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平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金寄附金寄附金寄附金配分配分配分配分事業事業事業事業申請要領申請要領申請要領申請要領    

    

    

    ははははじめにじめにじめにじめに        

    

動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護にににに係係係係るるるる事業事業事業事業にににに対対対対するするするする平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度動物愛動物愛動物愛動物愛護護護護    

寄附金寄附金寄附金寄附金のののの配分配分配分配分団団団団体体体体をををを次次次次ののののとおとおとおとおりりりり公募公募公募公募いいいいたたたたしましましましますすすす。。。。    

    

    

申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間：：：：平成平成平成平成 22222222 年年年年 3333 月月月月 1111 日日日日((((月月月月))))からからからから同年同年同年同年 4444 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))    

        

    

【【【【動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金寄附金寄附金寄附金についてについてについてについて】】】】        

    

政府政府政府政府はははは、「、「、「、「動物動物動物動物のののの愛護及愛護及愛護及愛護及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」((((動物愛護管理法動物愛護管理法動物愛護管理法動物愛護管理法))))にににに基基基基づきづきづきづき、、、、国民国民国民国民のののの間間間間にににに

広広広広くくくく動物動物動物動物のののの愛護愛護愛護愛護とととと適正適正適正適正なななな飼養飼養飼養飼養についてのについてのについてのについての理解理解理解理解とととと関心関心関心関心をををを深深深深めることをめることをめることをめることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして、、、、毎年毎年毎年毎年 9999 月月月月

20202020 日日日日からからからから 26262626 日日日日をををを「「「「動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間」」」」とととと定定定定めめめめていますていますていますています。。。。このこのこのこの「「「「動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間」」」」はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 24242424 年年年年

(1949(1949(1949(1949 年年年年))))にににに制定制定制定制定されされされされ、、、、昨年昨年昨年昨年(2009(2009(2009(2009 年年年年))))でででで制定制定制定制定からからからから 60606060 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間のののの期期期期

間中間中間中間中はははは、、、、例年例年例年例年、、、、国国国国、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体がががが協力協力協力協力しししし、、、、動物動物動物動物のののの愛護愛護愛護愛護とととと管理管理管理管理にににに関関関関するするするする普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発

のためのためのためのため、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな行事行事行事行事がががが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。    

郵便郵便郵便郵便事業株式会社事業株式会社事業株式会社事業株式会社ではではではでは、、、、動物愛護週間制定動物愛護週間制定動物愛護週間制定動物愛護週間制定 60606060 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる記念記念記念記念としてとしてとしてとして特殊切手特殊切手特殊切手特殊切手「「「「動物愛動物愛動物愛動物愛

護週間制定護週間制定護週間制定護週間制定 60606060 周年記念周年記念周年記念周年記念」」」」をををを平成平成平成平成 21212121 年年年年 9999 月月月月 18181818 日日日日にににに発行発行発行発行しししし、、、、平成平成平成平成 22222222 年年年年 3333 月月月月 17171717 日日日日までまでまでまで販売販売販売販売しししし

ておりますておりますておりますております。。。。販売価格販売価格販売価格販売価格 55555555 円円円円のうちのうちのうちのうち 5555 円円円円をををを寄附金寄附金寄附金寄附金としとしとしとし、、、、1,0001,0001,0001,000 万枚発行万枚発行万枚発行万枚発行いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。皆皆皆皆ささささ

まよまよまよまよりりりり寄寄寄寄せられましたせられましたせられましたせられました寄附金寄附金寄附金寄附金はははは、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの増進等増進等増進等増進等をををを目的目的目的目的とするとするとするとする、、、、動物動物動物動物とのとのとのとの関関関関わりをわりをわりをわりを持持持持つつつつ

事業事業事業事業にににに助成助成助成助成されますされますされますされます。。。。    

年賀年賀年賀年賀寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業はははは郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社がががが「「「「おおおお年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」((((昭和昭和昭和昭和

24242424 年年年年 11111111 月月月月 14141414 日法律第日法律第日法律第日法律第 224224224224 号号号号))))にににに基基基基づいてこれをづいてこれをづいてこれをづいてこれを行行行行ってってってっていいいいますますますます。。。。おおおお預預預預かりしましたかりしましたかりしましたかりしました寄附金寄附金寄附金寄附金

をををを、、、、法律法律法律法律にににに定定定定められていますめられていますめられていますめられています 10101010 のののの分野分野分野分野のののの事業事業事業事業のうちのうちのうちのうち 4444 分野分野分野分野のののの事業事業事業事業((((ＰＰＰＰ．．．．4444「「「「3.3.3.3.申請申請申請申請のできるのできるのできるのできる

事業分野事業分野事業分野事業分野とととと事業期間事業期間事業期間事業期間」」」」をををを参照参照参照参照))))をををを行行行行うううう団体団体団体団体にににに配分配分配分配分しますしますしますします。。。。    

    

寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分事業事業事業事業はははは、、、、社会社会社会社会のののの発展発展発展発展にににに大大大大きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としていますとしていますとしていますとしています。。。。        
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【【【【動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金寄附金寄附金寄附金配分配分配分配分事業事業事業事業のののの分野分野分野分野についてについてについてについて    】】】】    

    

    動物動物動物動物愛護愛護愛護愛護寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分によるによるによるによる助成助成助成助成はははは、、、、公益活動公益活動公益活動公益活動をををを行行行行うううう団体団体団体団体のののの福祉福祉福祉福祉・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発・・・・調調調調

査研究等査研究等査研究等査研究等のののの事業事業事業事業分野分野分野分野にににに対対対対しししし行行行行われますわれますわれますわれます。。。。申請可能申請可能申請可能申請可能なななな金額金額金額金額はははは１１１１件件件件あたりあたりあたりあたり上限上限上限上限５００５００５００５００万円万円万円万円ですですですです。。。。    

    

（（（（助成対象事業助成対象事業助成対象事業助成対象事業のののの内容事例内容事例内容事例内容事例））））    

    なおなおなおなお、、、、次次次次のようなのようなのようなのような事業事業事業事業がががが助成対象事業助成対象事業助成対象事業助成対象事業のののの事例事例事例事例とととと考考考考えられますがえられますがえられますがえられますが、、、、これらにこれらにこれらにこれらに限限限限るものではあるものではあるものではあるものではあ

りませんりませんりませんりません。。。。    

    (1) (1) (1) (1) 動物愛護管理動物愛護管理動物愛護管理動物愛護管理にににに関関関関するするするする各種普及啓発活動各種普及啓発活動各種普及啓発活動各種普及啓発活動    

            例例例例：：：：リーフレットリーフレットリーフレットリーフレット・・・・ポスターポスターポスターポスター等等等等のののの作成作成作成作成、、、、動物動物動物動物のののの飼飼飼飼いいいい方教室方教室方教室方教室やややや適正飼養等講習会適正飼養等講習会適正飼養等講習会適正飼養等講習会・・・・講演講演講演講演

会等開催会等開催会等開催会等開催、、、、動物愛護管理動物愛護管理動物愛護管理動物愛護管理にににに関関関関するするするする普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発（（（（適正飼養推進適正飼養推進適正飼養推進適正飼養推進によりによりによりにより危害危害危害危害をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、        

地域環境衛生等地域環境衛生等地域環境衛生等地域環境衛生等にににに資資資資することにすることにすることにすることによるよるよるよる地域福祉増進地域福祉増進地域福祉増進地域福祉増進へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

    (2) (2) (2) (2) 飼飼飼飼いいいい主主主主のいないのいないのいないのいない犬犬犬犬・・・・猫等猫等猫等猫等のののの収容収容収容収容・・・・譲渡譲渡譲渡譲渡のののの推進推進推進推進    

            例例例例：：：：シェルターシェルターシェルターシェルターへのへのへのへの収容収容収容収容・・・・飼育飼育飼育飼育、、、、適正適正適正適正なななな飼飼飼飼いいいい主主主主へのへのへのへの譲渡推進譲渡推進譲渡推進譲渡推進（（（（飼飼飼飼いいいい主主主主のいないのいないのいないのいない犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫

等等等等をををを減減減減らしらしらしらし、、、、地域衛生環境等地域衛生環境等地域衛生環境等地域衛生環境等にににに資資資資することによすることによすることによすることによるるるる地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉増進増進増進増進へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

    (3) (3) (3) (3) 盲導犬盲導犬盲導犬盲導犬・・・・介助犬等介助犬等介助犬等介助犬等のののの育成普及育成普及育成普及育成普及、、、、余生余生余生余生のののの充実等充実等充実等充実等にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

            例例例例：：：：盲導犬盲導犬盲導犬盲導犬・・・・介助犬等介助犬等介助犬等介助犬等のののの育成普及育成普及育成普及育成普及、、、、生活環境等生活環境等生活環境等生活環境等のののの整備整備整備整備、、、、余生余生余生余生のののの充実等充実等充実等充実等（（（（よりよいよりよいよりよいよりよい介護介護介護介護

犬犬犬犬のののの生活環境整備生活環境整備生活環境整備生活環境整備によによによによるるるる障障障障がいがいがいがい者等者等者等者等のののの社会社会社会社会福祉増進福祉増進福祉増進福祉増進へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

    (4) (4) (4) (4) 動物動物動物動物のののの個体識別個体識別個体識別個体識別のののの推進推進推進推進    

            例例例例：：：：マイクロチップマイクロチップマイクロチップマイクロチップのののの個体個体個体個体へのへのへのへの挿入等挿入等挿入等挿入等によるによるによるによる個体個体個体個体識別装置識別装置識別装置識別装置のののの推進推進推進推進（（（（個体個体個体個体識別識別識別識別装置装置装置装置推進推進推進推進

によるによるによるによる飼飼飼飼いいいい主主主主のいないのいないのいないのいない犬猫等犬猫等犬猫等犬猫等のののの削減削減削減削減等等等等のののの地域地域地域地域福祉増進福祉増進福祉増進福祉増進へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

    (5) (5) (5) (5) 災害時等災害時等災害時等災害時等におけるにおけるにおけるにおける動物動物動物動物のののの救援救援救援救援    

            例例例例：：：：災害時等災害時等災害時等災害時等におけるにおけるにおけるにおける適正適正適正適正なななな動物動物動物動物のののの救援救援救援救援をををを実施実施実施実施（（（（動物動物動物動物のののの救援救援救援救援・・・・収容等収容等収容等収容等によりによりによりにより地域環境地域環境地域環境地域環境

衛生衛生衛生衛生にににに資資資資することによすることによすることによすることによるるるる地域福祉増進地域福祉増進地域福祉増進地域福祉増進へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

    (6) (6) (6) (6) 非常災害等非常災害等非常災害等非常災害等のののの救助活動救助活動救助活動救助活動へのへのへのへの動物寄与動物寄与動物寄与動物寄与    

            例例例例：：：：災害災害災害災害にあたりにあたりにあたりにあたり動物動物動物動物のののの能力能力能力能力をををを発揮発揮発揮発揮することによすることによすることによすることによるるるる救助活動救助活動救助活動救助活動のののの推進推進推進推進（（（（非常非常非常非常災害災害災害災害時時時時のののの被被被被

災者等災者等災者等災者等のののの救助活動救助活動救助活動救助活動やややや災災災災害予防活動害予防活動害予防活動害予防活動へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

(7) (7) (7) (7) アニマルセラピーアニマルセラピーアニマルセラピーアニマルセラピー活動活動活動活動    

例例例例：：：：動物動物動物動物とととと人間人間人間人間のふれあいによるのふれあいによるのふれあいによるのふれあいによるセラピーセラピーセラピーセラピーにににに対対対対するするするする動物動物動物動物のののの寄与寄与寄与寄与（（（（福祉福祉福祉福祉増進増進増進増進へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与、、、、

青少年健全育成青少年健全育成青少年健全育成青少年健全育成へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

 (8)  (8)  (8)  (8) 飼養動物飼養動物飼養動物飼養動物のののの愛護及愛護及愛護及愛護及びびびび適正適正適正適正なななな管理管理管理管理をををを通通通通じたじたじたじた野生野生野生野生生物生物生物生物のののの保護活動保護活動保護活動保護活動    

（（（（野生野生野生野生生物生物生物生物へのへのへのへの理解理解理解理解をををを通通通通じてのじてのじてのじての青少年青少年青少年青少年健全健全健全健全育成育成育成育成へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与、、、、地球環境保全地球環境保全地球環境保全地球環境保全へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与））））    

    

【【【【動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業のののの方向付方向付方向付方向付けけけけ・・・・審査審査審査審査・・・・評価評価評価評価    】】】】    

    

    郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ社会貢献施策社会貢献施策社会貢献施策社会貢献施策のののの 1111 つにつにつにつに年賀寄附金配分事業年賀寄附金配分事業年賀寄附金配分事業年賀寄附金配分事業がありがありがありがあり、、、、当事業当事業当事業当事業をををを

広広広広くくくく社会社会社会社会のののの知性知性知性知性によりによりによりにより配分事業配分事業配分事業配分事業のののの方向付方向付方向付方向付けをいただくたけをいただくたけをいただくたけをいただくためにめにめにめに、、、、郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社のののの社外社外社外社外有識有識有識有識

者者者者によるによるによるによる「「「「年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金アドバイザリーアドバイザリーアドバイザリーアドバイザリー・・・・グループグループグループグループ」」」」がががが平成平成平成平成 18181818 年年年年にににに設置設置設置設置されましたされましたされましたされました。。。。そしてそしてそしてそして年年年年
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賀寄附金配分賀寄附金配分賀寄附金配分賀寄附金配分のののの申請申請申請申請をををを審査審査審査審査するするするする年賀寄附金審査年賀寄附金審査年賀寄附金審査年賀寄附金審査委員会委員会委員会委員会及及及及びびびび助成助成助成助成されたされたされたされた事業事業事業事業のののの成果成果成果成果をををを評価評価評価評価するするするする

年賀寄附金評価委員会年賀寄附金評価委員会年賀寄附金評価委員会年賀寄附金評価委員会がががが、、、、同同同同じくじくじくじく社外有識者社外有識者社外有識者社外有識者によりによりによりにより構成構成構成構成されていますされていますされていますされています。。。。    

    このようにこのようにこのようにこのように年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金制度制度制度制度はははは透明透明透明透明でででで公正公正公正公正なななな事業運用事業運用事業運用事業運用がなされるがなされるがなされるがなされる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを整整整整えていますえていますえていますえています。。。。    

動物愛護寄附金配分事業動物愛護寄附金配分事業動物愛護寄附金配分事業動物愛護寄附金配分事業ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、当審査委員会当審査委員会当審査委員会当審査委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、動物愛護寄附金動物愛護寄附金動物愛護寄附金動物愛護寄附金配分配分配分配分事業事業事業事業のののの

審査審査審査審査・・・・評価評価評価評価をををを行行行行いまいまいまいますすすす。。。。    

    

    １１１１．．．．配分事業配分事業配分事業配分事業のののの流流流流れれれれ            

（（（（1)1)1)1)    このこのこのこの配分申請要領配分申請要領配分申請要領配分申請要領をよくおをよくおをよくおをよくお読読読読みいただきみいただきみいただきみいただき、、、、申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな配分配分配分配分            

申申申申請書請書請書請書をををを入手入手入手入手してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。        

    

(2)(2)(2)(2)    団体団体団体団体のののの活動内容活動内容活動内容活動内容にににに照照照照らしてらしてらしてらして申請申請申請申請するするするする内容内容内容内容をををを検討検討検討検討していただきしていただきしていただきしていただき、、、、    

このこのこのこの配分申請要領配分申請要領配分申請要領配分申請要領にににに記載記載記載記載されたされたされたされた条件条件条件条件、、、、審査審査審査審査にあたってにあたってにあたってにあたって重点考慮重点考慮重点考慮重点考慮ささささ

れれれれるるるる事項等事項等事項等事項等をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、配分申請書配分申請書配分申請書配分申請書をををを作成作成作成作成してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

        申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類をををを揃揃揃揃えてえてえてえて（（（（申請書申請書申請書申請書((((ＡＡＡＡ４４４４))))をををを折折折折らずにらずにらずにらずに入入入入るるるる封筒封筒封筒封筒

をごをごをごをご使用使用使用使用くださいくださいくださいください。）、。）、。）、。）、郵便郵便郵便郵便((((特定特定特定特定記録郵便記録郵便記録郵便記録郵便若若若若しくはしくはしくはしくは簡易書留郵便簡易書留郵便簡易書留郵便簡易書留郵便））））

にておにておにておにてお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。受付期間受付期間受付期間受付期間はははは平成平成平成平成 22222222 年年年年 3333 月月月月 1111 日日日日（（（（月月月月））））からからからから、、、、

平成平成平成平成 22222222 年年年年 4444 月月月月 30303030 日日日日（（（（金金金金））））((((当日消印有効当日消印有効当日消印有効当日消印有効））））ですですですです。。。。    

            消印消印消印消印がががが 5555 月月月月 1111 日日日日（（（（土土土土））））以降以降以降以降のののの応募応募応募応募についてはについてはについてはについては、、、、理由理由理由理由のののの如何如何如何如何をををを問問問問

わずわずわずわず受理受理受理受理いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。    

                                                                                                                                        事務局事務局事務局事務局はははは、、、、申請書類申請書類申請書類申請書類をををを確認確認確認確認のののの上上上上、、、、同封同封同封同封いただいたいただいたいただいたいただいた「「「「はがきはがきはがきはがき」」」」にににに

申請書類申請書類申請書類申請書類をををを受受受受けけけけ付付付付けたけたけたけた旨旨旨旨のののの表示表示表示表示をしてをしてをしてをして返送返送返送返送いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

                平成平成平成平成 22222222 年年年年 5555 月月月月 11114444 日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに「「「「受付確認受付確認受付確認受付確認はがきはがきはがきはがき」」」」がががが届届届届かなかなかなかな

いいいい場合場合場合場合にはにはにはには事務局事務局事務局事務局へおへおへおへお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    
    

    平成平成平成平成 22222222 年年年年 5555 月月月月～～～～    
    平成平成平成平成 22222222 年年年年 6666 月中旬月中旬月中旬月中旬    

                                                                                                    
                                                                                                                                                

    
    

    7777 月上旬月上旬月上旬月上旬                                            
                                                                                        

                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                        

７７７７月中月中月中月中旬頃旬頃旬頃旬頃    

                                                                                                    
    
    

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
    
7777 月下旬月下旬月下旬月下旬頃頃頃頃        
((((郵便郵便郵便郵便でおでおでおでお知知知知らせらせらせらせ                                                                    
いたしますいたしますいたしますいたします))))                                                                            

    
    
    
    
※※※※    太線太線太線太線（（（（            ））））））））でででで囲囲囲囲んであるんであるんであるんである事柄事柄事柄事柄はははは、、、、団体団体団体団体でででで行行行行っていただくものですっていただくものですっていただくものですっていただくものです。。。。    

    

8888 月下旬月下旬月下旬月下旬迄迄迄迄    

8888 月末日月末日月末日月末日～～～～    
各月末日各月末日各月末日各月末日    

配分事業完了月配分事業完了月配分事業完了月配分事業完了月
のののの翌月末翌月末翌月末翌月末 

8888 月月月月～～～～    
平成平成平成平成 23232323 年年年年 3333 月月月月    

平成平成平成平成 23232323 年年年年 8888 月月月月    

下旬下旬下旬下旬頃頃頃頃    

配分申請事業配分申請事業配分申請事業配分申請事業のののの検討検討検討検討・・・・    

配分申請書配分申請書配分申請書配分申請書のののの作成作成作成作成・・・・    

大臣又大臣又大臣又大臣又はははは都道府県都道府県都道府県都道府県知事知事知事知事

のののの意見書意見書意見書意見書のののの入手入手入手入手    

 

配分申請書配分申請書配分申請書配分申請書のののの提出提出提出提出    

 

受付確認受付確認受付確認受付確認はがきのはがきのはがきのはがきの受領受領受領受領    

審審審審        査査査査    
((((審査委員会審査委員会審査委員会審査委員会のののの審査審査審査審査、、、、郵便事郵便事郵便事郵便事

業株式会社決定業株式会社決定業株式会社決定業株式会社決定））））    

総務省総務省総務省総務省へのへのへのへの認可申請認可申請認可申請認可申請    

    

((((情報通信行政情報通信行政情報通信行政情報通信行政・・・・郵政行政郵政行政郵政行政郵政行政

審議会審議会審議会審議会・・・・答申答申答申答申))))    

総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣からからからから認可認可認可認可    

    

配分団体配分団体配分団体配分団体のののの決定通知決定通知決定通知決定通知    

 

実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書のののの提出提出提出提出    

 

配分事業配分事業配分事業配分事業のののの実施実施実施実施    

 

寄附金寄附金寄附金寄附金のののの配分配分配分配分    

事業完了事業完了事業完了事業完了報告書報告書報告書報告書のののの提出提出提出提出    

 

ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング評価評価評価評価（（（（抽出抽出抽出抽出））））

及及及及びびびび実地監査実地監査実地監査実地監査    
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    ２２２２．．．．申請申請申請申請のできるのできるのできるのできる団体団体団体団体            

    

寄附寄附寄附寄附金付金付金付金付動物愛護切手動物愛護切手動物愛護切手動物愛護切手のののの購入者購入者購入者購入者からおからおからおからお預預預預かりしたかりしたかりしたかりした寄附金寄附金寄附金寄附金はははは公募公募公募公募申請申請申請申請によりによりによりにより助成金助成金助成金助成金としてとしてとしてとして配配配配

分分分分いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

申請可能申請可能申請可能申請可能なななな団体団体団体団体はははは営利営利営利営利をををを目的目的目的目的としないとしないとしないとしない、、、、公益公益公益公益のののの増進増進増進増進にににに寄与寄与寄与寄与するするするする、、、、法人格法人格法人格法人格をををを持持持持つつつつ団体団体団体団体ですですですです。。。。    

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには    

（（（（１１１１））））社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    

（（（（２２２２））））特例社団法人特例社団法人特例社団法人特例社団法人    

（（（（３３３３））））特例特例特例特例財団財団財団財団法人法人法人法人    

（（（（４４４４））））公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    

（（（（５５５５））））公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    

（（（（６６６６））））特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人((((ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人))))    

    

ででででありありありあり、、、、おおおお年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律によりによりによりにより定定定定められているめられているめられているめられている対象事業対象事業対象事業対象事業 10101010 分野分野分野分野のうちのうちのうちのうち、、、、

下記下記下記下記 3333 にににに示示示示すすすす今回対象今回対象今回対象今回対象のののの 4444 分野分野分野分野のののの事業事業事業事業をををを行行行行うううう法人法人法人法人がががが申請申請申請申請できるできるできるできる法人法人法人法人となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

またまたまたまた、、、、そのそのそのその法人法人法人法人はははは法人法人法人法人のののの最新決算時最新決算時最新決算時最新決算時においてにおいてにおいてにおいて法人登記後法人登記後法人登記後法人登記後 1111 年以上年以上年以上年以上をををを経過経過経過経過しておりしておりしておりしており、、、、丸丸丸丸 1111 年年年年

間間間間のののの年度決算書年度決算書年度決算書年度決算書をををを確定確定確定確定しているしているしているしている必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    これらのこれらのこれらのこれらの条件条件条件条件にににに合致合致合致合致しないしないしないしない団体団体団体団体、、、、例例例例えばえばえばえば任意団体任意団体任意団体任意団体やややや医療法人医療法人医療法人医療法人・・・・宗教法人宗教法人宗教法人宗教法人・・・・学校法人学校法人学校法人学校法人・・・・            

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人・・・・一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人等等等等はははは申請申請申請申請できませんできませんできませんできません。。。。    

        なおなおなおなお、、、、平成平成平成平成 20202020 年年年年 12121212 月月月月 1111 日日日日よりよりよりより新公益法人法新公益法人法新公益法人法新公益法人法がががが施行施行施行施行になりまになりまになりまになりましたしたしたした。。。。申請後申請後申請後申請後にににに法人種別法人種別法人種別法人種別、、、、法法法法

人名称等変更人名称等変更人名称等変更人名称等変更のののの生生生生じることがじることがじることがじることが想定想定想定想定されますされますされますされます。。。。今回今回今回今回のののの動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分事業事業事業事業ではではではでは申請時点申請時点申請時点申請時点のののの

法人種別法人種別法人種別法人種別がががが継続継続継続継続されるものとみなしますされるものとみなしますされるものとみなしますされるものとみなします。。。。    

公益認定公益認定公益認定公益認定をををを受受受受けてけてけてけて移行移行移行移行したしたしたした公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人・・・・公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人のののの場合場合場合場合はははは移行以前移行以前移行以前移行以前のののの法人期間法人期間法人期間法人期間をををを    

通算通算通算通算できますできますできますできます。。。。    

    

    ３３３３．．．．申請申請申請申請のできるのできるのできるのできる事業分野事業分野事業分野事業分野とととと事業期間事業期間事業期間事業期間            

    

申請申請申請申請できるできるできるできる事業分野事業分野事業分野事業分野はははは「「「「おおおお年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等年玉付郵便葉書等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」によによによによるるるる 10101010 のののの分野分野分野分野のうちのうちのうちのうち、、、、今回今回今回今回

はははは以下以下以下以下のののの 4444 つのつのつのつの分野分野分野分野をををを対象対象対象対象としますとしますとしますとします。。。。団体団体団体団体はははは定款又定款又定款又定款又はははは寄附行為寄附行為寄附行為寄附行為にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行うこれらのうこれらのうこれらのうこれらの事業事業事業事業

につにつにつについていていていて配分申請配分申請配分申請配分申請ができますができますができますができます。。。。事業事業事業事業はははは寄附金寄附金寄附金寄附金をををを配分配分配分配分することをすることをすることをすることを決定決定決定決定したしたしたした日以降日以降日以降日以降にににに実施実施実施実施しししし、、、、平平平平

成成成成 22223333 年年年年 3333 月末日月末日月末日月末日までにまでにまでにまでに経費経費経費経費のののの精算精算精算精算((((支払支払支払支払いいいい))))もももも含含含含めてめてめてめて完了完了完了完了するものをするものをするものをするものを対象対象対象対象としますとしますとしますとします。。。。事業事業事業事業はははは日日日日

本国本国本国本国内内内内でででで実施実施実施実施されるものをされるものをされるものをされるものを対象対象対象対象としとしとしとし、、、、海外海外海外海外でででで実施実施実施実施されるされるされるされる事業事業事業事業はははは対象対象対象対象外外外外としとしとしとしますますますます。。。。ただしただしただしただし、、、、海海海海

外活動外活動外活動外活動をををを行行行行うううう団体団体団体団体がががが国内国内国内国内でででで行行行行うううう啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業等等等等はははは、、、、国内国内国内国内でででで行行行行われるわれるわれるわれる事業事業事業事業とみなしとみなしとみなしとみなし、、、、今回今回今回今回のののの対象対象対象対象とととと

なりますなりますなりますなります。。。。    

    

（（（（１１１１））））対象事業対象事業対象事業対象事業        

①①①①    社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの増進増進増進増進をををを目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業        

②②②②    風水害風水害風水害風水害、、、、震災等非常災害震災等非常災害震災等非常災害震災等非常災害によるによるによるによる被災者被災者被災者被災者のののの救助又救助又救助又救助又はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの災害災害災害災害のののの予防予防予防予防をををを行行行行うううう事業事業事業事業        
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③③③③    青少年青少年青少年青少年のののの健全健全健全健全なななな育成育成育成育成のためののためののためののための社会教育社会教育社会教育社会教育をををを行行行行うううう事業事業事業事業        

④④④④    地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全((((本邦本邦本邦本邦とととと本邦以外本邦以外本邦以外本邦以外のののの地域地域地域地域にまたがつにまたがつにまたがつにまたがつてててて広範広範広範広範かつかつかつかつ大規模大規模大規模大規模にににに生生生生ずるずるずるずる環境環境環境環境        

のののの変化変化変化変化にににに係係係係るるるる環境環境環境環境のののの保全保全保全保全をいうをいうをいうをいう。。。。))))をををを図図図図るためにるためにるためにるために行行行行うううう事業事業事業事業        

（（（（２２２２））））    そのそのそのその他他他他のののの条件条件条件条件        

①①①①    動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金寄附金寄附金寄附金ははははそれそれそれそれ以外以外以外以外のののの助成助成助成助成団体団体団体団体へのへのへのへの併行申請併行申請併行申請併行申請はははは可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、動物動物動物動物寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分

申請事業申請事業申請事業申請事業とととと重複重複重複重複するするするする事業事業事業事業内容内容内容内容にににに対対対対してしてしてして別別別別のののの補助金補助金補助金補助金・・・・助成金助成金助成金助成金がががが決定決定決定決定されたされたされたされた場合場合場合場合ににににはははは動物動物動物動物

愛護愛護愛護愛護寄附金寄附金寄附金寄附金のののの配分配分配分配分はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。        

②②②②    申請申請申請申請はははは１１１１法人法人法人法人 1111 申請申請申請申請としますとしますとしますとします。。。。１１１１施設施設施設施設１１１１申請申請申請申請ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

③③③③    助成事業助成事業助成事業助成事業においてにおいてにおいてにおいて改修改修改修改修するするするする施設施設施設施設、、、、配備配備配備配備するするするする機器機器機器機器・・・・車両等車両等車両等車両等はははは、、、、寄附金配分対象寄附金配分対象寄附金配分対象寄附金配分対象となっとなっとなっとなっ

ているているているている 4444 つつつつのののの事業事業事業事業((((前記前記前記前記(1)(1)(1)(1)①①①①～～～～④④④④))))のののの実施実施実施実施にににに直接直接直接直接つながるものであることつながるものであることつながるものであることつながるものであることがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。        

④④④④    助成事業助成事業助成事業助成事業におにおにおにおけるけるけるける車両購入車両購入車両購入車両購入はははは、、、、車両本体価格車両本体価格車両本体価格車両本体価格のみをのみをのみをのみを配分対象配分対象配分対象配分対象としとしとしとし、、、、付属品及付属品及付属品及付属品及びびびびオプオプオプオプ

ションションションション品品品品のののの購入費用並購入費用並購入費用並購入費用並びにびにびにびに税金及税金及税金及税金及びびびび登録諸費用登録諸費用登録諸費用登録諸費用等等等等はははは申請団体申請団体申請団体申請団体のののの自己自己自己自己負担負担負担負担となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

⑤⑤⑤⑤    車両車両車両車両・・・・機器機器機器機器はははは、、、、配備後自配備後自配備後自配備後自らららら所有所有所有所有するものするものするものするものをををを対象対象対象対象としとしとしとし、、、、リースリースリースリース・・・・レンタルレンタルレンタルレンタル配備配備配備配備をををを行行行行うううう

ものものものものはははは対象対象対象対象としませんとしませんとしませんとしません。。。。またまたまたまた、、、、中古品中古品中古品中古品もももも対象対象対象対象としませんとしませんとしませんとしません。。。。    

⑥⑥⑥⑥    施設改修施設改修施設改修施設改修はははは、、、、模様替工事及模様替工事及模様替工事及模様替工事及びびびび修理修理修理修理・・・・保全工事保全工事保全工事保全工事のみをのみをのみをのみを対象対象対象対象としとしとしとし、、、、新築新築新築新築・・・・増築増築増築増築のようにのようにのようにのように建建建建

築面積築面積築面積築面積・・・・床面積床面積床面積床面積をををを増増増増やすものやすものやすものやすものはははは対象対象対象対象としませんとしませんとしませんとしません。。。。施設施設施設施設はははは法人所有施設法人所有施設法人所有施設法人所有施設、、、、公的施設公的施設公的施設公的施設をををを対対対対

象象象象としますとしますとしますとします。。。。個人所有施設個人所有施設個人所有施設個人所有施設のののの場合場合場合場合ににににはははは 5555 年以上年以上年以上年以上のののの長期貸与契約長期貸与契約長期貸与契約長期貸与契約（（（（無償無償無償無償・・・・有償有償有償有償をををを問問問問いまいまいまいま

せんせんせんせん。。。。契約期間契約期間契約期間契約期間がががが 5555 年以上年以上年以上年以上でありでありでありであり、、、、平成平成平成平成 22222222 年年年年 7777 月月月月 1111 日以降日以降日以降日以降のののの残存契約期間残存契約期間残存契約期間残存契約期間がががが 3333 年以年以年以年以

上上上上あるあるあるあるものとしますものとしますものとしますものとします。。。。））））がなされていることががなされていることががなされていることががなされていることが条件条件条件条件となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

⑦⑦⑦⑦    申請申請申請申請にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの実施実施実施実施のののの緊急性緊急性緊急性緊急性がががが高高高高いものであることいものであることいものであることいものであること。。。。        

⑧⑧⑧⑧    申請法人申請法人申請法人申請法人がががが自自自自らららら実施実施実施実施するするするする事業事業事業事業であることであることであることであること。。。。ただしただしただしただし、、、、申請法人申請法人申請法人申請法人のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて事業事業事業事業のののの

一部一部一部一部をををを    外部外部外部外部へへへへ委託委託委託委託することはすることはすることはすることは可能可能可能可能ですですですです。。。。    

（（（（３３３３））））申請申請申請申請事業事業事業事業にににに期待期待期待期待することすることすることすること。。。。    

①①①①    社会的社会的社会的社会的ニーズニーズニーズニーズとそのとそのとそのとその社会的社会的社会的社会的波及効果波及効果波及効果波及効果のののの高高高高いいいい事業事業事業事業であることであることであることであること    

事業事業事業事業へのへのへのへの社会社会社会社会的要請的要請的要請的要請がががが高高高高くくくく、、、、またまたまたまた、、、、事業実施後事業実施後事業実施後事業実施後のののの成果成果成果成果のののの社会社会社会社会へのへのへのへの普及効果普及効果普及効果普及効果がががが高高高高いこいこいこいこ

とととと。。。。            

②②②②    先駆性先駆性先駆性先駆性のののの高高高高いいいい事業事業事業事業であることであることであることであること    

従来事業従来事業従来事業従来事業のののの単単単単なるなるなるなる延長延長延長延長ではないではないではないではない、、、、先駆性先駆性先駆性先駆性のののの高高高高いいいい事業事業事業事業であることであることであることであること。。。。新新新新しくしくしくしく先駆的先駆的先駆的先駆的なななな事事事事

業内容業内容業内容業内容であるかであるかであるかであるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業事業事業事業プロセスプロセスプロセスプロセスのののの新規新規新規新規なななな改善改善改善改善であることであることであることであること。。。。        

③③③③    事業計画事業計画事業計画事業計画がががが明確化明確化明確化明確化されされされされ、、、、実現性実現性実現性実現性がががが高高高高いいいい事業事業事業事業であることであることであることであること    

事業事業事業事業はははは具体的具体的具体的具体的にににに計画計画計画計画されされされされ、、、、平成平成平成平成 22222222 年度内年度内年度内年度内にににに完了完了完了完了するするするする事業内容事業内容事業内容事業内容としてとしてとしてとして団体団体団体団体のののの事業規模事業規模事業規模事業規模

にににに対対対対してしてしてして適切適切適切適切ででででありありありあり、、、、事業実施事業実施事業実施事業実施のためののためののためののための人員配置人員配置人員配置人員配置・・・・自己負担金自己負担金自己負担金自己負担金・・・・運転資金運転資金運転資金運転資金のののの調達調達調達調達がががが準準準準

備備備備されされされされ、、、、事業事業事業事業のののの成果目標成果目標成果目標成果目標がががが明確化明確化明確化明確化されされされされ、、、、今回今回今回今回のののの事業事業事業事業にににに繋繋繋繋がるがるがるがる過去過去過去過去のののの蓄積蓄積蓄積蓄積をををを持持持持ちちちち、、、、実現実現実現実現

のののの度合度合度合度合いいいいがががが高高高高いこといこといこといこと。。。。    

④④④④    緊急性緊急性緊急性緊急性のののの高高高高いいいい事業事業事業事業であることであることであることであること        

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度内内内内にににに実施実施実施実施するするするする必要性必要性必要性必要性のののの高高高高いいいい事業事業事業事業であることであることであることであること。。。。    

（（（（４４４４））））定量的条件定量的条件定量的条件定量的条件のののの配慮配慮配慮配慮    

    以上以上以上以上のののの期待期待期待期待をををを優先優先優先優先審査審査審査審査しししし、、、、さらにさらにさらにさらに以下以下以下以下のののの定量的条件定量的条件定量的条件定量的条件がががが優先順位決定優先順位決定優先順位決定優先順位決定にににに加味加味加味加味されますされますされますされます。。。。    
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①①①①    寄附金申請額寄附金申請額寄附金申請額寄附金申請額がよりがよりがよりがより小小小小さいさいさいさい方方方方をををを優先優先優先優先（（（（助成助成助成助成をををを必要必要必要必要ととととするできるだけするできるだけするできるだけするできるだけ多多多多くのくのくのくの団体団体団体団体にににに    

配分配分配分配分するためするためするためするため））））    

②②②②    申請事業申請事業申請事業申請事業のののの事業総額事業総額事業総額事業総額にににに占占占占めるめるめるめる自己負担金自己負担金自己負担金自己負担金のののの割合割合割合割合がががが大大大大きいきいきいきい方方方方をををを優先優先優先優先（（（（事業事業事業事業のののの実施実施実施実施にににに    

向向向向けてけてけてけて自己努力意識自己努力意識自己努力意識自己努力意識やややや準備準備準備準備のののの高高高高いいいい団体団体団体団体））））    

③③③③    団体団体団体団体のののの前年度決算前年度決算前年度決算前年度決算におけるにおけるにおけるにおける次期繰越収支差額次期繰越収支差額次期繰越収支差額次期繰越収支差額のよりのよりのよりのより小小小小さいさいさいさい方方方方をををを優先優先優先優先（（（（財政状況財政状況財政状況財政状況がががが厳厳厳厳

しくしくしくしく助成助成助成助成のののの必要性必要性必要性必要性のよりのよりのよりのより高高高高いいいい団体団体団体団体））））    

    

    ４４４４．．．．配分申請配分申請配分申請配分申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類            

    

配分申請配分申請配分申請配分申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類はははは下記下記下記下記のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分申請書申請書申請書申請書用紙用紙用紙用紙はははは年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金        

ホームページホームページホームページホームページ((((    http://www.post.japanposhttp://www.post.japanposhttp://www.post.japanposhttp://www.post.japanpost.jp/kifu/t.jp/kifu/t.jp/kifu/t.jp/kifu/    ))))からからからからダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードできますできますできますできます。。。。またまたまたまた、、、、

郵送郵送郵送郵送でででで同同同同用紙用紙用紙用紙をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方はははは下記下記下記下記年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局までまでまでまで郵便郵便郵便郵便はがきはがきはがきはがき若若若若しくはしくはしくはしくはファックスファックスファックスファックスにににに

よりよりよりより、、、、法人名法人名法人名法人名、、、、住所住所住所住所、、、、電話番号電話番号電話番号電話番号及及及及びびびび「「「「平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分申請寄附金配分申請寄附金配分申請寄附金配分申請書類書類書類書類    希望希望希望希望」」」」とととと            

明記明記明記明記のののの上上上上、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

（（（（１１１１））））    申請書類申請書類申請書類申請書類    （（（（必須提出書類必須提出書類必須提出書類必須提出書類））））    

①①①①    動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分申請書寄附金配分申請書寄附金配分申請書寄附金配分申請書        

②②②②    配分申請配分申請配分申請配分申請するするするする事業事業事業事業をををを所管所管所管所管するするするする大臣又大臣又大臣又大臣又はははは都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事等等等等のののの意見書意見書意見書意見書        

意見書意見書意見書意見書についてはについてはについてはについてはＰ．Ｐ．Ｐ．Ｐ．9999「「「「12.12.12.12.そのそのそのその他参考情報他参考情報他参考情報他参考情報」」」」ををををごごごご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    

③③③③    申請申請申請申請するするするする団体団体団体団体のののの定款又定款又定款又定款又はははは寄附行為寄附行為寄附行為寄附行為        

④④④④    平成平成平成平成 20202020 年度申請団体収支決算書年度申請団体収支決算書年度申請団体収支決算書年度申請団体収支決算書        

⑤⑤⑤⑤    平成平成平成平成 21212121 年度申請団体収支予算書年度申請団体収支予算書年度申請団体収支予算書年度申請団体収支予算書        

⑥⑥⑥⑥    必要必要必要必要なななな見積書見積書見積書見積書    

⑦⑦⑦⑦    施設施設施設施設のののの場合場合場合場合、、、、図面及図面及図面及図面及びびびび改修箇所改修箇所改修箇所改修箇所のののの写真写真写真写真などなどなどなど事業内容事業内容事業内容事業内容がががが具体的具体的具体的具体的にににに分分分分かるかるかるかる書類等書類等書類等書類等    

（（（（個人所有施設個人所有施設個人所有施設個人所有施設のののの場合場合場合場合はははは施設貸与契約書施設貸与契約書施設貸与契約書施設貸与契約書のののの写写写写しもしもしもしも添付添付添付添付））））    

（（（（２２２２））））説明資料説明資料説明資料説明資料    

①①①①    団体団体団体団体及及及及びびびび活動活動活動活動をををを紹介紹介紹介紹介したしたしたしたパンフレットパンフレットパンフレットパンフレット等等等等（（（（作成作成作成作成しているしているしているしている場合場合場合場合））））    

②②②②    そのそのそのその他必要他必要他必要他必要とととと考考考考えるえるえるえる説明資料説明資料説明資料説明資料    

（（（（３３３３））））    返信用返信用返信用返信用郵便郵便郵便郵便はがきはがきはがきはがき（（（（必須提出必須提出必須提出必須提出））））    

申請書類申請書類申請書類申請書類をををを受領受領受領受領したしたしたした旨旨旨旨をををを通知通知通知通知いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、配分申請書配分申請書配分申請書配分申請書 P.P.P.P.1111「「「「実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者」」」」のののの連絡連絡連絡連絡

先先先先((((住所住所住所住所))))・・・・氏名氏名氏名氏名をををを記記記記したしたしたした「「「「返信用返信用返信用返信用郵便郵便郵便郵便はがきはがきはがきはがき」」」」をををを必必必必ずずずず同封同封同封同封してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。通常通常通常通常はがきとはがきとはがきとはがきと

しししし、、、、往復往復往復往復はがきとはしないでくださはがきとはしないでくださはがきとはしないでくださはがきとはしないでくださいいいい。。。。        

    

    申請書類申請書類申請書類申請書類はははは受付期間中受付期間中受付期間中受付期間中にににに下記下記下記下記あてあてあてあて、、、、必必必必ずずずず郵便郵便郵便郵便((((申請書申請書申請書申請書((((ＡＡＡＡ4444))))をををを折折折折らずにらずにらずにらずに入入入入るるるる封筒封筒封筒封筒をををを    使使使使

用用用用しししし、、、、特定特定特定特定記録郵便記録郵便記録郵便記録郵便若若若若しくはしくはしくはしくは簡易書留郵便簡易書留郵便簡易書留郵便簡易書留郵便））））にておにておにておにてお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。    

なおなおなおなお、、、、申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類がががが全全全全てててて揃揃揃揃っているかどうかっているかどうかっているかどうかっているかどうか、、、、よくごよくごよくごよくご確認確認確認確認のののの上上上上、、、、提出提出提出提出くださいくださいくださいください。。。。            

特特特特にににに「「「「意見書意見書意見書意見書」」」」はははは必須必須必須必須ですのでですのでですのでですので、、、、入手入手入手入手のためにのためにのためにのために余裕時間余裕時間余裕時間余裕時間をもってごをもってごをもってごをもってご準備準備準備準備くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

http://www.post.japanpost.jp/kifu/
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((((申請申請申請申請書用紙書用紙書用紙書用紙のののの申申申申しししし込込込込みみみみ・・・・申請書類申請書類申請書類申請書類のののの提出先提出先提出先提出先))))    

〒〒〒〒100100100100----8798879887988798    

千代田区霞千代田区霞千代田区霞千代田区霞がががが関関関関 1111 丁目丁目丁目丁目 3333 番番番番 2222 号号号号    

郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社    経営企画部経営企画部経営企画部経営企画部    年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局        

電話電話電話電話：：：：03030303----3504350435043504----4401440144014401            FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----3535353592929292----7620762076207620                    

((((土日祝日土日祝日土日祝日土日祝日をををを除除除除くくくく、、、、10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00 又又又又はははは 13:0013:0013:0013:00～～～～17:0017:0017:0017:00 におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。) ) ) )     

    

受付期間受付期間受付期間受付期間はははは平成平成平成平成 22222222 年年年年 3333 月月月月 1111 日日日日（（（（月月月月））））からからからから、、、、平成平成平成平成 22222222 年年年年 4444 月月月月 30303030 日日日日（（（（金金金金）））） ( ( ( (当日消印有効当日消印有効当日消印有効当日消印有効））））ですですですです。。。。                    

消印消印消印消印がががが 5555 月月月月 1111 日日日日（（（（土土土土））））以降以降以降以降のののの応募応募応募応募についてはについてはについてはについては、、、、理由理由理由理由のののの如何如何如何如何をををを問問問問わずわずわずわず審査審査審査審査ををををいたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。    

    

（（（（４４４４））））申請書記入上申請書記入上申請書記入上申請書記入上のののの注意注意注意注意        

①①①①    配分申請書配分申請書配分申請書配分申請書のののの記入記入記入記入・・・・印字印字印字印字にににに際際際際してはしてはしてはしては黒黒黒黒インクインクインクインク（（（（印刷印刷印刷印刷、、、、ボールペンボールペンボールペンボールペン、、、、万年筆万年筆万年筆万年筆））））のののの使用使用使用使用

ををををおおおお願願願願いいいいいたいたいたいたしますしますしますします。。。。    

②②②②    配分申請書配分申請書配分申請書配分申請書はははは、、、、審査資料審査資料審査資料審査資料としてそのままとしてそのままとしてそのままとしてそのままコピーコピーコピーコピーしますのでしますのでしますのでしますので、、、、糊付糊付糊付糊付けやけやけやけやホチキスホチキスホチキスホチキス留留留留めめめめ    

はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮くださいくださいくださいください。。。。申請書用紙申請書用紙申請書用紙申請書用紙にににに切切切切りりりり貼貼貼貼りをしたりをしたりをしたりをした場合場合場合場合ははははコピーコピーコピーコピーしたものをしたものをしたものをしたものを提出提出提出提出くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

        なおなおなおなお、、、、コピーコピーコピーコピーはははは片面片面片面片面としとしとしとし、、、、両面刷両面刷両面刷両面刷りにしないでくださいりにしないでくださいりにしないでくださいりにしないでください。。。。    

③③③③    配分申請書配分申請書配分申請書配分申請書はははは所定所定所定所定のののの申請書様式申請書様式申請書様式申請書様式をををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。記載紙面記載紙面記載紙面記載紙面のののの追加追加追加追加はははは認認認認められまめられまめられまめられま                        

せんせんせんせん。。。。申請書申請書申請書申請書ページページページページ数数数数をををを超超超超えないようにしてえないようにしてえないようにしてえないようにしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。ページページページページ数数数数のののの範囲内範囲内範囲内範囲内であればであればであればであれば                

記入記入記入記入項目項目項目項目によりによりによりにより、、、、記入行数記入行数記入行数記入行数をををを増減増減増減増減してもしてもしてもしても構構構構いませんいませんいませんいません。。。。    

④④④④    審査審査審査審査はははは申請書類申請書類申請書類申請書類（（（（添付資料添付資料添付資料添付資料をををを含含含含むむむむ））））のみのみのみのみでででで行行行行いますいますいますいますのでのでのでので、、、、配分申請要領配分申請要領配分申請要領配分申請要領、、、、申請書申請書申請書申請書のののの        

注意書注意書注意書注意書きにきにきにきに対応対応対応対応したしたしたした、、、、的確的確的確的確ででででかつかつかつかつ簡潔簡潔簡潔簡潔ににににポイントポイントポイントポイントをををを掴掴掴掴んだんだんだんだ記載記載記載記載をををを心掛心掛心掛心掛けてけてけてけてくださいくださいくださいください。。。。

またまたまたまた、、、、第三者第三者第三者第三者がががが容易容易容易容易にににに判読判読判読判読････理解理解理解理解できるようできるようできるようできるよう、、、、分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい記載記載記載記載ををををおおおお願願願願いいいいいたいたいたいたしますしますしますします。。。。    

    

    ５５５５．．．．配分配分配分配分のののの決定決定決定決定とととと通知通知通知通知のののの時期時期時期時期        

    

（（（（１１１１））））    寄附金配分団体及寄附金配分団体及寄附金配分団体及寄附金配分団体及びびびび配分額配分額配分額配分額はははは、、、、社外有識者社外有識者社外有識者社外有識者によるによるによるによる審査委員会審査委員会審査委員会審査委員会においてにおいてにおいてにおいて審査審査審査審査のののの上上上上、、、、総務総務総務総務

大臣大臣大臣大臣のののの認可認可認可認可をををを受受受受けてけてけてけて決定決定決定決定いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

（（（（２２２２））））    配分団体配分団体配分団体配分団体・・・・配分額配分額配分額配分額のののの決定決定決定決定はははは平成平成平成平成 22222222 年年年年 7777 月末月末月末月末をををを予定予定予定予定しておりしておりしておりしており、、、、申請申請申請申請されたされたされたされた団体団体団体団体にはにはにはには、、、、

採否採否採否採否のののの結果結果結果結果につきにつきにつきにつき書面書面書面書面にておにておにておにてお知知知知らせいたしますらせいたしますらせいたしますらせいたします。。。。    

    

    ６６６６．．．．配分通知配分通知配分通知配分通知のののの交付式交付式交付式交付式とととと事業事業事業事業のののの実施実施実施実施        

    

（（（（１１１１））））寄附金配分対象団体寄附金配分対象団体寄附金配分対象団体寄附金配分対象団体へへへへはははは郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社からからからから連絡連絡連絡連絡のののの上上上上、、、、動物愛護寄附動物愛護寄附動物愛護寄附動物愛護寄附金金金金のののの配分決定配分決定配分決定配分決定            

通知書通知書通知書通知書交付式交付式交付式交付式をををを行行行行うううう予定予定予定予定でででですのですのですのですので、、、、そのそのそのその際際際際ははははごごごご出席出席出席出席をおをおをおをお願願願願いいいいいたいたいたいたしますしますしますします。。。。    

（（（（２２２２））））配分配分配分配分申請申請申請申請にににに対対対対しししし、、、、審査委員会審査委員会審査委員会審査委員会においてにおいてにおいてにおいて金額金額金額金額やややや内容内容内容内容につきにつきにつきにつき査定査定査定査定がががが行行行行われるわれるわれるわれる場合場合場合場合ががががありまありまありまありま



 8

すのですのですのですので、、、、申請申請申請申請されたされたされたされた金額金額金額金額がががが大幅大幅大幅大幅にににに減額減額減額減額となるとなるとなるとなる可能可能可能可能性性性性がありがありがありがありますがますがますがますが、、、、そのそのそのその際際際際はははは申請団体申請団体申請団体申請団体にににに

連絡連絡連絡連絡しますしますしますします。。。。減額減額減額減額されたされたされたされたためにためにためにために事業事業事業事業がががが実施実施実施実施できないとできないとできないとできないと判断判断判断判断されるされるされるされる団体団体団体団体はははは、、、、動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附寄附寄附寄附

金配分金配分金配分金配分をををを辞退辞退辞退辞退することすることすることすることができますができますができますができます。。。。    

（（（（３３３３））））配分決定配分決定配分決定配分決定のののの時期時期時期時期はははは申請申請申請申請からからからから 3333～～～～４４４４かかかか月月月月ほどほどほどほど経過経過経過経過しておりしておりしておりしており、、、、状況状況状況状況のののの変化変化変化変化もあるともあるともあるともあると考考考考えらえらえらえら

れれれれますますますますのでのでのでので、、、、配分決定時点配分決定時点配分決定時点配分決定時点でででで事業計画事業計画事業計画事業計画のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行っていただきっていただきっていただきっていただきますますますます。。。。見積見積見積見積もりをもりをもりをもりを再度再度再度再度

とっていただきとっていただきとっていただきとっていただき、、、、現状現状現状現状にににに即即即即したしたしたした事業実施計画書事業実施計画書事業実施計画書事業実施計画書にににに修正修正修正修正をををを行行行行いいいい、、、、当社当社当社当社にににに提出提出提出提出していただきしていただきしていただきしていただき、、、、

これにこれにこれにこれに基基基基づいてづいてづいてづいて事業事業事業事業をををを実施実施実施実施していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。ただしただしただしただし、、、、申請申請申請申請のののの骨格骨格骨格骨格をををを変変変変えるようなえるようなえるようなえるような修正修正修正修正

はははは審査審査審査審査のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに反反反反しますのでしますのでしますのでしますので、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも申請内申請内申請内申請内容容容容にににに沿沿沿沿ったったったった小幅小幅小幅小幅なななな修正修正修正修正としていただきとしていただきとしていただきとしていただき

ますますますます。。。。        

（（（（４４４４））））    配分決定配分決定配分決定配分決定後後後後のののの事業計画事業計画事業計画事業計画のののの見直見直見直見直しししし及及及及びびびび事業事業事業事業終了時終了時終了時終了時ににににおいておいておいておいて、、、、事業総額事業総額事業総額事業総額がががが減少減少減少減少したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、

そのそのそのその差額分差額分差額分差額分だけだけだけだけ助成助成助成助成金金金金からからからから減額減額減額減額いたしますいたしますいたしますいたします。。。。このこのこのこの場合場合場合場合自己負担金額自己負担金額自己負担金額自己負担金額のののの減額減額減額減額はできませんはできませんはできませんはできません。。。。    

（（（（５５５５））））寄附金寄附金寄附金寄附金はははは事業事業事業事業のののの終了月終了月終了月終了月のののの月末月末月末月末にににに配分配分配分配分いたいたいたいたしますしますしますします。。。。ただしただしただしただし、、、、申請団体申請団体申請団体申請団体のののの要望要望要望要望にににに基基基基づきづきづきづき    

当当当当社社社社がががが認認認認めるめるめるめる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、事業開始月事業開始月事業開始月事業開始月・・・・事業終了月事業終了月事業終了月事業終了月のののの時期時期時期時期からからからから送金月送金月送金月送金月（（（（2222 回回回回））））をををを選択選択選択選択するするするする    

ことができますことができますことができますことができます。。。。    

    

    ７７７７．．．．動物動物動物動物寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業のののの表示表示表示表示        

    

寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分をををを受受受受けてけてけてけて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、購入物件購入物件購入物件購入物件のあるのあるのあるのある場合場合場合場合はそのはそのはそのはその物件物件物件物件へへへへ、、、、冊子冊子冊子冊子        

調製調製調製調製などはそのなどはそのなどはそのなどはその冊子冊子冊子冊子へへへへ、、、、そのそのそのその他他他他のののの場合場合場合場合はははは何何何何らかのらかのらかのらかの方法方法方法方法をもってをもってをもってをもって動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業寄附金配分事業にににに        

よりよりよりより実施実施実施実施したしたしたした旨旨旨旨のののの表示表示表示表示をしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます（（（（詳細詳細詳細詳細につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては配分決定後配分決定後配分決定後配分決定後、、、、実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書をををを

作成作成作成作成してしてしてしていただくいただくいただくいただく際際際際にごにごにごにご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。）。）。）。）。。。。    

なおなおなおなお、、、、寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分をををを受受受受けてけてけてけて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業につきにつきにつきにつき機関誌等機関誌等機関誌等機関誌等へへへへ掲載掲載掲載掲載するするするする場合場合場合場合、、、、「「「「郵便事業株式郵便事業株式郵便事業株式郵便事業株式        

会社会社会社会社によりによりによりにより動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分をををを受受受受けましたけましたけましたけました」」」」旨旨旨旨のののの記述記述記述記述ををををおおおお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。そのそのそのその際際際際はははは年賀年賀年賀年賀

寄附金寄附金寄附金寄附金事務局事務局事務局事務局((((下記下記下記下記「「「「10101010．．．．おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先」」」」のののの連絡先連絡先連絡先連絡先))))までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

    

    ８８８８．．．．事業終了事業終了事業終了事業終了時時時時        

    

事業事業事業事業のののの終了終了終了終了時時時時にはにはにはには「「「「事業完了事業完了事業完了事業完了報告書報告書報告書報告書」」」」及及及及びびびび「「「「自己評価書自己評価書自己評価書自己評価書」」」」をををを提出提出提出提出ししししていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。        

    

    ９９９９．．．．監査監査監査監査及及及及びびびび評価評価評価評価        

    

寄附金寄附金寄附金寄附金をををを受受受受けてけてけてけて実施実施実施実施されたされたされたされた事業事業事業事業がががが適正適正適正適正にににに実施実施実施実施されたかされたかされたかされたか、、、、事業事業事業事業のそののそののそののその後後後後はどうなったのかはどうなったのかはどうなったのかはどうなったのか等等等等

をををを確認確認確認確認するためするためするためするため、、、、法律法律法律法律によりによりによりにより監査監査監査監査がががが義務付義務付義務付義務付けられていますけられていますけられていますけられています。。。。郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社のののの社員社員社員社員がががが監査監査監査監査

のためにのためにのためにのために派遣派遣派遣派遣されされされされ実地実地実地実地にににに監査監査監査監査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    またまたまたまた、、、、平成平成平成平成 18181818 度以降度以降度以降度以降のののの寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分事業事業事業事業のののの完了後完了後完了後完了後にににに事業成果事業成果事業成果事業成果のののの評価評価評価評価をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。自己自己自己自己        

評価及評価及評価及評価及びびびび評価委員会評価委員会評価委員会評価委員会からのからのからのからのヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング調査調査調査調査（（（（選定選定選定選定されたされたされたされた案件案件案件案件につきにつきにつきにつき））））などがありますなどがありますなどがありますなどがあります。。。。                        

ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
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    １０１０１０１０．．．．おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ        

        

（（（（１１１１））））おおおお問問問問いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの多多多多いいいい質問質問質問質問とととと回答回答回答回答    

年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金ホームページホームページホームページホームページにてにてにてにて、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの多多多多いいいい質問質問質問質問とととと回答回答回答回答をををを掲載掲載掲載掲載しておりますしておりますしておりますしておりますのののの

でででで、、、、ごごごご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    

年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金ホームページホームページホームページホームページ    http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/    

（（（（２２２２））））電話電話電話電話によるおによるおによるおによるお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    

以下以下以下以下のののの電話番号電話番号電話番号電話番号におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。おおおお問問問問いいいい合合合合わせがわせがわせがわせが多多多多いいいい場合場合場合場合にはにはにはには、、、、電話電話電話電話がががが            

つながりにくいことがありますつながりにくいことがありますつながりにくいことがありますつながりにくいことがあります。。。。あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

申請希望事業申請希望事業申請希望事業申請希望事業がががが申請申請申請申請できるできるできるできる事業事業事業事業であるかどうかのであるかどうかのであるかどうかのであるかどうかの問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ等等等等、、、、事前問事前問事前問事前問いいいい合合合合わせもわせもわせもわせも    

歓迎歓迎歓迎歓迎しますしますしますします。。。。    

    

郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社    経営企画部経営企画部経営企画部経営企画部    年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局    

電話電話電話電話：：：：03030303----3504350435043504----4401440144014401        FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----3592359235923592----7620762076207620                    

((((土日祝日土日祝日土日祝日土日祝日をををを除除除除くくくく、、、、10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00 又又又又はははは 13:0013:0013:0013:00～～～～17:0017:0017:0017:00 におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。) ) ) )     

    

    １１１１１１１１．．．．そのそのそのその他他他他ごごごご注意注意注意注意        

    

（（（（１１１１））））審査審査審査審査のののの過程過程過程過程においてにおいてにおいてにおいて、、、、年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局からからからから申請申請申請申請事業事業事業事業内容等内容等内容等内容等のののの確認確認確認確認のためのためのためのため、、、、申請書申請書申請書申請書にににに

あるあるあるある実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者にににに電話等電話等電話等電話等ををををさせていただくさせていただくさせていただくさせていただく場合場合場合場合ががががありますありますありますあります。。。。    

（（（（２２２２））））申請申請申請申請されましたされましたされましたされました書類等書類等書類等書類等はおはおはおはお返返返返ししませんししませんししませんししません。。。。必必必必ずずずずコピーコピーコピーコピー等等等等をををを保管保管保管保管くださいくださいくださいください。。。。        

（（（（３３３３））））寄附金寄附金寄附金寄附金をををを配分配分配分配分することがすることがすることがすることが決定決定決定決定したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、団体名団体名団体名団体名、、、、代表者名代表者名代表者名代表者名、、、、住所住所住所住所、、、、事業概要事業概要事業概要事業概要、、、、                

配分額配分額配分額配分額等等等等をををを公表公表公表公表いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめごごごご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。        

（（（（４４４４））））採否採否採否採否のののの理由等理由等理由等理由等、、、、選考選考選考選考にににに関関関関わるわるわるわる内容内容内容内容にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせにはわせにはわせにはわせには一切応一切応一切応一切応じかねますのでじかねますのでじかねますのでじかねますので、、、、

ごごごご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。        

なおなおなおなお、、、、審査委員審査委員審査委員審査委員長長長長講評講評講評講評はははは配分事業配分事業配分事業配分事業リストリストリストリストにににに掲載掲載掲載掲載されますされますされますされます。。。。    

    

    １１１１２２２２．．．．そのそのそのその他他他他ごごごご参考情報参考情報参考情報参考情報        

    

（（（（１１１１））））申請事業申請事業申請事業申請事業におけるにおけるにおけるにおける動物動物動物動物のののの範囲範囲範囲範囲：：：：    

            動物愛護管理法動物愛護管理法動物愛護管理法動物愛護管理法にににに言言言言うううう哺乳哺乳哺乳哺乳類類類類、、、、鳥類鳥類鳥類鳥類、、、、爬虫類爬虫類爬虫類爬虫類をををを主主主主たるたるたるたる対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲としますとしますとしますとします。。。。    

            飼養飼養飼養飼養動物動物動物動物のののの愛護愛護愛護愛護・・・・保管保管保管保管････管理管理管理管理にににに加加加加ええええ、、、、野生動物野生動物野生動物野生動物のののの保護保護保護保護をををを対象対象対象対象範囲範囲範囲範囲としまとしまとしまとしますすすす    

（（（（２２２２））））意見書意見書意見書意見書：：：：    

            政令政令政令政令によりによりによりにより大臣大臣大臣大臣又又又又はははは都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事のののの意見書意見書意見書意見書をををを申請書申請書申請書申請書にににに添付添付添付添付するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。意見意見意見意見

書書書書はははは申請申請申請申請するするするする団体団体団体団体のののの所管先所管先所管先所管先ではなくではなくではなくではなく、、、、申請申請申請申請するするするする事業内容事業内容事業内容事業内容をををを所管所管所管所管するするするする部部部部局局局局へへへへ交付交付交付交付をををを申請申請申請申請しししし

ててててくださいくださいくださいください。。。。    

    

http://www.post.japanpost.jp/kifu/
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            なおなおなおなお、、、、所管所管所管所管するするするする部局部局部局部局がががが分分分分からないからないからないからない場合場合場合場合はははは、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県のののの動物愛護管理行政担当組織動物愛護管理行政担当組織動物愛護管理行政担当組織動物愛護管理行政担当組織（（（（以以以以

下下下下ののののＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬをををを参照参照参照参照））））へへへへごごごご相談相談相談相談いただくことをおいただくことをおいただくことをおいただくことをお勧勧勧勧めいたしますめいたしますめいたしますめいたします。。。。    

         http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/3_contact/index.html 

    

交付交付交付交付申請申請申請申請のののの際際際際にはにはにはには次次次次のようなのようなのようなのような書類書類書類書類がががが必要必要必要必要になるになるになるになる場合場合場合場合がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、申請申請申請申請前前前前にににに予予予予めめめめ    

ごごごご用意用意用意用意いただきますようおいただきますようおいただきますようおいただきますようお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

①①①①    意見書交付意見書交付意見書交付意見書交付申請申請申請申請書書書書（（（（別紙別紙別紙別紙 1111））））        

②②②②    動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護寄附金配分寄附金配分寄附金配分寄附金配分申請書申請書申請書申請書    

③③③③    申請申請申請申請団体団体団体団体のののの定款定款定款定款あるいはあるいはあるいはあるいは寄付行為寄付行為寄付行為寄付行為    

なおなおなおなお、、、、意見書意見書意見書意見書及及及及びびびび意見書交付申請書意見書交付申請書意見書交付申請書意見書交付申請書はははは特特特特にににに書式書式書式書式にににに決決決決まりはまりはまりはまりはありませんがありませんがありませんがありませんが、、、、例例例例文文文文をををを別紙別紙別紙別紙

1111、、、、2222 のとおりのとおりのとおりのとおり作成作成作成作成しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ごごごご参考参考参考参考くださいくださいくださいください。。。。    

            意見書意見書意見書意見書のののの交付交付交付交付にはにはにはには 2222～～～～3333 週間程度週間程度週間程度週間程度のののの時間時間時間時間がががが必要必要必要必要とされておりますとされておりますとされておりますとされております。。。。必必必必ずずずず、、、、余裕余裕余裕余裕をもってをもってをもってをもって

4444月月月月9999日頃日頃日頃日頃までにはまでにはまでにはまでには、、、、申請事業内容申請事業内容申請事業内容申請事業内容をををを所管所管所管所管するするするする部門部門部門部門へへへへ意見書意見書意見書意見書のののの交付交付交付交付をををを申請申請申請申請してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

事業事業事業事業のののの所管所管所管所管についてについてについてについて大臣大臣大臣大臣あるいはあるいはあるいはあるいは都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事からからからから法律法律法律法律、、、、法法法法令等令等令等令等によりによりによりにより政令市政令市政令市政令市・・・・中核市中核市中核市中核市

等等等等にににに権限委譲権限委譲権限委譲権限委譲されているされているされているされている場合場合場合場合はははは、、、、委譲先委譲先委譲先委譲先のののの長長長長によるによるによるによる意見書意見書意見書意見書でもでもでもでも結構結構結構結構ですですですです。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは委委委委

譲譲譲譲についてについてについてについて記載記載記載記載のあるのあるのあるのある条文等条文等条文等条文等をををを添付添付添付添付くくくくださいださいださいださい。。。。    

            意見書意見書意見書意見書についてごについてごについてごについてご不明不明不明不明なななな点点点点がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局年賀寄附金事務局までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

（（（（４４４４）ＷＥＢ）ＷＥＢ）ＷＥＢ）ＷＥＢサイトサイトサイトサイト：：：：    

            ＷＥＢＷＥＢＷＥＢＷＥＢサイトサイトサイトサイトにににに「「「「動物愛護寄附金配分事業動物愛護寄附金配分事業動物愛護寄附金配分事業動物愛護寄附金配分事業」」」」についてのについてのについてのについての参考参考参考参考情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載ししししておりますておりますておりますております

のでのでのでので、、、、ごごごご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    

①①①①    年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金年賀寄附金ホームページホームページホームページホームページ    

http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/    

②②②②    郵便郵便郵便郵便ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲブログブログブログブログ    

http://blog.post.japanpost.jp/csr/http://blog.post.japanpost.jp/csr/http://blog.post.japanpost.jp/csr/http://blog.post.japanpost.jp/csr/        

③③③③    動物愛護寄附金付切手動物愛護寄附金付切手動物愛護寄附金付切手動物愛護寄附金付切手発行発行発行発行についてについてについてについて（（（（プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース））））    

http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210918_thttp://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210918_thttp://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210918_thttp://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210918_t

.htm.htm.htm.htmllll    

            ④④④④    動物愛護寄附金付切手動物愛護寄附金付切手動物愛護寄附金付切手動物愛護寄附金付切手についてについてについてについて（（（（郵便郵便郵便郵便ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲブログブログブログブログ））））    

http://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/12/60.htmlhttp://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/12/60.htmlhttp://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/12/60.htmlhttp://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/12/60.html            

    

                                                                                                                                以上以上以上以上    

    

    

    

    

    

    

    

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/3_contact/index.html
http://www.post.japanpost.jp/kifu/
http://blog.post.japanpost.jp/csr/
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210918_t.html
http://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/12/60.html
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    別別別別    紙紙紙紙１１１１    

    

【【【【意見書作成意見書作成意見書作成意見書作成申請申請申請申請書書書書のののの作成例作成例作成例作成例】】】】    

 

 

平成２２年度動物愛護寄附金配分申請における 

大臣（都道府県知事）への意見書の作成申請書 

 

 

 

    年    月    日 

 

 大臣（都道府県知事） 殿  

 

 

                              主たる事務所の所在地 

 

                              名      称 

 

                              代表者氏名                                   ㊞ 

 

                              電 話 番 号 

 

 

 

 

  郵便事業株式会社が実施する｢平成２２年度動物愛護寄附金配分申請｣に伴い、配分申請す

る事業を所管する大臣あるいは都道府県知事の意見書（「お年玉付郵便葉書等に関する法律施

行令」（昭和 33 年 9月 29 日政令第 279 号）第 2条第 2 項）が必要なため、意見書の作成をお

願いいたします。 

 

記 

 

１、動物愛護寄附金配分申請書の写し １部 

               ２、定款あるいは寄付行為の写し １部 

 

以上 
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別別別別    紙紙紙紙２２２２    

    

【【【【意見書意見書意見書意見書のののの作成例作成例作成例作成例】】】】    

平成２２年○○月○○日 

 

郵便事業株式会社 

代表取締役社長 鍋倉 眞一 あて 

 

 

       ○○大臣（都道府県知事） 

 

       ○○ ○○  印 

 

 

 

平成２２年度動物愛護寄附金の配分を申請する事業に関する意見について 

 

 

 平成２２年度動物愛護寄附金の配分申請を行う次の法人は、下記に示す事業を実施する団

体であり、同団体が寄附金の配分を受けて実施する事業は、当該事業目的に寄与するものと

認められる。 

    

記 

 

申請団体名（法人名）： 

実施事業名     ： 

事業分野      ： 

 

※事業分野については以下の４の事業のうち、該当する事業を記載してください。 

 
お年玉付郵便葉書等に関する法律第５条第２項に掲げる４の分野の事業 
 

  ①社会福祉の増進を目的とする事業 
  ②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業 
  ③青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 

  ④地球環境の保全を図るために行う事業 

 

 


