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ヅ年少女 スポーツ 育成補助事業の九め方

通　知

申請団体に寄を結夕こ を通加

補釣台の交付は行わなし

補助奈交付規則の手順によ り補助を交付手続きを行う

審　査
を范書類の事某日 刪等の廬合性を審査

ノそ圭ル
募集期Ｗ為に本業認定申請書のを循

募　巣
市定、報等をぶじて、 募集

不丿丁の場合



補助金申請

補助奈申請書等の提胝

こ

補助を交付決定ｊ！お１
へ　　　　　　　ノ

串請回体に補助額の交付決定ｊｊｊｌｌ をむう

こ
ー　～

事業実施

脇該事業 の実施

実績報告

実績報告 書、 鼈支隹算 書、 領ｍ＿Ｅ（写 し） 、恬動記録写真の提㈹、

補助奈確定を‰
七ノ

申請者に補助額の確定通加を行う

補助金請求

補助金の請求書と 債権者を録書のを㈹、

そ、芭付 きが教育委員会の行う 事務、白 が申 請者の行 う内容

補助金振迅



募　　集 要　　項

（１ ）　 趣　回

少年ヅ女 （中 学生八下）ス ポーツ育成補助事業は、獸 日を担う 少年ヅ女の朧

動・ スポーツ習慣の形成に向け 、ス ポー ツが本来持つ体を動かすこ との楽しさ

を体験し スポーツ に親 しむ こと の動機づ け、 異な る地域の 回世代と のス ポーツ

を通 じて の交流に より 、豊かな心を持つ夕年侫女の育成を 目的 とす る。

（２ ）　 対象 とな る団体

原則 とし て、 上記趣回 にかなっ た事業を 実施する スポーツ 団体であ り、 八下

の変性を充たす団体と しま す。

ａ． 回体の規約・ 会則 を有する こと。

ｂ． 団体の感恩を決定 し、 執行する組織が確立しているこ と。

Ｃ．　自ら 経ミ し、 監査する 等会計組織を有す るこ と。

ｄ． 団体を運営す るた めの 自圭財顋、（会費等） 怙簽）る こと。

（３ ）　 対象 とな る事業

申請する スポーツ 団体が主催す る事業で、慝綾年度で終了する 下記の事業が

対象です。

ａ． 教ま ・講習会

少年少女の体力［白］ 上ヤスポーツ俎動を始める機会づく りのための

教室 ・講習会が筧象。

ｂ． 少年少女スポーツ活動環境整備

少年市女がス ポー ツ恬動す るた めの環境づく り（設備の充 実、 補修）

ｃ． 交流事業

他」旭城 （島タχヽ ） の同世代の少年ヅ女と スポーツを通 じての交流事業。

ｄ． 体験事業

日常では経験でき ない活動。

ｅ．　スポーツ合宿

３泊程度の共鴇竪俎を行いなが ら、 スポーツ を楽 しく 真剣に取 り組魁こと

で、 スポーツ好き の少年ヅ女を より 多く 育て る事を狙いと する 事業。

※ａ ．Ｃ ．　 ｄ． ｅの事業について は、 受益者負担の考え方よ り参加費等、

参加者か らの負担を求めて いる 事業のみを対象と しま す。



（４ ）　 筒象 とな る経費

事業 を実施す る上 で、 直接心憂 とな る経費が対象 とな りま す。 （別表１ 参照）

※回体の 日常業務に係 る経費や不動産等関連経費などは対象タトです。

（別表１）

対象経費 対象とな る経費の支払い内容

１ 人件費 医師、講師、 ボラ ンテ ィア スタ ッフ への謝礼 （各個人の

領収証を添付）

人件費の基準単価 （１ 人あたり の最高限度額／１ 日）

医師 ・講師（３万円） 、ボランティ アス タッ フ（２手口）

２ 寵費 交流事業、体験事業、 スポーツ合宿で氈外へ移動すると

きの講師、ス タッ フＲび参力Ｎ者の旅費（交途費）で、鎖效

証を取得でき るも の。 但し、タ クシー代は、 対象外。

移動はよ り安価な手歎とする。

３ 宿泊費 交流事業、体験事業、 スポーツ合宿で島外へ移動すると

きの講師、ス タッ フ及び参加者の宿ｙ白 代。

（１ 日の最高 限度額　 １万 トエ］／１人）

※宿泊施鼈の領収証を必ず添付する こと。

４ 会蘓費 会場の曵用料‾ル、び会蘓設営等に係る 諸経費。

５ 原材料費 スポーツ活動の環境整備を行う 上で必要最低限度の原材

料費で高額でない もの。

申請団体の所有するものを環境整備する場合を対象。

６ 消耗脆費 事務用品 、ス ポー ツＪ≡目 具（講習合等で初心者に貸 しｍす

ためのも の） 等、 事業ま施に必要な購入脂。

７ 印刷費 要綱、ポスタ ー等印刷費、 コピー代

８ 通信運搬費 顋手代、 ミ送費（電話、Ｆ ＡＸ料金は対象外）

９ 雑費 スポーツ傷害保険、事業実施燕 日の 医師、講師、 スタッ

フの弁芭イ弋 （参加者の弁当代 は、 筧象外）

５） 補助額

ません。 補助額は、補助ほ産額を超える こと なく 、なおかつ、 補助率の範囲鸚

で助成します。ただし、応募者多数の場合は申請内官等を審をの上、補前額を

決定 させていただ きま す。 その手合は予算の範囲鸚で の助成と なり ます。

・補助率 とは、氣象経費に対して補助する金額の割合のこ とです。

補助ｍ産額： １０ 万Ｐヨ

補　前　 率： ５０％Ｗ為

・補助率 とは、対象経費に対して補助する奈額の割合です。



申請に際 しての八意事項

（１ ）申請の対象 とな らない事業は、圭に次に該葹す る事業です

①申 請す るス ポー ツ回体が圭催 もし くは土管 しない事業

②他市や スポーツ クラ ブ２ １び ょう ごよ り補釣台 を受 けて 実施 され る本業

③ス ポンサー ・を擺售の宣伝性の強い事］集

④／」丶学校、中学校、高等学校の学校体育や中体連、高体連に関する本業、

学校朧勣部俎、／」ヽ学校行事の殞連事業も含みます

⑤ヤテ‾欧（ 自治体等）や体育協会が圭催も しく は圭管する本業
ｄ

⑤回体の営利 を目 的と した事業

⑦申請年度で終了 しない事業

⑧所属回体等 に勁成金等をま払 う目 兇の攤業

⑤過 ＝鼓に少年侫女ス ポー ツ育成補助に 際し 、を芭言類の大幅 な遅延等があ

った団体の事業

⑩過宍に侫年侫女 スポーツ 育成補助 の要項や補釣台交イ才 の条件に違め があ

った団体の事業

（２ ）審査時に後順位 とな る事業

①ズイ才筒象者が特定 グループや特定者に膃定さ れて いる 事業

②ス ポー ツの要素が薄い事業

③経費の 大部分が 人イ牛費 ・鴃フ庖費に 充て られてい る本業

④過宍連続し て３ 回け上なイ才 を受 けて いる 事業

⑤受益者負担の考 え力が薄い事業

（３ ）その他

①補助限度額 より も補助率が優先さ れま す。

２０ 万円 を下回る 場合は、 補助率が適Ｊ≡目 されます。

②補助対象経費に 関し て、 必ず鎖リ、荳の写 しが込簇とな りま す。 領句心の

写しがない経費については、補助対象外 とな りま す。

③申 請回体に 申請 内容 につ いて 、問 い合わせ をす る偏合か おり ます ので、

日中に連絡できる電話番号を必ず記入く ださ い。

①提芭書類の部数は、 １部ですが、 必ず回体で控えを皿してく ださ い。

⑤教育委貝合 より 、事業に関しての監ま等を行う 場合があ りま すので、い

つでも対応できる よう 帳簿等は、ｊＥ確にち匹瓏をしておいて ください。



⑥書類提 胝に 関し ては 、必ず期 日ま でにを趾して くだ さい。を芭が 遅れる

と柚助か を交サで きな い場合が あり ます。

（４ ）申請に必要な書類

①事業が混定 され るま でに必要な書類

１． 申諸事業計舊書、 １Ｎ又支予算書

－　 ２． 団体概要書

３． 申請する事業に関する資料 （開催要項、

４． （申 請す る団体の）最新の総会資料

５． （申 請す る団体の）最新の規約 また は会則

６． （申 請する鴇体の）最新の決算報告

②事業が售定 されてか らを芭芒要な書類

１． 補鋤佐久付申請書

２． 認定を聯（写 し）

３． その他教育委貝合 より 提芭依頼があ った書類

③事業実施終了後、そ比が込隴な書類

１． 実績報告書

２． 事業収支決算書

３． 対象経費 の領収証（写 し）

４． 活動記録写真（カ ラー）

５． その他教育委員会 よリ旌芭依頼があ った書類

①補釣台額確定亟知後、提ｍ必要な書類

１． 補釣台請求書

２． 補助金額確定通祕害（写し）

３． 債権者を録害

トな ど）


