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第２回公募要領

１．事業の目的
「カタール フレンド基金」は、日本の復興に向けた歩みを、被災地と共に手を携えな
がら進めてゆく友でありたい、というカタール国の願いと意志のもと、
「子どもたちの教
育」、「健康」、「水産業」の３分野で復興支援プロジェクトを実施する団体を対象に、資
金的な支援等を行うために設立されました。
「カタール フレンド基金」では、2012 年 1 月に約 1,400 名の子どもたちとご家族を
北海道夕張市で開催されたスキー教育プログラムへ招待し、また、2012 年 4 月に着工し
た、初の大規模支援プロジェクトである宮城県牡鹿郡女川町における多機能水産加工施
設整備事業は、既に事業が完了し、多機能水産加工施設の操業が開始されています。
また、第１回目の公募において、以下のプログラムの採択を決定しました。
（詳細はホ
ームページを参照ください(http://www.qatarfriendshipfund.org/jp/)）
プログラム内容

分野

カタールファンド スチューデントシティ／ファイナンスパーク

子どもたちの教育

南相馬元気クラブハウス

健康

東北の被災地における社会的弱者向けコミュニティの整備

健康

復興元気野菜! 仮設住宅から農林水産物を日本の食卓へ

プロジェクト!

細胞膜を破壊せず冷凍可能なシステム（CAS）の導入

健康
水産業

このような背景のもと、第２回公募は、第１回公募に引き続き上記３分野における被
災地の地域課題を効果的に解決するプロジェクトの提案を募集し、そのプロジェクトを
支援することを目的として実施します。
この基金による活動を通じて、カタール国と日本国、両国民の理解と友情が更に深ま
り、これまで 40 年にわたって教育、貿易、文化等の様々な分野で育まれてきた二国間の
友好関係が、未来に向けて一層深化することを期待しています。
また、本公募は上記の目的を効果的に実現するために、「カタール フレンド基金」が
選定したパートナー企業である株式会社三菱総合研究所・プライスウォーターハウスク
ーパースに委託し、実施します。
２．支援対象プロジェクト、支援対象事業実施団体
(1) 支援対象プロジェクト要件
支援対象プロジェクトの要件は以下のとおりです。
 被災地の復興に大きな効果が見込まれる「子どもたちの教育」「健康」「水産業」
の３分野におけるプロジェクトであること。
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「子どもたちの教育」分野：
教育基盤施設の整備・安全性確保、防災教育・復興教育の充実、
被災児童生徒等の就学支援

例

「健康」分野

等

：健康分野の基盤施設整備、健康・医療・福祉従事者の確保・育成、
原子力災害への対応

等

「水産業」分野：水産業関連基盤施設の整備、雇用創出、販路の再生・維持・拡大、
海洋汚染状況把握、風評被害対応

等

（※これらは例示であり、これを優先的に支援するものではありません）

 ハード／ソフトいずれのプロジェクトも可とする。
 「カタール フレンド基金」の支援終了後も事業実施団体による持続的運営が確実
なプロジェクトであること。
 国、民間など、他の団体からの寄付、助成などを受けない、本基金のみの支援で
進められるプロジェクトであること。
 2013 年に開始され、遅くとも 2014 年 12 月までに完了するプロジェクトであるこ
と。
(2) 支援対象事業実施団体要件
支援対象事業実施団体とは、様式３に記載する代表提案者と様式４に記載する共同提
案者のことです。代表提案者は、提案事業に責任を持ち主体的に実施する団体であり、
自治体あるいは本基金の受領が法人税の課税対象とならない団体であることが条件で
す。一方で、共同提案者については、自治体あるいは本基金の受領が法人税の課税対象
とならない団体でなくても構いません。
なお、上記代表提案者と共同提案者について、いかなる組み合わせによる提案体制で
あっても、事業実施対象自治体が提案に参画していることが望ましいとします。左記提
案体制内に事業実施対象自治体が参画しない場合は、事業実施対象自治体から得られる
推薦及び支援内容を記載した様式５を必ずご提出ください（必須）。
その他の要件は以下のとおりです。代表提案者並びに共同提案者に共通します。
ⅰ）法人格要件
法人格を有する団体であること。
ⅱ）社会性要件
宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、反社会的勢力の統制の下にある団
体でないこと。
ⅲ）事業の実施能力要件
過去に類似プロジェクトに取組んだ実績があり、提案プロジェクトを適確に遂行
するに足りる能力を有していること。
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３．支援予定額
(1) 支援予定総額（第２回の公募による支援予定総額）
約４，６５０万米ドル

（約３７億円）

(2) プロジェクト規模
プロジェクトの規模は以下を想定しています。
大規模：8 億円以上、中規模：1.5 億円以上 8 億円未満、小規模：1.5 億円未満
４．応募に当たっての確認事項
支援対象プロジェクトへの応募を行う事業実施団体は、以下に対応の上、別紙の提案様
式を用いて応募してください。
① 支援対象プロジェクト要件を満たしていることの確認
② 支援対象事業実施団体要件を満たしていることの確認
③ 該当する支援規模の確認
④ カタール国政府との協議（契約締結や事業実施報告の段階等）において、全て英語
でのやりとりが求められるため、それらの作業に耐えうる体制を有していることの
確認
５．支援対象プロジェクトの選定
本事業は一般公募により、広く企画の提出を求める「企画競争」として提案を募集する
ものであり、支援対象プロジェクトは、駐日カタール国大使館が設置した「諮問委員会」
が実施した審査の結果を受けて、駐日カタール国大使館特命全権大使が選定します。
「諮問委員会」のメンバーは下記のとおりです。
氏名

専門領域

馬場 治

水産業

堂本 暁子
福嶋 路
齋藤 ウィリアム 浩幸

現職
東京海洋大学教授

教育

元千葉県知事

経済学

東北大学教授
InTecur 最高経営責任者

ビジネス

６．審査基準
支援対象プロジェクトの選定については、支援対象プロジェクト要件と支援対象事業
実施団体要件の両方を満たしているかどうかを確認します。その上で書面審査と「諮問
委員会」によるヒアリングを行います。
この書面審査とヒアリングでは、以下の基準を満たしているかどうかを総合的に審査
します。
① 復興への影響が大きいこと
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-コストに比較して多数の受益者が見込まれる
-被災３県に拡大できる可能性がある
-現地で認識されている優先解決課題に合致し、支援を通じて他の復興への取り組みを牽引
できる
② 象徴的であること
-カタール国の日本復興へのコミットメントを象徴する
-カタール フレンド基金の優先分野（子どもたちの教育、健康、水産業）に当てはまる
-グリーンエネルギーとサステナビリティのコンセプトを取り入れている
③ 品質が高いこと
-プロジェクトの持続可能性を担保する計画を有している
-プロジェクトの実施によって地域住民の利益を最大化するアプローチを有している
④ 計画内容が具体的であること
-建設可能なプロジェクト用地が確保されているなど、すぐに実行可能である
-事業実施のための体制および計画が、すぐに実現可能である
⑤ 実績・信頼感を有していること
-支援対象事業実施団体が関連プロジェクトの実績を有している
-十分な経験やノウハウがある
-財務面、プロジェクト遂行面など、信頼できるビジネスパートナーである
⑥ 支援終了後にも持続的運営が見込まれること
-カタール フレンド基金の支援が終了した後も事業が継続する具体的な計画がある
⑦ ステークホルダーとの協力関係が築かれていること
-提案プロジェクトを取り巻く多様なステークホルダー（行政、産業、地域住民）の
協力が書面により確保されている
７．応募方法
第２回公募においては、(1)応募参加表明書の提出、(2)応募書類の提出が必要です。
(1) 応募参加表明書（日本語、英語）の提出
事前に応募参加表明書の提出がない場合は、応募書類を提出いただいた場合でも無効
となりますので必ずご提出下さい。
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① 提出方法
「「 カ タ ー ル

フレンド基金」支援対象プロジェクト」公募事務局宛

（inquiry-qatar@mri.co.jp）に、
以下の要領にしたがって、
メールにて提出してください。
（応募参加表明書の提出要領）
○ 応募参加表明書ファイル（日本語・英語両方）をメールにて提出してください（詳
細は、カタール フレンド基金トップページのメニューバー「プロジェクト公募」
内のプルダウンメニュー「応募要件」をクリックし、「応募参加表明書 」
(Word2003)【日・英】をダウンロードし、ご確認ください）。
○ メール標題は、
「カタール フレンド基金、応募参加表明書の提出」としてください。
○ 本文中には必ず、
「１．代表提案者名」「２．代表者氏名」「３．連絡先（電話番
号及びメールアドレス）」をご記入ください。
○ 「個人情報のお取扱いについて（提案書受付）」
（「７．応募方法」末尾記載）に
ご同意の上、お申込ください。
○ メールによる提出後、以下の連絡先に電話で受信確認をしてください。
株式会社三菱総合研究所 社会公共マネジメント研究本部内
「カタール フレンド基金」支援対象プロジェクト

公募事務局

Tel：０３－６７０５－６１７１（ダイヤルイン）
② 提出期間
平成２４年１０月２９日（月）～平成２４年１２月７日（金）１７時（必着）
③ 個人情報の取扱い
提出いただいた書類の個人情報等については、カタール国政府からの委託を受けて
「カタール フレンド基金」支援対象プロジェクト公募事務局を務める三菱総合研究所
の以下「個人情報のお取扱いについて（提案書受付）」（「７．応募方法」末尾記載）に
基づき適切に管理しますので、ご同意の上、ご記入ください。
(2) 応募書類の提出
① 提出方法
事業の応募に必要な書類及び応募様式ファイルを保存したＣＤ－Ｒ（ウイルスチェ
ックを実施したもの）を、公募期間内に郵送により、「「カタール フレンド基金」支援
対象プロジェクト」公募事務局（株式会社

三菱総合研究所内）に提出していただき

ます。提出物は、封筒に入れ、宛名面に「「カタール フレンド基金」支援対象プロジ
ェクト応募書類」と赤字で明記してください。応募書類のとりまとめ方法については、
「応募書類のとりまとめ方法」（詳細は、カタール フレンド基金トップページのメニ
ューバー「プロジェクト公募」内のプルダウンメニュー「応募要件」をクリックし、
「応
募書類のとりまとめ方法」（ＰＤＦ）【日・英】をダウンロード）をご参照ください。
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なお、事前に応募参加表明書の提出がない場合は、応募書類を提出いただいた場合
でも無効となりますので、ご注意ください。
② 公募期間
平成２４年１０月２９日（月）～平成２４年１２月１４日（金）１７時（必着）
③ 応募に必要な書類及び提出部数
ア）提案様式かがみ【様式 1】（日本語、英語）
代表提案者の代表者の押印とともに、担当者の連絡先等を記載してください。
イ）プロジェクト提案申請書【様式 2A、様式 2B、様式 2A プロジェクト参考資料、
様式 3、様式 4、様式 5】（日本語、英語）
※様式 2A に関連するプロジェクト参考資料の提出は必須ではありませんが、提出
される場合は、日本語、英語両方ご提出ください（任意）（詳細は様式 2A 内参
照）。
※様式 4 は、共同提案者が存在する場合、ご提出ください（任意）。
※様式 5 は、提案体制内に事業実施対象自治体が参画しない場合に、事業実施対
象自治体から得られる推薦及び支援内容を記載のうえ、ご提出ください（必須）。
ウ）添付書類（代表提案者・共同提案者が自治体の場合は本添付書類の提出は不要で
す）
代表提案者・共同提案者の団体概要がわかるもの（団体パンフレットなど）、代表提
案者・共同提案者の経理規則、代表提案者・共同提案者の直近の決算報告書を提出し
てください。
エ）応募書類チェックシート【別紙 2】（日本語、英語）
本書類の提出は、日本語、英語のどちらか 1 部で結構ですが、必ずご提出ください
（必須）。また、日本語、英語に関わらず「日本語版ファイル（正）」の一番上に綴っ
てください。なお、応募書類のとりまとめ方法については、
「応募書類のとりまとめ方
法」（詳細は、カタール フレンド基金トップページのメニューバー「プロジェクト公
募」内のプルダウンメニュー「応募要件」をクリックし、
「応募書類のとりまとめ方法」
（ＰＤＦ）【日・英】をダウンロード）をご参照ください。
ア）については正１部（日本語、英語とも）、イ）については正 1 部、写し 2 部（日
本語、英語とも）、ウ）については 1 部（日本語のみ）を提出していただくとともに、
ア）、イ）についてはこれを保存したＣＤ－Ｒ（ウイルスチェックを実施したもの）1
部を同封してください。
なお、ア）、イ）の Word 及び Excel のバージョンは必ず 2003 としてください。
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ご提出いただいた応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
④ 個人情報の取扱い
提出いただいた書類の個人情報等については、カタール国政府からの委託を受けて
「カタール フレンド基金」支援対象プロジェクト公募事務局を務める三菱総合研究所
の「個人情報のお取扱いについて（提案書受付）」（「７．応募方法」末尾記載）に基づ
き適切に管理しますので、ご同意の上、ご記入ください。
⑤ 提出先
〒100-8141 東京都千代田区永田町２－１０－３
株式会社三菱総合研究所

社会公共マネジメント研究本部内

「カタール フレンド基金」支援対象プロジェクト公募事務局
⑥ 提出方法
書類一式について、配達遅延・未着等による混乱を未然に防止する趣旨から、配達
の履歴がわかるかたちで提出してください（提出期限必着のこと）。なお、締切りを過
ぎての提出は、一切認めません。
********************************************************************
個人情報のお取扱いについて（提案書受付）
本事業は、カタール国政府からの業務委託により（株）三菱総合研究所が事務局を務めております。
本事業にご応募される事業実施団体は、以下の「個人情報のお取扱いについて」にご同意いただいた上で、応募書類にご記
入いただき、お申し込みくださいますようお願い致します。
【個人情報のお取扱いについて】
（1）ご記入いただきました個人情報は、審査及び内容に関するお問い合わせ、採否決定後の事業管理のために利用させていた
だきます。
（2）ご記入いただきました個人情報は、必要なセキュリティ対策を講じ、厳重に管理致します。
（3）ご記入いただきました個人情報は、利用目的終了後、三菱総合研究所が責任をもって廃棄します。
【個人情報の取扱いに関するご連絡先、苦情・相談窓口】
※開示、訂正、利用停止等のお申し出は、下記窓口までご連絡ください。
株式会社三菱総合研究所 広報・IR 部 広報室
電話：03-6705-6004 FAX：03-5157-2169 E-mail：prd＠mri.co.jp
URL：https://secure.mri.co.jp/MRI/kojin
【弊社の個人情報保護管理者】
株式会社三菱総合研究所 代表取締役副社長 西澤正俊
（連絡先：03-5157-2111、E-mail：privacy@mri.co.jp）
◆弊社の「個人情報保護方針」「個人情報のお取扱いについて」をご覧になりたい方は http://www.mri.co.jp/TOP/privacy.html
をご覧ください。又、ご請求いただければお送り致します。
お問合せ番号：P026018-002c

********************************************************************
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８． 応募書類提出に関するスケジュール
応募書類提出スケジュールは以下のとおりです。
なお、書面審査終了後、書面審査を通過した者を評価するため、諮問委員会によるヒ
アリングを実施します。書面審査の合否、ヒアリングの出席依頼については、平成２５
年１月２５日（金）１７時までにメールにて連絡します。
応募参加表明書締切り 平成２４年１２月７日（金）１７時
↓
応募書類締切り 平成２４年１２月１４日（金）１７時
↓
書面審査（※提案書の内容確認のためご連絡する場合があります）
↓
ヒアリング参加通知を発信

平成２５年１月２５日（金）

↓（※カタール国政府及び事務局との協議を要請する場合があります）
諮問委員会によるヒアリング
平成２５年１月２９日（火）３０日（水）３１日（木）東京を予定
↓（※カタール国政府及び事務局との協議を要請する場合があります）
採択案件の公表 平成２５年３月上旬（予定）
↓
支援契約締結
↓
事業の実施
９．支援対象となる事業実施団体の責務
支援対象となる事業実施団体として採択された団体は、以下の事項に留意し事業を進
めていただくこととなります。
・

事業実施団体は、本事業をより効果的に進めるために「カタール フレンド基金」
が選定したパートナー企業と協議の上、採択されたプロジェクトを実施し、パー
トナー企業の求めに応じ、必要書類等の提出を行うこと。なお、パートナー企業
とは、以下の３者を指します。
－株式会社三菱総合研究所（MRI）
－プライスウォーターハウスクーパース（PwC）
－べーカー＆マッケンジー（B&M）

・

事業実施団体は、採択後、プロジェクト実施に向けた詳細計画をパートナー企業
と協議の上、作成すること。変更が生じた場合は、速やかに報告すること。

・

事業実施団体は、プロジェクト実施に向けた詳細計画を踏まえて作成する支援契
約書に定められる事項を遵守すること。
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・

プロジェクト進捗状況をパートナー企業へ実績報告書として定期的に提出すること。

10．説明会の開催
本事業に係る説明会を以下のとおり開催しますので、プロジェクト提案を検討中の方
は平成２４年１１月１日（木）１２：００までに「「カタール フレンド基金」支援対象
プロジェクト」公募事務局宛（inquiry-qatar@mri.co.jp）に、下記の要領で事前にお申し
込みの上、ご参加ください。
説明会は、２部構成で実施します。「説明会第１部
明を行います。「説明会第２部

公募要領について」は、公募の説

ワークショップ」は、主にＮＰＯ法人の方を対象に、提

案書作成にあたっての要点・ノウハウの提供、提案予定団体間の連携機会の創出を目的
に実施します。第２部の参加者については、ＮＰＯ法人を主な対象としますが、それ以
外の団体（民間、自治体等）の参加も認めます。なお、第１部、第２部ともに、公募説
明会への参加は１団体につき２名までとさせていただきます。第１部のみ、第２部のみ
のご参加も受け付けます。支援対象プロジェクトへの応募に当たって、説明会への参加
は必須ではありません。また、参加に際しては、公募関連書類一式をプリントアウトの
うえ、会場までご持参ください。説明会は日本語で行います。
（説明会の開催について）
○ 日時：平成２４年１１月５日（月）
説明会第１部

公募要領について（13：00～14：30）受付開始：12：30

説明会第２部

ワークショップ

（15：00～17：30）受付開始：14：30

○ 場所：三菱総合研究所大会議室（東急キャピトルタワー４階）
（〒100-8141 東京都千代田区永田町 2-10-3）

東京メトロ南北線・銀座線

溜池山王駅６番出口 直結

東京メトロ千代田線・丸の内線

国会議事堂前駅６番出口 直結

東京駅より車で 10 分(http://www.mri.co.jp/PROFILE/headoffice_map.html)
○ その他：東急キャピトルタワー地下１階総合受付にて、受付を済ませたうえで、
４階大会議室にお越しください。
（参加申込みメールの発信要領）
○ メール標題は、
「カタール フレンド基金、説明会参加申し込み」としてください。
○ 本文中には必ず、
「１．第１部／第２部の参加について」「２．団体名」「３．参
加者全員の氏名」
「４．連絡先（電話番号及びメールアドレス）」をご記入くださ
い。とくに、
「１．第１部／第２部の参加について」は、
「①第１部と第２部とも
に出席を希望」、
「②第１部のみ出席を希望」、
「③第２部のみ出席を希望」のうち
いずれかひとつを必ず明記してください。
○ 第１部・第２部ともにご出席を希望される場合、参加者が別の方に交代されても
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構いませんが、各回最大２名を遵守してください。なお、第 1 部・第 2 部で別
の方に交代される場合は、第１部と第２部それぞれの「３．参加者全員の氏名」
「４．連絡先（電話番号及びメールアドレス）」を参加申込みメールに明記して
ください。
○ 巻末の「個人情報のお取扱いについて（説明会、応募及びカタール フレンド基
金についてのお問合せ）」にご同意の上、お申込ください。
（名刺ご持参のお願い）
○ 説明会当日、受付にて、お名刺を頂戴いたします。説明会にご参加頂く方は、必
ずご持参いただきますようお願いいたします。
○ 巻末の「個人情報のお取扱いについて（説明会、応募及びカタール フレンド基
金についてのお問合せ）」にご同意の上、お申込ください。
11. 応募に関する質問の受付及び回答
○受付先
株式会社三菱総合研究所 社会公共マネジメント研究本部内
「カタール フレンド基金」支援対象プロジェクト

公募事務局

e-mail： inquiry-qatar@mri.co.jp
Tel：０３－６７０５－６１７１（ダイヤルイン）
○受付方法
質問はメール、電話にて受け付けます。
（来訪によるお問合せには対応しかねます）。
メールでのお問い合わせの場合、標題は、
「カタール フレンド基金に関するご質問」
としてください。本文中にはかならず、
「１．団体名」
「２．質問者氏名」
「３．連絡先
（電話番号及びメールアドレス）」「４．質問内容」をご記入ください。
○受付期間
平成２４年１１月２２日（木）１７時まで
○回答
以下のとおり２回に分けてカタール

フレンド基金ホームページ

（http://www.qatarfriendshipfund.org/jp/）に掲載します。
１回目：平成２４年１１月２２日（木）、２回目：平成２４年１２月３日（月）
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12．「カタール フレンド基金」にかかるお問い合わせ先
本公募にかかる問い合わせは、以下、事務局までメール、電話にてご連絡ください。
（問合わせ先）
株式会社三菱総合研究所 社会公共マネジメント研究本部内
「カタール フレンド基金」支援対象プロジェクト公募事務局
e-mail： inquiry-qatar@mri.co.jp
Tel：０３－６７０５－６１７１（ダイヤルイン）
*****************************************************
個人情報のお取扱いについて
（説明会、応募及びカタール フレンド基金についてのお問合せ）
カタール国政府からの委託を受けて「カタール フレンド基金」支援対象プロジェクト公募事務局を務める (株)三
菱総合研究所（以下、当社といいます）が、個人情報の保護のため、必要なセキュリティ対策を講じ、適切に取扱い
ます。具体的には、以下のように対応させていただきますので、ご同意の上で、お申込、お問合せくださいますよう
お願いいたします。
（1）個人情報の取扱いは、「個人情報のお取扱いについて」に従って対応いたします。
（2）いただいた個人情報は以下の目的に利用します。
１．当説明会の運営管理
２．当説明会の内容に関連したご案内
３．応募に関するお問合せ対応
４．「カタール フレンド基金」に関するお問い合わせ対応
ただし、２．については、ご要請があれば、すみやかに中止致します。
（3）入力いただいた個人情報の利用について
１．（2）に示す利用目的の範囲を超えて、当該個人情報を利用することはありません。
２．外部事業者へ委託する予定はありません。
３．第三者への提供の予定はありません。
４．利用目的終了後は、当社が責任を持って廃棄致します。
【個人情報の取扱いに関するご連絡先、苦情・相談窓口】
※開示、訂正、利用停止等のお申し出は、下記窓口までご連絡ください。
(株)三菱総合研究所 広報・ＩＲ部 広報室
電話：03-6705-6004 FAX：03-5157-2169
E-mail：prd＠mri.co.jp URL：https://secure.mri.co.jp/MRI/kojin
【当社の個人情報保護管理者】
(株)三菱総合研究所 代表取締役副社長 西澤正俊
電話：03-5157-2111、E-mail：privacy@mri.co.jp
※当社の「個人情報保護方針」「個人情報のお取扱いについて」をご覧になりたい方は
http://www.mri.co.jp/TOP/privacy.html をご覧ください。
お問合せ番号：P026018-003-c
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