況に置かれています。 

LCIF では、以下のような男女を支援し、その経済的福祉を高めるため、マイクロエンタマイクロエンタマイクロエンタマイクロエンタ

ープライズープライズープライズープライズが重要な手段・機会になるものと考えています。 

• 貧困レベル以下の生活を送っている、または低収入の労働者に分類される 

• 正規の職を争うにはスキルや教育が不足している 

• 小規模事業を始める十分な資金を持たず、財源（資産、担保など）や実務教育へ

のアクセスが限られている 

• 収入を得る独自の手段を確立し、財政状況を改善することを目指している 

• 小規模な新規事業を始めるための有望な才能やアイディアを持っている 

• 事業主としての責任を負う意欲、時間、活力を持っている 
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• 現在小規模事業を営んでおり、それを拡張して地域に新たな雇用を生み出そうと

している 

プログラムの目的と目標プログラムの目的と目標プログラムの目的と目標プログラムの目的と目標 

新たなマイクロエンタープライズ開発プログラム（MEDP）では、小規模事業主に起業

または事業の拡張に必要な運転資金、在庫品・用品・家具・備品・機器・設備等の購入

資金が提供されます。マイクロエンタープライズの例としては、露天商、大工、機械工、

裁縫師、宝石・工芸品の細工師、農場主などが挙げられます。マイクロエンタープライ

ズには多種多様な形があり、その規模もさまざまです。貧困層その他の弱い立場にある

人々が入手できる資源には大きな格差があるため、このプログラムの目的は起業を目指

すこうした人々のニーズに応えることに置かれます。優先的に考慮されるのは女性およ

び障害者です。 

ライオンズが小口融資業務を専門とする地元の非政府組織と提携し、互いの長所を総合

的に活かしていけば、最大多数の人々に小規模事業主になるという夢と結果的な自立・

経済的安定の双方を実現させることができるでしょう。それはライオンズにとって、障

害者と女性が事業主になる機会を拡大するだけでなく、マイクロエンタープライズに対

する認識を世界的に高め、貧困削減活動への取り組みを強化していく新しい刺激的な機

会となるはずです。 

 

パイロット・プログラムのスケジュールパイロット・プログラムのスケジュールパイロット・プログラムのスケジュールパイロット・プログラムのスケジュール 

このパイロット・プログラムは 2 年間にわたって予定され、その後活動と成果の評価

を受けて将来の計画が決定されます。 

 

交付金を申請できるのは？交付金を申請できるのは？交付金を申請できるのは？交付金を申請できるのは？ 

多くの利用者が関わるマイクロエンタープライズ事業は大規模な活動となる傾向があり、

個々の小規模事業の運営を長期にわたり戦略的に管理しなければなりません。事業の規

模と範囲を考慮し、交付金の申請は複合地区または地区レベルのライオンズから寄せら

れることになります。ライオンズ色が強く、複数のライオンズクラブが関与する交付金

申請が優先されます。 

交付金申請書の作成には、1）前進に向けて双方の準備が整っていること、2）地域社

会に対象となる利用者が存在すること、および 3）交付金申請資格のガイドラインに基
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づき事業計画を立てるための基本的要素が整っていることが、小口融資パートナーとラ

イオンズ複合地区/地区の協議により確認されて初めて着手すべきです。資金は申請を

行った複合地区/地区に直接交付され、そこから事業の実施に向けてパートナーに再交

付されます。 

申請書はライオンズと小口融資パートナーの双方が共同で作成し、申請を行うライオン

ズ複合地区/地区が LCIF に提出しなければなりません。 

 

プログラムの対象となる地域は？プログラムの対象となる地域は？プログラムの対象となる地域は？プログラムの対象となる地域は？ 

世界的に、発展途上国や後発国での貧困の広がりは先進国におけるレベルをはるかに凌

駕しています。このパイロット・プログラムは、発展途上にある国と地域のライオンズ

複合地区/地区に提供されますが、先住民人口の多い地域も考慮の対象となります。 

先進国の複合地区/地区は、発展途上国の地元ライオンズが事業に積極的に取り組むこ

とに同意した場合に、その国での事業を支援するために申請できます。この場合には、

申請を行うライオンズは地元ライオンズの参加を書面により証明しなければなりません。 

 

資金提供の対象となる事業の種類は？資金提供の対象となる事業の種類は？資金提供の対象となる事業の種類は？資金提供の対象となる事業の種類は？ 

以下を含めてさまざまな事業が資金提供の検討対象となりますが、これらに限定されま

せん。 

• 農場経営（穀物や家畜） 

• 露天商 

• 小売店経営 

• 食品の生産と販売 

• 工芸品の生産 

• 裁縫/仕立て 

• 大工/便利屋 

• 自動車修理業 

• 清掃業 

• コンピューター・コンサルティング 

• 輸送・引越し業 

• ペットの手入れ 

• 宅配業 
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• 美容師 

• 家庭教師 

 

 

 

利用者または融資の受け手として利用者または融資の受け手として利用者または融資の受け手として利用者または融資の受け手として資格を持つのは？資格を持つのは？資格を持つのは？資格を持つのは？ 

この取り組みでは、女性および障害者を対象とした小口融資活動に優先的に資金が提供

されますが、その他の弱い立場にある人々が考慮される場合もあります。利用者または

参加者候補は、小口融資組織が定める標準的条件をすべて満たしている必要があります。

利用者候補は、この同じ社会経済的カテゴリーに分類される人々が頻繁に訪れる社会福

祉機関、教会、雇用訓練プログラム、職業支援プログラム、その他の多種多様な場所か

ら選ばれます。 

 

資金提供の限度額資金提供の限度額資金提供の限度額資金提供の限度額 

交付金を申請する複合地区または地区は、事業予算の 25%に相当する資金を地元で調達

しなければなりません。交付金は事業の総予算の 75%まで申請できますが、$100,000

を超えないものとします。金額は最低$10,000、最高$100,000 です。LCIF からの交付金

は、事業のスケジュールに応じて段階的に拠出されます。 

 

小口融資パートナー小口融資パートナー小口融資パートナー小口融資パートナー/組織の条件は？組織の条件は？組織の条件は？組織の条件は？ 

提携する組織は、効果的な小口融資プログラムを提供してきた実績があり、地域社会か

ら信頼できる事業体として認められている必要があります。また、最低 5 年の営業歴

を持つべきです。申請を行うライオンズは、小口融資パートナーまたは組織の候補を綿

密に審査する責任を負います。 

 

パートパートパートパートナーおよび共同出資者としてのライオンズの責任は？ナーおよび共同出資者としてのライオンズの責任は？ナーおよび共同出資者としてのライオンズの責任は？ナーおよび共同出資者としてのライオンズの責任は？ 

この取り組みのパートナーとして、ライオンズの役割と責任には以下が含まれます。 

• 提携すべき適切な小口融資組織を調査および選定 
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• 必要な比率のマッチング資金を地元で調達 

• パートナーとの合意に基づき十分な数のライオンズをボランティアとして動員 

• 提携する組織が要請した場合には利用者候補の特定を支援 

• 正式にパートナーシップを締結し、事業の条件を遵守することを複合地区/地区

レベルで承認 

• ライオンズ複合地区/地区が事業の実施と提携する組織との関係構築に成功でき

るよう、そのための責任を負うパートナーシップ委員会を任命 

• 必要に応じ、提携事業の全段階を通じて提携する組織および利用者と緊密に協力 

• 提携する小口融資組織との間で、合意した互いの役割と責任および再投資の戦略

と実施計画をまとめた覚書を作成 

• 小口融資パートナーからの月例報告に基づき、LCIF に四半期報告と最新情報を提

供 

 

小口融資パートナーの責任は小口融資パートナーの責任は小口融資パートナーの責任は小口融資パートナーの責任は？？？？ 

地元のライオンズと提携した小口融資組織は、利用者への融資業務に通常伴うすべての

活動に責任を負うことになります。このパートナーは以下を求められます。 

• 利用者と事業を選定および評価、選定のプロセスにライオンズを歓迎し参加を奨

励 

• 事業の金融的側面を管理するための人員、研修、技術的専門知識を提供 

• パートナーであるライオンズに事業を紹介、説明、意欲を喚起 

• 小口融資のプロセスについてライオンズに知識を提供し、ボランティアとして参

加させる適切な機会を特定 

• 提携しているライオンズクラブ国際協会との継続的な連携に責任を負うパートナ

ーシップ・コーディネーターを任命 

• 合意した互いの役割と責任および再投資の戦略と実施計画をまとめたライオンズ

との覚書に署名 

• 提携事業の全段階を通じてパートナーであるライオンズと緊密に協力 

• LCIF に四半期報告を行うライオンズに月例報告と最新情報を提供 

提携する組織は利用者とともに、融資の対象となる活動、貸付金額、利子および手数料、

返済スケジュール、1 回分の返済額等を設定することになります。 

 

小規模事業主（小規模事業主（小規模事業主（小規模事業主（利用者利用者利用者利用者/参加者）の責任は？参加者）の責任は？参加者）の責任は？参加者）の責任は？ 
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• 小口融資組織との契約が準拠している規則および方針に従うことに同意 

• 契約の内容に従い貸付金返済の責任を負担 

• 小口融資組織が提供するさらなる研修や教育の機会に参加することに同意（金銭

に関する基礎的教育やメンタリング、事業および資産管理、その他） 

• ライオンズと LCIF による事業の PR を目的に、写真撮影/ビデオ撮影/インタビュ

ーを受けて証言することに同意 

 

事業実施計画の策定（計画・予算・交付金申請書の作成）事業実施計画の策定（計画・予算・交付金申請書の作成）事業実施計画の策定（計画・予算・交付金申請書の作成）事業実施計画の策定（計画・予算・交付金申請書の作成） 

パートナーが策定する事業実施計画には、マイクロエンタープライズ事業の成功に必要

とされる以下の重要な要素が含まれているべきです。 

• 実績があり信頼できる小口融資組織/パートナーの参加 

• ライオンズによる実地参加型の奉仕 

• 明確に定義された目的およびその達成に役立てられる目標と手段 

• 利用者/事業の選択方法、融資/返済計画、遵守および不遵守手続等を説明

した計画 

• LCIF の資金提供が奉仕の受益者数の増加に影響を及ぼすことの裏付け 

• LCIF の交付金が尽きてからも事業を持続させていくための計画 

• 実施、資金回収、報告の具体的なスケジュール 

 

返済される貸付金の再投資戦略返済される貸付金の再投資戦略返済される貸付金の再投資戦略返済される貸付金の再投資戦略 

貸付を受ける利用者は、小口融資パートナーとの契約書に定める返済条件への同意を求

められます。返済される貸付金については、小口融資組織がその回収と監視に責任を負

います。これらは個々に少額の金額ですが、まとめれば再投資に最適です。これらの資

金は、現地のパートナー（地元のライオンズと小口融資組織）による決定と合意、およ

び両者間の覚書の定めに従い、将来および継続中の小規模事業への再投資に向けて現地

で蓄えておくものとします。 

 

パイロット・プログラムの基準と申請条件パイロット・プログラムの基準と申請条件パイロット・プログラムの基準と申請条件パイロット・プログラムの基準と申請条件 

1. 交付金を利用できるのはライオンズの複合地区および地区であり、個々のクラブ

は申請できません。交付はライオンズ年度（7 月 1 日～6 月 30 日）につき 1 回

のみとなります。 



7777     

Microenterprise Pilot Grant Application. JA 

2. 交付金は、小規模事業主が起業または事業を拡張するための元手を必要としてい

る場合に、その事業に対する小口融資活動を支援するために利用できます。 

3. このプログラムの対象となる受益者は弱い立場にある人々で、女性および障害者

の事業が優先的に考慮されます。 

4. 申請できる交付金は事業予算の 75%までとなります。申請を行うライオンズは、

25%のマッチング資金を地元で調達する責任を負います。 

5. 申請できる交付金は最低 US$10,000、最高 US$100,000 です。交付金は事業のス

ケジュールに応じて段階的に拠出されます。 

6. 複合地区が申請書を提出する場合には、LCIF への提出に先立ち複合地区協議会の

承認が必要です。地区が申請書を提出する場合には、LCIF への提出に先立ち地区

キャビネットによる承認が必要です。交付金承認の時点で職にあった協議会議長

/地区ガバナーが、交付金管理責任者と見なされます。 

7. 事業または貸付契約の期間は、すべて最長 24 ヵ月（2 年間）を超えないものと

します。 

8. 交付金は、新たな小口融資組織/会社の設立、土地または不動産の購入、あるい

は小口融資組織の継続的な運営費の支払いには利用できません。 

9. 申請書は、予定されている理事会会議の少なくとも 60 日前までに LCIF に届いて

いる必要があります。これらの会議は通常 3 月/4 月、6 月、9 月/10 月に開かれ

ます。申請の正確な期限については LCIF までお問い合わせください。 

10. 不完全な申請書や広範な追加情報・さらなる説明を要する申請書の審査は延期さ

れ、次の理事会会議まで持ち越されます。 

11. ライオンズおよび/またはその家族は、LCIF の援助を受ける事業から、直接また

は職業上の恩恵を受けたり、独占的な利益を受けたりしてはなりません。 

12. LCIF および地元のライオンズは、利用者が所有する事業、担保物件、設備、また

は生産する物品に対して所有権その他の権利を持ちません。 

13. LCIF の承認に先立って開始された事業は資金提供の検討対象から除外されます。

LCIF では、払い戻しによる事業への資金提供は考慮しません。 

14. 2 年の期間内に事業が開始されない、または十分な進捗が見られない場合、LCIF

は交付金を取り消す権限を有します。交付金が取り消された場合、適切な証拠文

書をもって用途が証明できない支出金はすべて LCIF に返還するものとします。 

 

 

申請書に記入すべき申請書に記入すべき申請書に記入すべき申請書に記入すべき事項事項事項事項 
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この申請書を作成する前に交付基準をご確認ください。以下の事項がすべて記入されて

いない限り、申請書は LCIF 理事会による審査の対象となりません。記入した交付金申

請書およびすべての関連または必要書類は、LCIF 人道主義プログラム援助金交付課に送

付します。申請書は、予定されている理事会会議の 60 日前までに届いている必要があ

ります。 

1. 日付： 

2. 交付金申請者： 

• ライオンズ複合地区/地区 

• 提携する小口融資組織/会社 

3. LCIF に申請する交付金の金額（最低 US$10,000、最高 US$100,000） 

4. 総事業費： 

5. ライオンズが地元で調達するマッチング資金の金額： 

6. 以下に関する詳細を含めて、提携する組織/会社の背景情報を提供してください。 

• 組織または会社の存続年数、管理体制、業務分野および年間の運営

予算 

• 現在のポートフォリオ（現在の顧客数/管理されている貸付件数、

社会経済的地位等） 

• 融資の対象となる活動または事業の種類 

• 利用者に提供される支援、研修、その他の教育資源の種類 

• 利用者/事業の評価および選択プロセス 

• 支払いおよび回収手続 

• 監視および監督方法 

• 遵守および不遵守手続 

• 貸付金返済不履行時の利率と回収 

入手できる場合には、その組織の年次報告書、業務マニュアル、最近監査を受けた財務

諸表のコピーを申請書に添えてご提出ください。 

7. 融資の対象に選ばれた利用者および事業に関する情報： 

• 貸付を受ける利用者の人数 

• 利用者の氏名および事業の目的 

• 融資の対象となる活動および実施のスケジュール 

• 利子および手数料（該当する場合）を含めた貸付金額 

• 返済スケジュールと 1 回分の返済額 

• その他の関連情報 



9999     

Microenterprise Pilot Grant Application. JA 

8. 事業実施計画および戦略の詳細。事業のスケジュールと、明確に定義された目的

およびその達成に役立てられる目標と手段を示してください。 

9. この事業が女性/障害者および地域社会にどのように利益をもたらすかを説明し

てください。 

10. LCIF の交付金が尽きて以降、事業がどのように持続されるかを説明してください。 

11. 資金援助を提供する以外に、ライオンズが事業にどのように関与していくかを説

明してください。 

12. ライオンズと LCIF が支援する事業として認識させ、PR する方法を示してくださ

い。 

13. 下記のような表を使って、事業全体の予算の内訳を含めてください。 

• 使用される通貨と対 US ドル為替レートを記入してください。 

• 収入は支出と一致していなければなりません。 

• 予算の支出欄には実費を記入し、大きな金額についてはすべて内訳

を示してください。 

• 地元で調達するマッチング資金は現金でなければなりません。事業

への労力奉仕や現物の供与は歓迎されますが、このような支援はマ

ッチング資金 25%の条件を満たすための収入源に含めることはでき

ません。 

 

 

予算表：US ドルで提出     

収入源 

 

金額 支出 金額 

ライオンズの献金    

    

LCIF 交付金    

 

合計： 

  

合計： 

 

 

 

14. ライオンズと提携する組織間の署名済みの覚書のコピーを提出してください。 

15. この事業に関するパートナーシップ委員会に任命されたライオンズの氏名と役職

をご記入ください。 

16. 複合地区レベルで提出される申請書には、協議会議長の署名が必要です。地区レ

ベルで提出される申請書には、地区ガバナーの署名が必要です。（申請書を提出

するために地元で必要とされる承認についての基準#6 を参照）  
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記入した申請書に関連文書を添えて下記までご郵送ください。 

ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団 

Attn:人道主義プログラム援助金交付課人道主義プログラム援助金交付課人道主義プログラム援助金交付課人道主義プログラム援助金交付課 

300 W. 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8894 

lcif@lionsclubs.org 

1-630-203-3819 

 

報告報告報告報告義務義務義務義務 

• 小口融資パートナーは事業の期間中、ライオンズの要請に従いライオンズ複合地

区/地区への定例報告を行わなければなりません。月例報告が推奨されます。 

• ライオンズ複合地区または地区は事業の期間中、LCIF の要請に従い LCIF への定

例報告を行うものとします。四半期報告が推奨されます。 

• LCIF は事業の終了時に最終報告書の提出を求めます。この報告書には、交付金全

額の用途と貸付金の返済に関する財務報告、利用者の写真と証言を含めるべきで

す。最終報告書のフォームは LCIF が提供します。 

• 報告書はすべて LCIF への提出に先立ち、複合地区協議会/地区キャビネットによ

る検討と承認を受けるものとします。 

• LCIF は事業が終了してからも追加報告を求めることがあります。こうした報告は、

奉仕の受益者や事業の成果に関するデータを集める上で有益です。資金の再投資

によって支援を受ける事業については、以後 3 年間および 5 年間にわたり、半

年ごとに報告が求められる場合があります。 

 


