
 

 

様式第１号（第８条関係）  

    年   月   日  

 大野市長   殿  

                   郵便番号  ９１２－８６６６  

                   住所  福井県大野市天神町１－１  

○○アパート□□号室  

                   団体名  越前おおの大学さといも部  

主催者氏名  大野  太郎      

 

 

   大野市学生合宿誘致事業補助金交付申請書  

 

下記のとおり大野市学生合宿誘致事業を実施したいので、補助金を交付された  

く大野市学生合宿誘致事業補助金交付要綱第８条の規定により関係書類を添え  

て申請します。  

 

 

記  

 

 

１  補助金交付申請額  １５６，０００円  

宿泊延人数  １４４人×１，０００円＝１４４，０００円  

地域交流活動人数  ４８人×２５０円＝  １２，０００円  

２  事業計画書  

３  その他関係書類  

 

通知を送付してほしい住所  

（自宅、学校等）を記入  

押印不要  

宿泊補助及び地域交流費の合計

額を記入  

●宿泊延人数  

宿泊予定人数×宿泊数  

（４８人×３泊の場合）  



 

様式第２号（第８条関係）  

 

事業計画書  

 

１  高校、大学等に関すること  

(1) 住所  福井県大野市○○町□丁目△－△  

(2) 団体名（高校、大学等の名称、部、クラブ等の名称）越前おおの大学さといも部  

(3) 合宿の趣旨、概要等  ・○○技術の向上  ・ゼミで○○の学習を行う  など  

(4) 宿泊年月日   令和○年８月１０日～令和○年８月１３日  ３泊  

(5) 宿泊実人数  ４８人（１泊目 48人、２泊目 48人、３泊目 48人、４泊目  人）  

(6) 宿泊延人数  １４４人  

(7) 主催者連絡先  大野  太郎  電話：０９０－１２３４－○×△□  

(8) 担当者連絡先  大野  花子  電話：０９０－５６７８－○×△□  

２  宿泊先に関すること  

(1) 住所  福井県大野市○○町□－□  

(2) 名称  ○○旅館  

３  利用する体育・文化施設に関すること  

(1) 名称  エキサイト広場総合体育施設  

４  地域交流活動に関すること  

(1) 実施年月日     令和○年８月１０日  

(2) 場所（施設名称）  越前大野城  

(3) 活動人数  ４８人  

(4) 活動内容  越前大野城内の県学  

５  その他  

学校所在地  

(7)には団体代表者、 (8)には代表

者の次に連絡が取れる方の氏名、

連絡先 (携帯電話番号 )をご記入く

ださい。  

行う予定がある団体はご記入く

ださい  

事業計画の中で、上記の事柄の他

に特記すべきことがあればご記

入ください。  



 

 

様式第４号（第１１条関係）  

 

年   月   日   

 

大野市長   殿  

 

住所   福井県大野市天神町１－１  

○○アパート□□号室  

団体名  越前おおの大学さといも部  

主催者氏名  大野  太郎      

 

大野市学生合宿誘致事業変更（中止）承認申請書  

 

 下記のとおり令和○年○○月○○日付け大野市指令  第  ○○  号で補助金の交

付決定を受けた大野市学生合宿誘致事業を変更（中止）したいので、承認されたく

大野市学生合宿誘致事業補助金交付要綱第１１条の規定により関係書類を添えて申

請します。  

 

記  

 変更前  変更後  

合宿の趣旨、概要等    

補助金額  １５６，０００円  １５１，２５０円  

 

合宿実施初日より前の日

をご記入ください。  

合宿内容・宿泊人数に変更があった場合に提出いただく書類です。  

変更がない場合は提出不要です。  

大野市から送付される交付決定通知書に記載

されている日付と番号をご記入ください。  

趣旨、概要、人数の変更はご記

入ください。  

≪変更例≫  

【申請時】  宿泊    ４８人×３泊×１，０００円＝１４４，０００円  

      地域交流  ４８人×１回×  ２５０円＝  １２，０００円  

【変更内容】●１泊目４５人、２泊目４７人、３泊目４８人に変更の場合  

       １日目４５人×１，０００円＝４５，０００円  

       １日目４７人×１，０００円＝４７，０００円  

       １日目４８人×１，０００円＝４８，０００円  

      ●地域交流を４５人で実施した場合  

       ４５人×２５０円＝１１，２５０円  

合計：１５１，２５０円  

押印不要  



 

様式第６号（第１２条関係）  

    年   月   日  

大野市長   殿  

                   郵便番号  ９１２－８６６６  

                   住所  福井県大野市天神町１－１  

○○アパート□□号室  

                   団体名  越前おおの大学さといも部  

主催者氏名  大野  太郎      

 

大野市学生合宿誘致事業完了実績報告書  

 

下記のとおり大野市学生合宿誘致事業が完了したので、大野市学生合宿誘致事  

業補助金交付要綱第１２条の規定により報告します。  

 

                 記  

 

１  補助金交付決定額  １５１，２５０円  

宿泊延人数    １４０人×１，０００円＝１４０，０００円  

地域交流活動人数  ４５人×  ２５０円＝  １１，２５０円  

２  事業計画書  

３  その他関係書類  

押印不要  

変更があった場合は、変更承認申請書の人数をご記入

ください。（様式第４号の変更例のとおり）  

変更がない場合は、当初の人数をご記入ください。  



 

 

様式第７号（第１２条関係）  

 

事業実績内訳書  

 

１  高校、大学等に関すること  

(1) 住所  福井県大野市○○町□丁目△－△  

(2) 団体名（高校、大学等の名称、部、クラブ等の名称）越前おおの大学さといも部  

(3) 合宿の趣旨、概要等  ・○○技術の向上  ・ゼミで○○の学習を行う  など  

(4) 宿泊年月日   令和○年８月１０日～令和○年８月１３日  ３泊  

(5) 宿泊実人数  ４８人（１泊目 45人、２泊目 47人、３泊目 48人、４泊目  人）  

(6) 宿泊延人数  １４４人  

(7) 主催者連絡先  大野  太郎  電話：０９０－１２３４－○×△□  

(8) 担当者連絡先  大野  花子  電話：０９０－５６７８－○×△□  

２  宿泊先に関すること  

(1) 住所  福井県大野市○○町□－□  

(2) 名称  ○○旅館  

３  利用する体育・文化施設に関すること  

(1) 名称  エキサイト広場総合体育施設  

４  地域交流活動に関すること  

(1) 実施年月日     令和○年８月１０日  

(2) 場所（施設名称）  越前大野城  

(3) 活動人数  ４５人  

(4) 活動内容  越前大野城内の県学  

５  その他  

(7)には団体代表者、 (8)には代表

者の次に連絡が取れる方の氏名、

連絡先 (携帯電話番号 )をご記入く

ださい。  

地域交流活動を行った実人数を

ご記入ください。  

宿泊者が一番多か

った日の人数をご

記入ください。  

事業計画の中で、上記の事柄の他

に特記すべきことがあればご記

入ください。  



 

様式第８号（第１２条関係）  

 

年   月   日   

 

大野市長   殿  

 

 

宿泊施設住所  大野市○○町□－□  

宿泊施設名称  ○○旅館     印  

 

宿泊証明書  

 

 下記のとおり宿泊したことを証明します。  

 

記  

 

１  高校、大学等の所在地  福井県大野市○○町□丁目△－△  

２  高校、大学等の名称、部、クラブ等の名称  越前おおの大学さといも部  

３  宿泊年月日   令和○年８月１０日～令和○年８月１３日  ３泊  

４  宿泊実人数    ４８人  

５  宿泊延人数   １４０人  

必ず押印をもらってください  

宿泊者が一番多かった日の人数

をご記入ください。  

宿泊先に記入いただいてください。  



 

 

様式第９号（第１２条関係）  

事業実績内訳書  

１  実施年月日   令和○年８月１０日  

２  場所（施設名称）  越前大野城  

３  活動人数   ４５人  

４  活動内容  越前大野城内の県学  

５  活動写真  

（１枚以上添付してください。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※有料施設、体験の場合は、領収書を添付してください。  

様式第９号は施設ごとに提出してください。  

※越前大野城＋イトヨの里の場合   ２枚  

 越前大野城のみの場合       １枚  

地域交流活動を行った実人数を

ご記入ください。  

下記の該当分野と具体的な内容をご記入ください。  

①  観光施設の見学  

②  農林漁業体験  

③  ものづくり体験  

④  スポーツ、文化団体との交流または指導  

⑤  地域行事への参加  

⑥  その他  

※地域の団体と交流を行った場合には、交流団体名もご記入  

ください。  



 

様式第１０号（第１３条関係）  

                              年   月   日  

大野市長   殿  

                     郵便番号  ９１２－８６６６  

                   住所  福井県大野市天神町１－１  

○○アパート□□号室  

                   団体名  越前おおの大学さといも部  

主催者氏名  大野  太郎      

 

大野市学生合宿誘致事業補助金請求書  

 

 令和○年○○月○○日付け大野市指令  第  ○○  号で交付決定の補助金につい

て、下記金額を請求します。  

                   記  

１  請求金額  金    １５１，２５０  円  

２  振込先  

金融機関名  □□□銀行  

支店名  ○○支店  

口座番号  普通   当座   １２３４５６７８９  

フリガナ  オオノ  タロウ  

口座名義  大野  太郎  

３  添付書類  

・補助金交付等決定通知書の写し  

・振込先金融機関口座の通帳の写し又はそれに準ずるもの  

・請求者と補助金振込口座名義人が違う場合は委任状  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必ず印鑑を押してください  

大野市から送付される交付決定通知書に記載

されている日付と番号をご記入ください。  

通帳に記載されているとおり

にご記入ください。  

●振込口座の確認のために通帳の写し（フリガナ  

が記載されている面）を提出してください。  

●主催者と振込先名義人が異なる場合は、委任状を  

提出してください。  

押印不要  



 

 

 

委任状  
 

 

 

 

住所   

 

 

氏名    印  

 

 

 

私は上記のものを代理人と定め、主催者に代わり、大野市学生合宿誘致事業補助金

の振込先として委任します。  

 

 

 

 

令和    年    月    日  

住所   

名前   印  

 

振込名義人の方の住所、氏名を記入し、その方のハンコ

を押印してください。  

主催者の住所、氏名を記入し、その方

のハンコを押印してください。  


