
新宿区文化芸術復興支援事業 

様式第１号 

 

補助金交付申請書 
 

令和 ３年〇〇月〇〇日 

 

新宿区長 宛て 

 

所  在  地 新宿区〇丁目〇番〇号 

会社名又は名称 株式会社〇〇 

代表者 職・氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 

（担当者名：〇〇 〇〇TEL：03-〇〇〇〇-〇〇〇〇） 

（メールアドレス：〇〇〇〇＠〇〇〇       ） 

 

 

 

新宿区文化芸術復興支援事業における補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、

下記のとおり申請します。 

 

 

 

１ 施設名 〇〇ホール              

 

□ 劇場等（劇場、映画館、演芸場） 

☑ ライブハウス（立ち見を中心とするコンサート会場や、ロックやジャズ等の演奏等を
行うための専用スペースで演奏等を行い、加えて飲食物を提供する施設） 

□ 博物館（博物館、美術館等） 

□ ギャラリー（独立した展示スペースを備え、芸術作品等の企画展示を行っている施設） 

※該当するものに☑を入れてください。 

 

２ 補助金交付申請額   500,000 円 

※事業計画書（様式第２号）の「２補助事業対象経費」の交付申請額を記載。 

※審査の結果、補助金の額は申請額と異なる場合があります。 

 

３ 誓約 

申請にあたり、「別紙 誓約書」の内容を遵守します。 

 

記入例 

※申請者は施設の設置者です。

住所や名前は施設の設置者の

情報を記入してください。 

※営業許可証等に記載の名称

を記入してください。 



別紙 

 

誓 約 書 
 

私は新宿区文化芸術復興支援事業の補助金を申請するにあたり、下記の内容について誓約します。 

 

記 

 
１ 暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者（団体の場合、当該団体の役員

が暴力団員に該当する団体を含む。）ではありません。 
 
２  補助対象施設について、暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者

の支配を受けていません。 
 
３  補助対象施設は反社会的な行為、集会等で使用される施設ではありません。 
 
４ 申請書類の記載事項について、事実と相違ありません。申請書類及び実績報告書類に虚偽の記

載や報告があった場合は、補助金の返還等、新宿区長の指示に従います。 
 
５  施設名（屋号）の公表に応じます。 
 
６  補助事業は、以下を目的としたものではありません。 

（１）宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成すること。 

（２）政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 

（３）特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対すること。 

（４）特定の個人又は団体を誹謗中傷することを主な目的とすること。 

（５）寄付やその勧誘を主な目的とすること。 
 

７ 補助事業は、法令及び公序良俗に反するものではありません。 

 

８ 下記「申請にあたっての注意事項」を遵守します。 
 

【申請にあたっての注意事項】 
◆申請書の提出後、審査の必要に応じ、追加で書類の提出を求められた場合は指定された期日
までに提出すること（期日までに提出がない場合は申請を却下する場合があります）。 

◆申請内容等を変更する場合や、事業を中止または廃止する場合は、速やかに連絡すること。 
◆事業終了後に実施報告書、領収書など指定の書類を期日までに提出すること。 

 

令和 ３年〇〇月〇〇日 

 

  新宿区長 宛て 

 

所 在 地   新宿区〇丁目〇番〇号             

会社名又は名称   株式会社〇〇                 

代表者 職・氏名   代表取締役 〇〇 〇〇            

※法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

※自署してください 



新宿区文化芸術復興支援事業 

様式第２号 

事業計画書 
１ 補助事業の内容 

（１）具体的な内容 

カメラやモニター等映像制作に必要な機材を購入し、当施設で●●（アーティスト名）が

演奏する様子を撮影し、映像作品を制作する。 

（２）補助により期待できる効果 

・ライブの様子をオンライン上で配信することにより、視聴者が自宅に居ながらにして音楽を楽

しめられる機会を提供する。 

・映像配信に必要な機材を手配することで、ライブの撮影やリモート配信も行うことができる施

設としてアピールしていくことができる。 

 （３）実施時期 

令和３年８月 

 

２ 補助事業対象経費 

経費 金額（税込・円） 内訳 

人件費 130,000 出演料80,000円（＠20,000×4名） 

  撮影スタッフ20,000円（＠10,000×2名） 

  音響スタッフ20,000円（＠10,000×2名） 

  照明スタッフ10,000円（＠10,000×1名） 

機材等購入費 566,122 カメラ80,340円 

  パソコン350,250円 

  モニター40,300円 

  集音マイク35,124円 

  キャプチャーボード40,020円 

  ケーブル類20,088円 

消耗品費 60,342 映像編集ソフトウェア60,342円 

感染症対策品購入費 18,559 サーキュレーター18,559円 
 

合計額 775,023 

交付申請額 
※上限50万円 
※千円未満切り捨て 

500,000 

 

※ 交付申請額は合計額の9/10であり、50万円以下であることを確認すること。 

 「補助金交付申請書（様式第１号）」の「２補助金交付申請額」と同一の金額を記載。 

 

３ 見積書、領収書等補助対象経費の内訳がわかる書類の添付 

※別途添付してください。 

記入例 

※人件費以外は、見積書等内訳が

わかる書類を必ず添付し、１円

単位で記入してください。 

※人件費は見積書が無くても構

いません。 



 

  

 

 

 

内訳がわかる書類添付例 

 

 

御見積書 

 

○○ホール 様 

○×会社 

 

下記のとおり御見積申し上げます 

 

件名：機材購入費について 

御見積金額 390,550円 

 

品名 数量 単位 単価 金額 

パソコン 1 式 350,250 350,250 

モニター 1 式 40,300 40,300 

     

     

 

■■■.co.jp 

×××カメラ 

 

￥80,340円（税込み） 

【注意事項】 

申請時は見積もり金額で構いませんが、事業実施報告書には領収書の添付が必要となります。

領収書には、日付・宛名・但書（お品代、機材代といった但書の場合は、追加で商品の詳細が

わかる書類が必要です）・金額・発行者名の記載が必須です。 

メルカリなど、領収書が発行されない方法で購入をされると補助対象経費として認められない

場合がありますので、ご注意ください。 



４ 補助事業経費収支計画書 

補助事業に係るすべての収支を記載すること。 

（１）収入 

経費 金額（税込・円） 内訳 備考 

新宿区補助金 500,000   

自己負担金 305,023   

    

 合計額 805,023 

 

（２）支出 

経費 金額（税込・円） 内訳 備考 

人件費 130,000 出演料80,000円（＠20,000×4名）  

 撮影スタッフ20,000円（＠10,000×2名

） 

 

 音響スタッフ20,000円（＠10,000×2名

） 

 

 照明スタッフ10,000円（＠10,000×1名

） 

 

機材等購入費 

 

 

566,122 カメラ80,340円  

 パソコン350,250円  

 モニター40,300円  

 集音マイク35,124円  

 キャプチャーボード40,020円  

 ケーブル類20,088円  

   

   

消耗品費 

 

90,342 映像編集ソフトウェア60,342円  

 事務用品30,000円  

   

   

感染症対策品購入費 18,559 サーキュレーター18,559円  

   

   

   

 

 
合計額 805,023 

 

※対象経費及び収支計画の表については、Excel等で作成したものを代用して構わない。 

※２補助事業対象経費＋その他事業に係る

経費を記入してください。 

※２補助事業対象経費と内容が同じでも構

いません。 

※収支の差が0になるようにしてください。 



新宿区文化芸術復興支援事業 

様式第３号

対象施設概要書 
 

設置社（者） 

及び代表者名 
株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 

設置社（者）所在地 〒123-456 新宿区〇丁目〇番〇号 

施設の名称、屋号 

または商号 
〇〇ホール 

施設所在地 〒123-456 新宿区〇丁目〇〇番〇号 

施設ホームページ 

URL 
https://www.city.shinjuku.lg.jp/ 

許可の種類 

※許可証のコピーを

添付すること。 

（例：興行場営業許可証、飲食店営業許可証、博物館登録通知書等） 

興行場営業許可証、飲食店営業許可証 

現在の施設

の事業内容 

（資料添付可） 

（※） 

当施設は、〇〇〇〇年に開業した。 

収容人数は〇〇人で、週末を中心に週３回程度、地元のバンドに

よる演奏が披露されている。 

現在の施設の 

設備状況等 

（資料添付

可。写真等を

掲載） 

（※） 

33㎡のステージに50㎡のフロア。 

楽屋２部屋。 

音響設備（〇〇、〇〇、〇〇、〇〇） 

照明設備（〇〇、〇〇、〇〇、〇〇） 

 

（※）事業内容及び設備状況等は、別途、会社案内パンフレット等の添付により補足可 

フロア写真 音響設備写真 

※博物館、美術館、ギャラリー等

については、展示室の情報につ

いて記載してください。 



新宿区文化芸術復興支援事業 

様式第４号 

 

興行等実績報告書 
 

過去半年間の興行等の主な実績を以下に記入してください。あわせて、イベント開催スケ

ジュール表、パンフレットやチラシ等の実績が分かる資料も提出してください。 

 

開催日 内容 動員数（人） 

令和元年10月〇日 〇〇ライブ 103人 

令和元年10月〇日 〇〇ライブ 80人 

令和元年10月〇日 〇〇ライブ 93人 

令和元年11月〇日 〇〇ライブ 97人 

令和元年11月〇日 〇〇ライブ 78人 

令和元年11月〇日 〇〇ライブ 98人 

令和元年12月〇日 〇〇ライブ 100人 

令和元年12月〇日 〇〇ライブ 78人 

令和元年12月〇日 〇〇ライブ 88人 

令和2年1月〇日 〇〇ライブ 84人 

令和2年1月〇日 〇〇ライブ 93人 

令和2年1月〇日 〇〇ライブ 75人 

令和2年2月〇日 〇〇ライブ 64人 

 

博物館、美術館の場合 

2019年・2020年 
※いずれかを○で囲んでください。 

年間開館日数 

         日 

※博物館、美術館等は必ず記載し

てください。 



新宿区文化芸術復興支援事業 

様式第５号 

                     

反社会的勢力排除に関する誓約書 

 

新宿区文化芸術復興支援事業要綱第７条の規定に基づく補助金の交付の申請を行うに当た

り、当該申請により補助金の交付を受けようとする者（個人又は法人その他の団体にあって

は、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が新宿区暴力団排除

条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定

する暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当

しないことをここに誓約いたします。 

また、この誓約に違反又は相違があり、同要綱第１７条の規定により補助金の交付の決定

の取消しを受けた場合において、同要綱第１８条の規定に基づき返還を命じられたときは、

これに異議なく応じることを誓約いたします。 

あわせて、区長が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁

へ照会がなされることに同意いたします。 

 

令和 ３年〇〇月〇〇日 

 

  新宿区長 宛て 

 

所 在 地   新宿区〇丁目〇番〇号             

会社名又は名称   株式会社〇〇                 

代表者 職・氏名   代表取締役 〇〇 〇〇            

※法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

 

 

※法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入す

ること。 

※この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。 

・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 

・暴力団員を雇用している者 

・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 

・暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 

・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

 
  

※自署してください 


