
第６号様式（第１４条関係）

平成 27272727 年 5555 月 14141414 日
南房総市長　石　井　　裕　様

申請者住所（法人・任意団体の場合は主たる事務所の所在地）

〒 2222 9999 9999 － 2222 5555 9999 2222

事業者名（法人・任意団体：その名称／個人：申請者氏名）

代表者職氏名（法人・任意団体のみ）

 助成事業参画事業者募集要項に定める全ての項目に同意し、これを遵守することを誓約しま

〒 299-2592299-2592299-2592299-2592

■ 法人 □ 任意団体 □ 個人
■ ア　学習塾 □イ　文化教室 □ウ　スポーツ教室
■国語　□社会　■算数 （具体的な種目、サービス内容）
□理科　□英語 例：ピアノ・パソコン・空手・英会話など
□その他（　　　　　　）

△△＠○○.jp△△＠○○.jp△△＠○○.jp△△＠○○.jp
市から参画事業者へ送付する案内等の送付先を記入してください。

□ 申請者住所と同じ ■教室所在地と同じ
（※どちらかと同じ場合は記入不要）

〒

　　

＜支払先口座情報＞
学校外教育サービス利用助成事業（助成金）の支払いについては、次の私名義の口座に振り込まれるよう依頼します。

■銀行　□信用金庫　□信用組合 □本店　　■支店
□農業協同組合 □支所　　□出張所

預金種目 ■普通　　□当座

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

コード

９９００

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

支店コード２２２２ ３３３３ ４４４４ ５５５５ ６６６６

株式会社南房総学習塾　代表取締役　南房総　太郎株式会社南房総学習塾　代表取締役　南房総　太郎株式会社南房総学習塾　代表取締役　南房総　太郎株式会社南房総学習塾　代表取締役　南房総　太郎

ｶ)ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳｶ)ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳｶ)ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳｶ)ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳ

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

８８８８ ９９９９ ００００ １１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４

支店名

口座番号

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

金融機関名

　南房総市学校外教育サービス利用助成事業参画事業者として登録したいので、関係書類を
添えて申請します。
　南房総市学校外教育サービス利用助成事業実施要綱及び南房総市学校外教育サービス利用

す。また、これに違反した場合、いかなる処分を受けても異議申し立てしません。

E-mail

電　話

ＦＡＸ

下段：選択又は記入

利用者からの問合
せ先

担当者情報

（市からの問合せ先）

南房総学習塾　丸山教室南房総学習塾　丸山教室南房総学習塾　丸山教室南房総学習塾　丸山教室

ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾏﾙﾔﾏｷｮｳｼﾂﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾏﾙﾔﾏｷｮｳｼﾂﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾏﾙﾔﾏｷｮｳｼﾂﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｼｭｳｼﾞｭｸ　ﾏﾙﾔﾏｷｮｳｼﾂ

南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階

４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６

ﾌﾘｶﾞﾅ

７７７７

丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎

ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳ ４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６

４６－４０５９４６－４０５９４６－４０５９４６－４０５９

丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎

学校外教育サービス利用助成事業　参画事業者登録申請書

登記簿又は登記事項証明と同じ住所を記入してください

株式会社 南房総学習塾株式会社 南房総学習塾株式会社 南房総学習塾株式会社 南房総学習塾

代表取締役　南房総　太郎代表取締役　南房総　太郎代表取締役　南房総　太郎代表取締役　南房総　太郎 印

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

通帳記号 通帳番号

教室名

教室所在地

申請者の区分

金融機関コード

文書等送付先
住所

宛名

電話

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

提供する学校外教育
サービス
上段：ア～ウより選択

１１１１

以
外
の
銀
行

記入例記入例記入例記入例 １１１１

法人用法人用法人用法人用

＜＜＜＜記入記入記入記入前の確認前の確認前の確認前の確認＞＞＞＞

登録申請時点において、現登記情報から所在

地や法人名称が変更されている場合は、登記

の変更を行ってから登録申請を行ってください。

＜＜＜＜記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意＞＞＞＞

●手書きの場合は、黒のボールペンで

記入してください。

●訂正する場合は、二重線を引き、その

上に訂正印（右上に押印する印鑑と同

じもの）を押してください。

※ 修正液や修正テープは使用しないで

ください。

支払先口座支払先口座支払先口座支払先口座

法人名義法人名義法人名義法人名義または法人名＋法人代表者名義法人名＋法人代表者名義法人名＋法人代表者名義法人名＋法人代表者名義

の口座を記入してください。

また、金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義を正しく

記入してください。

※ 事業者名と異なる名義（個人名のみも含

む）は記入できません。

法人法人法人法人

提出する日付提出する日付提出する日付提出する日付を記入してください。

都道府県から都道府県から都道府県から都道府県から記入してください。

ビル・マンション名なども記入してください。

●代表者職氏名

登記簿に記載されている役職名登記簿に記載されている役職名登記簿に記載されている役職名登記簿に記載されている役職名を、正確に

記入してください。

●印

法人の代表者印法人の代表者印法人の代表者印法人の代表者印（契約書等に押捺する印）

を使用してください。

※ 訂正箇所には、この印と同じもので訂正

印を押印してください。

法人法人法人法人

ビル・マンション名なども記入してください。

支払先口座支払先口座支払先口座支払先口座

記入漏れがないか確認してください。

（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。

８桁に満たない場合は、先頭に不足桁数分

「０」を追加してください。

省略せず、正式名称正式名称正式名称正式名称を記入して

ください。

同一事業者で複数の教室を登録する場合

は、それぞれ登録申請書類を提出してくだ

さい。



第６号様式（第１４条関係）

平成 27272727 年 5555 月 14141414 日
南房総市長　石　井　　裕　様

申請者住所（法人・任意団体の場合は主たる事務所の所在地）

〒 1111 2222 3333 － 0000 0000 0000 0000

事業者名（法人・任意団体：その名称／個人：申請者氏名）

代表者職氏名（法人・任意団体のみ）

 助成事業参画事業者募集要項に定める全ての項目に同意し、これを遵守することを誓約しま

〒 299-2592299-2592299-2592299-2592

□ 法人 ■ 任意団体 □ 個人
□ ア　学習塾 □イ　文化教室 ■ウ　スポーツ教室
□国語　□社会　□算数 （具体的な種目、サービス内容）
□理科　□英語 例：ピアノ・パソコン・空手・英会話など
□その他（　　　　　　） 野球野球野球野球

△△＠○○.jp△△＠○○.jp△△＠○○.jp△△＠○○.jp
市から参画事業者へ送付する案内等の送付先を記入してください。

■ 申請者住所と同じ □教室所在地と同じ
（※どちらかと同じ場合は記入不要）

〒

＜支払先口座情報＞
学校外教育サービス利用助成事業（助成金）の支払いについては、次の私名義の口座に振り込まれるよう依頼します。

□銀行　□信用金庫　□信用組合 □本店　　□支店
□農業協同組合 □支所　　□出張所

預金種目 □普通　　□当座
ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

コード
９９００ １１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４ ５５５５
ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

　南房総市学校外教育サービス利用助成事業参画事業者として登録したいので、関係書類を
添えて申請します。
　南房総市学校外教育サービス利用助成事業実施要綱及び南房総市学校外教育サービス利用

す。また、これに違反した場合、いかなる処分を受けても異議申し立てしません。

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳﾔｷｭｳﾎﾞｰｲｽﾞﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳﾔｷｭｳﾎﾞｰｲｽﾞﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳﾔｷｭｳﾎﾞｰｲｽﾞﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳﾔｷｭｳﾎﾞｰｲｽﾞ

学校外教育サービス利用助成事業　参画事業者登録申請書

南房総野球スポーツ少年団南房総野球スポーツ少年団南房総野球スポーツ少年団南房総野球スポーツ少年団

代表　南房総　三郎代表　南房総　三郎代表　南房総　三郎代表　南房総　三郎 印

団体の所在地又は代表者が居住している住所を記入してください

提供する学校外教育
サービス
上段：ア～ウより選択

下段：選択又は記入

利用者からの問合
せ先

電話

教室名 南房総野球ボーイズ南房総野球ボーイズ南房総野球ボーイズ南房総野球ボーイズ

教室所在地
南房総市岩糸２４８９番地　★★グランド南房総市岩糸２４８９番地　★★グランド南房総市岩糸２４８９番地　★★グランド南房総市岩糸２４８９番地　★★グランド

申請者の区分

４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６

（市からの問合せ先） 氏名 丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎 ＦＡＸ ４６－４０５９４６－４０５９４６－４０５９４６－４０５９

４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６

担当者情報 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞﾛｳ 電　話

E-mail

文書等送付先
住所

宛名 丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎丸山　二郎

金融機関名 支店名

支店コード

口座番号

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以
外
の
銀
行

金融機関コード

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

通帳記号 通帳番号
１１１１６６６６ ７７７７ ６６６６ ５５５５ ４４４４ ３３３３ ２２２２

南房総　三郎

ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ｻﾌﾞﾛｳ

記入例記入例記入例記入例 ２２２２

任意団体用任意団体用任意団体用任意団体用

＜＜＜＜記入記入記入記入前の確認前の確認前の確認前の確認＞＞＞＞

登録申請時点において、現団体規約から所在

地や団体名称が変更されている場合は、団体

規約の変更を行ってから登録申請を行ってく

ださい。

＜＜＜＜記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意＞＞＞＞

●手書きの場合は、黒のボールペンで

記入してください。

●訂正する場合は、二重線を引き、その

上に訂正印（右上に押印する印鑑と同

じもの）を押してください。

※ 修正液や修正テープは使用しないで

ください。

支払先口座支払先口座支払先口座支払先口座

団体代表者名義団体代表者名義団体代表者名義団体代表者名義の口座を記入してください。

また、金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義を正しく

記入してください。

任意団体任意団体任意団体任意団体

提出する日付提出する日付提出する日付提出する日付を記入してください。

都道府県から都道府県から都道府県から都道府県から記入してください。

ビル・マンション名なども記入してください。

●代表者職氏名

役員名簿に記載されている役職名役員名簿に記載されている役職名役員名簿に記載されている役職名役員名簿に記載されている役職名を、正確

に

記入してください。

●印

代表者個人の認め印代表者個人の認め印代表者個人の認め印代表者個人の認め印（契約書等に押捺する

印）を使用してください。

※ 訂正箇所には、この印と同じもので訂正

任意団体任意団体任意団体任意団体

ビル・マンション名なども記入してください。

支払先口座支払先口座支払先口座支払先口座

記入漏れがないか確認してください。

（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。

８桁に満たない場合は、先頭に不足桁数分

「０」を追加してください。

省略せず、正式名称正式名称正式名称正式名称を記入して

ください。

同一事業者で複数の教室を登録する場合

は、それぞれ登録申請書類を提出してくだ

さい。



第６号様式（第１４条関係）

平成 27272727 年 5555 月 14141414 日
南房総市長　石　井　　裕　様

申請者住所（法人・任意団体の場合は主たる事務所の所在地）

〒 2222 9999 9999 － 2222 5555 9999 2222

事業者名（法人・任意団体：その名称／個人：申請者氏名）

代表者職氏名（法人・任意団体のみ）

 助成事業参画事業者募集要項に定める全ての項目に同意し、これを遵守することを誓約しま

〒 299-2592299-2592299-2592299-2592

□ 法人 □ 任意団体 ■ 個人
■ ア　学習塾 ■イ　文化教室 □ウ　スポーツ教室
■国語　□社会　■算数 （具体的な種目、サービス内容）
□理科　■英語 例：ピアノ・パソコン・空手・英会話など
□その他（　　　　　　） 英会話、習字、そろばん英会話、習字、そろばん英会話、習字、そろばん英会話、習字、そろばん

△△＠○○.jp△△＠○○.jp△△＠○○.jp△△＠○○.jp
市から参画事業者へ送付する案内等の送付先を記入してください。

■ 申請者住所と同じ □教室所在地と同じ
（※どちらかと同じ場合は記入不要）

〒

＜支払先口座情報＞
学校外教育サービス利用助成事業（助成金）の支払いについては、次の私名義の口座に振り込まれるよう依頼します。

□銀行　□信用金庫　□信用組合 □本店　　■支店
■農業協同組合 □支所　　□出張所

預金種目 ■普通　　□当座
ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

コード
９９００
ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

学校外教育サービス利用助成事業　参画事業者登録申請書

申請者が居住している住所を記入してください

　南房総市学校外教育サービス利用助成事業参画事業者として登録したいので、関係書類を
添えて申請します。
　南房総市学校外教育サービス利用助成事業実施要綱及び南房総市学校外教育サービス利用

す。また、これに違反した場合、いかなる処分を受けても異議申し立てしません。

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｲﾝﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｲﾝﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｲﾝﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｶﾞｸｲﾝ

南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎

記入不要記入不要記入不要記入不要 印

提供する学校外教育
サービス
上段：ア～ウより選択

下段：選択又は記入

利用者からの問合
せ先

電話

教室名 南房総学院南房総学院南房総学院南房総学院

教室所在地
南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階南房総市岩糸２４８９番地　★★ビル３階

申請者の区分

４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６

（市からの問合せ先） 氏名 南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎 ＦＡＸ ４６－４０５９４６－４０５９４６－４０５９４６－４０５９

４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６４６－２９６６

担当者情報 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳ 電　話

支店コード ５５５５ ６６６６金融機関コード １１１１ ２２２２

E-mail

文書等送付先
住所

宛名 南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

通帳記号 通帳番号

２２２２ ３３３３ ４４４４
ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳ　ﾀﾛｳ

南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎南房総　太郎

口座番号 ８８８８ ９９９９ ００００ １１１１

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以
外
の
銀
行

７７７７

金融機関名
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

支店名
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

３３３３ ４４４４

記入例記入例記入例記入例 ３３３３

個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主

＜＜＜＜記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意記入にあたってのご注意＞＞＞＞

●手書きの場合は、黒のボールペンで

記入してください。

●訂正する場合は、二重線を引き、その

上に訂正印（右上に押印する印鑑と同

じもの）を押してください。

※ 修正液や修正テープは使用しないで

ください。

支払先口座支払先口座支払先口座支払先口座

申請者本人の個人口座申請者本人の個人口座申請者本人の個人口座申請者本人の個人口座を記入してください。

また、金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義金融機関に登録している名義を正しく

記入してください。

※ 申請者名と異なる名義は記入できません。

個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主

提出する日付提出する日付提出する日付提出する日付を記入してください。

都道府県から都道府県から都道府県から都道府県から記入してください。

ビル・マンション名なども記入してください。

認め印（朱肉印のみ可）認め印（朱肉印のみ可）認め印（朱肉印のみ可）認め印（朱肉印のみ可）を使用してください。

※ 訂正箇所には、この印と同じもので訂正

印を押印してください。

個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主

ビル・マンション名なども記入してください。

支払先口座支払先口座支払先口座支払先口座

記入漏れがないか確認してください。

（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。（ゆうちょ銀行の場合）通帳番号は８桁です。

８桁に満たない場合は、先頭に不足桁数分

「０」を追加してください。

同一事業者で複数の教室を登録する場合

は、それぞれ登録申請書類を提出してくだ

さい。


