
事業実施計画書（各年度）において記載する支援額の収支予算計画について

平成20年度科学技術振興機構支援費収支予算書

区分 費目 種別 費目 内訳 予算額（円）

支出 国際大会参加経費 蘇州世界大会 生徒旅費プライマリー 旅費・交通費 24人×100,000円 2,400,000

5,340,000 5,200,000 生徒旅費セカンダリー 旅費・交通費 24人×100,000円 2,400,000

引率者旅費 旅費・交通費 4人×100,000円 400,000

次年度開催地視察 旅費 旅費・交通費 旅費　1人×140,000円 140,000

140,000

研修等学習の実施等経費 世界大会出場者研修費 会場費 5000円×4会場 20,000

2,210,000 250,000 英語講師謝金 謝金 15000円×4会場 60,000

英語講師交通費 交通費 2000円×4会場 10,000

講師謝金 謝金 10000円×2人×4会場 80,000

講師旅費 宿泊費・交通費 20000円×4会場 80,000

合宿開催費 会場費 会場費 1会場（2泊3日） 150,000

宿泊費 宿泊費 2泊3日 200,000

食費 宿泊費（食費） 2泊3日 300,000

1,960,000 スタッフ謝金 謝金 謝金　15人×3日×8,000円 360,000

生徒交通費補助 交通費 遠隔地生徒10名×10,000円 100,000

世界大会出場生徒交通費 交通費 10名×25000円 250,000

スタッフ交通費 交通費 10人×20,000円 200,000

輸送費 通信・運搬費 往復50,000円×２ 100,000

消耗品 消耗品費
電池、インク、試合用シート、ボール、DVテープ、記
憶媒体,賞状、メダル、事務用品、機材レンタル（ロ
ボット・PC）

300,000

合計（国際大会参加費） 7,550,000

7,550,000 #REF!

区分 費目 種別 内訳 予算額（円）

支出 代表（候補者）選抜関係経費 ジャパンオープン沼津 会場費 会場費 会場費（1会場、4日使用） 1,200,000

7,750,000 7,750,000 会場設営費 会場設営費 会場設営費、消耗品費等 4,600,000

謝金（実行委員・審判） 謝金 謝金（審判）　50人×3日×8,000円 1,200,000

交通費（実行委員・審判） 交通費 30人×25,000円 750,000

事前選抜関係および普及等経費 ブロック大会支援費 消耗品 消耗品費
消耗品費、謝金、輸送費等　ブロック２０箇所×
100,000円

2,000,000

7,500,000 ノード大会支援費 0

教材作成費 世界大会普及教材DVD-ROM作成 消耗品費 世界大会普及教材DVD-ROM作成 150,000

800,000 審判講習用DVD作成 消耗品費 審判講習用DVD作成 300,000

ルール翻訳 消耗品費 ルール翻訳 150,000

ブロック長、技術委員会議旅費 謝金又は交通費、（宿泊費） 技術委員会会議旅費10人×20,000円 200,000

審判講習会開催費 講師謝金、旅費 謝金、交通費、（宿泊費） 講師旅費、謝金、大会会場費等14箇所×20,000円 280,000

輸送費 チラシ･物品運送費等

チラシ送付　200部　1000件×500円
ロボット・コート・PC・機材等往復輸送（梱包・動作確
認・パーツ確認を含む）　60,000円×20ヶ所（普及体
験教室10か所、ブロック支援10箇所)

1,700,000

印刷費 パンフレット・チラシ作成・印刷 消耗品費 パンフレット・チラシ作成・印刷　5円×10,000枚 50,000

普及体験教室 会場費 会場費 会場費　10地区×20,000円 200,000

2,670,000 講師交通費 交通費、宿泊費 旅費・宿泊費　　10地区×講師1名×20,000円 200,000

講師謝金 謝金 謝金　　　10地区×１人×10,000円 100,000

スタッフ謝金 謝金 謝金　　10地区×4人×8,000円 320,000

消耗品 消耗品費

消耗品　10地区×25,000円
電池、インク、シート、ボールなど
機材レンタル（1地区PC+ロボット20セット×8000円）
×10か所

1,850,000

合計（国内選抜活動支援） 15,250,000 15,250,000

区分 費目 種別 予算額（円）

支出 事務局人件費 人件費 0

合計（事務局人件費） 0

区分 費目 種別 予算額（円）

支出 一般管理費 広報 パンフレット・チラシ作成・印刷 一般管理費 パンフレット・チラシ作成・印刷　5円×190,000枚 950,000

2,200,000 2,110,000 HP管理・メンテナンス・ 一般管理費 サーバー管理12か月×20,000円 240,000

HP申込フォーム作成・データ処理 一般管理費
（ノード・ブロック大会参加者用（6ページ）＋普及体験
教室用（10ページ））×50,000円

800,000

HP更新 一般管理費 6回×２0,000円 120,000

JST報告会等旅費 旅費 一般管理費 １人×３回×25,000円、1人×3回×5,000円 90,000

合計（一般管理費） 2,200,000

区分 費目 予算額（円）

収入 返還額（自己調達額） 0

支援額 0

合計 25,000,000

平成20年度総事業収支予算書

区分 費目 予算額(円) JST支援額

支出 会場設営費 4,600,000 4,600,000

会場費 1,570,000 1,570,000

謝金 2,120,000 2,120,000

消耗品費 4,800,000 4,800,000

人件費 0 0

通信・運搬費 1,800,000 1,800,000

交通費・宿泊費 7,910,000 7,910,000

会議費 0 0

調査研究・普及啓発費（ジュニア教室開催費） 2,700,000 0

一般管理費 2,200,000 2,200,000

公租公課 0 0

雑費 0 0

商標登録費 0 0

支払手数料 60,000 0

合計 27,760,000 25,000,000

収入 独立行政法人科学技術振興機構支援費 25,000,000 25,000,000

ジュニア教室等参加料 3,000,000

合計 28,000,000 25,000,000


