
様式第１号（第５条関係）

様

申請者 住　所　　佐世保市高砂町５番１号　すこやかプラザ４階

子ども未来部　　子ども政策課

氏　名 佐世保　　太郎 (押印不要)

電　話

担　当 佐世保　　次郎

３　奨励金の額 ５０，０００円

４　アイデアの着手
　　予定年月日及び
　　完了予定年月日

①佐世保市地域版子育てアイデア実現化実施事業計画書（様式第２
号）
②佐世保市地域版子育てアイデア実現化収支予算書（様式第３号）
③法人の場合は資本金及び従業員数が証明できるもの
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　添付書類

　着手　　　　　　　令和４年　８月　４日

　完了　　　　　　　令和５年　２月　２６日

Withコロナ！地域のみんなで楽しく遊ぼう！ただし、感染症対策はしようネ！

２　アイデアの
　　総事業費

７２，０００円

　佐世保市長

　佐世保市地域版子育てアイデア実現化奨励金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり
申請します。
　また、本申請を行うにあたり、裏面の誓約事項に相違ないことを誓約し、これらが事実と相違
することが判明した場合には、奨励金の交付の決定の全部又は一部が取り消されることについ
て同意します。
　なお、誓約事項の事実確認のため、長崎県警察本部へ申請者情報に関する照会がなされる
場合があることを承諾します。

（奨励金交付申請書）

　0956（24）1111

（法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名）

（表面）

６　備考

　　　　年　　　　月　　　日

佐世保市地域版子育てアイデア実現化募集エントリーシート

１　アイデアの名称



（裏面）

誓 約 事 項

②　私は、暴力団排除条例に規定された暴力団又は暴力団員と以下
　の関係を有する者ではありません。

　⑴　正当な理由がなく暴力団の活動又は暴力団の活動を助長する
　　活動に参加し、関与し、又は協力した者

　⑵　暴力団員が役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す
　　る法律（平成３年法律第７７号）第９条第２１号ロに規定する役員を
　　いう。）となっている事業者又は暴力団員により実質的にその運営
　　を支配されている事業者

　⑶　自己若しくは特定の者の利益を図る目的又は特定の者に損害
　　を与える目的をもって、暴力団の威力を利用した者

　⑷　法令上の義務としてする場合、事情を知らないでする場合その
　　他の正当な理由がある場合を除き、暴力団又は暴力団員に対し
　　て金品その他の財産上の利益を供与した者

　⑸　暴力団と友人又は知人として会食、遊戯、旅行、スポーツその
　　他の行為を共にする等社会的に非難される関係を有し、又は有
　　していた者

　⑹　その他暴力団関係者であるとして、警察等捜査機関から通報
　　があった者、若しくは警察等捜査機関が確認した者

①　私は、「佐世保市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）」（以下
　「暴力団排除条例」という。）に規定された暴力団又は暴力団員では
　ありません。



様式第２号（第５条関係）

１　アイデアの名称

３　アイデア実施地域

４　アイデアの効果

５　実施体制

佐世保市地域版子育てアイデア実現化実施事業計画書

※アイデアを実施することで、
①子どもたちもしくは子育てをする親たちのために、どのように貢献できるか。
②地域的なつながりを作ることで、どのような効果が期待できるか。
③地域の活動として継続的に根付くことが期待できるか。
上記の内容を踏まえたうえで、記入してください。

＜記入例＞

新型コロナウイルス感染症の影響で外で遊ぶ機会が減ってしまったため、地域の方と
一緒にレクリエーションなどをして遊ぶことで、子どもたちはもちろん大人たちも日々の
ストレスの解消となる。また、地域ぐるみで実施することにより、子どもたちの地域でのつ
ながりや親同士の地域のつながりも深められ、地域での防犯効果にもつながる。このア
イデアを通して、継続的に実施することで、子どもの成長にもつながり、地域で支え合う
ことが期待できる。

※欄が足りない場合は、別紙資料を添付してください。

２　アイデアの内容

・実施するアイデアの概要
・実施場所
・実施回数（予定日）
・参加予定人数
・参加対象
をできる限り詳しく、項目を分けて記載してください。

＜記入例＞

【アイデアの概要】
新型コロナウイルス感染症の影響で外に出る機会が減っていて、ストレスを溜めている
であろう地域の子どもたちのために思いっきり遊べる企画をします。
なお、開催にあたってはマスク着用、検温、アルコール消毒など新型コロナウイルス感
染症対策を行います。

【実施場所】
佐世保公園

【実施回数（予定日）】
２回実施予定

【参加予定人数】
合計１０名程度

【参加対象】
主に清水中学校区内に居住している方

Withコロナ！地域のみんなで楽しく遊ぼう！ただし、感染症対策はしようネ！

・主催者２名
・引率者２名

清水中学校区
（※概ね中学校区～支所管内の範囲）



様式第３号（第５条関係）

【収入】

科　　目 金　　額（円） 内　　訳

奨励金 50,000円 地域版子育てアイデア奨励金

参加費 6,000円 300円×5名×4回＝6,000円

自己資金 16,000円

（※支出が収入を上回る場合）

合　　計（※４） 72,000円

【支出】（※科目は、募集要領をご確認ください。）

科　　目（※１） 金　　額（円） 内　　訳

人件費 8,000円 引率者２名×1,000円×4回（※２）

報償費 24,000円 インストラクター２名×3,000円×4回（※２）

使用料・賃借料 10,000円

役務費 10,000円 行事保険料500円×20名＝10,000円

需用費 10,000円 消耗品費（消毒液、材料等）（※３）

10,000円 印刷製本費（広報チラシ作成）

合　　計（※４） 72,000円

※１　『支出費目』はできる限り詳細に記載してください。

※２　「人件費」または「報償費」がある場合は、その内訳を記載してください。

※３　「消耗品費」は、購入する物の内訳を記載してください。

※４　収入合計と支出合計は、同じ額になるようにしてください。

佐世保市地域版子育てアイデア実現化収支予算書

「参加費」を取る場合は、その旨をご記載ください。

支出と収入を比較した際に、支出が収入を上回る場合は、手
出しとなりますので「自己資金」としてご記載ください。



様式第６号（第８条関係）

様

申請者 住　所 佐世保市高砂町５番１号　すこやかプラザ４階

子ども未来部　　子ども政策課

氏　名 佐世保　　太郎 印

電　話

担　当 佐世保　　次郎

振込先

※アイデアの申請者以外の方に振り込む場合は、「委任状」が必要となります。

　　　　年　　　　月　　　日

佐世保市地域版子育てアイデア実現化奨励金交付概算払（前渡し）請求書

佐世保市地域版子育てアイデア実現化奨励金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとおり請
求します。

１　指令年月日
　　及び指令番号

令和〇年〇月〇日付け佐世保市指令　　　〇子政第　〇　号
（※選考結果通知書(様式第５号)の日付と番号を記入してください。）

２　アイデアの名称 Withコロナ！地域のみんなで楽しく遊ぼう！ただし、感染症対策はしようネ！

　佐世保市長

（法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　0956（24）1111

サセボ　タロウ

３　交付決定額 ５０，０００円

４　概算払（前渡し）
　　請求額

３０，０００円
（※交付決定額内での請求となります。）

５　添付書類

①佐世保市地域版子育てアイデア実現化選考結果通知書（奨励金交付可
否決定通知書）の写し

②その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※奨励金の概算払（前渡し）を受けた場合は、速やかにアイデアを実施しなければなりません。

口座名義 佐世保　太郎

預金種目 　①　普通　　　２　当座　　　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

　口座番号　　　1111373 　

フリガナ



様式第７号（第９条関係）

様

申請者 住　所 佐世保市高砂町５番１号　すこやかプラザ４階

子ども未来部　　子ども政策課

氏　名 佐世保　　太郎 (押印不要)

電　話

担　当 佐世保　　次郎

　　　　年　　　　月　　　日

佐世保市地域版子育てアイデア実現化実施変更等承認申請書

　　令和〇年〇月〇日付け佐世保市指令 〇子政　第　〇　号で交付決定のあった、佐世保市
地域版子育てアイデア実現化奨励金の交付対象アイデアを次のとおり（　変更　・　中止　）し
たいので、承認されるよう申請します。

１　アイデアの名称 Withコロナ！地域のみんなで楽しく遊ぼう！ただし、感染症対策はしようネ！

　佐世保市長

（法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　0956（24）1111

※この様式は、当初実施を予定していたアイデアの内容を一部変更する際に提出する書類です。
ただし、当初の内容を大きく逸脱する変更はできませんのでご注意ください。

※収支予算書に変更がある場合は「佐世保市地域版子育てアイデア実現化収支予算書（様
式第３号）」も併せて提出してください。

２　変更・中止の理由
台風や大雨の影響により、屋外で安全にアイデアの実施
が難しいと判断したため、代替のイベントを実施するもの。

３　変更事項
※変更の場合に限る

（変更前）
【実施場所】
佐世保公園

（変更後）
【実施場所】
清水地区公民館



様式第９号（第１０条関係）

様

申請者 住　所 佐世保市高砂町５番１号　すこやかプラザ４階

子ども未来部　　子ども政策課

氏　名 佐世保　　太郎 (押印不要)

電　話

担　当

※欄が足りない場合は、別紙資料を添付してください。

　　　　年　　　　月　　　日

　佐世保市長

佐世保市地域版子育てアイデア実現化実績報告書

　佐世保市地域版子育てアイデア実現化奨励金交付要綱第１０条の規定に基づき、次のとおり
報告します。

２　アイデアの名称 Withコロナ！地域のみんなで楽しく遊ぼう！ただし、感染症対策はしようネ！

８　備考

１　指令年月日
　　及び指令番号

令和〇年　〇月〇日付け佐世保市指令　〇子政　　第　　〇　号
（※当初の交付決定通知書(様式第４号)の日付と番号を記入してください。）

５　アイデアの
　　内容及び成果

※項目を分けて詳
細に記載してくださ
い。

①アイデアの内容
・実施概要
・実施場所
・日時
・参加人数（子ども・大人内訳）

②アイデアの成果
・参加者の様子を見て、感じたこと
・参加者からの意見、感想
・当初のアイデアの効果が得られたか　など

※記載欄が不足する場合は別紙対応可能です。

４　奨励金の
　　交付決定額

５０，０００円
（※当初のアイデアの奨励金の交付決定額）

６　アイデアの
　　着手年月日及び
　　完了予定年月日

　着手　　　　令和４年　　８月　　　４日（※選考結果通知書の日付以降）

　完了　　　　令和５年　　２月　　１０日（※２月２８日までに完了）

３　アイデアの
　　総事業費

６５，０００円
（※実際にかかったアイデアの総事業費）

（法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　　　　　（　　　　　　）

７　添付書類

①佐世保市地域版子育てアイデア実現化収支決算書（様式第１０号）

②アイデアの実施状況を確認できる領収書

③アイデアの実施状況を確認できる写真



様式第１０号（第１０条関係）

【収入】

科　　目 金　　額（円） 内　　訳

奨励金 50,000円 地域版子育てアイデア奨励金

参加費 6,000円 300円×5名×4回＝6,000円

自己資金 9,000円

合　　計 65,000円

【支出】

科　　目 金　　額（円） 内　　訳

人件費 8,000円 引率者２名×1,000円×4回

報償費 12,000円 インストラクター２名×3,000円×2回

使用料・賃借料 15,000円

役務費 10,000円 行事保険料500円×20名＝10,000円

需用費 10,000円 消耗品費

10,000円 印刷製本費（広報チラシ作成）

合　　計 65,000円

佐世保市地域版子育てアイデア実現化収支決算書



様式第１２号（第１２条関係）

様

申請者 住　所 佐世保市高砂町５番１号　すこやかプラザ４階

子ども未来部　　子ども政策課

氏　名 佐世保　　太郎 印　（押印必須）

電　話

担　当

振込先

※アイデアの申請者以外の方に振り込む場合は、「委任状」が必要となります。

５０，０００円

４　既交付額 ３０，０００円

　　　　年　　　　月　　　日

　佐世保市長

佐世保市地域版子育てアイデア実現化奨励金交付請求書

１　指令年月日
　　及び指令番号

令和〇年　〇月　〇日付け佐世保市指令　〇子政　第　〇　号
（※交付額確定通知書(様式第１１号)の日付と番号を記入してください。）

（法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　　　　　（　　　　　　）

預金種目 ①　普通　　　２　当座　　　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　添付書類

①佐世保市地域版子育てアイデア実現化奨励金交付額確定通知書
の写し

②その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

　口座番号　　　　1111373 　

５　今回交付請求額 ２０，０００円

佐世保市地域版子育てアイデア実現化奨励金交付要綱第１２条の規定に基づき、次のとおり
請求します。

フリガナ サセボ　タロウ

口座名義 佐世保　太郎

２　アイデアの名称 Withコロナ！地域のみんなで楽しく遊ぼう！ただし、感染症対策はしようネ！

３　交付確定額


