
様式第様式第様式第様式第１１１１号号号号（（（（第第第第５５５５条関係条関係条関係条関係））））    

    

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金交付申請書合宿補助金交付申請書合宿補助金交付申請書合宿補助金交付申請書    

    

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

    

        島田市長島田市長島田市長島田市長    

    

                                                                                        所在地所在地所在地所在地    

    

                                                                                        団体名団体名団体名団体名    

    

                                                                                代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名                                            印印印印    

    

                                                                                    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    

                        年度年度年度年度においてスポーツ・においてスポーツ・においてスポーツ・においてスポーツ・文化合宿文化合宿文化合宿文化合宿をををを実施実施実施実施したいのでしたいのでしたいのでしたいので、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合合合合

宿補助金宿補助金宿補助金宿補助金をををを交付交付交付交付されるようされるようされるようされるよう関係書類関係書類関係書類関係書類をををを添添添添えてえてえてえて申請申請申請申請しますしますしますします。。。。    

    

    １１１１    交付申請額交付申請額交付申請額交付申請額                                        円円円円    

    

    ２２２２    合宿合宿合宿合宿のののの目的目的目的目的    

    

    

    

    

    ３３３３    添付書類添付書類添付書類添付書類    

        (1) (1) (1) (1) 合宿計画書合宿計画書合宿計画書合宿計画書    

        (2) (2) (2) (2) 収支予算書収支予算書収支予算書収支予算書    

        (3) (3) (3) (3) 合宿参加者名簿合宿参加者名簿合宿参加者名簿合宿参加者名簿    

        (4) (4) (4) (4) そのそのそのその他他他他    



様式第様式第様式第様式第２２２２号号号号（（（（第第第第５５５５条条条条、、、、第第第第７７７７条条条条、、、、第第第第８８８８条関係条関係条関係条関係））））    

    

合宿計画書合宿計画書合宿計画書合宿計画書（（（（変更合宿計画書変更合宿計画書変更合宿計画書変更合宿計画書、、、、合宿実績書合宿実績書合宿実績書合宿実績書））））    

１１１１    合宿合宿合宿合宿のののの内容内容内容内容    

実施時期実施時期実施時期実施時期    内内内内 容容容容    備備備備 考考考考    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

２２２２    島田市島田市島田市島田市スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金交付要綱第合宿補助金交付要綱第合宿補助金交付要綱第合宿補助金交付要綱第２２２２条条条条第第第第２２２２項項項項第第第第２２２２号号号号のののの規定規定規定規定によりによりによりにより行行行行

うううう活動活動活動活動のののの内容内容内容内容    

実施実施実施実施時期時期時期時期    活動活動活動活動のののの名称名称名称名称    活活活活    動動動動    のののの    内内内内    容容容容    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

３３３３    合宿合宿合宿合宿のののの実施期間実施期間実施期間実施期間    

    

                            年年年年        月月月月        日日日日（（（（        ））））からからからから                年年年年        月月月月        日日日日（（（（        ））））までまでまでまで    

    

４４４４    合宿参加人数合宿参加人数合宿参加人数合宿参加人数                    人人人人    

    

５５５５    合宿合宿合宿合宿にににに係係係係るるるる延延延延べべべべ宿泊人数宿泊人数宿泊人数宿泊人数                    人人人人    

    

６６６６    利用利用利用利用するするするする宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設のののの名称名称名称名称    

    

７７７７    富士山静岡空港富士山静岡空港富士山静岡空港富士山静岡空港のののの利用利用利用利用    （（（（    往復往復往復往復でででで利用利用利用利用    ・・・・    片道片道片道片道のみのみのみのみ利用利用利用利用    ・・・・    利用利用利用利用しないしないしないしない    ））））    



様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号（（（（第第第第５５５５条条条条、、、、第第第第７７７７条条条条、、、、第第第第８８８８条関係条関係条関係条関係））））    

    

収支予算書収支予算書収支予算書収支予算書（（（（変更収支予算書変更収支予算書変更収支予算書変更収支予算書、、、、収支決算書収支決算書収支決算書収支決算書））））    

    

    １１１１    収入収入収入収入のののの部部部部    

区区区区 分分分分    

予算額予算額予算額予算額    

（（（（変更予算額変更予算額変更予算額変更予算額））））    

（（（（決算額決算額決算額決算額））））    

（（（（予算額予算額予算額予算額））））    

比比比比 較較較較    

備備備備 考考考考    

増増増増    △△△△減減減減    

        

円円円円    円円円円    円円円円    円円円円    

        

計計計計    円円円円    円円円円    円円円円    円円円円        

    

    ２２２２    支出支出支出支出のののの部部部部    

区区区区 分分分分    

予算額予算額予算額予算額    

（（（（変更予算額変更予算額変更予算額変更予算額））））    

（（（（決算額決算額決算額決算額））））    

（（（（予算額予算額予算額予算額））））    

比比比比 較較較較    

備備備備 考考考考    

増増増増    △△△△減減減減    

        

円円円円    円円円円    円円円円    円円円円    

        

計計計計    円円円円    円円円円    円円円円    円円円円        



様式第様式第様式第様式第４４４４号号号号（（（（第第第第５５５５条関係条関係条関係条関係））））    

合宿参加者名簿合宿参加者名簿合宿参加者名簿合宿参加者名簿    

    氏氏氏氏        名名名名    摘摘摘摘        要要要要        氏氏氏氏        名名名名    摘摘摘摘        要要要要    

１１１１            21212121            

２２２２            22222222            

３３３３            23232323            

４４４４            24242424            

５５５５            25252525            

６６６６            26262626            

７７７７            27272727            

８８８８            28282828            

９９９９            29292929            

10101010            30303030            

11111111            31313131            

12121212            32323232            

13131313            33333333            

14141414            34343434            

15151515            35353535            

16161616            36363636            

17171717            37373737            

18181818            38383838            

19191919            39393939            

20202020            40404040            

((((注注注注))))    摘要欄摘要欄摘要欄摘要欄にはにはにはには、、、、記載記載記載記載されたされたされたされた合宿参加者合宿参加者合宿参加者合宿参加者についてについてについてについて、、、、団体団体団体団体におけるにおけるにおけるにおける役職役職役職役職（（（（指導者指導者指導者指導者、、、、

選手選手選手選手、、、、団員等団員等団員等団員等））））又又又又はははは学年学年学年学年をををを記載記載記載記載してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    



様式第様式第様式第様式第５５５５号号号号（（（（第第第第６６６６条関係条関係条関係条関係））））    

    

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金交付決定通知書合宿補助金交付決定通知書合宿補助金交付決定通知書合宿補助金交付決定通知書    

    

                                                                                                                        第第第第                    号号号号        

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

    

                                            様様様様    

    

                                                                                                    島田市長島田市長島田市長島田市長                            印印印印        

    

                        年年年年        月月月月        日付日付日付日付けでけでけでけで申請申請申請申請があったスポーツがあったスポーツがあったスポーツがあったスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金合宿補助金合宿補助金合宿補助金についてについてについてについて、、、、

次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり決定決定決定決定しますしますしますします。。。。    

    

    １１１１    決定決定決定決定のののの内容内容内容内容    

    

        金額金額金額金額                                            円円円円    

    

    ２２２２    交付交付交付交付のののの条件条件条件条件    

            島田市補助金等交付規則及島田市補助金等交付規則及島田市補助金等交付規則及島田市補助金等交付規則及びびびび島田市島田市島田市島田市スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金交付要綱合宿補助金交付要綱合宿補助金交付要綱合宿補助金交付要綱をををを遵守遵守遵守遵守

することすることすることすること。。。。    



様式第様式第様式第様式第６６６６号号号号（（（（第第第第７７７７条関係条関係条関係条関係））））    

    

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金交付変更承認申請書合宿補助金交付変更承認申請書合宿補助金交付変更承認申請書合宿補助金交付変更承認申請書    

    

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

    

        島田市長島田市長島田市長島田市長    

                                                                                        所在地所在地所在地所在地    

    

                                                                                        団体名団体名団体名団体名    

    

                                                                                代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名                                            印印印印    

    

                                                                                    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    

                        年年年年        月月月月        日付日付日付日付けけけけ        第第第第        号号号号によりによりによりにより補助金補助金補助金補助金のののの交付交付交付交付のののの決定決定決定決定をををを受受受受けたスけたスけたスけたス

ポーツポーツポーツポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金合宿補助金合宿補助金合宿補助金のののの計画計画計画計画をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり変更変更変更変更したいのでしたいのでしたいのでしたいので、、、、承認承認承認承認されるようされるようされるようされるよう関係関係関係関係

書類書類書類書類をををを添添添添えてえてえてえて申請申請申請申請しますしますしますします。。。。    

    

    １１１１    変更変更変更変更のののの理由理由理由理由    

    

    

    

    ２２２２    変更変更変更変更のののの内容内容内容内容    

    

    

    

    ３３３３    変更変更変更変更によりによりによりにより増減増減増減増減すべきすべきすべきすべき補助金補助金補助金補助金のののの額額額額    

                                                            円円円円    

    

    

    ４４４４    添付書類添付書類添付書類添付書類（（（（変更変更変更変更があるがあるがあるがある書類書類書類書類のみのみのみのみ））））    



様式第様式第様式第様式第７７７７号号号号（（（（第第第第７７７７条関係条関係条関係条関係））））    

    

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金交付変更承認書合宿補助金交付変更承認書合宿補助金交付変更承認書合宿補助金交付変更承認書    

    

                                                                                                                        第第第第                    号号号号        

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

    

                                            様様様様    

    

                                                                                                    島田市長島田市長島田市長島田市長                            印印印印        

    

                        年年年年        月月月月        日付日付日付日付けでけでけでけで申請申請申請申請があったスポーツがあったスポーツがあったスポーツがあったスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金合宿補助金合宿補助金合宿補助金のののの変更変更変更変更にににに

ついてついてついてついて、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認しますしますしますします。。。。    

    

        承認承認承認承認のののの内容内容内容内容    



様式第様式第様式第様式第８８８８号号号号（（（（第第第第８８８８条関係条関係条関係条関係））））    

    

実績報告書実績報告書実績報告書実績報告書    

    

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

    

        島田市長島田市長島田市長島田市長    

    

                                                                                        所在地所在地所在地所在地    

    

                                                                                        団体名団体名団体名団体名    

    

                                                                                代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名                                            印印印印    

    

                                                                                    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    

                        年年年年        月月月月        日付日付日付日付けけけけ        第第第第        号号号号によりによりによりにより補助金補助金補助金補助金のののの交付交付交付交付のののの決定決定決定決定をををを受受受受けたスけたスけたスけたス

ポーツポーツポーツポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金合宿補助金合宿補助金合宿補助金にににに係係係係るるるる合宿合宿合宿合宿がががが終了終了終了終了したのでしたのでしたのでしたので、、、、関係書類関係書類関係書類関係書類をををを添添添添えてえてえてえて報告報告報告報告しますしますしますします。。。。    

    

    添付書類添付書類添付書類添付書類    

        (1) (1) (1) (1) 合宿実績書合宿実績書合宿実績書合宿実績書    

        (2) (2) (2) (2) 収支決算書収支決算書収支決算書収支決算書    

        (3) (3) (3) (3) 宿泊証明書宿泊証明書宿泊証明書宿泊証明書    

        (4) (4) (4) (4) 航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃がががが分分分分かるかるかるかる書類書類書類書類（（（（航空券航空券航空券航空券のののの写写写写しししし等等等等））））    

        (5(5(5(5) ) ) ) そのそのそのその他他他他    



様式第様式第様式第様式第９９９９号号号号（（（（第第第第８８８８条関係条関係条関係条関係））））    

    

宿泊証明書宿泊証明書宿泊証明書宿泊証明書    

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

    

                                                                                        所在地所在地所在地所在地                                                        

                                                                        証明者証明者証明者証明者    名名名名    称称称称                                                

                                                                                        代表者代表者代表者代表者                                            印印印印        

    

次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり相違相違相違相違ないことをないことをないことをないことを証明証明証明証明しますしますしますします。。。。    

    

１１１１    宿泊宿泊宿泊宿泊したしたしたした団体団体団体団体のののの名称名称名称名称    

    

２２２２    宿泊宿泊宿泊宿泊のののの実績実績実績実績    

宿泊宿泊宿泊宿泊したしたしたした日及日及日及日及びびびび宿泊人数宿泊人数宿泊人数宿泊人数    

                            

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                年年年年        月月月月        日日日日    からからからから        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで                        人人人人    

    

                                                延延延延べべべべ宿泊人数宿泊人数宿泊人数宿泊人数                                                    人人人人    



様式第様式第様式第様式第10101010号号号号（（（（第第第第９９９９条関係条関係条関係条関係））））    

    

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金交付確定通知書合宿補助金交付確定通知書合宿補助金交付確定通知書合宿補助金交付確定通知書    

    

                                                                                                                        第第第第                    号号号号        

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

    

                                            様様様様    

    

                                                                                                    島田市長島田市長島田市長島田市長                            印印印印        

    

                        年年年年        月月月月        日付日付日付日付けでけでけでけで実績報告書実績報告書実績報告書実績報告書のののの提出提出提出提出があったスポーツがあったスポーツがあったスポーツがあったスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補合宿補合宿補合宿補

助金助金助金助金についてについてについてについて、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり確定確定確定確定しますしますしますします。。。。    

    

        交付確定金額交付確定金額交付確定金額交付確定金額                                            円円円円    

    

    （（（（交付決定金額交付決定金額交付決定金額交付決定金額                                            円円円円））））    



様式第様式第様式第様式第11111111号号号号（（（（第第第第10101010条関係条関係条関係条関係））））    

    

請 求請 求請 求請 求 書書書書    

    

        金金金金                                        円円円円    

    

        ただしただしただしただし、、、、                年年年年        月月月月        日付日付日付日付けけけけ        第第第第        号号号号によりによりによりにより補助金補助金補助金補助金のののの交付交付交付交付のののの確定確定確定確定をををを

受受受受けたスポーツけたスポーツけたスポーツけたスポーツ・・・・文化文化文化文化合宿補助金合宿補助金合宿補助金合宿補助金としてとしてとしてとして、、、、上記上記上記上記のとおりのとおりのとおりのとおり請求請求請求請求しますしますしますします。。。。    

    

                                                                                                                        年年年年        月月月月        日日日日        

        島田市長島田市長島田市長島田市長    

    

                                                                                        所在地所在地所在地所在地    

    

                                                                                        団体名団体名団体名団体名    

    

                                                                                代表者代表者代表者代表者氏名氏名氏名氏名                                            印印印印    

    

                                                                                    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    

口座振込口座振込口座振込口座振込 先先先先

金融機関金融機関金融機関金融機関 名名名名    

銀行銀行銀行銀行                    

金庫金庫金庫金庫                    

農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合    

（（（（                                        ））））    

本店本店本店本店    

支店支店支店支店    

（（（（                            ））））    

口 座 種口 座 種口 座 種口 座 種 別別別別    普通普通普通普通    ・・・・    当座当座当座当座    

口 座 番口 座 番口 座 番口 座 番 号号号号            

フ リ ガフ リ ガフ リ ガフ リ ガ ナナナナ            

口座名義口座名義口座名義口座名義 人人人人            

    

    


