
地域スポーツ施設整備助成
（１）グラウンド芝生化事業（天然芝維持活動を除く）・スポーツ施設等整備事業

②スポーツ団体

■申請に係る団体共通書類

① ②

過去５年間
（Ｈ２９年度～Ｒ３年度）

に、各助成金の交付決定
（又は、交付内定）を

受けたことがある団体

①以外の団体

文書番号・日付が記入されているか。

様式は、地域スポーツ施設整備助成の交付申請書（様式第1）となっているか。（大規
模スポーツ施設整備助成の様式となっていないか。）

「申請者名」欄に、団体名及び代表者名が正しく記入されているか。
※提出方法②に該当する団体については、法人の印鑑証明書と同一の団体公印の
押印が必須。

中央の「交付申請額」の金額が、「事業計画一覧表」や「収支予算書」の金額の合計と
一致しているか。助成対象者から申請する全事業（スポーツ団体スポーツ活動助成
等を含む。）の申請額を合算した額になっているか。

「交付申請額」は千円未満切捨ての額になっているか。

該当する事業に、件数や金額が正しく記入されているか。
（「助成金交付申請書」や「収支予算書」の金額と一致しているか。）

助成対象者から申請する全事業（スポーツ団体スポーツ活動助成等を含む。）を記載
しているか。

団体名は正式名で記入されているか。

代表者名は、役職名から記入されているか。

「所在地」は郵便物の送付を希望する住所を記入しているか。

法人番号は正しく記入されているか。

「計画」欄がすべて記入されているか。
過去に助成を受けた団体については、「実績」欄がすべて記入されているか。

「実績」欄で「○」と回答した項目について、その内容が確認できる書類（例：広報誌や
ＨＰ画面の写し、写真等）が添付されているか。

総勘定元帳を作成している場合には、令和3年4月～令和3年9月における総勘定元
帳の写し（うち仕訳を記載している箇所の1ページ目のみで可。）を添付しているか。

助成事業専用口座を開設済の場合は、専用口座の通帳等の写し（うち明細が記載さ
れている箇所の1ページ目のみで可。）を添付しているか。

現金取扱管理者を設置している場合には、現金取扱管理者の役職・氏名を記入して
いるか。

現金出納帳を作成している場合には、令和3年4月～令和3年9月における現金出納
帳の写し（うち仕訳を記載している箇所の1ページ目のみで可。）を添付しているか。

内部監査、外部監査を実施している場合には、前年度決算における監査意見書の写
しを添付しているか。

財務状況（財務諸表）の公開でチェックしたものについて、公開状況の確認がとれる
資料を添付しているか。

6 誓約書（指定様式）
※提出方法②に該当する団体については、記名及び押印又は自署が必須。
※押印する場合は、印鑑証明書の提出も必須。
※詳細については「誓約書チェック表」を確認すること。

紙媒体

※提出方法②に該当する団体については、記名及び押印又は自署が必須。
※押印する場合は、法人の印鑑証明書と同一の団体公印の押印が必須。

団体名は正式名で記入されているか。

代表者名は、役職名から記入されているか。

8
スポーツガバナンスコード<一般スポーツ
団体向け>自己説明・公表確認書
（指定様式）

JSCが設置する自己説明入力サイト「スポーツガバナンスウェブサイト」からダウン
ロードした『自己説明・公表確認書』を添付しているか。
（https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/966/Default.aspx）

メール メール

提出

不要

提出

不要

提出

不要

10 法人の組織一覧表 法人の組織図及びそれぞれの部署に属する役職員名が記入されているか。

メール
※直近の交付決定（又は
交付内定）を受けた年度
に提出した内容から変更

がある場合のみ提出

メール

11 法人の事業概況説明書
法人設立から現在までの沿革、最近における事業の内容・規模が記入されている
か。

メール
※直近の交付決定（又は
交付内定）を受けた年度
に提出した内容から変更

がある場合のみ提出

メール

4
スポーツくじ（toto・BIG）のＰＲ協力等に関
する調査票（指定様式）

メール メール

9 法人の定款

メール
※直近の交付決定（又は
交付内定）を受けた年度
に提出した内容から変更

がある場合のみ提出

メール

5
助成対象者の会計処理状況に関する調
査票（指定様式）

メール メール

7
反社会的勢力排除に関する誓約書
（指定様式）

メール 紙媒体

2 事業計画一覧表（指定様式） メール
紙媒体
メール

3 団体概要（指定様式） メール
紙媒体
メール

【　交付申請書チェック表　】

№ 提出書類 チェック内容

提出方法

提出
チェック欄

1 様式第1　 助成金交付申請書 メール 紙媒体



① ②

過去５年間
（Ｈ２９年度～Ｒ３年度）

に、各助成金の交付決定
（又は、交付内定）を

受けたことがある団体

①以外の団体

№ 提出書類 チェック内容

提出方法

提出
チェック欄

提出

不要

13
直近における財務諸表（貸借対照表、損
益計算書、財産目録、収支計算書等）

令和2年10月1日から令和3年9月30日までに終了している会計年度の団体全体の財
務諸表を提出。
※団体の定款で規定する全ての書類を提出すること。
※会計期間の記載が無いものは不可。

メール メール

■申請に係る事業別書類

※メール提出の場合は、事業毎にフォルダ分けの上、必要書類を提出してください。

※紙媒体での提出の場合は、事業毎に必要書類をまとめて提出してください。

① ②

過去５年間
（Ｈ２９年度～Ｒ３年度）

に、各助成金の交付決定
（又は、交付内定）を

受けたことがある団体

①以外の団体

「完成年月日」が令和4年度内の日付になっているか。

整備面積、平均照度及び最低照度は、面積計算図、照度分布図の数値と一致してい
るか。
※要件となる必要面積、必要照度を満たしているか。

提出

不要

収入額と支出額が一致しているか。

「くじ助成金」は千円未満切捨ての額になっているか。

「団体名」は、団体概要に記入した団体名と同じになっているか。

「事業名」は、事業計画書に記入した事業名と同じになっているか。

16
地域スポーツ施設整備助成に関する調
査票
（指定様式）

「○」を選択した項目については、必要書類が添付されているか。 メール メール

提出

未契約

1式の額ではなく、工事費の積算内訳が確認できるか。

助成対象外の工事と一括で発注する場合には、助成対象とする工事費内訳が確認
できるか。

収支予算書に計上した事業費の内訳が確認できるか。

提出

不要

整備箇所にかかる全ての地番の登記簿謄本（助成対象者が所有者ではない場合、
貸借契約書の添付も必要）が添付されているか。

土地登記簿謄本（原本）は3か月以内のものであるか。

貸借契約書の残存貸借期間が10年未満であるものの、今後10年以上の更新予定が
ある場合又は未契約であるものの、今後契約予定である場合は、所有者名で証した
書類（指定様式）を提出すること。

21
地番現況図（整備箇所の土地の地番が
確認できる図面。土地所在図・公図等上
に施設の敷地範囲を図示したものなど。）

施設の設置場所（土地登記簿謄本の地番）が地番現況図上のどこに当たるかを判断
できるか。
※公図を添付する場合には、当該整備箇所を公図上に図示すること。

メール メール

22 施設又は用地現況カラー写真 整備箇所の現況及びその周辺の状況がわかるものであるか。 メール メール

23
工事図面（施設の配置図・平面図・立体
図又はグラウンド平面図、その他工事に
必要な図面）

未作成の場合は、整備箇所の位置と各整備個所の整備内容がある程度確認できる
資料を提出すること。

メール メール

事業計画書の整備面積と数値が一致しているか。

グラウンド芝生化：芝生化する面積

夜間照明施設整備：被照明面積

※上記事業のみ提出。

事業計画書の平均照度及び最低照度と数値が一致しているか。 提出

※夜間照明施設又は屋内照明設備整備を申請する団体のみ提出。 不要

提出

不要

25 照度分布図 メール メール

26 緊急整備の必要性がわかる資料
緊急整備が必要な箇所の写真にその理由を記載されているか。
※緊急の整備が必要である場合のみ、地域スポーツ施設整備助成に関する調査票
にチェックの上、整備箇所の現況写真等、概要のわかるものを提出。

メール メール

24 面積計算図 メール メール

提出

不要

20

土地登記簿謄本（原本）
※助成対象者が所有者ではない場合、
当該用地の貸借契約書（写）をあわせて
提出。

紙媒体 紙媒体

18 工事費算出内訳書（写） メール メール

19 設計監理費算出内訳書（写） ※設計監理費を対象経費とする場合のみ提出。 メール メール

17 工事契約書（写） 未契約の場合は契約次第提出。 メール メール

「スポーツ競技施設等の整備／バリアフリー化を目的とした施設の整備事業」又は
「スポーツ競技施設の大規模改修等／バリアフリー化を目的として施設の改修又は
改造のみを行うもの」に申請する場合、バリアフリー化の内容がわかる資料（概要、法
令・条例・ガイドライン等、障がい者団体からのヒアリング結果等）が添付されている
か。

メール メール

15 収支予算書（指定様式） メール
紙媒体
メール

№ 提出書類 チェック内容

提出方法

提出
チェック欄

14 事業計画書（指定様式）

メール
紙媒体
メール

12 法人の登記簿謄本（原本） 法人登記簿謄本（原本）は3か月以内のものであるか。

紙媒体
※直近の交付決定（又は
交付内定）を受けた年度
に提出した内容から変更

がある場合のみ提出

紙媒体



① ②

過去５年間
（Ｈ２９年度～Ｒ３年度）

に、各助成金の交付決定
（又は、交付内定）を

受けたことがある団体

①以外の団体

№ 提出書類 チェック内容

提出方法

提出
チェック欄

提出

不要

提出

不要

提出

不要

提出

不要

整備施設におけるAEDの設置場所とAEDの写真が添付されているか。

整備施設に常設備え付けでない場合には、利用形態がわかる資料が添付されている
か。

※施設内にAEDが設置されている場合のみ、地域スポーツ施設整備助成に関する調
査票にチェックの上、提出。

不要

提出

不要

申請時点での積立口座の残高証明書、預金通帳の写し等自己資金の確保状況がわ
かるか。

地域スポーツ施設整備助成に関する調査票に記載の額と一致しているか。

借入先が発行する証明書（契約書、融資資格証明書等の写し）等、銀行等からの借
入目途がわかるか。

地域スポーツ施設整備助成に関する調査票の記載の額と一致しているか。

提出

不要

提出

不要

35
国際スポーツキャンプ誘致が決定したこ
とがわかる資料

※「国際スポーツキャンプ誘致決定に伴う諸室の整備」で申請を行う場合のみ提出。 メール メール

36 大会の内容がわかる資料（大会要綱等） ※「国際スポーツキャンプ誘致決定に伴う諸室の整備」で申請を行う場合のみ提出。 メール メール

34 銀行等からの借入目途がわかる資料 メール メール

32 緊急対応マニュアル
※緊急対応マニュアルが整備されている場合のみ、地域スポーツ施設整備助成に関
する調査票にチェックの上、提出。

メール メール

33 自己資金の確保が確認とれる資料 メール メール

31 ＡＥＤの設置状況のわかる写真 メール メール

提出

29
中長期施設保全計画又は個別施設計画
の写し

※施設の長寿命化を目的とした中長期施設保全計画又は個別施設計画の中で本事
業が実施されている場合のみ、地域スポーツ施設整備助成に関する調査票にチェッ
クの上、施設の点検や改修等の予定・実績などがわかるものを提出。（具体的な整備
計画があるもののみ対象とする。スポーツ推進計画等は不可。）
※グラウンド芝生化事業においては、芝生の維持管理計画（少なくとも、財産処分制
限期間中における、維持管理の実施者、実施時期（頻度）、実施内容が記載されてい
るもの。）が含まれるものを提出。中長期施設保全計画又は個別施設計画を策定して
いない、もしくは策定しているが芝生の維持管理計画が含まれていない場合は、芝生
の維持管理計画を作成のうえ提出。

メール メール

30 施設維持管理体制の体制図の写し

※施設の維持管理体制が整備されている場合のみ、地域スポーツ施設整備助成に
関する調査票にチェックの上、提出。
※日常の管理の役割分担、具体的な担当者等の管理体制が確認できるもののみ対
象とする。（施設の設置条例・指定管理契約書等は不可。）

メール メール

27 施設整備の要望書等の写し
※地域住民等から要望書等を受けている場合のみ、地域スポーツ施設整備助成に
関する調査票にチェックの上、提出。

メール メール

28 施設整備台帳の写し
※施設整備台帳（修繕・増改築工事項目の記録）を備えている場合のみ、地域スポー
ツ施設整備助成に関する調査票にチェックの上、提出。
※当該施設の記録が分かるもののみ対象とする。

メール メール


