
令和２年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力実施要領の主な変更点

項目 ページ 令和元年度版（昨年度） ページ 令和2年度版（今年度）

Ｉ　日本ＮＧＯ連携無償資金協力
とは～制度の概要～

P1 － P１ 「制度の概要」についてを追記しました。

P2
「一昨年度以前の完了報告の精査作業（資金の返納含む）が完了している
こと。原則として，未完了の場合，同一団体との間で新規及び継続案件の契
約は行えません。」

P3

左記を以下に変更しました。
「事業実施国を問わず，前々年度以前の事業について，完了報告書が提出
され，残余金（ある場合）の返納を含む精算手続きが完了または完了の目
途が立っていること。原則として，未完了の場合，同一団体との間で新規及
び継続案件の契約は行えません。」

P3
「（４）医療行為を伴う活動を含む事業は、一定の基準の下支援の対象とし
ます。」

P3
P8

左記を以下に変更するとともに、「日本ＮＧＯ連携無償資金協力における医
療行為を伴う事業の取扱について」別紙AをP8に追加しました。
「（４）医療行為を伴う活動を含む事業は、一定の基準の下支援の対象とし
ます（詳細は８ページの別紙Aを参照してください）。」

P3 － P3

４．資金協力の内容に以下の２項目を追記しました。
（２）Ｎ連は，実施団体が事業に必要と判断する費用の全てを支援するもの
ではありません。詳細は，（別表Ⅰ）対象となる経費と積算上の留意点（３６
～４６ページ）をご覧ください。
（３）供与済み未使用資金は一定の条件の下で特に認められる場合を除き
（２６ページ参照），精算時に国庫に返納いただくものあり，実施団体が自由
に使用出来るものではありません。

P4
「車両・ＰＣ等事務機器を，引き続き現地におけるＮ連フォローアップや，次
期Ｎ連事業で継続使用を希望される場合は，現行事業期間中に，前広に民
間援助連携室に相談してください。」

P4

「車両・ＰＣ等事務機器を次期Ｎ連事業で継続使用を希望される場合は，現
行事業期間中に，前広に民間援助連携室に相談してください。」

（注：複数年事業期間中，車両やＰＣ等事務機器の継続使用を認めています
が，自己資金を含む他の資金により新規に事業を開始するような場合は，こ
れらの継続使用を認めていないため，「引き続き現地におけるＮ連事業フォ
ローアップ」を削除しました。）

５．安全対策 P5
「（５）上記（２）のような危険地域において事業を行う場合には，事業承認及
び契約締結に際して，安全対策に関する一定の条件が付されることを想定
して下さい。」

P5
左記を同項の（２）に含める形で修正しました。
「危険地域において事業を行う場合は，事業承認及び契約締結に際して、
安全対策に関する一定の条件が付されます。」

P30
「日本ＮＧＯ連携無償資金協力による基本的な事業です。Ｎ連の対象となり
得る事業で，他の事業形態に当てはまらないものは開発協力事業として申
請して下さい。」

P9

左記に以下を追記しました。
「開発協力事業とは，申請団体が，事業の方針（実施計画），人事（労務管
理含む），資金管理，日々の出納業務等について意思決定できる権限を有
し，主体的に行う事業です。パートナー団体の有無は問いません。」

P31 － P10

２．NGOパートナーシップ事業の見出し下に以下を追記しました。
「ＮＧＯパートナーシップ事業とは，パートナーシップ関係にある各団体が事
業内の特定の活動においてそれぞれに活動する事業であり，事業の方針
（実施計画），人事（労務管理含む），資金管理，日々の出納業務等につい
て団体間で合意・承認等が必要な事業です。」

旧 新

３．対象となる事業

４．資金協力の内容（支援対象と
なる経費）

Ⅱ 支援対象となる事業
１．開発協力事業
２．パートナーシップ事業
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令和２年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力実施要領の主な変更点

項目 ページ 令和元年度版（昨年度） ページ 令和2年度版（今年度）

旧 新

Ⅳ　申請から事業完了までの流
れ

P19

「案件の申請から実施・完了までの流れについては，「日本ＮＧＯ連携無償
資金協力の申請手続き」を参照して下さい。提出・提示書類のうち書式が決
まっているものは，外務省ＯＤＡホームページからダウンロードが可能です。
（書式にはそれぞれ別紙の添付を求めるものがあります。書式の記載に
従って下さい。）」

P20

左記に以下を追記しました。
「毎年度，定型書式の見直しや修正を行っております。書類作成に当たって
は，必ず最新版の書式をご使用ください。また，予算書の引用関数を変更・
修正しないようにしてください（必要な経費が正しく計上されない恐れがあり
ます）。」

１．事業の申請 P20

「注１：①申請書案（様式１，総括表を含む），②プロジェクト・タイムテーブル
（様式１－e），③補足説明資料（任意，様式なし），④団体概要（様式１－
ｇ），⑤予算詳細（別表は不要）を事前に電子データで民間援助連携室に提
出してください。なお，危険地域における事業の場合には，⑥事業実施体制
表（様式1-d）も合わせて提出して下さい。」

P21

左記から「補足説明資料」を削除しました。
「注１：①申請書案（様式１，総括表を含む），②プロジェクト・タイムテーブル
（様式１－e），③団体概要（様式１－ｇ），④予算詳細（別表は不要）を事前に
電子データで民間援助連携室に提出してください。なお，危険地域における
事業の場合には，⑤事業実施体制表（様式1-d）も合わせて提出して下さ
い。」

－

２（１）資金受取口座の開設の末尾に以下を追記しました。
「本邦契約の場合，一部ネット銀行へは送金できないことがありますので，こ
れまでにN連事業で利用したことがない金融機関にN連資金管理口座を開
設する場合は予め民間援助連携室にご相談ください。」

－
２　事業承認後の手続きの末尾に以下を追記しました。
「（４）査証等の取得　Ｎ連事業実施のための現地駐在及び出張にあたって
は，事業実施先国が求める査証や滞在許可等を取得してください。」

P24 － P26

３（２）中間報告書の提出の末尾に以下を追記しました。
「＊中間報告書の提出に合わせて，外務省ホームページにプロジェクト概要
を掲載しますので，必要情報（写真等）をご提出ください。写真については，
中間報告の事業開始時の写真と完了報告書時の提出写真の対比ができる
ようなものを選んでご提出ください。」

ア　事業の変更
「… 事業終了直前の残余金の活用を主な目的とする事業変更申請は認め
られません。…」

P26
左記を以下に変更しました。
「… 事業変更直前の残余金の活用を主な目的とする，または，目的と見な
される事業変更申請及び事業変更報告は認められません。…」

＜事業変更承認申請＞
「・建設事業で設計に関わる資材を変更する必要があるとき」

P27
左記を以下の変更しました。
「・施設等の建設において、建物・施設の主要な構造や強度，総面積，規模
を変更する必要があるとき」

－

＜事業変更報告＞に以下を追記しました。
他の項目から人件費へ経費を移動するとき（ただし，事業終了月の実働時
間に基づく時間外労働のために他の項目から流用する場合等，事業最終日
までに変更報告書を提出することが難しい場合は，事業実施期間内に十分
な時間的余裕をもって民間援助連携室にご相談の上，完了報告書提出日ま
でに変更報告書をご提出ください。）」

－
＜事業変更報告＞の末尾に「事業変更報告書」の提出が不要な場合を追
記しました。

P27

２．事業承認後の手続 P24 P25

３．事業が始まってから
（２）中間報告書の提出
（３）事業の変更・中止

P25
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旧 新

P26
（１）完了報告書の提出
「ア　Ｎ連事業が完了したら、事業終了日から３か月以内に、事業完了報告
書（要団体印）を在外公館又は民間援助連携室に提出してください。」

P28

左記を以下に変更しました。
「ア　Ｎ連事業が完了したら、事業終了日から３か月以内に、８６ページの
「完了報告書提出にあたってのチェックリスト」を付して事業完了報告書（要
団体印）を在外公館又は民間援助連携室に提出してください。」

P27 － P28～29

３（１）アに以下をそれぞれ追記しました。
「＊完了報告書の提出に合わせて，外務省ホームページにプロジェクト概要
を掲載しますので，必要情報（写真等）をご提出をください。写真について
は，中間報告の際に提出いただいた事業開始時の写真と事業終了後の写
真の対比ができるようなものを選んでご提出くさだい。」
「□ 事業内容，事業の成果に関する写真（様式４－ｅ））」

P27
「イ 次の書類を上記アの完了報告のための書類と一緒に提示して下さい。
□ 銀行通帳の出入金記録の写し」

P29
左記を以下の変更しました。
「□ 銀行通帳の出入金記録の写し（通帳の表紙，見開き，及び入金から最
終的な残高までの全てのページ）」

５．外部調査について Ｐ28～29 ５．外部監査について P29～31

５．外部調査について
全面的に変更されていますので、本文をご確認ください。

（注：従来，外部監査では主に「使用明細書の金額が証憑等に基づいたもの
であるか」及び「各会計書類間で金額が整合しているか」につき監査法人等
による確認を求めていましたが、内容等にばらつきがありました。今般、調
査内容の均質化を図るため，日本公認会計士協会が定める「専門業務実施
指針４４００「合意された手続業務に関する実務指針」」に準拠した手続きが
実施されるよう改めたものです。また、手続きの性格から監査ではなく、調査
と呼ぶようにしました。）

６．事後状況調査について P29

「・事業実施後，３～４年を目処に在外公館が現地視察を行い，「計画の妥
当性」，「目標の達成度/有効性」，「効率性」，「インパクト」，「持続性/自立
発展性」，「社会的配慮・影響」，「環境への配慮・影響」について調査しま
す。」

P31

左記を以下に変更しました。
「・事業実施後，３～４年を目処に在外公館が現地視察を行い，「計画の妥
当性」，「目標の達成度/有効性」，「効率性」，「インパクト」，「持続性/自立
発展性」，「社会的配慮・影響」，「環境への配慮・影響」、「定性的・定量的な
観点からの補足」について調査します。」

P7
１．現地事業経費　（１）直接事業費　（ア）資機材購入費等
「対象外：家具・内装品等、裨益者個人の固定資産となるもの」

P36
左記を以下に変更しました。
「裨益者個人の所有または占有となるものについては一律に対象外とはし
ませんが，その効果について慎重に判断します。」

P8 － P37

１．現地事業経費（１）直接事業費（ウ）専門家派遣費（ｂ）謝金　に以下を追
記しました。
「事業実施先国におけるJICA専門家派遣に係る経費単価（１か月の在勤基
本手当を３０日で除した１日当たりの単価）がJICA専門家の国内俸に係る経
費単価（同）を下回る場合は，国内俸に係る経費単価を上限とします。」

P11

１．現地事業経費　（２）現地事業管理費　（エ）現地移動費（a）車両購入費・
借料
「＊仮にやむを得ない事情で車両を購入する場合には，事業終了後に当該
車両を売却し，事業完了時のＮ連資金精算に組み入れてください。」

P40

左記を以下に変更しました。
「＊仮にやむを得ない事情で車両を購入する場合には，事業終了後に当該
車両を売却し，事業完了時のＮ連資金精算に組み入れてください（完了報告
書提出時は，使用明細書の本項目備考欄に売却額を記載下さい）。」

（別表Ⅰ）対象となる経費と積算
上の留意点

４．事業が終わってから
（１）完了報告書の提出
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令和２年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力実施要領の主な変更点

項目 ページ 令和元年度版（昨年度） ページ 令和2年度版（今年度）

旧 新

P48～54 申請書（様式１） P50～56

申請書（様式１）
・P50　案件名の文字数について４０文字以下を目安とする旨追記しました。
　　　　申請書２枚目と項目が重複するため，ＳＤＧｓに関する記載を削除しま
した。
・P51　申請案件に該当するＯＥＣＤ政策目標選択欄を追記しました。
・P52　ＴＩＣＡＤ７との関連性記載欄を追記しました。
・P53　「（６）期待される成果と成果を測る指標」に記載すべき事項が明確に
なるように留意点を修正しました。
・P53　「（７）持続発展性」欄に，事後状況調査に関する記載を追記しまし
た。
・P54　「（１）人的体制」，「（３）事業実施計画」及び「（６）総事業費超過の際
の自己資金財源」の欄の留意事項をそれぞれ修正しました。

P55
予算詳細（様式１-ａ）
「③ 邦貨換算レートを入力する際，少数点以下は，USドルは最大3桁まで，
その他の通貨は最大5桁までとして下さい。」

P57
左記を以下に変更しました。
「③ 邦貨換算レートを入力する際，少数点以下は，USドルは最大3桁まで，
その他の通貨は最大5桁までとし，それ以下を切り捨てとして下さい。」

P64～P65 団体概要（様式１-g） P66～P67
団体概要
財政項目について, 様式１（１-g　別紙１）を別のフォーマットにしました。

P68 事業担当者・専門家関連情報 P70
事業担当者・専門家関連情報
フォーマットを変更しました。

新規 P86～89 完了報告書チェックリストを新たに導入しました。

新規 P90～98

以下を新たに追加しました。
・外部調査（別紙１）：外部調査における、合意された手続の実施内容
・合意された手続実施結果報告書　ひな型（別紙2-1）
・合意された手続実施結果報告書　ひな型（別紙2-2）

P86～91 収支表（様式４-a），使用明細書（様式４-b） P102～103

収支表（様式4-a）
自己資金欄を削除し，執行率欄を設けたフォーマットに変更
使用明細書（様式4-b）
フォーマットを変更しました。

P92～96 人件費実績表（様式４-ｃ） P105～108
人件費実績表（様式4-ｃ）
残業時間欄を追記しました。

新規 P１11
完了報告書
写真提出用フォーマット(様式４-e）を新たに導入しました。

定型様式及び定型書式
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