
 

令和○○年９月 １５日 

  石川県知事 谷本 正憲 様 

 

住所    石川県金沢市鞍月１－１ 

団体名   第１０回日本ＡＢＣ学会実行委員会 

                                      

代表者職氏名  実行委員長  石川 太郎    

                                                             

 

令和○○年度コンベンション誘致推進事業補助金の要望について 

 

 標記について、コンベンション誘致推進事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて要

望します。 

※詳細は、別紙参照。

コンベンション名 第１０回日本ＡＢＣ学会 

開
催
概
要 

会期 
1日目：令和○○年 ５月 １日、2日目：令和○○年 ５月 ２日 

3日目：令和○○年 ５月 ３日、4日目：令和  年  月  日 

規模（参集範囲） 全国 

開催場所 
【主会場】県立音楽堂 

【その他会場】金沢歌劇座、○○ホテル 

県外参加者数 １，５２０人 

コンベンション区分 【○】国内  【 】国際 

要望額 

金１，８００，０００円 
①基本補助           金１，２００，０００円 

②シャトルバス等補助        金２５０，０００円 

③加賀能登宿泊追加補助        金５０，０００円 

④感染症拡大防止対策追加補助    金３００，０００円 

 

 

 

団
体
情
報 

団体の設立主旨 

本学会は、○○○に関する研究発表、知識の交換、会員相互の協

力連携を図ることにより、○○○学分野の進歩普及を図り、もって

学術の発展に寄与することを目的とする。 

団体構成者及び 

構成人数 

全国の国公立私立大学の研究者、学生、行政機関職員等 

約３，０００名 

コンベンションの目的 

（事業目的） 

○○○に関する学術講演を主体とするもので、全国の大学・研究機

関における研究結果を発表することを目的とする。また、会期中に

○○○分野における先進地区である△△を視察し、地域住民との交

流を深めつつ、○○分野へのさらなる理解を深める。 

記載例 
県資料③ 



（別紙） 

１．コンベンション参加者数 

   

 

 

 

 

 

 

２．シャトルバス等補助（該当の場合のみ記載）※上限額：1,000千円 

シャトルバス等補助額 ＝ シャトルバス等借上に要する経費 ×１／３ 

２５０，０００円 ＝ ７５２，５００円 ×１／３ 

（※千円未満切り捨て） 

 

３．加賀能登宿泊追加補助（該当の場合のみ記載）※上限額：500千円 

宿泊施設所在市町 宿泊人数 追加補助額 

小松市 ２５人 ２５，０００円 

加賀市 ２５人 ２５，０００円 

 人 円 

合計 ５０人 ５０，０００円 

 

４．感染症拡大防止対策追加補助（該当の場合のみ記載） 

  ※上限額：基本補助額または３０万円のいずれか低い額 

感染症拡大防止対策に係る経費 ＝ １，２００，０００円 ・・・ ① 

感染症予拡大防止対策追加補助額 ＝ ３００，０００円 ＝ ①×１／３ 

  （※千円未満切り捨て）             

５．過去の実績 

直近５か年分度について記載すること。 

（Ａ）参加者数全体 １，７００人 

 （Ｂ）Ａのうち県外参加者数 【算定基礎】 １，５２０人 

  （Ｃ）Ｂのうち外国人参加者数 １０人 

 時期 
大会開催地 

（国・開催都市名） 
全体参加者数 自治体からの補助 

１   ○○年度 宮城県仙台市 １，８００人 
宮城県 １００万円 

仙台市 ５０万円 

２   ○○年度 福岡県福岡市 １，８４０人 なし 

３   ○○年度 兵庫県神戸市 １，７００人 神戸市 ２００万円 

４   ○○年度 神奈川県横浜市 １，６２０人 なし 

５   ○○年度 三重県津市 １，８９０人 三重県 １００万円 



６．収支予算書 

（収入） 

科  目 金  額 摘    要 

石川県補助金 

金沢市補助金① 

金沢市補助金② 

参加費収入 

協賛企業協賛費 

 

 

 

 

 

1,800,000 

900,000 

300,000 

17,000,000 

5,950,000 

コンベンション補助金 

コンベンション補助金 

ＭＩＣＥ補助金 

1700人×10,000円 

計 25,950,000  

 

 

（支出） 

科  目 金  額 摘    要 

人件費 

会場借上げ費 

印刷費 

接遇関係費 

旅費交通費 

委託費 

その他所費 

感染症予防対策経費 

 

 

 

シャトルバス経費 

5,000,000 

3,500,000 

4,550,000 

1,000,000 

2,550,000 

7,000,000 

400,000 

1,200,000 

 

 

 

750,000 

 

 

 

 

 

運営担当、アルバイト等 

県立音楽堂、金沢歌劇座、○○ホテル 

抄録集、予稿集 

招待者宿泊、交通費、講演料 

事務局関係者所費宿泊費 

当日運営等 

消耗品費、通信費等 

飛沫感染防止設備、衛生管理設備、衛生用品、 

オンライン配信関係費（回線開設費、オペレ

ーター人件費）モニターリース費、カメラリ

ース費、パソコン機器リース費等 

 

計 25,950,000  

 ※収入と支出が一致すること。 

 



７．添付書類 

（１）共通書類 

 ・団体の会則及び規則等 

 ・直近の大会プログラム、チラシ等概要のわかるもの 

 ・誓約書 

（２）国際コンベンションの適用の場合 

 ・参加者募集にかかる書類、ＨＰ写し（要望書提出時点で用意できる場合） 

（３）シャトルバス補助を受けようとする場合 

・シャトルバス運行経費見積書 

 ・シャトルバス運行ルート図 

（４）感染症拡大防水対策追加補助を受けようとする場合 

 ・感染症拡大防止対策に係る経費の明細書（予算） 

  

８．連絡先 

補助金申請等の諸手続きについて連絡の取れる方について記載すること 

・氏名 事務局 石川△△大学 金沢 花子 

・住所  金沢市鞍月1－1 

・TEL  ０７６－２２５－００００ 

・FAX  ０７６－２２５－９９９９ 

・E-mail ～～～～～～＠――――――― 



令和○○年９月１５日 

石川県知事 谷本正憲 様 

 

誓約書 

 

 

補助金の要望をしたコンベンションは、下記の項目には該当しません。 

また、下記の項目に該当すると認められる場合には、石川県補助金交付規則第 17

条の規定により、補助金の交付決定が取消された場合であっても異議を申し立てませ

ん。 

 

（１）宗教活動、政治活動を目的とするもの。 

（２）営利を目的とするもの。 

（３）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの。 

（４）国又は地方公共団体が主催、或いは運営に関与するもの。 

（５）国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けるもの。ただし、県内の自治体 

がこの要綱と同一の趣旨で交付する補助金等は除く。 

（６）開催順序が予め定められている持ち回りのもの。 

（７）本県で連続開催されるもの。 
 

 

 

コンベンション名：第１０回日本ＡＢＣ学会   

団体名： 第１０回日本ＡＢＣ学会実行委員会      

代表者職氏名：  実行委員長  石川 太郎   

 

 

 

 



コンベンションに係るデータ提供のお願い 

 

 

貴団体からご提出いただく、補助金申請書及び実績報告書に記載のコンベンションに関

するデータについて、各種機関や県の実施するコンベンションに関する統計やマスコミへ

の情報提供に使用させていただくことがあります。 

上記目的でのデータ使用の可・不可をご記載の上、本紙を要望書郵送時に併せて送付く

ださい。 

 

 

■使用する可能性のあるデータ 

コンベンション名、開催日程、開催場所、参加者数（全体数、県外者数、外国人数） 

（※それぞれ「予定」及び「実績」に係るもの） 

 

■使用の可否（該当に○印を付してください） 

 

コンベンション名：第１０回日本ＡＢＣ学会     

 

 可 不可 
データ提供に関して 

条件があればお書きください 

コンベンションに関する

統計でのデータ使用 
○   

マスコミへのデータ提供 ○  R○○年 5 月 1 日以降であれば可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜感染症拡大防止対策に係る経費明細書（予算）＞ 

大項目 中項目 経 費 内 容 

衛生管理に係

る経費 

人件費 60,000円 
会場消毒スタッフ 

10,000円×2名×3日間 

賃借費 

利用料 
20,000円 

キャッシュレス決済機器リース 

会場費 300,000円 
3密回避のための会場追加費 

100,000円×1会場×3日間 

消耗品費 87,000円 
マスク、消毒液、飛沫防止パネル、ソーシャルディ

スタンス案内サイン 

健康管理に係

る経費 
賃借費 75,000円 

サーモカメラ 

25,000円×1台×3日間 

オンライン配

信に 

係る経費 

人件費 108,000円 
オンライン配信オペレーター 

12,000円×3名×3日間 

賃借費 

利用料 
250,000円 

配信機材リース一式（250,000円） 

会場費 300,000円 
配信機器設置会場増設 

100,000円×1会場×3日間 

その他 円  

その他 ― 円  

合計 ― 1,200,000円 ― 

 

 

 


