資料３‑３

WORLD MONUMENT FUND (ワールド・モニュメント財団)危機対応基金について

（１）World Monument 財団とは


http://save-our-culture.jp/

ワールド・モニュメント財団（WMF: World Monuments Fund）は 1965 年に米国ニューヨ
ークで設立された非営利民間組織です。国や文化の枠を超え，歴史的建造物などの文化
遺産を保護・保存することを目的とし、世界各地で政府などの公的組織及び民間のパー
トナーと協力して、経済的・技術的支援活動や教育・啓発活動を行っています。本部を
米国ニューヨークに置き，今日まで 45 年以上にわたる支援活動範囲は 90 カ国以上に
及びます。米国以外の主要な活動拠点は、フランス（パリ）
、イギリス(ロンドン)、ポ
ルトガル（リスボン）、スペイン（マドリッド）にあります。



本部所在地：350 Fifth Avenue Suite 2412 New York, NY 10118



日本代表部： 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 2-19-12、横浜スカイビル 20 階、
藍・グローバル・カンパニー内

（２）概要

電話 080-6726-1308（稲垣光彦）

https://www.wmf.org/crisis-response-fund

Crisis Response Fund

危機対応基金

Providing critical stability for heritage -as soon

災害発生後できるだけ速やかに、遺産の安定

as disaster strikes.

的な状態を確保するために
the

私たちにとってこの上なく大切な場所―そ

communities they anchor- face increasing

して、それを支える地域社会―は、気候変動

threat from climate change, natural disaster,

や自然災害、紛争等により、ますます大きな

human conflict, and more. The Crisis Response

脅威にさらされています。この危機対応基金

Fund provides resources for early recovery

は、災害が生じた直後であっても、当該遺産

actions so that heritage sited can help build

が地域社会の回復力を構築し、ビジネスチャ

community

economic

ンスを創出し、その社会的一体性を強めるこ

opportunity, and strengthen social cohesion in

とができるよう、遺産の早期復旧対応のため

the wake of disaster.

の財政支援を行うものです。

Do you know a site in need of support?

支援を必要としている場所を知っていたら、



Does your request involve a cultural

次のことを御確認ください。

heritage site that requires immediate



Our





most

treasured

resiliency,

places

create

-and

あなたの要望は、自然災害や紛争により

response as a result of natural disaster or

即時の対応を必要としている文化遺産

human conflict?

に役立てるものですか？

Does your request involve a small



あなたの要望は、15,000 米ドルを超えな

or medium scale project, requiring no

い小規模又は中規模の事業に役立てる

more than $15,000 USD?

ものですか？

Was your site actively in use at the time



その場所は、災害が発生するまで活発に

of the disaster, with an urgency to resume

使われ、地域社会が活動を再開するため

activities for the community?

に必要とされているものですか？
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（２）申請

https://www.wmf.org/crisis-response-fund

Selection Criteria

支援対象の選定基準





Requests will be considered only if they
involve a natural disaster which has caused

緊急的対応を必要とする有事を引き

an

起こした原因が自然災害である場合

emergency situation

that

requires

に限ります。

immediate response to a cultural heritage


site.


災害が起こるまで活発に使われ、地域

Priority will be given to sites actively in use

社会に資するものとして活動の再開

at the time of disaster with an urgency to

が必要とされるものを優先します。

resume activities for the benefit of the


要望は、文化遺産である場所に対し、



一件につき上限 15000 米ドルとし、こ

community.

の規模で対応できる小・中規模の事業

Focus will be given to small and medium

であることに重点を置きます。その後

scale projects, capped at a maximum

により大きな展開が見込まれるよう

of $15,000USD per site. Funding requests

なものに御活用ください。

for a phase of a larger project will be
considered.
申請に要する記載事項
【申請者情報】


氏名



電話番号



電子メールアドレス



団体の場合には、団体名称及びその活動趣旨

【遺産の情報】


名称



所在地



災害発生年月日



災害の状況（200 語以内）



被害及び必要とする支援の概要（200 語以内）



他の財政支援を受けている場合には、その概要

【その他】
任意での画像提供が求められています。5 点まで貼り付けが可能です。それぞれ２MB 以下で
jpeg ファイルとし、画像の概要がわかるファイル名称を付してください。
申請提出から８営業日以内に、World Monument Fund から連絡が入ります。
注意：申請前に、申請者が申請に必要な事項等を必ず確認してください。
（下間久美子）
（長谷川順一）
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