
 LCIF 交付金早わかり      

 

2022年 7月 作成：オセアル調整事務局 LCIF 

注釈がない交付金の窓口は、グローバル交付金課オセアルチーム OSEALGlobalGrants@lionsclubs.org です。ご質問・ご相談は、オセアル調整事務局 LCIF チーム 

LCIFTokyo@lionsclubs.org までお問い合わせください。表に掲載の情報は基本情報です。実際の申請要件及び手続きに関しては必ず申請書を確認してください。 

交付金名 基本情報 申請資格 申請可能額 ﾏｯﾁﾝｸﾞ要否 審査と提出期限 

1.人道支援マッチング交付金 資本建設や設備等の大規模事業（事業期間

最長 2 年） 

少なくとも 2 クラブ以上の財政/事業への関

与を必要とし、申請/継続件数は 2 件まで 

地区 

複合地区 

 

1～10 万ﾄﾞﾙ 要：50％ LCIF 理事会による審査・承認 

提出期限：毎年 1 月、5 月、8 月に開催

される理事会 90 日前まで 

2.災害援助交付金      

➀ 緊急援助交付金 ライオンズが直接行う災害直後のニーズを

満たす緊急支援（100 人以上の被災者支

援、原則自然災害のみ） 

使用は受給後 30 日以内 

地区 

災害につき申請 1 回 

5 千～1 万ﾄﾞﾙ 不要 申請は必ず特設のＥメールアドレス

LCIFemergencygrants@lionsclubs.org

へ。LCIF 理事長が承認（通常申請後

48 時間以内） 

提出期限：発災 30 日以内 

➁ 地域復興交付金 緊急支援以外の短期の災害援助事業（がれ

き除去や清掃など） 

使用は受給後 60 日以内 

地域復興交付金か緊急援助交付金のいず

れかを選択。両方申請不可 

地区 2 万ドルまで 

 

年総額 25 万ﾄﾞﾙ

まで 

不要 LCIF 理事長が承認 

発災 60 日以内 

➂ 防災準備交付金 災害に備えて準備するための事業 地区 

3 年に 1 度申請可能 

 

5 千～1 万ﾄﾞﾙ 

年総額 25 万ﾄﾞﾙ

まで 

現地ライオン

ズは 1 割相

当額負担 

LCIF 理事長が承認 

通年受付 

④ 大災害援助交付金
（MCAT）及び 
指定災害援助交付金 

大規模災害 

 

申請ベースではない 5 万ﾄﾞﾙ～ 

災害の規模に応

じて年総額 100

万ﾄﾞﾙまで 

不要 ライオンズクラブ国際協会会長と LCIF

理事長の判断で交付 

 

3.視力ﾌｧｰｽﾄ交付金 失明対策・ロービジョンなど地域の問題を包

括的に改善する大規模事業 

行政等のサービスが行き届かない人々が対

象 

地区 

複合地区 

複数の複合地区 

事業内容による 不要 視力ﾌｧｰｽﾄ諮問委員会が審査し、LCIF

理事会が承認  

窓口：SightFirst@lionsclubs.org     

事前にテクニカルアドバイザーによる調

査等を要する 

mailto:OSEALGlobalGrants@lionsclubs.org
mailto:LCIFTokyo@lionsclubs.org


 LCIF 交付金早わかり      

 

2022年 7月 作成：オセアル調整事務局 LCIF 

交付金名 基本情報 申請資格 申請可能額 ﾏｯﾁﾝｸﾞ要否 審査と提出期限 

4.ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ交付金      

➀ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ拡大交付金 クエストプログラム実施地域を拡大するため

のワークショップの実施 

地区 

複合地区 

1 度に 1 件まで 

地区: 5 万ﾄﾞﾙ 

複合地区: 15 万

ﾄﾞﾙ 

要：25％ ライオンズクエストワーキンググループ

で審議後、LCIF 理事会が承認 

➁ 普及促進交付金 クエストプログラムを新たに検討する地域等

での説明会などが対象 

地区（年 1 件） 

複合地区（年 2 件） 

 

1,500 ドル 

 

不要 LCIF 理事長が承認 

通年受付 ライオンズクエスト課が窓口 

lionsquest@lionsclubs.org 

➂ 地域ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ交付金 
 

クエストプログラムを初めて行う地区・もしく

は長期的に休止しており、再開する地区で

の新たなパートナーシップ構築等のための

交付金 

地区（年 1 件） 

複合地区（年 2 件） 

15,000 ドルが上

限 

不要 LCIF 理事長が承認 

通年受付  

窓口：ライオンズクエスト課

lionsquest@lionsclubs.org 

5.レオ奉仕交付金 レオの企画実施する奉仕事業を支援 

6 か月以内に事業を完了する必要がある 

 

ライオンズの地区・

複合地区 

 

※レオによる申請は

不可 

地区: 2,500 ﾄﾞﾙ

まで 

複合地区: 5,000

ﾄﾞﾙまで 

最低 1500 ドル 

要：25％ LCIF 理事長が承認 

通年受付 

6.糖尿病交付金 糖尿病の認識、予防、管理向上事業 

最低 2 クラブの財政/事業支援が必要 

申請/継続件数：地区 2 件、複合地区 1 件ま

で 

地区 

複合地区 

 

地区: 1～15 万ド

ル 

複合地区: 1～25

万ドル 

要：25％ LCIF 理事会が審査・承認 

理事会開催 90 日前まで 

7.食料支援交付金 食料倉庫、フードバンクや給食センター等の

大規模事業 

地区 

1 度に 1 件 

地区: 1～10 万ド

ル 

要：25％ LCIF 理事会が審査・承認      

理事会開催 90 日前まで 

8.小児がん交付金 治療を受ける子どもと家族の支援を目的と

する医療施設拡充などの大規模事業 

地区 

複合地区 

 

1～15 万ドル 要：50％ LCIF 理事会が審査・承認 

理事会開催 90 日前まで 

9.地区及びクラブシェアリング 
交付金 

ライオンズの人道奉仕事業の強化を支援 

 

 

クラブまたは地区 

 

前年度奉仕に力

を基金寄付金額

の 15％ 

 LCIF 理事長が承認 

通年受付  

事業開始 90 日前まで 

 


