
第１号様式 

○○年○月○日

（あて先）浜松市長 

                  住所又は所在地 浜松市△区△△町○○－○

                                 団体名 特定非営利活動法人 ×××

                                代表者名 理事長 浜松 太郎

（署名または記名押印をしてください。） 

                  電話（○○○）○○○－○○○

浜松市はままつ夢基金団体登録申請書 

 浜松市はままつ夢基金の補助対象団体として登録を受けたいので、下記のとおり申請し

ます。 

 なお、当団体は、浜松市はままつ夢基金事業費補助金交付要綱第４条別表に規定する要

件を満たしています。 

記 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

団体名 

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ××× 

特定非営利活動法人 ×××

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

代表者氏名 

ﾊﾏﾏﾂ ﾀﾛｳ 

浜松 太郎

主たる事務所の 

所在地 

〒○○○－○○○○ 

浜松市△区△△町○○－○

連絡先 

※この申請につ

いて問合せをし

たときに対応で

きる方 

（ﾌﾘｶﾞﾅ）ﾊﾏﾏﾂ ｼﾞﾛｳ

氏名 浜松 次郎

電 話 （○○○）○○○－○○○○

ＦＡＸ （○○○）○○○－○○○○

Ｅメール ×××＠××.ｊp

設立年月日 ○○年○月○日
主な 

活動地域
浜松市△区 

会報等の発行 有（４回発行）・無 会員数     20人 

ホームページ http://www.××××

団体の事業年度     4月 1日から 3月 31日まで

（添付書類）  登録団体概要書（第２号様式）   活動予算書（第３号様式）  
 市税納税証明書（直近２か年度分）又は課税・納税状況確認の同意書（第４号様式） 
 暴力団排除に関する誓約書（第５号様式）  当該年度の事業計画書 
 規約、会則、定款、又はこれらに類する書類の写し 
 最新の役員名簿及び構成員の名簿   直近２か年度の活動報告書 
 直近２か年度の貸借対照表、活動計算書など経営状況のわかるもの 

・住所又は所在地は定款等に定める団体の事務所所

在地を記入。 

・団体名は定款等に定める正式名称を記入。 

・代表者名の前に職名を記入し、代表者の署名また

は記名押印（法人の場合は法人印）。 

記載例 

添付する書類の□に

チェックを付けて下

さい。 



第２号様式 

○○年○月○日 

登録団体概要書 

１ 団体名・活動分野・自己ＰＲ（※各項目の記載枠サイズは、適宜加工してください。） 

(1) 団体名 特定非営利活動法人 ×××

(2) 種類   特定非営利活動法人 □ 任意団体 □ その他（      ） 

(3) 主 な 活

動分野 
□ 福祉   環境 □ 文化 □ スポーツ □ 子どもの健全育成 

□ その他の社会貢献に係る分野（             ） 

(4) 自 己 Ｐ

Ｒ・アピール

ポイント 

寄附者の方に活動内容をアピールしてください。

２ 活動について 

(1) これまでの

主な活動実績 
○年○月 △△シンポジウム開催 

○年○月 ××クリーン作戦を実施 等

(2) 団体の目的

（定款等に記載

された目的）  

（例）○○に対し、××に関する事業を行う事により、△△の実現に寄与するこ

とを目的とする。（※簡潔に記載してください。） 

(3) 団体の活

動・業務（事業

活動の概要） 

上記の目的を達成するために、このような事業をやっているという内容を簡潔

に記載してください。 

(4) 現在特に力

を入れている事

業 

今現在、団体が特に力を入れている事業を記載してください。 

(5) 4 の事業に

関する地域の課

題、・目的（必要

性） 

（地域の課題） 

上記の『特に力を入れている事業』に関する、地域の課題を記載してください。

（目的・必要性） 

上記の課題を解決するための事業の目的・必要性を記載してください。 

(6) 4 の事業の

目標と成果の確

認方法 

（目標） 

『特に力を入れている事業』に関する目標を記載してください。 

（成果の確認方法） 

上記目標の成果の確認方法を記載してください。 

(7) 4 の事業に

関する今後の方

向性・ビジョン 

『特に力を入れている事業』に関する、今後の方向性・ビジョンを簡潔に記載し

てください。

記載例 



３ 他の組織等からの支援の実績と内容 

(1) 助 成

金・物品等、

他の組織か

ら受けた支

援の実績 

※直近２か年度分の実績を記載。 

○年○月に××振興財団より△△助成金を受給。等 

(2) 他 の

NPO・市民活

動団体との

協働の実績 

※協働した団体名と実施内容を簡潔に記載。 

直近のものを記載。 

○年○月に特定非営利活動法人△△と共催で××事業を実施。等

(3) 企業等

との協働の

実績 

※協働した団体名と実施内容を簡潔に記載。 

直近のものを記載。 

○年○月に××企業協賛で△△シンポジウムを開催。等

(4) 行政と

の協働の実

績 

※協働した団体名と実施内容を簡潔に記載。 

直近のものを記載。 

○年○月に浜松市役所○○課の委託により△△事業を実施。等

４ 情報公開について 

(1)活動内容

の報告方法 

 団体のホームページを利用  □ ブログを利用 

 ツイッター・フェイスブックを利用 □ 活動報告会を実施 

□ 現場見学会を実施 □ その他（             ） 

(2)寄附を受

けた場合、寄

附者への活

動報告方法 

□ 実施活動の報告書を送付   会報等を送付 

 メールマガジンを送付  □ 活動報告会へ招待 

 活動現場の見学会へ招待 

□ その他（                        ） 

５ 寄附金募集方法・計画（※適宜表を追加してご記入ください。） 

寄附金の募集方法 

（例）△△シンポジウム開催時に、寄附の呼びかけを行う。

寄附金の募集計画 

対象 （例）シンポジウム参加の、NPO法人、企業、一般市民

目標寄附額 （例）100,000 円（1事業年度間） 

寄附金の 

使 途 

※寄附金をどのような活動に使用するのかを記入してください、 

（例）●●川クリーン作戦事業の実施。 

寄附で 

できる事 

※寄附金が目標額に達しない場合でも、これだけ集まればこういった事ができる

という事例を２つか３つ具体的に記入してください。 

（例） 3,000 円集まれば→1回分の清掃時消耗品（ごみ袋等）を購入できます。 

  50,000 円集まれば→クリーン作戦ボランティア募集ちらしを作成できます。 

該当する項目の□に

チェックを付けて下

さい。 

記載例 

1 事業年度間に集めた

い寄附金額を記入して

ください。金額に無理

がないかをよく検討し

てください。 



第３号様式 

活動予算書 
○○年○月○日 ～ ○○年○月○日まで 

（単位:円） 

記載例

事業年度を記載。 

事業費の内訳の合計額と一致

しているか確認してください。 

科目は適宜追加・削除

してください。 



（事業費の内訳） 

 事業費の区分は以下のとおりです。 

記載例 

科目等は適宜追加・削除して

ください。 

活動予算書の事業費計と金額が一致

しているか確認してください。 

第３号様式には、必ず（事業費の内訳）を

付けてご提出ください。 



第 4 号様式

市税納付・納入確認同意書

○○年○月○日

(あて先)  浜松市長  

(取扱い 市民協働・地域政策課) 

補助金交付申請者

住 所(または所在地) 

浜松市△区△△町○○－○

            氏 名(または法人名) 

特定非営利活動法人 ××× 理事長 浜松 太郎

（署名または記名押印をしてください。）

     明・大・昭・平  ○○年 ○月 ○日 生

下記の補助金交付申請に伴い、浜松市はままつ夢基金事業費補助金交付要綱第６条第１

項の規定により、市において、補助金交付申請者の市税の納付状況について確認すること

に同意します。

記

申請補助金：浜松市はままつ夢基金事業費補助金

記載例 

・住所又は所在地は定款等に定める団体の事務所所在地

を記入。 

・団体名は定款等に定める正式名称を記入。 

・代表者名の前に職名を記入し、必ず代表者の署名また

は記名押印（法人の場合は法人印）。 

・法人の場合は設立登記日を記入。 

・任意団体の場合は記入不要。



第５号様式 

暴力団排除に関する誓約書 

浜松市はままつ夢基金事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項について誓約します。 

また、浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会す

ることを承諾します。 

記 

１ 次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

（１）暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」とい

う。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

（２）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員等と密接な関係を有する者 

（４）前３号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査

役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他

の団体 

  年  月  日 

浜松市長あて 

             （誓約者） 

              住所（所在地） 

浜松市△区△△町○○－○ 

              氏名（名称及び代表者氏名）              

特定非営利活動法人 ××× 理事長 浜松 太郎

 （署名または記名押印をしてください。）

記載例 

第４号様式と同じ住所・

氏名をご記入ください。 

また、押印の場合は、第

4号様式と同じ印鑑で

押印してください。 


