
課外活動補助⾦について

早稲田大学 学生部学生生活課

1



課外活動補助⾦について

１．概要

２．課外活動補助⾦のコース

３．補助⾦交付までの流れ

４．イベント実施報告書の書き方

５．領収書の査定

2



１．概要

• 早稲⽥⼤学の課外活動補助⾦は

各サークルのイベント等の企画に対して、

一定の基準に従って大学が交付するものです。

• 内容は、文化・芸術活動、スポーツ、ボランティア等の

社会的活動など、ジャンルを問いません。
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【イベント例】

講演会、演劇・演奏公演、スポーツ大会

合宿・遠征、各サークルのイベント等の企画



２．課外活動補助⾦のコース

①30万円コース(前年度の直接経費が60万円以上)

②15万円コース(前年度の直接経費が30万円以上)

• 公認サークルであること。

• サークル公認資格の継続手続きを5回以上連続して

⾏っていること。

• 前年度に合宿・遠征届、活動報告書、イベント実施

報告書のいずれかを提出していること。

③10万円コース

• 上記の資格を満たしていないサークルまたは個人。
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「前年度直接経費」とは

※イメージ図
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イベント①

イベント②

イベント③

補助⾦①

補助⾦②

補助⾦③

会計報告書

前年度直接経費

各サークル
の補助⾦
予算上限額
まで交付

前年度補助⾦

1/2

前年度の提出書類(「イベント実施報告書」・「会計報告書」)より算出します。



３．補助⾦交付までの流れ

①補助⾦計画申請(4月)

サークル新規設⽴・継続⼿続書類の提出期間中に、補助⾦
交付の対象としたいすべてのイベントの計画を申請。

「公認サークルに関わる申請書」に記載する活動目的、

活動内容にイベント内容が則しているか査定。
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良い例
・○○大会（８月）

・夏合宿
・新入生ライブ

NG例
・ピクニック
・練習 / 定例会
・勉強会

【イベント名】
レク系

通常活動



②年間予算額・対象イベントの確認(6月中旬)

各サークルの年間予算額と補助⾦対象イベントの通知は以下の
⽅法で⾏います。

☆公認サークル…学生会館内の各サークルのメールボックス

☆メールボックスのない学術院承認サークル…学術院事務所

☆公認サークル以外…学生生活課3番カウンター
※「補助⾦対象イベント⼀覧」は学生部webページにも掲載されます。

③イベント実施報告書提出(補助⾦申請)

(6⽉以降随時)

適切な領収書が貼付されたイベント実施報告書を提出。

３．補助⾦交付までの流れ
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３．補助⾦交付までの流れ

•個々のイベントの直接経費の半額を交付します。

(イベント実施報告書受理から２か⽉後の月末を目安)

イベント実施報告書は

⼤学に補助⾦を申請するための書類なので、

適切なイベント実施報告書の作成が必要。

↓

適切な書き⽅を⾒てみましょう！
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４．イベント実施報告書の書き方
①適切にすべて
記入されて
いること。
印が押されて
いること。

②学生生活課が通知した
「補助⾦対象イベント一覧」
と一致していること。

例 4月15⽇〜7月14日
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例 7月14⽇〜8月13日

④報告書の提出は
活動終了日

（事後処理最終⽇）
から１ヶ月以内。

事前準備

開催日

事後処理

③活動期間が
３ヶ月以内で
あること。

活
動
期
間

※手続者は原則
幹事⻑または会計



４．イベント実施報告書の書き方

費⽬と⾦額
を記入。
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【費⽬例】

・印刷費 ・施設利⽤費

・文具代 ・楽器運搬費

・機材レンタル代



４．イベント実施報告書の書き方
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※以上、すべて⿊の
ボールペンで記入すること。
(鉛筆やフリクションは不可)

内訳番号（費目）ごとに
領収書を貼付。

異なる費⽬をまぜて貼らない！
(費目ごとに用紙を分けること)



５．領収書の査定について
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領収書
発行日：2020年×月○日

早稲田大学○○○○ 様

￥ 1,000-
但し 文具代として

上記の金額正に受領いたしました。

〒169-8050
東京都新宿区戸山1-24-1

早稲田大学 学生部学生生活課
TEL:03-3202-0706

④発⾏元、住所が明確
であり、印が押されて

いること。

⑤但書が記載されていること、
補助⾦対象の品⽬であること。

例：お品代×

②宛名が正しい
サークル名であること。

(略称等は不可)

①領収書であること。
納品書・請求書は×

③発⾏⽇が活動期間内
であること。



直接経費の条件

①サークル設⽴の趣旨に沿ったもの

（公認サークルに関わる申請書の「活動目的・活動

内容」欄を⾒て判断）

②イベントとの関連が明確なもの

③サークルに帰属するもの

（個人に帰属するものは対象としません）
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品⽬例

補助⾦対象になる品⽬

• サークルに帰属する品目

• イベントに関係する品目

• ポスター・チラシ等の

印刷製本費

• 会場等施設利⽤料

• 文具代

• 書籍、CD、DVD代

補助⾦対象にならない品⽬

• イベントに関係ない品目

• 衣装・ユニフォーム代

• 飲食代

• 宿泊費

• 交通費

• 食器・紙コップなどの

調理器具

• 学内者同⼠の現⾦授受
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※ここに記載されている品目はあくまで⼀例です。

詳しくは「課外活動補助⾦申請要項」を確認してください。



領収書の他に明細が必要になる品⽬（⼀例）

• 会場等施設利⽤料（使用日・時間あたり使⽤料）

• 保険代、⼤会参加費、登録料（⼈数・⼀⼈当たりの⾦額）

• 書籍、CD、DVD代（タイトル）

• ⾦融機関での振込（内訳や請求書）

• 運搬用のレンタカー代（⾞種・運搬物）

• 切⼿、はがき、FAX等の通信費（送付先、送付物）

• 音響設備等の機材貸借料（機材名）

• 宅配便、代引き払い（送り状）

• Amazonの「再発⾏」と記載のある領収証（理由書）

• 電化製品及び周辺機器の購入費（理由書）
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レシートの提出が必要なもの

① コンビニエンスストア、スーパー、100円
ショップ、ホームセンター、家電量販店等、幅広
い商品を扱う店舗で購入した場合

② 複数の商品を同時に購入した場合

⇒「領収書」ではなく、明細が分かる

「レシート」を貼付してください。
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注意が必要となる領収書①

①コンビニ等のレシート

宛名やその他必要項目の記載場所がない場合

→発⾏元に依頼して記⼊してもらう等、

「領収書の要件」を満たした状態での申請が必要
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注意が必要となる領収書②

②早稲⽥祭分担⾦・所沢キャンパス祭の

領収書

→イベント実施報告書の提出では

早稲⽥祭分担⾦・所沢キャンパス祭実⾏委員会

発⾏の領収書の貼付が必須

※貼付がない場合や有料企画については、早稲⽥祭・所沢

キャンパス祭に関わる全ての費用が補助⾦対象外となり

ます。
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注意が必要となる領収書③

③Amazonの領収書
・領収書に「再発⾏」と表⽰された場合
→再発⾏理由と⼆重申請していない旨を領収書貼付
用紙の余白に記入する必要があります。

・ポイントやギフトカード等を利⽤して⽀払⾦額に充
当した場合
→使用したポイント等を差し引いた⾦額が査定対象

購入した物品などの領収書に加え、⽀払いに利⽤した
カード等を購入した際の領収書があれば、支払額全額
を査定の対象とします
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ダメな領収書①
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領収書
発行日：2020年×月○日

早稲田大学○○○○ 様

￥ 1,000-
但し お品代として

上記の金額正に受領いたしました。

②発⾏元不明

①購⼊費⽬不明



ダメな領収書②

21

領収書
発行日：2020年×月○日

早稲田 太郎 様

￥ 600,000-
但し 大会参加費として

上記の金額正に受領いたしました。

〒169-8050
東京都新宿区戸山1-24-1

早稲田大学 学生部学生生活課
TEL:03-3202-0706

②明細なし

①サークル名でない



ダメな領収書③
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納品書
発行日：2020年×月○日

早稲田大学○○○○様
〒169-8050

東京都新宿区戸山1-24-1
早稲田大学 学生部学生生活課

TEL:03-3202-0706

内容 金額
チラシ300部 3,500

合計 3,500
：
：
：

①領収書ではない
振込受領証などと⼀緒に

貼付すること

②自分で書き換え
てしまっている



ダメな領収書④
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①宛名なし

③ドン・キホーテなどの量販店では
「領収書」ではなく
レシートを貼付のこと

※活動期間6/15〜7/7

②活動期間
期間外



提出者について

イベント実施報告書の提出者は、原則

幹事⻑または会計とします。
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気を付けてほしい基本的なこと

•領収書は必ず原本を貼付する

→「領収書のコピー」は「領収書」とは呼びません

•領収書は適切な体裁のものを提出する

→スライド12にあるような最低限の体裁は守ってください

•領収書をサークル員が勝⼿に書き換えない

→書き換えは偽造にあたります。訂正は発⾏元に依頼しましょう

•会⻑の署名・捺印は必ず会⻑ご本⼈にお願いする

→余裕をもってアポイントを取ってください。サークル員が書くのは絶対に×

•事情を知らない人が⾒ても分かるように

→サークルの事情を知らない⼈が⾒ても分かるようにしてください。

場合によっては領収書の他に明細等を添付・記⼊しても構いません
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