
2023年プロジェクト助成金ガイ
ドライン
説明
プロジェクト助成金は芸術、文化、伝統関連プロジェクトでWashington州、Bellevue市の住民と来訪者に
サービスを提供するものに財政支援を行います。 芸術家、個人、コミュニティによる革新的なプロジェク
トで、文化的ギャップを埋め、創造的参加の新たな形態を呼び起こすものを、私たちは奨励しています。

応募者は$1,000と$2,000の2つのレベルの財政支援を請求できます。 プロジェクト助成金に応募してい
る非営利団体の場合は、$3,000まで請求可能です。 プロジェクトは2023年に始まるものでなければなり
ません。

追加助成金のチャンス
プロジェクト助成金に応募するにあたり、応募者は追加で$1,000のBelRed Arts District ボーナス助成金
に応募することも選択可能です。 この機会は、BelRed Arts Districtを活性化し、蘇らせるための作業を
促すことを目的としています。

オンラインで応募
全ての応募提出はSurveyMonkey Apply.  
bellevuearts.smapply.ioを通じネット上で処理されます。

このプログラムはCity of Bellevue Arts & Culture Program（芸
術・文化プログラム）が担当します。

ご質問はすべて以下にお送りください：  
Manette Stamm, Arts Program Assistant  
(425) 452-4064 
mstamm@bellevuewa.gov

締切
応募開始日: 
2022年8月 16日

応募締切: 
2022年10月 3日

別書式、通訳者、合理的配慮のご要望については、48時間前までに425-452-6885（音声）
またはEメール（ADAParks@bellevuewa.gov）でご連絡ください。 配慮に関する苦情につ

いては、Bellevue市アメリカ障害者法(Americans with Disabilities Act, ADA)のタイトルVI管理
者、425-452-6168（音声）までご連絡ください。 聴覚障害または難聴の方は711にダイヤルしてく
ださい。 すべての面会は車椅子で参加できます。

mailto:https://bellevuearts.smapply.io/?subject=
mailto:mstamm%40bellevuewa.gov?subject=
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プログラム概要 
プロジェクト助成金は、文化的ギャップを埋め、斬新かつ刺激的なやり方で長期的にBellevue市の住民と
来訪者にインスピレーションを与えうる芸術、文化、伝統関連プロジェクトを援助するため財政支援を行い
ます。

助成金請求
資格のある応募者は2つのレベルの財政支援の内から一つを選択できます。 財政支援は1年に限り利用で
き、2024年に持ち越すことはできません。 利用可能な財政支援額および応募者数によっては、応募者全
員が財政支援を受けられるとは限りません。 応募者の方には、特にこの助成金交付で得られる以上の額
を要するプロジェクトの場合は、各種財源を探索されるようお勧めします。

申請できる財政支援のレベルは次の通りです：

 $1,000  $2,000  $3,000 (非営利団体のみ)

支払いはプロジェクトの終わりに行われます。 状況と市の方針により、作業が始まった後、給付金の半額
まで受け取れる例外的措置が取られることがあります。

公的資金 = 公益
ワシントン州の法律は、公的資金を受け取る個人もしくは団体は、公益をもたらさなければならないとし
て、これを義務付けています。 公益の例としては次のようなものがあります：

  公演、展示会、ワークショップ、スクリーニング、朗読会への無料もしくは割引チケット

  いろいろな便宜サービスで、軽視されがちなグループへの芸術や文化へのアクセスを向上するもの

  無料の、電子的にアクセスできる材料、例えば文学作品、音声記録もしくは録画。

資格
応募できるのは？

  プロジェクトの主企画者である個人または団体。

  個人の場合、18歳以上で、社会保障番号、納税番号もしくはEINを有していること。

  プロジェクトは、公的にアクセス可能で、Bellevue住民にサービスを提供し、少なくとも1名の芸術も
しくは文化的実務者が関わっていること。

  前年にSpecial Project Grants（特別プロジェクト助成金）を受け取った応募者でもこのプログラムに
応募でき、また今後も同じ、または異なるプロジェクトで再度応募可能です。

応募できないのは？
  Bellevue City CouncilからEAP助成金または直接プロジェクト助成金を同年に受け取っている応募

者
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応募過程
応募は、資格と審査基準に従って先着順に審査されます（次ページを参照ください） 締切後に送られた不
備のある申請は審査対象外となります。

応募方法と今後の展開
1. あなたもしくはあなたの団体がまだSurveyMonkey Applyアカウントをお持ちでない場合は、アカウン

トを作成してください。 全ての段階と応募資料は、アップロードを含めSurveyMonkey Apply*を通じ
て収集されます。

2. 応募は2022年8月16日に受付が始まります。 プログラム開始、応募受付が始まりましたら、ご希望の
場合、応募者の方には応募用紙のPDFを請求いただけます。

3.  資格チェックリストにご記入ください。 資格がある場合、応募段階に移動します。

4. 応募用紙に添付する次の資料を準備してください：

 f 作業見本2点 これには過去のプロジェクトの画像やパンフレットを含めても差し支えありま 
せん。

 f 推定プロジェクト予算。

5. 2022年10月3日までにネット上で応募を終了してください。

6. 交付の発表は2022年10月31日までに行われます。 応募者は2022年10月3日の締め切れまでに、交付
金を受領し交付金要件（次のページをご覧ください）に同意する必要があります。

7. プロジェクトが終了したら、応募者は付与後報告書を提出することにより助成金を受け取ることができ
ます。 これはBellevue City Councilが支援に同意したプロジェクトを実行したことを確認するために
義務付けられています。 報告書の締切は2022年11月30日で、支払いは小切手の郵送で送られます。 
応募者は報告書提出後、約1か月で支払いを受け取ります。

*コンピューターまたはインターネットへの接続がない場合は、プログラム管理者にご連絡ください。

プログラム内容
この資金援助プログラムはCity of Bellevue Arts Program（ベルビュー市芸術プログラム）が担当していま
す。 ご質問はすべて以下にお送りください：

Manette Stamm, Arts Program Analyst 
(425) 452-4064 
mstamm@bellevuewa.gov

mailto:mstamm%40bellevuewa.gov?subject=


2023年プロジェクト助成金ガイドライン 4

追加助成金のチャンス
BelRed Arts District（BelRed芸術地区）
プロジェクト助成金に応募するにあたり、応募者は追加で$1,000のBelRed Arts District ボーナス助成金
に応募することも選択可能です。 この機会は、BelRed Arts Districtを活性化し、蘇らせるための作業を促
すことを目的としています。 この追加助成金は、$1,000の固定交付金を有望な応募者に付与するもので、
そのプロジェクトはBelRed Neighborhoodで実行され、応募者は応募過程で追加質問に回答する必要が
あります。

この追加助成金は、応募者が2023年にチャンスを与えられた場合でも、将来応募可能です。 成功したプロ
ジェクトをもたらし、BelRed Arts Districtの認知度が上がり、あるいはこの地区の場所が活性化したら、プ
ロジェクトを審査するAllocations Committeeは、そのプロジェクトに再び資金を提供したいと考えるかも
しれません。

BelRed Arts Districtについての詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。 お問い合わせ、または自分の
アイデアにつきスタッフの意見をご希望の場合は、遠慮なく助成金プログラム管理者までご連絡ください。

BelRed Arts Districtについての詳細

応募先
City of BellevueはSurveyMonkey Applyを使用して応募資料を収集します。 
bellevuearts.smapply.io

このポータルの詳しい使用方法は、次の市の芸術および文化助成金ウェブページに記載されています
bellevuewa.gov/artsgrants

応募のタイムライン
2022年7月12日 ガイドライン公布

8月16日 オンライン申請ポータル公開

10月3日 応募締切午後11時59分

10月5日-28日 Allocation Committee審査

11月1日 Arts Commission審査

11月/12月 City Council 審査

12月31日 交付金発表

2023年1月10日 交付金受領書締切午後11時59分

11月30日 付与後報告書締切午後 
応募者は、再度応募する代わりに2024年度交付金を受領することもでき
ます。

市はこのタイムラインを変更する権利を保持しています。

https://bellevuewa.gov/city-government/departments/community-development/arts-and-culture/belred-arts-district
https://bellevuearts.smapply.io/
https://bellevuewa.gov/city-government/departments/community-development/arts-and-culture/grants
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評価基準
資金援助額は、Allocations Committeeの推薦、Arts Commissionの承認により決定され、次いでBellevue 
City Councilにより承認されます。 応募は、プログラムの全体としての目的、および適格団体に対する基準
に従って先着順に審査されます。

芸術的革新
  観衆と構成グループの文化的ニーズを満たすために提案された芸術、文化、伝統関連プロジェクトの

質および将来性

  Bellevueの多様な住民や訪問者、特にサービスの行き届いていない人々やコミュニティによる創造的
で市民の参加を促進するための革新的なアプローチ。

  Bellevue住民や訪問者が定期的には利用できない芸術、文化、伝統の提供と機会のギャップを埋め
る。

公的アクセスと公益
  Bellevueの住民と訪問者に提供される公益の質と程度。

  Bellevueにおける1つ以上の、有望で実行可能な公開イベントが明確に説明されている。

プロジェクト実行可能性
  プロジェクトの範囲と規模を達成するためのプロジェクトリーダーの実証済み経験。

  よく練られた計画の証拠、評価のため明確に述べられた目標と過程を含む。

  現実的予算とタイムライン
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交付金要件
資金を受ける芸術家や団体は、以下の要件に準拠する必要があります。

謝意
City of Bellevueから資金提供を受ける団体は、少なくとも、印刷されたプログラム、またはプログラムが適
切でない場合は、資金提供を受けた活動専用の公共メディアおよびデジタルメディアにおいて目に見える
表示形式で、支援を受けたことに謝意を表明する必要があります。 受領者団体が支援内容を目に見える
形にしてくれることで、私たちは資金レベルを維持し、引き上げ、Bellevue住民に対してその税金がコミュニ
ティの芸術をどのようにサポートしているか、逐次情報を提供できるのです。 プログラム管理者は、交付金
謝辞に含めるロゴを提供します。

業務仕様書
受領者はこの応募が、資金の使用法を詳しく述べた業務仕様書として使用されることを認めます。

現地審査
Arts Commissionは、現地審査と組織評価を実施するために、イベントのチケットを最大2枚要求する場合
があります。 そのようなチケットが必要になった場合、市職員は団体に十分な通知を行います。

公益
助成金の受領者は、WA州の公的資金の供与要件を満たすためには、毎年少なくとも1つのプログラム、イベ
ント、またはサービスを一般に公開（対面またはバーチャル式）する必要があることを理解しています。 公
益に関する詳細は前のページをご覧ください。

最終報告書
資金を受け取るには、年末近くに最終報告書を提出する必要があります。 その用紙は助成金ポータルを通
じて入手可能です。

City of Bellevueは、4CultureとKing County Hotel Lodging Tax（ホテル宿泊税）
によるこの資金提供プログラムへの支援に感謝の意を表します。


