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このスライドは「募集要領」のポイントをわかりやすくまとめた資料です。
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募集説明資料の内容
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１．はじめに：助成金申請を「機会」に

助成金申請を、内部の認識共有等の機会に

● 今後の事業の方向性をメンバーと確認する

● 事業の役割についてメンバー間で合意を得る

● 必要な体制確保に関する内容も計画に入れる

助成金申請を、他団体との協力の機会に

● 事業の構想を計画時点で既存の連携団体に相談

● 助成金申請をきっかけに新たな連携先とつながる

● 同様の事業を実施している過去の助成採択先や
他団体・中間支援組織に計画立案を相談



（１）事業実施体制
① 活動実績・財務状況
・これまでの活動実績・財務状況から事業を実施できる組織基盤はあるか。

② 実施者適性、連携・協働
・団体設立の趣旨、活動実績、実施体制、専門性等、助成対象事業の実施主体として相応しいか。
・他の団体や関係機関、関係者等との連携・協働に有効性や実効性があるか。

（２）事業の目的、内容等の妥当性
① 事業の目的及び内容
・助成対象事業の目的及びその必要性が明確であるか。
・具体性があり実現可能性があるか。

② 計画の妥当性及び助成の効果
・事業計画に整合性、実現性、実効性はあるか。
・助成対象事業の量的な目標からみて効果をあげられるか、受益者や関係者のニーズを満たし質的な効果をあげられるか。
・助成対象事業の成果が地域や社会に波及することが期待できるか。

（３）費用対効果
① 経費の妥当性
・経費の過剰積算、著しく高い単価の経費が無いか。

② 経費の合理性
・費用対効果からみて経済的合理性があるか。

（４）自立的継続性・将来発展性
① 自立的継続性・将来発展性
・事業継続の能力があり、将来的な発展性が期待できるか。

② 助成の意義
・独創性、先駆性、普遍性、社会的必要性等が期待できるか。
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●「要望書」には、各審査項目の
内容を確認するための項目が設
定されています。「要望書」内の
どの部分が審査項目と連動して
いるか、事前にご確認ください。

１．はじめに：WAM助成の審査項目
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チェック
リスト

要望書
インプット
シート

要望額調書
備品購入
理由書

アンケート
別紙
１～３

エクセル
シートの
構成

• 選択肢がいずれ
も未選択又は両
方選択されてい
る場合は、欄外
右側に【要確認】
とメッセージがで
ますので、入力
内容を再度確認
してください。

• 文字数制限があ
る項目の場合、
入力した文字が
現在何文字か確
認できるように
なっています。

１．はじめに：「要望書」エクセルシートの構成について

特に重要な内容

①

②

③
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令和5年度WAM助成（通常助成事業）
要望書各項目の記載にあたって

【要望書の構成】

「1.団体概要」
「2.応募に至った背景」
「3.応募事業の概要」
「4.事業計画」
「5.助成終了後の展望及び事業継続体制の計画」
「6.応募事業の実施体制」
「7.その他関連情報」
「8.要望額調書」「インプットシート」

本資料は、令和5年度WAM助成（通常助成事業）の様式に基づいています。



１．団体概要

✍POINT
団体情報は間違いのないように記載してくだ
さい。

・団体名は、定款、寄付行為又は運営規
約等 と一致するようにしてください。

・法人番号は、国税庁HP より検索できま
す。法人格を有しない等により、登録が
ない場合は空欄にしてください。

・前身団体がある場合は、 法人格を含め
記載してください。

・SNSアドレスは、Facebook、Twitter、
Instagram等 で更新頻度の高いものの

アカウントを１つ記載してください。
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https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


✍POINT

・どのような経緯で団体が設立され
たのか、簡潔に記載してください。

・役職員数には、団体内部の人を、
ボランティア及び会員には、団体
外部の協力者を、記載してくださ
い。
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１．団体概要（続き）

・収入・支出等は、理事会等承認後
の直近の決算書の数字を記載し、
決算書を添付してください。
初年度決算期を迎えていない（創設
間もない）場合は記載は不要です。

・WAM助成では右記全ての段階が
助成の対象となります。最も近いと
感じられた段階を選んでください。

●応募にあたっては、「要望書」の
他に、定款等や決算書の提出が
必要です。提出期日が近づいてか
ら準備すると慌ててしまいますの
で、あらかじめご用意ください。



✍POINT
（１）これまでの取組み・ニーズ
以下２点について記載してください。
①これまでの取組み
②そのなかで見えてきた地域・社会の課題や
対象者・関係者のニーズ

💡例えば、「子どもの貧困は7人に1人」等の社会
全体の一般的な課題ではなく、実際に活動等を
通じて目にした課題やニーズを踏まえ、記載し
てください。（調査等をしていれば数値や具体的
な状況もあわせて記載してください。）

（２）貴団体が取り組む理由

「既存制度や他団体・応募団体のこれまでの
取組みで対応しきれていない実情」について
記載してください。

💡助成事業で実施しようとしている内容は、既存
の制度で対応できる内容ではないでしょうか。
また、同地域の他団体により既に対応済みで
はないでしょうか。
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２．応募に至った背景（＝応募事業の必要性）



✍POINT
（１）助成テーマ
（２）応募事業名（30字以内）
（３）事業概要（300字以内）
※「~することを目的に~を行う事業」

（４）助成区分
※区分の詳細は「募集要領」参照。

（５）主な事業実施地域（180字以内）
（６）応募事業の主な対象者
※最もあてままる項目は「◎」

（７）中間的支援の該当確認

＊各項目の記載注意や文字制限を
考慮して記載してください。
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３．応募事業の概要



✍POINT
（８）応募事業実施にあたっての目標
（変化や効果、目標達成の確認手段）

💡以下の視点を参考に、事業の特性に応じた

事業の対象や目標を検討してください。

・「受益者（支援の対象者）にとって」の変化や効果

・「関係機関や地域・社会にとって」の変化や効果

・事業を通じて明らかになること

「成果の捉え方」に関しては、以下Q＆Aを参照。

Q.審査項目に含まれる「助成の成果」や「費用対効果」における「成果」
や「効果」は、どのような意味合いで捉えればよいのでしょうか。

A.量的な側面から効果をみる場合と、受益者や関係者のニーズを満たす等、質的な
側面から効果をみる場合があります。応募事業の目的や事業展開の構想次第で重視
する効果と捉え方は異なるものと認識しています。
また、要望書の「応募事業実施にあたっての目標」の項目では、事業対象者の変化や
効果の他、「事業を通じて明らかになること」を位置付けています。例えば、制度の狭
間の状況はなぜ生じているのか、それらを明らかにし、今後の政策に役立てることや
社会に新たな認識を広げることも助成の効果と位置づけられます。

💡必ずしも量的な効果のみが
成果とは限りません。

💡目標には、アンケートや聞き
取り、日誌等の記録によって、
その達成が確認できるものを
位置づけてください。
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例１）今次事業を実施することにより（受益者、関
係機関や地域・社会）に○○といった変化が表れ
ることが期待される。それを○○により確認する。

例２）○○といったことが事業を通じて明らかにな
ることが期待される。それは〇〇により明らかに
する。

３．応募事業の概要（続き）



✍POINT
（９）加点対象事業の確認
項目に該当する場合は、以下の内容を
記載してください。

①新型コロナウイルス感染症の影響
により拡大した課題・ニーズの内容

②上記課題・ニーズへの対応策の内容

以下Q＆Aを踏まえて記載を検討してください。

Q.「新型コロナウイルス感染症の影響により拡大した課題・ニーズに対応する事業」のうち、「新しい取り組みの創出
や既存の仕組み等の変革に対応するもの」に重点をおく理由を教えてください。

A.新型コロナウイルス感染症の影響により拡大した課題・ニーズに対応する事業は、その全てが必要な事業である
と認識しています。長期的な視点に立ちながら取り組む活動の後押しが可能である「助成」という財源の特性を活か
し、既存のアプローチとは異なる実験的な試みや抜本的な見直しに着手して課題に対応する事業に重点を置くことで、
Withコロナ時代の社会に必要な事業を積極的に支援したいと考えています。

💡「２．応募に至った背景」と一部重複していて
も差し支えありません。
また、該当「無」を選択した場合でもそれによ
り、 不採択となることはありません。
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団体が把握している拡大した課題・ニーズは、
〇〇である。 その拡大した課題・ニーズの対
応策として、を計画している。

３．応募事業の概要（続き）



✍POINT
（１）具体的な事業内容・数値目標

【事業内容】欄（左側） ※以下は抜粋

①柱立てNo.・名称（←複数の内容を含む場合）

💡助成終了後の事業継続の体制づくり（資金
・人・連携等）につながる内容も検討

②【新たな取組】か【既存事業の拡充】かを明記

💡助成によりチャレンジしたい内容を明確に

⑤概算予算（主な経費の費目の列記・概算額計）

右記の例示のとおり略した記載で構いません。

【数値目標】欄（右側）
⑥実施回数
⑦対象者の層
⑧１回あたりの実人数及び
延べ人数
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柱立て1：「孤立しがちな家族の居場所運営事業」
【既存事業の拡充】

①目的経済的に困窮状態又は地域で孤立しが
ちな家族が虐待やＤＶ等の状況を生まないため
に、地域住民や専門家が継続的に関わる体制を
構築することを目的とする
②内容定期的なこども食堂及び学習支援を実
施
③場所（地域）○○公民館（○○市）、空き家を
改装した○○ハウス（○○町）
④日時 ○○公民館：毎週火曜

○○ハウス：毎週土曜の午後
⑤予算（主な経費・概算の総額）
概算費用８０万（賃金、家賃、謝金、消耗品費
等）

柱立て２：「スタッフ育成講座」【新たな取組】
①目的居場所スタッフの育成
②内容外部専門家等による研修会
③場所○○公民館
④日時月１回
⑤予算概算費用６０万（会場借料、謝金、旅費、
消耗品費等）

柱立て１
⑥実施回数
○○公民館：週１
回、年45回○○
ハウス：週１回、年
間45回
⑦対象者層
地域の困窮状態
にある子ども及び
保護者
⑧1回あたりの実人
数及び延べ人数

約10人（1か所）
延べ約900 人（2
か所計）

柱立て２
⑥実施回数
月１回、年間12回
⑦対象者層
ｽﾀｯﾌ,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
⑧1回あたりの実人
数及び延べ人数

5名（延べ60人）

上記は例示となります。作成の際は実際に活動
に合わせてご記載ください。

４．事業計画

💡どのような人にどのくらい
事業を届ける想定か、を
記載してください。



✍POINT

（２）応募事業の普及に向けた取組み
以下の内容を記載してください。
①普及に向けた取組み／ ②広報の工夫

💡以下の視点を参考としてください。
①事業の対象者への発信手段（リーチの方法）
について検討している内容

②事業で取り組んだことやその成果・教訓など
の普及の方法

※届けたい相手を具体的に想定して記載してください。

「事業報告書」については以下Q＆Aを参照。

Q.応募書類内の「報告書の作成・配布」とは具体的にはど
のようなものでしょうか。

A.報告書は、助成事業で取り組んだことやその成果（変化や効果、
実施したことを通じて明らかになったこと等）や教訓を広く普及するこ
とを目的に作成してください。WAM助成では、事業の実績やその成
果等を広く普及することで他団体への波及を図ることを重要と考えて
おり、事業報告書の作成は必須としています。
※なお、事業報告書は、成果報告会を実施する場合、成果報告会の
資料に「実施状況」や「成果」の取りまとめまで明記する場合は、その
資料で代替することができます。

（注）この「事業報告書」は、WAMへの報告の
ために作成するものではありません。 14

４．事業計画（続き）

①目的：居場所の必要性を地域住民に伝える
②仕様：Ａ4サイズの両面ｶﾗｰ500部
③配布先・配布部数：社協、自治会、PTA、行政機関、福
祉施設、児童館500名
④配布時期：令和5年2月
⑤予算（主な経費・概算額）印刷費、通信運搬費60万円



✍POINT
（１）応募事業の２か年採択の希望有無
「希望有無」について、必ず選択してください。

（２）助成終了後の展望
💡応募事業を地域や社会に発展させていくことで到達し
たい地域・社会の状態について記載してください。

（４）２年目の事業内容（※２か年採択希望の場合のみ）

💡事業の発展性がわかるように、【新たな取組み、内容・
回数・場所等の拡充、地域で支援体制を構築するな
ど】１年目の計画と異なる内容について具体的に記載
してください。

「２か年採択の枠組み」については以下Q＆Aを参照。
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５．助成終了後の展望及び事業継続体制の計画

Q.事業の発展性が期待できるものを2か年にわたり採択する枠組
みについて、どのような趣旨で、2か年採択の枠組みが加わったの
でしょうか。

A.単年度助成の枠組みにおいては、通常、単年度で成果を生むことのできる申請
内容となりますが、例えば、居場所事業を実施しながら、徐々に地域の支援体制を構
築する等といった事業計画の発展を支えるには、他団体との連携・ネットワーク化を
継続的に後押しすることのできる枠組みが有効であると考え、新たな枠組みを導入
しました。 なお、要望書の「2か年審査の希望有無」の選択の別により審査が厳しくな
ることはありません。



✍POINT
（５）事業継続のための方針

💡事業を継続するために、どのような方針を検
討しているのか、選択肢より選んでください。

（６）事業継続に向けて助成期間中から
取組む内容

💡事業継続に向けた取組みは、助成期間中か
ら準備を進めていく必要があります。助成期間
中から取り組む内容について記載してください。

「事業継続」の観点については以下Q＆Aを参照。

Q.審査項目の「自立的継続性・将来発展性」における「自立的継続性」とは、どのようなイメージで捉えて計画を検討
すればよいでしょうか。

A.「自立的継続性」については、団体による事業継続という視点とともに、地域に支援活動やリソースが持続されるといった視点も含みます。制度の
対象外となるニーズ等に対応する場合、サービス提供（事業化）による自立的継続は難しい状況が多くみられ、また、事業の継続を過度に意識するこ
とで、支援を特に必要とする方々が置き去りになったり、本人の自立の妨げにつながる危険性があることには留意が必要です。
他方、助成先へのアンケートによれば、「継続につながった取組」として、多くの団体が「他団体との連携構築」や「報告書配布など成果普及の取組」
を挙げています。こうした取り組みを行い、協力関係を外部につくることで、会費・寄付の増加や行政における制度化等に結び付く事例がみられてい
ます。
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５．助成終了後の展望及び事業継続体制の計画（続き）



✍POINT
（１）内部の運営体制について

💡事業実施が可能であることが分かるように、メン
バーの有する経験や専門性、役割を踏まえ、具体
的に記載してください。

💡正職員として事業に従事する場合には、氏名の後
に（正職員）と記載してください。

「正職員賃金」に関する内容は以下のQ＆Aを参照。

Q．正職員賃金を一部対象とした趣旨や対象範囲を教えてください。

A．コロナ禍等の影響によりNPOの支援ニーズが一層拡大しており、福祉分野等の専門性や経験を有するスタッフが専門的なケア
や関係機関との調整役を担う場面も多くみられます。これらの状況を踏まえ、この度、正職員人件費（助成事業に従事した時間分）
の一部（通常助成事業は助成金額の２５%を上限（モデル事業及び補正予算事業は５０％を上限） ）を対象とするものです。

ただし、代表者や副代表者、監事の賃金や、団体の経営を委任した報酬として支払われる役員報酬、法人運営のために雇用し助
成事業に従事しない者、通常業務と区分ができない賃金は、対象となりません。
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柱１：福祉 太郎（正職員）／社会福祉士／全体統括
医療花子／連携団体役員・元学校職員／現場の
子どもとのかかわり
○○氏／市役所元職員／制度化に向けた調整

６．応募事業の実施体制



✍POINT

（２）連携団体について

＊１団体以上との連携が要件となっています。

様式の枠に収まらない場合は別紙１に記載。

（別紙１の記載有無についても明示してください。）

💡「連携団体」は、NPOや社会福祉法人などの民間
団体以外にも、行政（自治体等）や企業等も含めて
検討してください。個人は含みません。

💡「連携団体数」だけでなく、「連携の中身（連携先・役

割・状況）」を踏まえた総合的な審査となります。

「連携団体」の検討の際には、以下のQ＆Aを参照ください。
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６．応募事業の実施体制（続き）

Q.助成の要件である「連携」にはどのようなことが期待されているのでしょうか。

A.WAM助成では、連携・協働体制をつくり、さまざまな分野の団体がそれぞれの目的を共有し、得意とする活動を協力し
て行うことで、個々の団体では対応できない課題に総合的に取り組むことが期待されています。
また、地域共生社会の実現に資するという観点からは、新たな団体と連携を図ることで、活動範囲の拡大や制度化、地域
の支援体制の整備・拡充を目指し、その結果、地域や社会で一人ひとりが支援を必要とする際に頼ることのできるリソース
が増えることを期待します。



✍POINT
【代表者略歴】
・各項目について漏れなく記載してください。

【役員構成】

＊理事２名以上（代表者含む）及び監事の設置が要
件となっています。役員の人数が多く、様式の枠
に収まらない場合は 別紙２に記載。
（別紙２の記載有無についても明示してください。）

💡役員とは、団体の定款等で定められた団体の
意思決定の権利がある者のことを指し
ます。
副代表（副理事長）が２名以上設置されている
場合は２行目に記載してください。 19

７．その他関連情報



✍POINT
【活動実績】

応募事業に関連する活動実績のうち、
【助成・補助・委託】を利用して行った実績
について記載してください。

💡枠に書ききれない場合は、今回の応募事
業に【最も関連する活動】から優先的に記
載してください。

20

○○○○事業

○○○○事業

○○○○事業

〇〇財団助成
〇〇万円

〇〇市委託
〇○万円

〇〇県補助金
〇〇万円

７．その他関連情報（続き）



✍POINT
【他の助成・補助・委託への応募状況】

💡「応募中」または「応募を（具体的に）
検討中」に該当する場合は、その検討
中の内容について記載してください。

「他の助成等への応募」については、以下
のQ＆Aを参照。

21

７．その他関連情報（続き）

Q.他の助成等との同時応募について

A.同時に応募することは可能です。ただし、WAM助成の対象事業では、他の助成等の重複が認められており

ません。同一事業（※）について、WAM助成と他の助成等が同時採択された場合は、ＷＡＭ助成か、他の助成
等のいずれか選んでいただくこととなります。

（※同一事業とは、事業内容が同じであり、かつ、時期又は事業実施場所等が同一であることをいいます。）

様式の枠に収まらない場合は別紙３に記載。

（別紙３の記載有無についても明示してください。）



✍POINT
【助成金要望額調書】
・入力には要望書 （エクセル）内の別シートの

「インプットシート」をご活用ください。（要望額調書
に自動転載されます）

・インプットシートによる入力がし難い場合は、印刷
欄外の 「手入力欄（黄色網掛け）」に直接入力して
ください。

・「要望額調書」記載にあたっては、要望書（エクセ
ル）内の別シート「要望額調書記入の方法・注意事
項」を必ずご確認ください。

（注）下部「D 収入合計欄」隣にエラーメッセージが表示されている場
合は以下①・②の方法で対応してください。
①「Ｂその他の費用」又は「Ｄ収入合計」の金額を調整し、
【Ｂその他の経費≦Ｄ収入合計】にする。
②職員賃金の上限を超えた額と同額以上を収入（一般会計繰入金
等）に計上して調整してください。

（注）内訳欄に見切れが生じている場合は、「行の幅」を広げて全て
の記載内容が見えるように調整してください。

（注）内訳欄には、「単価×数量」等、可能な限り詳細な積算がわか
るようにしてください。
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８．要望額調書

手入力欄
（黄色網掛け）

【エラーメッセージ】

①D 収入合計≧ Ｂ その他の費用としてく
ださい

②職員賃金の25％超過分は自己資金負
担となるようにしてください

③職員賃金の25％超過分及び、Bその他
の費用の合計額を超えるように収入を計
上してください

【エラーメッセージ】表示欄



✍POINT
【インプットシート】
💡左側の列から順に入力してください。
「謝金」を計上する場合は、「謝金計上時のみ入力欄（赤い囲み内）」に状況を必ず入力してください。

＊謝金支払い相手方が【外部者】で、1回あたり3時間超に該当し、機構が認めた場合、１回あた
りの謝金上限額の引き上げが可能（15,700円⇒47,100円）であり、その内容を確認するため
の入力欄です。（※「3時間」の考え方について：例えば外部講師がセミナーを行う際、当日の打ち
合わせや準備・後片付けなどの拘束時間も含みます。）

＊「要望額調書」記載にあたっては、要望書（エクセル）内の別シート「要望額調書記入の方法・
注意事項」を必ずご確認ください。

23

８．インプットシート



WAMのリソースをご活用ください！
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■計画立案にあたってのヒントⅠ
WAMホームページで 学習会当日資料を公開中！

＜事業継続の計画＞ ＜ 連携の計画 ＞

令和4年度オンライン学習会『事業継続のための協力の輪の広げ方』開催概要 | WAM 令和３年度オンライン学習会「地域共生社会に必要な連携とは何か？」 | WAM

https://www.wam.go.jp/hp/npo_learning_20221207/
https://www.wam.go.jp/hp/npo_learning/


WAMのリソースをご活用ください！
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■計画立案にあたってのヒントⅡ

事業運営全般の「ヒント集」や
「過去の事例」を幅広く紹介して
います。ぜひご覧ください。



WAM助成の相談窓口のお知らせ

WAM助成では、助成金のご応募をお考えの方の
ために助成相談窓口を常設しています。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に
ご相談ください。

≪お問い合わせ先≫
独立行政法人福祉医療機構
NPOリソースセンター NPO支援課

①電話 ✆03-3438-4756
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00（土日祝祭日を除く）

②メール
ＷＡＭホームページ「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

https://www.int.wam.go.jp/wamhp/hp/info-tabid-640/info-wamjosei01-tabid-2106/
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https://www.int.wam.go.jp/wamhp/hp/info-tabid-640/info-wamjosei01-tabid-2106/

