
スポーツ振興くじ助成金に係る交付決定（内定）額の算定について

平成30年度スポーツ振興くじ助成耶業の審査結果は以下のとおりです。

鮮細については、同封の収支予算密等をご確鰡ください。

※助成対象額は、助成対象経費限度額に助成割合を乗じて算出しています。ただし、助成躯業者の申舗内

容（助成事業者の自己負担額が千円未満の場合等）によっては、助成割合を乗じた額にならない鳴合が

あります。

※評価については、 『平成30年度スポーツ握興くじ助成金募集の手引』に記載の、 「審査の視点」の各項目

を点数化し､ｽポｰﾂ擬興駆業助成審査委員会において審凝された配分基寧に基づく評価及び配分割合

（当センターHPをご参照ください｡）により、交付決定（内定）額を算出しています。

評価A:100%

評価B: 80%

評価一： 70％ 申繍1年目団体において前年度の活動実綱が乏しい事業

※個別の解価鮮細については、お問い合わせをいただいてもお答えできませんので予めご了承ください。

※助成金の確定額（醜業終了後）を算出する際には、最終的な助成対象経費限度額に助成割合を乘じた額

と，交付決定額のいずれか低い額を砿定額とします。再度、上肥配分割合を乗じることはありません。

助成事業者名 特定非営利活動法人東京都アメリカンフットボール協会

助成区分 スポーツ団体スポーツ活動助成

助成事業細目 スポーツ教室、スポーツ大会等開催（スポーツ）

事業名 日本中学生アメリカンフットボール選手権

助成対象経費限度額 1,149,338円

助成対象額 916,000円

評価
ノ

A

配分割合 100％

4

交付決定（内定）額 916,000円
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特定非営利活動法人東京都アメリカンフットボール協会

スポーツ教室、スポーツ大会等11MIIM (スポーツ）

日本中学生アメリカンフットボール選手権

業 月

(収入） (単位：円）

金 内 容

－

広告収入
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くじ助成金収入

協雛金収入

入場料収入

参加料収入

9161000

1001000

助成割合f4/5

目標：入場料：＠1， 000x100名

補助金・委託金等収入

その他収入
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今
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100,000
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経費内訳表

Ⅲ体名a 特定非営利活動法人東京極アメリカンフットボール脳会

堺蕊細n名： スポーツ数室、スポーツ大会等m催（スポーツ）

事我名： 日本中学生アメリカンフットボール選手幅

l吻成対象粍？

弔斎二赤
肋磯対触外維簡

科圃 逓記のうち．助威対象券置謝隈腱醗（B）

納璽内訳 命加 陥鰍内捌令涌〔111）

◆算出投捷：閲金蝿狸／4時例/拭合の拘束で拭鼻
その1/卿本中学生選手権
①公式記録員: 1,250111/時制xWIWIxll側侭=5.000III (I賦介／Ⅱ）
②墹内放送§1.2501II/野同X4i陶脇,lXll側儒=S,000I$I (1賦合／側〉
③羅師 :6250itl/時同X41卿側xli側催=25,00018I (I,戯合／叩
勇＆「柚ウリとnnnUm

璽蕊麹訴幕羅靭ぶり郷
合計①:38.979III (値鱒衿別涌柵悦3919IUI街む

389羽 ◆算出扱捷：謝金規磁／4時間ﾉ鉱合の拘来で弦算
そのl/日本中学生選手権
①公式記録貝: 1.250W/時伺x4時間x】開催=5.000PI (1賦合/H)
②珊内放送: 1,250FI/時刷諒4野闘xll開催=5､0O0W(1拭合／ロ）
"" :6b250!門/時同工4時間韮1開催=25,000円(I,試合/11)
骨止〃Q，血旬屋nnnWp

凝韮為．寧瑳~品緬､ロ

ejifi) 38"91H1 (復興斡潤所排醗．3gr9PI'含む）

3△979諾 謝 金 3且碗9

旅 寅

渡 航 蚕

滞 在 饗

297.和6 ◆算川桜槌：諭来聾（株式会牝川崎フロンターレ／12心
①満士通スタジアム川崎：2醜270円亜l閲偏＝287.2701'1 (I談合/11)

◆算iⅡ根拠？児栖苫（エイトレント株式会社）
②AEDレンタル9,936円(3日間／命）
③宅腿料金：4320円（往痩）

GM@:S"aQ6PI301526W
"12dil・輸算内択f|汝撤4320IW

借料及び損料 297-205 ◆算出鯉拠：諭蝋得（作式会祉川崎フロンターレ／12‘l）
①術士通スタジアム川筒：287.2701叩謎1岡傭|=287,270101 (1試合/II)

◆算肌捜拠：児価再（エイトレント株』t会社）
②AEDレンタル:9,936111 (3IIIWI/fr)
③宅偲料金：4.3201U1 (従世）

合31@:3悪翻6"301.526101
蒸1．超．砧尊内択f‐致魚4．3洲111

◆卿MIMII8'おか過注文瀞《金氏棚）
運徹スタッフ（』§内放送、公式記鰍風、医師）飲み物
サントリー(j1ｲ『剛ilnl : 172XI=16.3,10IoI (95*)

合計（Y） ： 16.:I4()''1

淌腿払饗 16,3l10

算出根拠:聴求書(ヤマモトスポーツ／）
①TOTO'ロゴ入り試合球:52920円(10球）

スポーツ附呉斑 52920 算出根拠:請求書〈ヤマモトスポーツ／）
①TOTO'ロゴ入り試合球:52.9201円(10球）

52.9加

合計③‘52920円合計③：52.|920円

側 品 翻

印刷製本費 ◆算出根提：浦廊兄棚譜（アドユニパース味式会化）
①チケット:28.0801り《500")
②デザイン／レイアウト/D･I･P作蕊礎: 129, 600P1 (14)
③大会プログラム印劇: lla6K10III (600M)
M(A) :2743201UI

ヘ椛涯rr g星 QEnr耐〃4錘、

壷一八式~.･圭司謁砧・ 一・

⑤ラィスポウルプログラムIU絞蹴隅1ド皮音32.4001BI (In》
計(C) :32400111

合月f⑤曾悪÷880艸306i20IUl

306 1211 ◆算11惚』拠弓流鼻兄秘書《アドユニバース味式会祉）

①チケット:28.080IW(500")
②デザイン／レイアウト/DTP作業曲: 129.600101 (1式）
③入会プログラム印別: 116,640Iリ《600M)
計（A〉 ：認‘1.320IW

へ8鴎､に齢． ．EEオ垂、『mfQ衣民、

ー産●寺ﾏpTP ママGマーー■ ﾛ 巳一"

令lfrTh ・EEUど、Tm
.■｡ ■－▼ マーーー画凶■■

⑤ライスポウルプログラム褐後顧隅作成:32,400W(IM)
計(C) :32.4001D1

合計⑤：3鐸器80円釦|6 520101

30艮誼0

通信運搬費
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助成対象粍避

＝馬子両
助成対象外経賀

科目 左起のうち、 lMj成対象繩搬限度額（B）

輪戦I幻惑

助賎対象耗衡（八》

砒算内訳 金湘 拙算内訳命額（円）

萎 託 賢

謎 金

4f1.820 スタッフ弁当ェ40食
餌鮭3950x1.08=10' 260PI (10食）
銀だら西京焼:1,.400x1.08=15.120111 (10食）
持送つくね:900x1.08=9c720111 (10食）
ブタ肉と玉葱の生姜焼き:900x1.08=9.720PI (10食）
計《Z） ；“820F】

会 議 磯

◆算出棚拠：事後明細響（株式会社協栄）
①遮徹楽茄委託3150,8761DI (1試合／日）
計(A) : 150,876P】

◆算Ⅲ棋拠：謝求聾（ヤマモトスポーツ／）
②顕彰記念品§li1,6721KI (顕彰記念品）
計(B) : 111.6721ul

◆算出樅拠：諭求醤（株式会祉スチュワード／21）
③群判貝派近923,387PI (7'名／試合）
ポジション:R/W/IIL/LJ/BJ/GC/1'C
④祷理災2.338P1 (料率: 10%)
計(C) :25.7251II

◆算出根拠堂謝求餅（株式会祉INASE/21)
③記録映像制作: 109,080PI (1式）
計(D) : 109.08011

④横断幕855. 160101 (4W>
"(1B) :56160PI

合計④ r3騨塁認叫453．513111

雑役務殻 45a513 ◆算|111恨拠：那後Iﾘl細努（嫌式会社協栄）
①運溝蕊務委託: 150,876III (1試合／Ⅲ）
計(A) :150,876,円

◆算出投拠：論求番（ヤマモトスポーツ／）
②顕彰記念慨: 111,672PI (顕彰記念品）
計(B) : 111. 672I'1

◆算川根拠：諦求評（株式会社スチュワード／21）
③群判員濠適:23, 3871W(7'名／試合）
ポジション:R/U/1IL/I"J/BJ/CC/1ｺ（
④梼理災2､3381II (料率: 10%)
計(C) :25.725円

◆押出根拠:論求孵（株式会社INASE/21)
③記録映倣制作; 109.080N(1式〉

計(D) : 109.080P】 ，

④俄断緋:56. 1601'1 (4W
'if(B1 856 160III

合計④ ：3群帝35314453,5131I1

1153.513

棚助金・交付金

そ の 他

1．141期8 65.139合

※委託礎、

計1 1. 149.338|l

補助金については、実施内容に'’○○委託,，などとして、その内訳を記戦
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’
助成事業者名
助成事業細目
窮業名

特定非営利活動法人東京都アメリカンフットボール協会

スポーツ教室、スポーツ大会等開催（スポーツ）
日本中学生アメリカンフットボール選手権 I

【事業実施にあたっての注意事項】
※交付決定(内定)時に助成対象経費とした経費であっても､実施状況報告及び実績報告の内容を審査した結果､助成対象経費と
ならない場合がありますので､事務処理体制を適切に構築してください。

※助成事業者は､金融機関に助成事業についての専用の口座を設け､助成事業に係る入出金は全て当骸専用口座を活用する必
要があります。

※助成対象経識の支払は､本邦の通貨(円)とし､助成事業専用口座からの、口座間の銀行振込を原則とします。
一部の例外を除き､現金により支出する場合は助成対象経費となりませんのでご注意ください。
詳細は､｢会計処理の手引｣P.11をご確腿ください。

※当事業の助成対象経費の下限額は､75万円となっております。
率業を実施した結果､助成対象経費が上記下限額に満たない場合は､助成金の交付を行いませんのでご注意ください。

交付申鯖書の審査結果及び留意事項は以下のとおりですので､ご確認ください。
なお､交付決定(内定)金額は交付決定(内定)通知書のとおりです。

項目 内容 審査結果／留意事項

原則として､実施した当日の実施状況が分かるスナップ写真や率業報告書等の質料を報告時に
提出いただく必要がありますので､予めご了承ください。

共遡

本車巣で得た収入は全て計上してください。
なお､JSCの助成金銀磁定は､事業に係る収入･支出が完了した後になります｡従って､助成金翻
硫定前に他団体助成金等の収入についても全て確定していただく必要がございますので､予めご
囲窓いただき､計画的に事業を遂行してください。

共通

経済的観点及び価格の妥当性癖の観点から､二人以上の者から見析書を徴収してください｡ま
た､報告時に婿負契約内容の詳細(件名･単価･数量等)がわかる鯖求内訳書等を必ずご提出くだ
さい｡なお､報告時に鯖求内択書毎を砿記した結果､助成対象とできない業務を請け負わせてい
る場合は､対象外経強となります｡100万円以上の勝負契約を行う場合は､報告時に契約書の写
し又は鯖書(受注書)･完了報告書･検壷澗書を提出してください。

印刷製本費･スポーツ用
具聾･借損料･雑役務費・
通撞蓬艶費など業者鯖負
経猟について

賭醐金を対象経費とする場合には､報告時に従事時間確麗簿を提出してください｡また､各個人
が淵金を受領していることが確露できる書類(銀行擬込伝票､受領喜等)を提出してください｡※代
表者への支払だけでは対象経賛とできません。
なお､所得税法の規定により､支払に係る金甑につき源泉徴収を行うことが義務付けられていま
す｡源泉徴収を行う場合は､鮒金騨の支払金額から源泉徴収額を差し引いた金馴を支給する旨
を､相手方に通知してください｡また､報告時に納付書の写しをご提出ください｡源泉徴収に関する
取扱いは､所轄の職務署にお問合せください。

公式記録員
場内放送
医師

蹄開金

助成対象者が理事蝉構成員に対して鮒金を支給する場合､あらかじめ有効となる理事会等にお
いて､理事等に対する醐金を支給することについて審臘･決定のうえ､報告時に､当骸理事会等の
膿事録を提出する必要があります。

公式肥鰍員
場内放送
医師

賭州金

公式記録員
場内放送
医師

報告時は､所得税等､団体が後に預かる金額も含め､支払総額を記入し､諸謝金を報告してくださ
い。

支払対象者への振込額と所得税簿を分けて記賊する必要はありません。

蹄鮒金

会場使用料は､助成率業であるスポーツ大会の前日､当日､翌日のみが助成対叡経費となります
ので率前(事後)の会職等のための使用料は､助成対歓外経費となります。

備掘料 会場使用料

会場使用料
AEDレンタル

鞭告時に利用日･単価･数量など料金内訳がわかる害頗(鯖求書･料金表など)を提出してくださ
い。

惜損料

スポーツくじのロゴマークを表示(蒲脱式は不可)すること｡ロゴマークの表示がない場合には､助
成対象外経費となります｡(飢技に支障が生じるもの.特注品となり取得価格が著しく高膿する増
合を除く.）

スポーツ用具費 賦合球



●P

スポーツ用具費 賦合球
対象経費総額Aの30%を対象経盛田麿師となります｡実績細告時に対象経費緯釦Aを確囲し､丑
終的な対象経費限度顔を確囲することになります．

1

スポーツ用具賀 拭合球

助成対象経費により取得し､又は効用の埴加した財産(取得財座導》は､助成事案の実施期間は
もとより､事案完了後においても笹良な管理者の庄愈をもって管理し､助成金の交付の目的に
従って､その効率的迫用を図る必要があります。
鮮細については､会計処理の手引をご砿鯉いただき､骸当する取得財産等がある堪合は､実績
細告時に財産管理台根を掲出してください。

印刷製本賛
掲載原稿作成
チケット

大会プログラム

スポーツ<じのロゴマークと助成事集の旨の掲示があるものが助成対象経費となります｡発注時
の仕様香に配蚊するなどにより対応してください．

印刷製本費
掲戟原稿作成
大会プログラム

紙団上可能であれば､スポーツ撮興くじ助成事案の理念広告の掲敏のご協力をお願いします｡理
念広告のイメージについては､HPの｢ロゴマーク･理念広告等の使用＜くじ助成動｣をご確鯉<麓
さい。

印刷製本費 横断幕 収支科目を｢雑役務費』に修正しました。

絶役務費 成績優男者への興彰埋金晶砲目
凪､メダル等表彰に必要な紀念品の作成の増合に限り.対象となります｡副賞賞品の増合には、
助成対象外経費となります。

轍役務賛 審判婁庇料
交通費の増合は､実興弁償が原則となりますので､各審判員の区間や鉄遊賃などの鮮細内服が
不明な珊合は､対象経費とならない場合があり旗す｡醐金(報酬)の増合は､従事時間や支給単
価辱が分かる資料をご提出ください。

鞄役覇費
樋影
映像
[Ⅳ，

料
制作
作成

実績細告時に成果物をご掲出ください。
制作した映像を販売し､収入等を得る増合は､当事案係る収入として計上し粗告して下さい。

鐘極寵費 蓮営璽麓曇駐 実績組告時に従事時間瞳哩簿を担出してください．

鞄役務費 横断幕 スポーツ<じのロゴマーク及びｽボｰﾂ撮輿くじ助成事柔である旨を表示してください｡発注時の仕
橡■に配駁するなどにより対応してください｡粗告時に確麗させていただきます。


