
平成２３年１０月１４日 

 

 

平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（マイクロバス 

設置事業）に係る車両に関する基本仕様等について        

 

 

１ 車両の基本仕様 

（１）種類及び乗員定員   中型自動車・２９人 

（２）トランスミッション  マニュアルトランスミッション（ＭＴ）※１ 

（３）エンジン      ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン 

（４）総排気量              ２．９リットル以上 

（５）駆  動       後輪駆動（２ＷＤ） 

（６）安全装備              アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）、アクセルイン

ターロック 

（７）乗 降 口       引戸手動扉又は折戸手動扉 

（８）空  調       クーラー・ヒーター 

（９）外装デザイン     ＮＡＡＳＨ指定デザイン ※２ 

※１ オートマチックトランスミッション（ＡＴ）への変更が可能となるように設定（オプション扱

い）します。 

※２ 別紙１参照 

 

２ 助成対象経費 

上記１の基本仕様を元にしてＮＡＡＳＨが自動車販売事業者との契約により設定した

特別車両（以下「特別車両」という。）の車両本体価格（消費税含む） ※３ 

※３ ＮＡＡＳＨにおいて競争の上、決定（契約）した価格と５００万円のいずれか低い額が上限額

となります。 

 

３ 助成対象外経費 

（１）特別車両に関するオプション装備の追加・変更装備に要する経費(消費税含む)※４ 

（２）特別車両に係る諸費用（車両の登録に要する経費、自動車取得税、自動車税、自動

車重量税、自動車損害賠償責任保険、納車に要する経費など） 

（３）その他、取得した車両の使用、維持管理及び処分に要する一切の経費 

※４ メーカーが設定したオプション装備をご希望により追加・変更装備することが可能です。



４ 交付申請手続（流れ） 

（１）交付要望書の提出 

   「募集の手引き」を参照の上、平成２３年１２月２８日（水）必着で、所定の交付

要望書を提出してください。 

（２）特別車両の購入方法に関する通知 

交付要望書の提出のあった助成対象者に対し、平成２４年２月中旬頃、車両情報（メ

ーカー名、車種（グレード）等）及び取扱事業者の連絡先を通知する予定です。※５ 

※５ 交付の決定を通知するものではありません。採択の可否については、交付申請書提出後、スポ

ーツ振興事業助成審査委員会の議を経て、平成２４年４月（予定）に通知いたします。また、

交付要望書を審査した結果、助成の要件を満たさないと認められる場合は、その旨の通知をい

たします。 

（３）交付申請書の提出 

４（２）の通知を受けた助成対象者は、指定された自動車販売事業者と特別車両の

購入に関する事項を調整の上、平成２４年３月１５日（木）必着で交付申請書を提出

することとなります。 

 

５ 助成金の交付条件 

  助成金交付の決定の際は、ＮＡＡＳＨと当該助成対象者との間において、別に定める

助成金交付契約書を締結するものとします。契約書（案）は別紙２のとおりです。 

 

 

 

 

 

［本件お問合せ先］         

助成課審査第二係         

電話：03-5410-9150（直通）    
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助成金交付契約書（案） 

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「甲」という。）と《助成事業者名（以下「乙」

という。）とは、甲が行う「スポーツ振興くじ助成金」（以下「助成金」という。）の交付に関

し、以下の条項によって助成金交付契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従って

誠実にこれを履行するものとする。なお、本契約において使用される用語は、別段の記載がな

されない限り、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱（以

下「交付要綱」という。）、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交

付実施要領（以下「交付要領」という。）及び独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方

法書第６条及び第１１条に定める助成金に係る助成対象財産処分取扱交付要領（以下「処分要

領」という。）において定義された意味と同一の意味を有するものとする。 

 

 本契約の証として本書１通を作成し、当事者記名押印の上、本書の写しを甲が、本書を乙が

保有するものとする。 

 

 

平成２４年○○月○○日 

 

甲     東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

      契約担当役 

      独立行政法人日本スポーツ振興センター 

        理 事 長   河  野  一  郎  , 

 

 

 

 

   乙     所在地 

《助成対象事業実施団体名》 

《代表者役職・氏名》            , 

 

sinsei
タイプライターテキスト
別紙２



 

（目的） 

第１条 甲は、スポーツ活動に参加する者の利便性の向上等を図ることを目的として、乙が行

う事業に対し助成金を交付することとし、乙はこれを受諾する。 

 

（助成事業名等） 

第２条 乙が行う助成事業は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）助成事業の名称 

平成２４年度スポーツ活動推進事業（マイクロバスの設置） 

（２）助成事業の内容及び要する経費 

第（１）号に係る助成金交付申請書別紙事業計画書及び収支予算書記載のとおり 

（３）助成事業の実施期間 

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

（４）助成金の交付決定額 

  金○,○○○,○○○円也 

 

（助成事業の実施） 

第３条 乙は、法令及び本契約に定めるもののほか、交付要綱、交付要領、甲から受領した助

成金交付決定通知書を遵守して前条の助成事業を実施する。 

 

（助成金交付の前提条件） 

第４条 乙は、助成金の交付を受けるに当たっては、次の各号に掲げる書類を甲に提出しなけ

ればならない。 

（１）助成金交付申請書提出日以前の３か月以内に作成・発行された乙の登記事項証明書（履

歴事項証明書） 

（２）乙の定款その他これに相当するもの 

（３）乙が第２条の助成事業の助成対象経費により取得した中型自動車（以下「車両」という。）

の映像写真 

（４）助成事業の実施に係る取引の際に締結した契約書の写し 

（５）助成事業の実施に係る取引において契約の相手方が乙に提出した履行の完了を報告した

書類（以下「納品書」という。）及び代金支払請求書の写し 

（６）（５）の代金支払請求書に基づき当該代金を支払った場合は、当該支出を証する書類の

写し 

２ 甲は、乙が提出した前項の各号に掲げる書類の形式及び内容について充足していることを

認めた場合において、交付要綱第１２条及び同第１３条の規定により助成金を交付する。 



 

（助成金の額の確定及び交付） 

第５条 甲が交付する助成金の額は、第２条第（４）号の交付決定額を超えない範囲内とする。 

２ 甲は、交付要綱第１３条の規定により前項の助成金の額を確定する。助成金の確定額の算

定基礎となる助成対象経費の算出は、交付要綱、交付要領及び平成２３年度スポーツ振興く

じ助成金募集の手引の規定により行う。 

３ 乙は、前項の助成金の額の確定について、乙が支出した助成対象事業に要した経費が助成

対象経費に該当しない場合又は支出内容を証する書類に不備があり若しくは支出内容が確認

できない場合、甲が当該経費を助成対象経費から除外して助成金の額を確定することを承諾

するものとする。 

４ 甲は、前各項に基づき確定した金額の助成金を乙に交付する。 

 

（助成金の使途） 

第６条 乙は、甲から交付された助成金について第２条第（２）号の助成対象経費に充当する。 

 

（約定事項） 

第７条 本契約の一般的約定事項は、本契約において特別の定めのない限り、交付要綱及び交

付要領によるものとする。 

２ 乙は、交付要綱及び交付要領の解釈に関し疑義が生じた場合には、書面をもって甲に意見

を求めるものとし、甲は、速やかに乙に対し書面をもって回答を行うものとする。 

 

（乙による表明及び保証） 

第８条 乙は、本契約をもって甲に対し助成事業の実施期間及び本契約の期間が満了するまで

のいずれの時点においても次の各号に掲げる事項が真実に相違ないことを表明及び保証す

る。 

（１）乙は、日本法に準拠して適法かつ有効に設立された法人であること。 

（２）乙は、本契約締結及び履行に関する権利能力を有し、乙による本契約の締結及び履行

並びに本契約に基づく取引は、乙の定款の目的の範囲内の行為であり、乙はこれらにつ

いて、法令等、又は乙の定款、約款、規約若しくはその他内部規則（以下「定款等」と

いう。）において必要とされる全ての手続きを完了していること。 

（３）乙による本契約の締結及び履行並びに本契約に基づく取引は、次のいずれにも該当す

るものではないこと。 

ア 乙を拘束する法令等に違反する行為 

イ 乙の定款等に違反する行為 

ウ 乙と第三者との間による乙又は乙の財産の拘束に関する契約に違反する行為 

（４）乙を代表して本契約に記名及び捺印する者は、法令等及び乙の定款等で必要とされる

手続きに基づき、乙を代表として本契約に記名及び捺印する権限を付与されていること。 



 

（５）乙は、助成対象事業の実施に際し、助成対象事業に要する経費の総額から甲が交付す

る助成金の額を差し引いた額（以下「自己調達額」という。）を法令等又は乙の定款等に

違反することなく準備することが可能であること。 

２ 甲は、乙が第１項の各号に掲げるいずれかにおいて真実に相違する場合は、交付要綱の規

定に違反があるものとして、直ちに交付要綱第１６条第１項の規定により本契約に係る助成

金の交付決定を取り消すことができる。 

 

（資金調達計画の遵守） 

第９条 乙は、助成金交付申請書別紙収支予算書に記載した助成対象事業に要する経費に係る

自己調達額の調達計画を遵守するものとする。 

２ 乙は、前項の調達計画に変更がある場合は、速やかに書面により甲に報告し、その承認を

受けるものとする。 

 

（資産制限条項） 

第１０条 乙は、本契約期間内において、次の各号に掲げるいずれかに該当する事項を行うと

きは、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。 

（１）解散、合併（合併に伴い消滅する場合を含む。）その他の組織再編又は変更 

（２）経営若しくは運営に重大な影響を及ぼす可能性のある事業若しくは資産の第三者への譲

渡又は譲受 

 

（地位譲渡） 

第１１条 乙は、本契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡するときは、あらかじめ書面に

より甲の承認を得なければならない。 

２ 乙が車両について第１３条第３項の処分を行わずに前条第１号の解散又は合併に伴う消

滅となった場合においては、当該車両を帰属又は承継した者が本契約上の地位又は権利義務

を譲受した者とみなす。 

 

（財産の管理） 

第１２条 乙は、車両を法令の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって管理し、第

１条の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 乙は、前項の車両の管理及び運用において、車両の運行状況（日時、使用目的、発地、着

地、搭乗者の所属等、乗車人数）を記載した帳簿を備え、報告すべき事由が生じたとき、又

は、甲の求めに応じてその状況を報告しなければならない。 

３ 乙は、車両の架装について、甲の承認なく加工し、又は、除去してはならない。 

４ 乙は、車両の架装によるスポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）に関するデザインの全部又は一部

が損なわれたときは、甲にその旨報告し、指示に従う。 



 

 

（財産処分の制限） 

第１３条 乙は、車両を交付要領第１０条第（２）号に定める期間（以下「処分制限期間」と

いう。）内において、甲の承認なく第１条の目的に反して使用し、又は、甲の承認なく譲渡

し、交換し、貸付け、若しくは担保に供してはならない。 

２ 甲は、前項に基づく乙からの承認申請があった場合においては、処分要領に基づき承認を

行う。 

３ 乙が、解散及び清算手続に伴い当該車両を第三者に処分する場合についても、前２項の規

定を適用する。 

 

（第三者の賠償） 

第１４条 乙は、乙の車両の使用又は管理に起因して第三者に損害を及ぼした場合又は第三者

との間に紛争が生じた場合において、当該第三者との折衝及び損害賠償その他必要な措置が

生じたときは、すべて乙の責任においてこれを解決するものとする。 

 

（契約期間） 

第１６条 本契約の有効期間は、平成２４年 月 日（※交付決定日＝契約年月日を記載）か

ら平成３１年３月３１日までとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１７条 乙は、本契約をもって甲に対し次の各号に掲げる者に該当しないことを表明し、か

つ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

（１）公序良俗に反する団体に属する者又は関係のある者 

（２）集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属する者又はこ

れらの者と取引のある者 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年１２月７日法律第１

４７号。その後の改正を含む。）に基づき処分を受けた団体に属する者又はこれらの者と

取引のある者 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年７月１０日法律第１２

２号。その後の改正を含む。）に定める性風俗関連特殊営業を行う者若しくは風俗営業を

行う者又はこれらの者と取引のある者若しくはこれらのために貸室部分等を利用しよう

とする者 

（５）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成１１年８月１８日法律第

１３６号。その後の改正を含む。）に定める犯罪収益等隠匿若しくは犯罪収益等収受を行

い、若しくは行っている疑いのある者又はこれらの者と取引のある者 

（６）貸金業法（昭和５８年５月１３日法律第３２号。その後の改正を含む。）に定める取立



 

て制限者又はこれらに類する者 

（７）犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年３月３１日法律第２２号。その後

の改正を含む。）に定める本人確認に応じない者 

２ 乙は、本契約をもって甲に対し次の各号に掲げる行為について自らが行わないこと及び第

三者を利用して行わないことを確約する。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務

を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ 甲は、乙若しくは乙の行為が前２項の各号のいずれかに該当し、又は乙が第１項の規定に

基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したことにより、本契約を継続する

ことが不適切であると判断したときは、乙に対し催告を行うことなく本契約を解除すること

ができる。この場合、甲は、乙が交付要綱の規定に違反があるものとして、直ちに交付要綱

第１６条第１項の規定により本契約に係る助成金の交付決定を取り消す。 

 

（交付の決定の取消し及び助成金の返還） 

第１８条 甲は、第８条第２項又は第１７条第３項の助成金の交付決定の取消のほか、乙が本

契約のいずれかの条項に違反したことが判明したことにより、本契約を継続することが不適

切であると判断したときは、直ちに、催告を行うことなく本契約を解除するとともに、交付

要綱の規定に違反があるものとして、交付要綱第１６条第１項の規定により本契約に係る助

成金の交付決定を取り消すことができる。 

２ 乙は、甲が前項の交付決定の取消を行ったときは、甲からの請求により、甲に対する本契

約に係る一切の債務の期限の利益を失い、交付要綱第１７条の規定により甲から命令された

助成金の返還額及び交付要綱第１８条の規定による加算金の納付を行う。 

 

（準拠法及び合意管轄） 

第１９条 本契約の準拠法は日本法とし、甲及び乙は、本契約に関して甲乙間に紛争が生じた

ときは、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

ることに合意する。 

 

（協議事項） 

第２０条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要があるときは、甲乙間において

協議して定めるものとする。 
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