平成 28 年度スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会
＜実施に関わる事務処理について＞

助成金交付申請書および事業実施報告については、「『平成 28 年度スポーツリーダー養成講習
会兼スポーツ少年団認定員養成講習会』助成事業経理処理に関する基準要項」に基づき、＜様式 1、
様式 2＞を用いて作成してください。
なお、提出書類は、印刷したものとデータの両方を提出してください。
（１）助成金の交付申請

提出期限：事業実施 2 週間前または平成 28 年 6 月 17 日のいずれか早い期日まで
＜交付申請書類：様式 1-①～④、開催要項＞
様式番号
様式 1

申請書の種類
鑑文

P.

※平成 28 年度用の書式を使用すること。
注意事項

・＜発翰番号、年月日＞を必ず記載する。
・＜スポーツ少年団本部長印＞を押印する。

様式 1-①

事業計画書 P.28

・＜市町村名、担当者氏名（計画書作成者）＞を記載する。
・全実施コースの＜コース名、開催期日、開催場所、参加予定数、
担当講師・助手・運営係員数「スポーツ活動サポート情報提供
プログラム」実施の有無＞を記入する。
＊

講師等の人数は、延べ人数ではなく実人数とする（「スポー
ツ活動サポート情報提供プログラム」の大塚製薬㈱関係者は
含めない）。

＊

様式 1-②

日程表 P.29
※コース毎に作成

1 コースあたりの参加者数は、10 名以上とする。

・カリキュラムに沿った日程を計画する。
・コース毎に作成し＜コース№、コース名、開催期日、開催場所
＞を明記する。
・＜科目・担当講師（助手）・時間数＞を明記すること。
＊ 助手がいる場合は（「運動適性テスト」「スポーツ指導者に
必要な医学的知識Ⅰ」で実技を行う場合のみ）、助手の名前
も記載すること。

＊ 「スポーツ活動サポート情報提供プログラム」を実施しない
場合、「7.スポーツ指導者に必要な医学的知識」の時間数は、
2.0 時間とする。

様式 1-② 講師名簿 P.30
-ⅱ

・全講師の講師基準の適用（基準 1～8 の具体的な内容）を記載
する。
＊ 役職ではなく、講師基準の適用が判断できる資格・職名等を
記載すること。

様式 1-③

収支予算書 P.31

・「助成金経理処理基準一覧」に基づき、各コースの科目別収支
額を記載する。
・テキスト代は収入、支出ともに計上しない。
【収入】
・助成金収入…助成金内示額を＜合計＞欄に記入すること。
・参加料…参加料は 2,160 円とし、参加料単価を、左欄に記入す
る。コース毎に参加予定数を記載し、収入に計上すること。
・実施団体負担金…負担金額を＜合計＞欄に記入する。
【支出】
・謝金額…1 時間単価 10,000 円とし、1 時間単価を左欄に記入す
る。
・助手謝金…「運動適性テスト」「スポーツ指導者に必要な医学
的知識Ⅰ」で実技を行う場合のみ、謝金対象とする。
・助手謝金額…1 時間単価 5,000 円とする。
・旅費…支払予定人数と、支払予定額の合計を記入する。
・消耗品…あくまでも講習会で使用する消耗品のみとし、備品は

助成金及び参加料は必ず使い切
れる予算書にすること。

認められない。
・対象経費総額は、助成金（11 万円×コース数）と同額か上回
っていること。なお、参加料・実施団体負担金がある場合は、
「事業費総額＝助成金＋参加料＋実施団体負担金」とするこ
と。
・・収支差額がプラスにならないよう予算化すること。

その他

開催要項

・コース毎に作成し、必ず添付すること。
・開催要項に toto ロゴマークを明記すること。
詳細については、別紙参照。

忘れずに!!

・主催…「日本スポーツ少年団」「岐阜県スポーツ少年団」を必
ず入れること。
・後援…「スポーツ庁」を必ず入れること。
・参加料の金額を記載すること。

参加申込書

・個人情報取り扱いについての説明を記載すること。

（２）事業実施報告書
提出期限：事業終了後 1 ヶ月以内または平成 29 年 2 月 28 日のいずれか早い期日まで
＜事業実施報告書類：様式 2-①～⑤＞
様式番号
様式 2

※平成 28 年度用の書式を使用すること。

申請書の種類
鑑文

P.32

注意事項
・＜発翰番号、年月日＞を必ず記入する。
＊ 平成 29 年 2 月 28 日までの日付とする

・＜スポーツ少年団本部長印＞を押印する。
様式 2-①

事業実施報告書 P.33

・＜市町村名、担当者氏名（報告書作成者）＞を記載する。
・ 全実施コースの＜コース名、開催期日、開催場所、「スポー

ツ活動サポート情報提供プログラム」実施の有無、講師・助
欠席者は参加者数に含
めないでください。

手・運営係員数、参加者・認定者数等＞を記入する。
＊ 講師等の人数は、延べ人数ではなく実人数とする（「ス
ポーツ活動サポート情報提供プログラム」の大塚製薬㈱
関係者は含めない）。

・＜助成金額＞は、対象経費の金額ではなく助成金額を記載す
る。
・＜成果に関する報告＞を記載する。
様式 2-②

日程表 P.34
※コース毎に作成

・コース毎に作成し＜コース№、コース名、開催期日、開催場
所＞を明記する。
・＜科目・担当講師・時間数＞を明記し、コース別事業報告書
の講師・日時と照合すること。
＊ 助手がいる場合は（「運動適性テスト」「スポーツ指導者
に必要な医学的知識Ⅰ」で実技を行う場合のみ）、助手の
名前も記載すること。

・「スポーツ活動サポート情報提供プログラム」を実施しない場
合、「7.スポーツ指導者に必要な医学的知識」の時間数は、2.0
時間とする。

様式 2-② 講師名簿 P.35
-ⅱ

・全講師の講師基準の適用（基準 1～8 の具体的な内容）を記
載する。
＊ 役職ではなく、講師基準の適用が判断できる資格・職名等
を記載すること。

様式 2-③

収支決算書 P.36

・「助成金経理処理基準一覧」に基づき、各コースの科目別収
支額を記載する。
・テキスト代は収入、支出ともに計上しない。

助成金及び参加料は必ず
使い切ってください

【収入】
・助成金収入…助成金合計額を＜合計＞欄に記入する。
※ 助成金確定額は、助成対象経費総額と助成金とのい
ずれか低い額とし、助成金確定額が助成金交付額に
満たなかった場合は、その差額を返納しなくてはな
らない。
・参加料…参加料は 2,160 円とし、参加料単価を、左欄に記入
する。コース毎に参加予定数を記載し、収入に計上する。
・実施団体負担金…負担金額を＜合計＞欄に記入する。
【支出】
・謝金額…1 時間単価 10,000 円とし、1 時間単価を左欄に記入
する。
・旅費･･･実費支給とする。必ず旅費支払明細表を記載するこ
と。
＊ 旅費支払基準をもとに旅費支給することとする。
＊ 車賃を支払う場合は、公益財団法人岐阜県体育協会の旅費
基準に基づき実費を支給し、旅費基準・経路明細（算出明
細）を添付すること。

・消耗品…あくまでも講習会で使用する消耗品のみとし、備品
や使い回しができるものは認められない。
事業後の補充のための経費は事業経費として認められない。
・振込手数料…対象経費を振り込む際にかかる経費は対象と
する。
コース別決算書類 P.37～42
（様式 2-④）

・コース別に、科目別明細表・証憑書類をまとめる。
＜各コース経費の書類の並べ順＞

コース毎に
1 セット

様式 2-④-ⅰ

謝金支払明細表・証憑書類

様式 2-④-ⅱ

旅費支払明細表・証憑書類

様式 2-④-ⅲ
…

借損料支払明細表・証憑書類

※謝金・旅費の支払いは、個人口座への銀行振込となることか
ら、振込を証明できる証憑を添付すること。個人領収書は不可。

様式 2-④

科目別支払明細表

・単価、時間数・個数・人数等を詳細に記入する。
・全ての経費について、助成金経理処理等に関する基準要項に
基づき、証憑書類を添付すること。

様式 2-参考

証憑書類

・証憑書類の宛名…「公益財団法人岐阜県体育協会」とする。

・見積書（料金表） ・発行日…平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日までのも
・請求書

のとする。

・納品書

＊ 上記以外の証憑書類は事業経費として認められません。

・領収書

・証憑書類には、品名・単価・個数が明記されていること。

・写真

・証憑書類は「助成金経理処理基準一覧」を参照に必要書類を
全て添付すること。

領収書は必ず原本を提出して
ください。
なお、宛名は「公益財団法人
岐阜県体育協会」としてくだ
さい。

＊ 謝金・旅費については、公益財団法人岐阜県体育協会にて
所得税の源泉徴収処理を行うため、受給者には源泉徴収額
を差し引いた額を支払うこと。

・写真について、各会場の様子・看板の写真を添付すること。
（モノクロ写真でも可）看板は別撮りではなく、会場の様子
を含めた看板の写真を撮ること。看板は A4 用紙を拡大した
もので構いません（必ず toto のロゴマークを入れること）。

様式 2-⑤-ⅰ

認定者・保留者名簿 ・コース No.、コース名を必ず記入する。

欠席者、不合格者も名簿に記載し

・参加者数・認定者数・保留者数・不合格者を記入する。

てください。

・所属単位団名（役職員の場合は、所属市町村名と役職名）・

記載漏れがないよう、お願いいた

単位団登録番号を必ず記入する。
・認定番号は、公益財団法人岐阜県体育協会で認定し、後日通

します。

知する。
・参加料納入者で欠席した者がいる場合は、名簿に記載する。
様式 2-⑤-ⅱ

前年度保留認定者・ ・平成 27 年度講習会を修了し、本年度の登録が確認された者、
シニア・リーダーか

また、「シニア・リーダー」で認定員へ資格移行した者を記

らの移行者名簿

載する。
・認定番号は、公益財団法人岐阜県体育協会で認定し、後日通
知する。

その他

開催要項

・コース毎に作成し、必ず添付すること。
・開催要項に toto ロゴマークを明記すること。
・主催…「日本スポーツ少年団」「岐阜県スポーツ少年団」を

忘れずに!!

必ず入れること。
・後援…「スポーツ庁」を必ず入れる。
・参加料の金額を記載すること。

