
西宮市立学校各種競技大会出場に係る補助金等交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、西宮市教育委員会学校教育課（以下「学校教育課」という。）が

所管する補助金等（補助金等の取扱いに関する規則（昭和 57 年西宮市規則第 81 

号。以下「補助金等取扱い規則」という。）第 2 条第 1 号に該当するものをいう。

以下同じ。）の適正な執行を図るため、関係法令及び条例等に定めるもののほか必要

な事項を定める。 

 

（補助金等の種類及び内容）  

第２条 学校教育課が所管する補助金等のうち、西宮市立学校各種競技大会出場に係

る補助金等は、別表１のとおりとし、補助金等の内容は、別表２のとおりとする。  

 

（補助金の交付手続き）  

第３条 補助金の交付の手続きについては、補助金等取扱い規則の規定によるものと

する。 

 

（補則）  

第４条 この要綱に定めるもののほか、補助金等に関する市長の指示等がある場合は、

これに従わなくてはならない。  

 

   付 則  

１ この要綱は、令和 4 年 4 月 1 日から実施する。  

２ この要綱は、西宮市補助金制度に関する指針に基づき、３年以内ごとに見直しを行

うものとする。 

 

 

 

別表１ 

 

 補助金の名称 

１ 各種競技大会選手派遣旅費等補助金 

２ 西宮市立学校全国大会出場奨励金 

 

  



別表２ 

１ 

補助金の名称 各種競技大会選手派遣旅費等補助金 

交付目的 

西宮市立学校（以下「学校」という。）における課外活動・部

活動等の成果発表を目的とした対外的行事への参加に必要な

児童生徒の旅費等を補助する事業に要する経費の全部又は一

部を補助し、もって学校の体育的及び文化的水準の向上とそ

の振興を図ることを目的とする。 

補助対象者 各校部活動運営委員会又は課外活動運営委員会 

補助対象事業 

別表３に掲げる大会等に参加する児童生徒の旅費等を補助す

る事業。但し、高等学校の旅費については県外で開催される

全国大会に限り、高等学校の楽器輸送については全国大会に

限る。 

補助対象経費 
(1)児童生徒派遣旅費 

(2)楽器輸送費 

児童生徒派遣旅費 

補助金額 

１ 派遣される児童生徒１人につき、大会開催地による定額

を補助する。（交通費は別表４、別表５参照） 

 

２ 宿泊費の基準は、下記の２つの条件を満たす場合に、１

人１泊につき３，０００円（小学生は２，０００円）を

基準に補助する。 

泊数については大会要項の競技日程の範囲で競技参加に伴

う必要な泊数とする。 

① 競技開始時刻又は不参加の場合には失格となる競技関

連行事（監督会議は対象外）の開催時刻を判断基準と

し、学校から最も近い鉄道駅を当日の午前７時に出発

しても、その時刻に間に合わないこと。 

② ＪＲ西宮駅を起点として概ね７５ｋｍを越える場所

（概ね大津以東、姫路以西、和歌山以南、丹波篠山市

以北。但し、淡路島は、支給対象地域に含む。）で開

催されること。 

３ 対象人員は、西宮市立学校の児童生徒とし、個人競技の

場合は、出場者数、団体競技の場合は、大会規定に示さ

れた登録人員・マネージャー及び補助員とする。 

 

４ 荒天等により大会運営に変更が生じた場合、市長が認め

た額とする。 



楽器輸送費 

補助金額 

開催会場に関わらずトラック（２ｔ車又は４ｔ車）１台分の

み全額補助する。 

但し、荒天等により大会運営に変更が生じた場合、市長が認

めた額とする。 

交付時期 必要な場合、概算払とすることができる。 

申請等の際の 

添付書類 

宿泊費もしくは楽器輸送費の補助申請を行う場合は、交付の

申請時には「見積書」もしくは「請求書」を、実績報告時に

は「領収書」を添えて提出すること。 

その他 

補助対象者が 

遵守すべき事項等 

(1)宿泊に関しては、あらかじめ主管課と協議すること。 

(2)荒天等により大会運営に変更が生じた場合は、すみやかに

主管課に連絡すること。 

 



別表２ 

２ 

補助金の名称 西宮市立学校全国大会出場奨励金 

交付目的 

西宮市立学校（以下「学校」という。）が、課外活動・部活動

等の教育活動の成果として、全国大会（以下「大会」とい

う。）に出場することで、本市の知名度を上げ、市民の誇りと

なり、子どもの夢を育むことに寄与する当該部活動を支援す

る事業に対して奨励金を交付し、市内の学校部活動及び市民

スポーツ、文化活動の振興を図り、もって本市教育の維持充

実及び発展に資することを目的とする。 

補助対象者 各校部活動運営委員会又は課外活動運営委員会 

補助対象事業 
大会出場権を得た児童生徒及び団体を支援する事業。 

ただし、別表３に掲げる大会に限る。 

補助対象経費 

当該大会への出場に係る次の経費とする。 

（1）用具等消耗品代 

（2）その他当該部活動等に必要な経費 

補助金額 
個人種目 10,000 円×選手人数 

団体種目 10,000 円×登録人数（最大 10 名） 

交付時期 概算払 

申請等の際の 

添付書類 
実績報告時には、「領収書」を添えて提出すること。 

 

  



別表３ 
 

【学校体育活動関係の大会】 

大会名 主催（共催）団体 

中学校総合体育大会 

県 兵庫県中学校体育連盟、兵庫県教育委員会 

近畿 近畿中学校体育連盟、近畿各府県教育委員会 

全国中学校体育大会 全国 
（公財）日本中学校体育連盟 各種目協会、 
開催各都道府県教育委員会 

文部科学大臣杯 
全日本少年春季野球大会 

全国 （公財）全日本軟式野球連盟、文部科学省後援 

中学校新人種目別大会 県 兵庫県中学校体育連盟 各種目協会、兵庫県教育委員会 

高等学校総合体育大会 全国 
（公財）全国高等学校体育連盟、 
開催各都道府県教育委員会 

全国高等学校 
サッカー選手権大会 

全国 （公財）全国高等学校体育連盟、文部科学省後援 

 
 

【学校文化活動関係の大会】 

注：★印の補助金については、楽器輸送費のみを補助する。 

◆印の補助金については、旅費・楽器輸送費を補助する。 

大会名 主催（共催）団体 注 

吹奏楽コンクール 

西阪神
予選 

兵庫県、開催市、 
兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

★ 

西阪神 
兵庫県、開催市、 
兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

★ 

県 
兵庫県、兵庫県教育委員会、開催市、 
兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

◆ 関西 
開催各府県教育委員会、 
開催各府県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

全日本 
開催都道府県教育委員会、文化庁、 
全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社 

ジャパンスチューデント 
ジャズフェスティバル 

県 
神戸市、神戸市民文化振興財団、 
兵庫県、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会 

◆ 

全日本合唱コンクール 

県 
兵庫県、兵庫県教育委員会、開催各市町、 
兵庫県合唱連盟 

 関西 
開催府県教育委員会、 
朝日新聞社、開催府県合唱連盟 

全国 
開催都道府県教育委員会、 
朝日新聞社、全日本合唱連盟 

管楽器アンサンブルコンテスト 

地区 
開催地区教育委員会、兵庫県吹奏楽連盟、 
朝日新聞社 

★ 

県 
兵庫県教育委員会、兵庫県吹奏楽連盟、 
朝日新聞社 

◆ 関西 
開催府県教育委員会、関西吹奏楽連盟、 
朝日新聞社 

全国 
開催都道府県教育委員会、朝日新聞社、 
文化庁、全日本吹奏楽連盟 



全日本マーチングコンテスト 

県 兵庫県、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

◆ 関西 開催府県市、関西吹奏楽連盟、朝日新聞社 

全国 文化庁、全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社 

ＮＨＫ全国音楽コンクール 

県 

日本教育音楽協会、ＮＨＫ、文部科学省後援  近畿 

全国 

ＮＨＫ杯 
全国高校放送コンテスト 

全国 ＮＨＫ、全国放送教育研究会連盟、文部科学省後援  

ＮＨＫ杯 
全国中学校放送コンテスト 

全国 ＮＨＫ、全国放送教育研究会連盟、文部科学省後援  

中学校総合文化祭 県 
兵庫県教育委員会、開催各市町教育委員会、 
兵庫県中学校長会、兵庫県中学校教育研究会 

◆ 

高等学校総合文化祭 全国 
開催都道府県、開催都道府県教育委員会、 
全国高等学校文化連盟、文化庁 

◆ 

国民文化祭 全国 文化庁、開催都道府県教育委員会 ◆ 

 

 

上記以外の大会に関しては、以下の条件を全て満たす場合、旅費・楽器輸送費の補助、およ

び、奨励金の交付を行う。 

① 文部科学省・文化庁・兵庫県教育委員会のいずれかが主催であること。 

② 兵庫県教育委員会が規定する「特殊業務手当支給に関する運用基準」に該当する大

会であること。 

  



別表４ 

補助額

西宮市 芦屋市

尼崎市 伊丹市

川西市 宝塚市

神戸市

５００円 三田市 猪名川町
京都市 長岡京市 岸和田市 貝塚市

向日市 宇治市 泉佐野市 泉南市

城陽市 八幡市 阪南市 羽曳野市

京田辺市 木津川市 富田林市 大阪狭山市

相楽郡 綴喜郡 河内長野市 和泉市
大山崎町 久御山町 高石市 泉大津市

泉南郡 南河内郡

泉北郡

明石市 小野市 近江八幡市 大津市 奈良市 大和高田市 亀岡市 南丹市

加古川市 加西市 草津市 東近江市 大和郡山市 天理市 京丹波町
加東市 高砂市 守山市 野洲市 橿原市 桜井市

丹波篠山市 丹波市 栗東市 日野町 五條市 御所市

西脇市 姫路市 竜王町 生駒市 香芝市

三木市 市川町 葛城市 生駒郡

稲美町 多可町 磯城郡 高市郡

播磨町 福崎町
宍粟市 神河町 甲賀市 湖南市 和歌山市 海南市 福知山市 綾部市

彦根市 紀の川市 岩出市

橋本市 有田市

御坊市 日高郡

伊都郡 有田郡
紀美野町

相生市 赤穂市

淡路市 洲本市

たつの市 南あわじ市

上郡町 佐用町
太子町

朝来市 養父市

豊岡市 新温泉町

香美町

大阪兵庫 滋賀 奈良 和歌山 京都

０円

それ以外の地域

７００円

１,０００円

１,５００円

それ以外の地域

２,０００円

それ以外の地域 それ以外の地域 それ以外の地域

２,５００円

 

 

 

別表５ 

区分 補助額

A ４０，０００円 北海道

B ３０，０００円 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 沖縄
C ２５，０００円 新潟 鹿児島
D ２０，０００円 宮崎
E １５，０００円 群馬 栃木 茨城 長崎 佐賀 大分 熊本
F １０，０００円 千葉 埼玉 東京 神奈川 長野 山梨 山口 福岡
G ７，０００円 静岡 富山 鳥取 高知 広島 愛媛 島根
H ５，０００円 石川 香川 岐阜 愛知 岡山 福井
I ３，０００円 三重
J ２，５００円 徳島

都道府県名

 


