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〔〔〔〔資料資料資料資料１１１１〕〕〕〕    

    

「「「「東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震」」」」のののの発生発生発生発生によるによるによるによる被災者救助支援被災者救助支援被災者救助支援被災者救助支援のためののためののためののための    

年賀寄附金配分申請要領年賀寄附金配分申請要領年賀寄附金配分申請要領年賀寄附金配分申請要領    

    

    

東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震のののの発生発生発生発生によるによるによるによる被災者被災者被災者被災者救助救助救助救助支援支援支援支援のためのためのためのため、、、、平成平成平成平成 22223333 年年年年用寄附金付用寄附金付用寄附金付用寄附金付

おおおお年玉付年賀年玉付年賀年玉付年賀年玉付年賀はがきはがきはがきはがき及及及及びびびび同切手同切手同切手同切手にににに付加付加付加付加されたされたされたされた寄附金寄附金寄附金寄附金のののの配分配分配分配分をををを希望希望希望希望するするするする団体団体団体団体をををを次次次次のののの    

とおりとおりとおりとおり再再再再公募公募公募公募いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

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 23232323 年年年年 4444 月月月月 7777 日日日日((((木木木木))))からからからから同年同年同年同年 4444 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))    

        

    

    １１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨        

    

    平成平成平成平成 23232323 年度年賀年度年賀年度年賀年度年賀寄附金配分団体寄附金配分団体寄附金配分団体寄附金配分団体についてはについてはについてはについては、、、、昨年末昨年末昨年末昨年末のののの申請公募申請公募申請公募申請公募をををを経経経経てててて、、、、現在審査中現在審査中現在審査中現在審査中ですがですがですがですが、、、、

本年本年本年本年 3333 月月月月 11111111 日日日日（（（（金金金金））））にににに発生発生発生発生したしたしたした東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震のののの発生発生発生発生によりによりによりにより受受受受けたけたけたけた被害被害被害被害がががが甚大甚大甚大甚大かつかつかつかつ        

広域広域広域広域にににに及及及及ぶものでありぶものでありぶものでありぶものであり、、、、またまたまたまた、、、、被災者救助被災者救助被災者救助被災者救助のののの緊急性等緊急性等緊急性等緊急性等をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、同寄附金同寄附金同寄附金同寄附金のののの一部一部一部一部をををを被災者被災者被災者被災者

救助救助救助救助にににに役立役立役立役立ててもらうためててもらうためててもらうためててもらうため、、、、再公募再公募再公募再公募をををを実施実施実施実施するものですするものですするものですするものです。。。。    

    

    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            

    

次次次次のののの条件条件条件条件をををを具備具備具備具備するするするする団体団体団体団体としますとしますとしますとします。。。。    

(1) (1) (1) (1) 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きづきづきづき、、、、東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震のののの発生発生発生発生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救助救助救助をををを行行行行うううう

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法人法人法人法人であることであることであることであること。。。。    

  (2)   (2)   (2)   (2) このこのこのこの寄附金寄附金寄附金寄附金はははは、、、、次次次次によりによりによりにより使用使用使用使用してしてしてして行行行行おうとするおうとするおうとするおうとする事業事業事業事業のののの実施計画実施計画実施計画実施計画をををを有有有有するするするする団体団体団体団体であるであるであるである    

ことことことこと。。。。    

        アアアア    このこのこのこの寄附金寄附金寄附金寄附金をををを下記下記下記下記４４４４にににに明記明記明記明記したしたしたした対象対象対象対象事業事業事業事業のののの実施実施実施実施にににに必要必要必要必要なななな費用費用費用費用であであであであってってってって、、、、設備設備設備設備のののの        

取得取得取得取得・・・・改造改造改造改造・・・・拡張若拡張若拡張若拡張若しくはしくはしくはしくは整備又整備又整備又整備又はははは物資物資物資物資のののの調達調達調達調達にににに充充充充てるものであることてるものであることてるものであることてるものであること。。。。    

        イイイイ    このこのこのこの寄附金寄附金寄附金寄附金をををを使用使用使用使用してしてしてして行行行行おうとするおうとするおうとするおうとする事業事業事業事業にににに係係係係るるるる費用費用費用費用のののの総額総額総額総額がががが 1,0001,0001,0001,000 万円以上万円以上万円以上万円以上であるであるであるである    

ことことことこと。。。。    

        ウウウウ    このこのこのこの寄附金寄附金寄附金寄附金によるによるによるによる事業事業事業事業をををを平成平成平成平成 23232323 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに完了完了完了完了することすることすることすること。。。。    
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    ３３３３．．．．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書類書類書類書類をををを

揃揃揃揃えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

(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ををを

ごごご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((((特定記録郵便特定記録郵便特定記録郵便特定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））））にににに

ておておてお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 23232323 年年年年 4444 月月月月 7777 日日日日（（（（火火火火））））からからからから、、、、                            

平成平成平成平成 22223333 年年年年 4444 月月月月 15151515 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 4444 月月月月 16161616 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。。。。    

    平平平平成成成成 22223333 年年年年 4444 月月月月 20202020 日日日日（（（（水水水水））））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いかないかないかない            

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 22223333 年年年年    
4444 月月月月中旬中旬中旬中旬～～～～下旬下旬下旬下旬    
                                                                                                    

                                                                                    
    

    
        4444 月月月月下下下下旬旬旬旬                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                        

                                                                                                    のののの翌月末翌月末翌月末翌月末    

5555 月下旬頃月下旬頃月下旬頃月下旬頃    
    
    

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                平成平成平成平成 22224444 年年年年 5555 月月月月    
    
5555 月末日頃月末日頃月末日頃月末日頃        
((((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))))                                                                        
    

                                                                                                            
    6666 月下旬月下旬月下旬月下旬までまでまでまで    
    
    

    
    
※※※※    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。。。。    
    
    
    
    
    
    
    

 

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    

    

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    

審審審審        査査査査    
((((郵便事業株式会社決定郵便事業株式会社決定郵便事業株式会社決定郵便事業株式会社決定））））    

    

((((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    

 

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    

 

自己評価書自己評価書自己評価書自己評価書のののの提出提出提出提出    

 

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    

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    

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のののの入手入手入手入手    

6666 月月月月～～～～    
平成平成平成平成 22223333 年年年年 11111111 月月月月    

事業開始月事業開始月事業開始月事業開始月    

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    

平成平成平成平成 24242424 年年年年 7777 月頃月頃月頃月頃    
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    ４４４４    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「「「「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救助救助救助をををを行行行行うううう事業事業事業事業」」」」（「（「（「（「おおおお年年年年

玉付郵便葉書等玉付郵便葉書等玉付郵便葉書等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 日第日第日第日第 224224224224 号号号号））））にににに定定定定められためられためられためられた 10101010 のののの事業分野事業分野事業分野事業分野

のののの 1111 つつつつ））））をををを行行行行うううう団体団体団体団体としとしとしとし、、、、特特特特にににに東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震のののの発生発生発生発生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救助救助救助をををを目的目的目的目的とととと        

するするするする事業事業事業事業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。。。。    

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、、、、平成平成平成平成 22223333 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日（（（（水水水水））））までまでまでまで

ににに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。。。。    

なおなおなおなお、、、、救助活動救助活動救助活動救助活動にににに係係係係るるるる人件費人件費人件費人件費やややや旅費交通費旅費交通費旅費交通費旅費交通費はははは対象対象対象対象外外外外経費経費経費経費ととととなりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

    

    ５５５５    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。。。。配分配分配分配分申請書申請書申請書申請書のののの各種様式各種様式各種様式各種様式はははは年賀年賀年賀年賀寄附金寄附金寄附金寄附金ホームホームホームホームペペペペ

ージージージージ((((http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/http://www.post.japanpost.jp/kifu/))))又又又又はははは郵便郵便郵便郵便ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲブログブログブログブログ（（（（http://blog.post.japhttp://blog.post.japhttp://blog.post.japhttp://blog.post.jap    

anpost.jp/csr/anpost.jp/csr/anpost.jp/csr/anpost.jp/csr/））））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。。。。    

    

(1)(1)(1)(1)            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        年賀寄附金配分申請書年賀寄附金配分申請書年賀寄附金配分申請書年賀寄附金配分申請書            

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のののの入手入手入手入手にはにはにはには時間時間時間時間がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

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    申請事業費申請事業費申請事業費申請事業費にににに係係係係るるるる見積書見積書見積書見積書又又又又ははははカタログカタログカタログカタログ等等等等のののの積算資料積算資料積算資料積算資料    

⑤⑤⑤⑤    郵便郵便郵便郵便はがきはがきはがきはがき    

    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事務局事務局事務局事務局よりよりよりより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.1P.1P.1P.1「「「「実施責実施責実施責実施責

任者任者任者任者」」」」のののの連絡先連絡先連絡先連絡先((((住所住所住所住所))))・・・・氏名氏名氏名氏名をををを宛名面宛名面宛名面宛名面にににに記載記載記載記載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)  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    

    

(3)  (3)  (3)  (3)  提出先提出先提出先提出先    

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用使用使用使用    

しししし、、、、特定記録特定記録特定記録特定記録郵便郵便郵便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、、、、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、、、、

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。。。。        

    

    

http://www.post.japanpost.jp/kifu/
http://blog.post.japanpost.jp/csr/
http://blog.post.japanpost.jp/csr/
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((((申請申請申請申請書書書書様式様式様式様式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))))    

〒〒〒〒101010100000----8798879887988798    

東京都東京都東京都東京都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----3333----2222    

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    環境環境環境環境・・・・社会貢献室内社会貢献室内社会貢献室内社会貢献室内    

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 23232323 年年年年 4444 月月月月 7777 日日日日（（（（木木木木））））からからからから、、、、平成平成平成平成 22223333 年年年年 4444 月月月月 15151515 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 4444 月月月月 16161616 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。。。。    

    

(4)  (4)  (4)  (4)  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））））のののの使使使使

用用用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申申申請書様式請書様式請書様式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等等等等はははは認認認認めていめていめていめてい    

ませんませんませんません。。。。同同同同ペーペーペーページジジジ内内内内のののの項目間項目間項目間項目間においてにおいてにおいてにおいて、、、、行数行数行数行数をををを増減増減増減増減していただくことはかまいませんしていただくことはかまいませんしていただくことはかまいませんしていただくことはかまいません。。。。    

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。。。。    

    

    ６６６６    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        

    

(1)(1)(1)(1)        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、、、、総務大臣総務大臣総務大臣総務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。。。。        

(2)(2)(2)(2)        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決決決定定定定はははは平成平成平成平成 22223333 年年年年 5555 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いてについてについてについて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。。。。    

(3)  (3)  (3)  (3)  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開始月開始月開始月開始月にににに全額全額全額全額をををを配分配分配分配分いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

    ７７７７    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、、、、物資調達物資調達物資調達物資調達はそのはそのはそのはその物資物資物資物資へへへへ、、、、施設施設施設施設のののの取得取得取得取得・・・・改造改造改造改造・・・・

拡張拡張拡張拡張などはなどはなどはなどはそそそそのののの施設施設施設施設へへへへ、、、、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によりによりによりに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もももも、、、、「「「「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年賀寄附金配分年賀寄附金配分年賀寄附金配分年賀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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    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」」」」をををを提出提出提出提出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。。。。        

    

    ９９９９    監査監査監査監査        

    

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。。。。郵便事業株式会社社員郵便事業株式会社社員郵便事業株式会社社員郵便事業株式会社社員がががが監査監査監査監査のののの

ためにためにために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てててて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。。。。    

        

    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        

        

申請書提出先申請書提出先申請書提出先申請書提出先（（（（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））））までまでまでまでおおお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。。。。        

    

    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        

    

(1)  (1)  (1)  (1)  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

にあるにあるにあるに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。。。。        

(2)  (2)  (2)  (2)  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。。。。        

(3)  (3)  (3)  (3)  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。。。。        

(4)  (4)  (4)  (4)  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。。。。        

    

以以以以    上上上上    


