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平成 24年度 東日本大震災復興支援補助（第２次） 

補助金交付要望書作成の手引き 

 

財団法人 JKA 

 

平成 24年度東日本大震災復興支援補助（第 2 次）の補助金交付要望にあたっては、「平成 24 年

度東日本大震災復興支援補助第２次募集要項」（以下「募集要項」といいます。）及び本書をご確認

のうえ、必要書類を作成、ご提出ください。 

なお、必要書類は全て本財団のホームページからダウンロードした様式をご使用ください。 

 

Ⅰ．提出書類 

１．補助金交付要望書 

「競輪（または、オートレース）公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする

事業に関する補助金交付要望書」 

２．事前計画／自己評価書   [補助金交付要望書 別紙] 

※ 事前計画／自己評価書は、事前計画部分（１／２）と自己評価部分（２／２）の２ペ

ージ構成になっています。 

・補助金交付要望時は、事前計画部分（１／２）のみ記入し、自己評価部分（２／２）

は未記入のままで、ご提出いただきます。 

・自己評価部分（２／２）は、事業終了後に自己評価の結果をご記入いただき、事前

計画部分（１／２）と併せてご提出いただきます。  

３．平成 24年度補助事業収支予算書   [補助金交付要望書 別添１] 

４．過年度における収支決算の概要   [補助金交付要望書 別添２] 

 

Ⅱ．書類の提出 

１．書類の提出先 

ダウンロードした前記の提出必要書類に、「Ⅲ.提出書類の作成」を参考に必要事項をご記

入のうえ、下記の提出先宛てに電子メールに添付して送信してください。 

    電子メールの件名は、「東日本大震災復興支援補助（第２次）交付要望」としてください。 

なお、応募書類は返却いたしませんので予めご了承ください。 

 

提出先（メールアドレス） fukkou24yobo@keirin-autorace.or.jp 

 

２．書類の名称 

 作成いただいた、必要書類のファイル名は、「書類種別 復興支援（貴団体名）」としてく

ださい。 

   ※法人格は、記入しないでください。 

  （例）貴団体名が、社会福祉法人 ◯◯◯福祉会の場合 

    ・補助金交付要望書 復興支援（◯◯◯福祉会） 

 ・（別紙）事前計画／自己評価書 復興支援（◯◯◯福祉会） 
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    ・（別添 1）平成 24年度補助事業収支予算書 復興支援（◯◯◯福祉会） 

 ・（別添 2）過年度における収支決算の概要 復興支援（◯◯◯福祉会） 

３．事前計画／自己評価書 （ＰＤＦ形式）のファイル保存にあたって 

事前計画／自己評価書は、記入が可能な PDF形式のファイルです。 

   保存（上記で、貴団体名を挿入して保存する場合等）した後に、次のメッセージが出る場合が

あります。この場合は、「OK」をクリックし、メッセージを消してください。（それ以上の作業は

不要です。） 

 

  【Adobe Reader】 

「このフォームはデータ収集プロセス過程にあります。プロセスの依頼者にデータを返信する

には、データの集計を確実に行うために「送信」をクリックしてください。」 

 

Ⅲ．提出書類の作成 

１．補助金交付要望書 

   ダウンロードできる様式は、競輪補助金で実施する場合の様式となっております。 

   オートレース補助金での実施を希望される場合は、補助金交付要望書内の「競輪公益資金

による・・・」との文章の中の「競輪」の部分を「オートレース」に書き換えて作成してく

ださい。（競輪・オートレースのいずれに要望されても、同様に取り扱われます。） 

なお、文書の発信番号及び発信年月日も忘れずにご記入ください。 

  (1) 事業名  

事業名は、要望事業の内容により、以下のいずれかとしてください。 

事業内容が「募集要項２．対象となる事業」の二つ以上に該当する場合は、代表となる内

容で事業名を選択してください。 

① 平成２４年度（復興支援）被災者支援拠点づくり活動 補助事業 

要望内容が、「募集要項２．対象となる事業」の「(1) 被災地域および被災者受入地域に

おける支援拠点、ネットワークづくり活動」に該当する場合 

② 平成２４年度（復興支援）被災者に対する生活支援活動 補助事業 

要望内容が、「募集要項２．対象となる事業」の「(2) 被災地域および被災者受入地域

における高齢者、児童、障害者等を対象とした生活支援（メンタルケア、教育支援等）

活動」に該当する場合 

③ 平成２４年度（復興支援）被災地域の記録活動 補助事業 

要望内容が、「募集要項２．対象となる事業」の「(3) 被災地域の記録活動（後世への伝承、

普及・啓発）」に該当する場合 

④ 平成２４年度（復興支援）被災地域の調査活動 補助事業 

要望内容が、「募集要項２．対象となる事業」の「（4）実態調査、現在・将来にわたるニーズ

調査活動（普及・啓発）」に該当する場合 

⑤ 平成２４年度（復興支援）被災者や被災地域が行う復興活動 補助事業 

要望内容が、「募集要項２．対象となる事業」の「(5) 被災者や被災地域が行う復興（ま

ちづくり、くらしづくり等）活動に該当する場合 
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⑥ 平成２４年度（復興支援）被災者の自立支援、就業支援を目的とした活動 補助事業 

要望内容が、「募集要項２．対象となる事業」の「(6) 被災者の自立支援、就業支援を目

的とした活動に該当する場合 

 

(2) 補助対象経費総額 

   (3) 補助金交付要望額と同じ金額をご記入ください。 

(3) 補助金交付要望額 

募集要項 ４／４ページ「補助事業の事業経費の基準」（以下「経費基準」といいます。）   

を基に算出した、補助金要望額（300万円以内／１団体）をご記入ください。 

(4) 補助金を必要とする理由 

理由を簡潔にご記入ください。 

(5) 補助事業の概要 

「別紙・事前計画／自己評価書（補助事業の概要）のとおり」、「別添１・平成 23年度補助

事業収支予算書のとおり」としてください。 

(6) 事前計画／自己評価 

  「別紙・事前計画／自己評価書（２．補助事業の事前計画）のとおり」としてください。 

(7) 事業者の概要 

「別紙・事前計画／自己評価書（１．申請事業者）のとおり」、「別添２・過年度における

収支決算の概要のとおり」としてください。 

(8) 当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予定の有無 

  「別紙・事前計画／自己評価書（１．申請事業者）のとおり」としてください。 

(9) 連絡先 

事務担当者欄には、実際に実務を行う担当者（本財団からの問い合わせ等に対応できる方）

をご記入ください。 

 

２．事前計画／自己評価書 （補助金交付要望書 別紙） 

本財団は、補助事業の透明性、効率性を確保するとともに、補助事業の更なる向上を図る

ため、外部の有識者による公益事業振興補助事業審査・評価委員会（以下「委員会」といい

ます。）を設置して補助事業の評価を行い、その結果を公表することとしています。 

補助事業者の皆様には、補助事業評価の一環として、補助金交付要望時に「事前計画」を

ご提出いただき、事業終了後に「自己評価」を行っていただきます。 

  （ご注意） 

◯ 事前計画／自己評価書は、事前計画部分（１／２）と自己評価部分（２／２）の２ペー

ジ構成になっています。 

◯ 補助金交付要望時は、事前計画部分（１／２）のみ記入し、自己評価部分（２／２）は

未記入のままで、ご提出いただきます。 

◯ 事前計画及び事業終了後に行う自己評価は、ともに公表の対象となりますので、作成にあた

っては、次の各点にご留意ください。 
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・内容を簡潔、かつ明確に、過不足なく記入するようにしてください。 

・専門用語、業界用語の使用を避け、わかり易い言葉を使用し、初めて読む方にも理解し易い

説明、文章を心がけてください。 

◯ 事業の内容、実施状況をタイムリーに情報発信（本財団ホームページ等に掲載します。）さ

せていただくため、事業の中間報告を求める場合があります。 

★ 「事前計画／自己評価書」の様式は、項目ごとに「記入のポイント」がポップアップ形式

で現れますので、記入にあたってご利用ください。★ 

(1) 申請事業者 

① 団体の使命・目的 

 貴団体の使命（ミッション）・目的をご記入ください。 

② これまでの主な活動状況 

  貴団体がこれまでに取り組まれてきた、活動の内容・状況をご記入ください。 

③ 当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予定の有無 

有無をご記入ください。なお、「有」の場合は、具体的に申請先の団体名をご記入くだ

さい。 

④ 事務担当者 

実際に実務を行うご担当者（本財団からの問い合わせ等にご対応いただける方）をご記

入ください。 

(2) 補助事業の事前計画 

本補助事業は、大震災でもたらされた課題を見据え、その改善・解決を目指して計画（事

前計画）し、実施します。 

※課題と補助事業の関係を整理すると次のとおりとなります。 

課題の改善・解決に資する、効果的かつ効率的な補助事業を計画してください。 

【補助事業を計画（事前計画）】 

1) 課題の把握 ⇒ 2) 課題が改善・解決された姿を設定 ⇒ 3) 補助事業を計画 

※補助事業の計画※ 

 [課題への対応（補助事業の目的）を設定  

→ 事業内容、事業の達成目標（実施結果・成果）を設定] 

【補助事業を実施】 

1) 補助事業を実施  ⇒ 2) 目標（結果・成果）を達成 ⇒ 3) 補助事業の目的を達成 

⇒ 4) 課題の改善・解決 

 

① 大震災でもたらされた課題 

本補助事業を行うことで、改善または解決を図る、大震災でもたらされた問題・課題（事

業のターゲット）の現状を、具体的かつ簡潔にご記入ください。 

② 課題への対応（補助事業の目的） 

上記課題に対して、本補助事業の実施結果・成果でどの様に対応したいかを、具体的か

つ簡潔ご記入ください。 

③ 支援内容 

 実施される支援内容を、簡潔にご記入ください。 

事業内容が複数ある場合は、箇条書きでお願いします。 
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④ 自治体との連携 

被災地、被災者受入地域で活動するにあたり、地元自治体との連携状況、連携の目途が

たっている場合は具体的にご記入ください。（自治体名をご記入ください。） 

⑤ 他のNPO法人等との連携 

被災地、被災者受入地域で活動するにあたり、他の NPO法人等の公共的団体との連携

状況、連携の目途がたっている場合は具体的にご記入ください。（法人名をご記入くださ

い。） 

⑥ 団体使命と事業の整合性 

本補助事業と「１．申請事業者」でご記入いただいた、貴団体の使命（ミッション）・

目的との関連性、整合性をご記入ください。 

⑦ 支援の対象者（ニーズ） 

誰のどの様なニーズに対応するために、本補助事業を実施するのか、誰にサービスを届

けるのか、具体的にご記入ください。（対象者の人数も併せてご記入ください。） 

⑧ 事業内容 

支援対象者のニーズに応え、本補助事業の目的、ひいては大震災でもたらされた課題の

改善・解決を図る、事業の内容を具体的にご記入ください。（複数ある場合は、箇条書き

でお願いします。） 

⑨ 達成目標（実施結果 成果） 

補助事業の「実施結果」、「成果」を評価するための、指標、達成目標（数値目標）を設

定し、できるだけ具体的にご記入ください。（複数ある場合は、全てご記入ください。） 

また、どの様な成果、成果の波及効果が期待できるかご記入ください。 

・事業の「実施結果」 

業実施の直接的な産出物、提供されたサービス 

（例）講習会の開催実績（回数・参加者人数等）、調査の実施実績（回数、対象人数、調査

地域数、面積等）等 

・事業の「成果」 

事業の実施結果を基に受益者に起こる改善効果（変化） 

（例）障がい者の社会参加実績の増加・受益者の意識改革等 

・「指標」、「目標値」 

（例：被災地の記録、調査の事業で、被災者の面談聞き取り調査を実施する場合） 

・聞き取り実施被災者数（指標） １日 50人 調査期間中 1500人（達成目標） 

⑩ 実施計画・体制 

「予算」（別添１・平成 24 年度補助事業収支予算書）、「スケジュール」（準備から実施

までの管理）、「実施体制」（事業を実施するメンバーの人数、構成、責任者と役割分担、

外部人材の活用や協力団体がある場合はその旨、専門性のある人材または体制が組み込

まれている場合はその旨）、「実施場所」を具体的にご記入ください。 

⑪ 情報発信計画 

本補助事業の内容、実施状況、結果等をどの様に広く社会に伝える予定であるかを具体

的にご記入ください。 

⑫ 自己評価の体制 

自己評価を実施する体制（メンバー構成等）・責任者、評価の具体的な方法・手順、評

価に第三者（外部委員等）が入る予定であればその旨、自己評価結果の公表方法をご記
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入ください。 

※ 評価にあたっては、議事録等を作成し評価過程を記録してください。 

３．平成 24年度補助事業収支予算書 （補助金交付要望書 別添１） 

（1）収入の部 

 ・予算額欄に、補助金交付要望額を記入してください。 

（2）支出の部 

 ・費目・節欄には、「経費基準」を参考に記入してください。 

 ・算出基礎欄には、節ごとの算出根拠を記入してください。 

  （例） 臨時傭役費 6,000×2人×5日＝60,000 

 

４．過年度における収支決算の概要 （補助金交付要望書 別添２） 

※ 過年度の決算書から、該当する金額を転記してください。 

（1）貸借対照表 

 ・23年度については、決算が未確定の場合は、空欄にしてください。 

（2）収支決算書 

  ・23年度決算が未確定の場合は、空欄にしてください。 

  ・ＪＫＡからの補助金収入、ＪＫＡ以外からの補助金収入がある場合には、それぞれを項目

分けしてその内容と金額を記入してください。 

（3）内部留保率 

・特例民法法人のみ記入してください。 

・23年度決算が未確定の場合は、空欄にしてください。 

 


