
 

 

課題解決型雇用環境整備事業費補助金交付要綱 

 

平成２５年５月２２日  

２５産労雇労第５１号  

       

（通 則） 

第１条 課題解決型雇用環境整備事業費補助金の交付については、東京都補助金等交付規則（昭和

３７年規則第１４１号。）及び東京都補助金等交付規則の施行について（昭和３７年１２月１１日

３７財主調発第２０号副知事依命通達。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目 的） 

第２条 補助事業に係る補助金（以下「補助金」という。）は、課題解決型雇用環境整備事業実施要

綱（平成２５年５月２２日２５産労雇労第５０号（以下「事業実施要綱」という。）第７条に基づ

き、中小企業等の雇用環境整備及び若年者の就業推進や職場定着を図ることを目的とする。 

 

（定 義） 

第３条 課題解決型雇用環境整備事業（以下「補助事業」という。）における用語の意義は、事業実

施要綱の用語の例によるほか、次のとおりとする。 

（１） 「補助事業」とは、事業実施要綱第６条で支援事業として決定した事業をいう。 

（２） 「補助事業者」とは、事業実施要綱第２条第２号に該当するもので、事業実施要綱第３条

各号に掲げる要件をすべて満たす団体等をいう。 

 

（補助金の交付対象） 

第４条 補助金は、補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費であって、別表１に掲げる

経費（以下「補助対象経費」という。）のうち、知事が必要かつ適当と認めるものについて、予算

の範囲内において交付する。 

２ 前項の補助対象経費の算定に当たり、補助事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場

合は、補助対象経費からその収入金額を差し引いた金額を補助金の交付対象とする。 

 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、一補助事業に対し、雇用環境整備及び若年者の就業推進・職場定着に

係るそれぞれの取組について、補助対象経費の３分の２以内とし、一年度につき各 600 万円以内

とする。 

２ 前項に基づき算出した補助金の交付額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。 

 

（補助対象期間） 

第６条 補助対象期間は、平成２５年５月２２日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、

一補助事業に対する補助対象期間は交付決定の日から引き続く２ヵ年度以内とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、事業実施要綱第６条により支援事

業として決定した日以後、知事が別途定める期日までに様式１号による交付申請書及び様式１号

の２による誓約書を年度ごとに知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方



 

 

消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費

税法(昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額及び当該金額に地方税法(昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて

得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければ

ならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでな

いものについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 知事は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正

と認めるときは、補助金の交付決定を行い、様式２号による補助金交付決定通知書により補助事

業者に通知するものとする。この場合において、知事が特に必要と認めたときは条件を付するこ

とができる。 

２ 知事は、前条第２項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消

費税及び地方消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、そ

の旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（申請書の取下げ） 

第９条 補助事業者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された

条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通

知を受けた日から１４日以内にその旨を記載した様式３号を知事に提出しなければならない。 

２ 前項により交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は無かったも

のとみなす。 

 

（補助事業の内容又は経費の配分の変更等） 

第１０条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ様式４号による補助事業

変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１） 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。 

（２） 雇用環境整備及び若年者の就業推進・職場定着に係るそれぞれの補助事業に要する経費の

区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更についてはこの限り

ではない。 

（３） 前２号に規定するもののほか、補助金の交付決定をする際に、知事が特に条件を付した場

合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。 

２ 知事は、前項による申請があった場合にはその内容を審査の上、適正と認められるときは、こ

れを承認し、様式４号の２により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の経理等） 

第１１条 補助事業者は、補助金の経理に当たっては、補助事業に係る会計帳簿を備えて他事業

の経理と明確に区分し、収入額及び支出額について、使途を明らかにしておかなければならな

い。 

２ 前項により補助金の経理を行う場合において、複数の団体等で行う事業にあっては、代表団

体である補助事業者は、補助事業全体に係る専用帳簿を備えて構成団体等に対して定期的に報

告を求め、補助金の執行状況を管理するものとする。 

３ 補助事業者は、第１項の経理処理を行う場合には、当該収支の内容を証する書類を整備して



 

 

会計帳簿とともに補助事業が完了した日（第１２条による中止又は廃止の承認を受けた場合を

含む。）の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式５号

による補助事業中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項による申請があった場合にはその内容を審査の上、適正と認められるときは、こ

れを承認し、様式５号の２により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又

は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式６号による補助事業事故（遅延）等報告

書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（補助事業の状況報告） 

第１４条 補助事業者は、各年度の９月３０日現在における補助事業の遂行状況について、１０月

２０日までに様式７号による補助事業遂行状況報告書を知事に提出しなければならない。ただし、

補助事業開始年度については、第１６条による実績報告のみとする。 

 

（補助事業の検査等） 

第１５条 知事は、補助事業の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対し報告を

求め、又は東京都職員を事業場に立ち入らせて帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。 

２ 知事は、前項による検査を行う場合において、構成団体等が実施する補助事業の適正を期す

るために必要があるときは、代表団体等に対して報告を求め、又は東京都職員による検査等を

行うことができる。 

 

（補助事業の実績報告） 

第１６条 補助事業者は、年度ごとの補助事業が終了したとき又は年度が終了したとき、及びすべ

ての補助事業が終了したときは、その日から２０日を経過した日又は翌年度４月１０日のいずれ

か早い日までに、様式８号による補助事業実績報告書及び別表２「関係書類」に掲げる関係書類

を知事に提出しなければならない。ただし、関係書類について、事前に都と協議して承認を得ら

れたものについてはこの限りではない。第１２条により補助事業を中止又は廃止したときも、ま

た同様とする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を

減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１７条 知事は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容

（第１０条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合する



 

 

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式９号により補助事業者に通知するものと

する。 

 

（是正のための措置） 

第１８条 知事は、前条の規定による実績報告の審査又は第１５条の規定による検査等により、

補助事業の成果等が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しない事実が明らかになっ

た場合は、適合させるための措置を命ずることができる。 

 

（補助金の請求及び支払等） 

第１９条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、第１７条の規定による補助金

の額の確定の通知後、様式１０号による補助金請求書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、補助金を当該補助事業者に支払わ

なければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第２０条 知事は、第１２条の規定により中止又は廃止の承認申請があった場合、若しくは次に掲

げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 補助金に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をしたとき。 

(4) 交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業

員若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第

５４号）第２条第２号に規定する暴力団並びに同条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号

に規定する暴力団関係者をいう。）に該当するに至ったとき。 

(5) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、その他法令又は交付の決定に基づく命

令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第１７条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用

があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第２１条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、

補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずる。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第２２条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、様式１１号により速やかに知事に報告しな

ければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずる。 

 

（取得財産の管理） 

第２３条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増した財産（以下「取得財産」とい



 

 

う。）を様式１２号による財産管理台帳により適切に管理し、補助事業の完了後も、補助金の交付

の目的に従いその効率的運用を図らなければならない。 

２ 前項により取得財産を管理する場合において、複数の団体等で行う事業にあっては、補助事業

者は、構成団体等に対して定期的に報告を求め、事業全体の取得財産の適切かつ効率的な運用を

行うものとする。 

３ 補助事業者は、取得財産を他の用途に使用し、又は他の者に譲渡、貸与等を行う場合は、原則

としてその１か月前までに知事に様式１３号による財産処分申請書を提出し、知事の承認を得な

ければならない。ただし、当該取得財産が、取得価格又は効用の増加価格が５０万円未満のもの

で、かつ、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令｣（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める

期間を経過したものについてはこの限りではない。 

４ 知事は、前項により財産処分申請書を受けた場合は、その内容を審査し、承認したときは、様

式１３号の２による財産処分承認通知書により当該補助事業者に通知する。 

５ 知事は、前項の規定により補助事業者が取得財産を処分して収入を得たときは、その収入の全

部又は一部を都に納付させることができる。 

 

（各種補助金との併給調整） 

第２４条 補助金は、その支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種補助金の

うち、国、都又は区市町村が実施するもの（国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施す

るものを含む。）との併給はできないものとする。 

 

（検査・報告に応ずる義務） 

第２５条 補助事業者は、知事が東京都職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査

させる場合は又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。 

 

（事業成果の公表等） 

第２６条 知事は、補助事業者に対し補助事業の実施状況について、随時報告を求め、これを公表す

ることができる。 

２ 補助事業者は、前項の補助事業実施状況の報告及びその公表について、業務等に重大な支障があ

ると認められる場合を除き、これに応じなければならない。 

３ 知事は、第１項による補助事業の公表等を通じて、事業効果を業界内に波及させるよう努める

ものとする。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２５年５月２２日から施行する。 



 

 

別表１ 

補助対象経費の科目 

科 目 内訳 

報償費 

業務見直し、各種制度導入等に係るコンサルティング経費 

セミナー・研修会及び講演会等講師謝礼 

就業規則の策定経費 等 

人件費 

臨時職員・事務局職員・相談員等の賃金（ただし、専従職員に

限る。） 

※賃金の総支給額から法定福利費及び所得税等の控除額を除い

た差引支給額とする。 

旅費 

国内出張旅費（日当・雑費は除く。） 

※セミナー・研修会及び講演会等講師、補助事業専任者の出張

費に限る。 

消耗品費 
会議費（飲食費は除く。） 

事務用消耗品、図書類、作業服等１０万円未満の物品 

印刷製本費 
就業規則、各種制度周知パンフレット、研修用教材等の印刷製

本費、写真代等 

役務費 
通信運搬費、筆耕料、速記料、ファミリーデーの実施にかかる

賠償責任保険料及び傷害保険料等 

委託費 

従業員ニーズ調査等調査委託費 

システム構築等委託費 

各種業務委託費 

賃借料 
土地・建物等の借り上げに係る賃貸料 

パソコン等機器類のリース料 

修繕料 建物、工作物、備品等の修理等 

工事請負費 屋内及び屋外工事 

備品購入費 什器類、各種事務機器等１０万円以上の物品 

※次頁以降に掲げる対象外経費等を除く。 



 

 

対象外経費等 【１ 全科目共通】 

対象外経費 

（１）間接経費（消費税、振り込み手数料、通勤手当・交通費（出張旅費を除く。）日当、飲食費及

び収入印紙等） 

（２）契約書、発注書、納品書、領収書及び振込明細書等の帳票類が不備なもの 

（３）使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの 

（４）この補助金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの 

（５）通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの 

（６）他の取引と相殺して支払いが行われているもの 

（７）親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係のある会社、役員を兼任している会社、

代表者の親族（３親等以内）が経営する会社等）、代表者の親族との取引であるもの 

（８）交付決定の日より前に開始した事業に係るもの。ただし、交付決定の日より前に開始した事業

であっても、その一部が、内容や経費等の面から明確に交付決定日より前の部分と区別できる場

合には交付決定日以後の部分に関し、対象とする。 

（９）実績報告時までに終了していない事業に係るもの。ただし、実績報告時以降も続く事業であっ

ても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以降の部分と区分できる場合には対象とする。 

（１０）二カ年度にわたり実施する事業で、実施する事業及び経費が年度ごとに区分できないもの 

（１１）現金で支払われたもの（１０万円以下で即時支払いが求められるものを除く。） 

（１２）顧問契約料 

（１３）土地・建物の取得費用 

（１４）社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する企業等であって、補助事業のうち、自社での

対応が可能な事業に係る経費 

（１５）研修経費、コンサルタント経費及び印刷経費等について、受注先の専門性が客観的に確認で

きないもの 

（１６）法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている制度の策定等に係るもの 

（１７）個人情報管理規程等、労働者の労働条件に関わらない附属規程の策定に係るもの 

（１８）他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費 

（１９）能力開発のための資格試験合格者への祝金等もしくはそれに相当する物、金券類等の購入に

係る経費 

（２０）同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や補助金を受けている場合の個別事業の経費 

（２１）上記各号のほか、社会通念上、補助が適当でないと都が判断したもの 



 

 

対象外経費等 【２ 科目ごとの対象外経費】 

※補助事業の実施方法により、上記表内の他科目から支出をする場合であっても、「対象外経費」

に該当する内容と同一の経費については補助対象外とする。 

科目 対象外経費 

報償費 

（１）社内ルールの策定及び就業規則等への記載に係るコンサルタント経費のう

ち、就業規則本則については２０万円、その他１規定については１０万円を

超える部分 

（２）出演料及び講演料等のうち、１件あたり１日１００万円を越える部分 

人件費 

（１）賞与 

（２）法定福利費及び源泉所得税等 

（３）補助事業に専務的に従事する者以外にかかる人件費 

（４）一週間の所定労働時間が通常の労働者と比し著しく短い者にかかる人件費

（専門性を要する業務の場合を除く。） 

旅費 

（１）補助事業者の通常業務で実施する出張より高額な方法で出張した場合の旅

費 

（２）補助事業以外の事業が主たる目的で出張した場合の旅費 

消耗品費 

 

（１）景品・記念品のうち、単価が1万円を超える部分 

（２）景品・記念品のうち、総額で９０万円を超える部分 

（３）現金、宝くじ及び大型店の商品券等購入費 

（４）配布されていない記念品・景品購入費 

（５）換金されていない商店街が発行する商品券購入費 

（６）自社製品（親会社、子会社及びグループ企業等関連会社の製品を含む。） 

印刷製本費 （１）写真代のうち、総額１０万円を超える部分 

役務費 

（１）不動産周旋料及び登記費用 

（２）新聞、雑誌、テレビ・ラジオでの宣伝等、広告にかかる経費（ただし、求

人広告、企業説明会、面接会及びファミリーデーの実施等、補助事業の目的

と合致する経費は対象とする。） 

（３）通信費（郵券類・電話・システム関係通信費等、通常業務に係る経費） 

委託費 （１）業務の再委託経費 

賃借料 （１）飲食店など研修会場としてふさわしくないと判断される場合の会場賃借料 

工事請負費 （１）土地の整地に要する費用、建物の撤去にかかる費用 


