
 

東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱  

 

１０労経労高第５５２号  

平成１１年 ４月 １日  

 

（通則）  

第１ 東京都シルバー人材センター事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

ては、東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）及びこれに基づく

依命通達（昭和３７年１２月１１日付３７財主調発第２０号）の規定によるほか、この

要綱の定めるところによる。  

 

（目的） 

第２ この補助金は、東京都シルバー人材センター事業実施要綱（昭和５３年４月１日付

５２労失計第４８６号。以下「事業要綱」という。）第１１第２項に基づき区市町村に

対し補助を行うことにより、シルバー人材センター事業の円滑な推進を図ることを目的

とする。  

 

（定義）  

第３ この要綱で使用する用語は、事業要綱において使用する用語の例による。  

 

（補助金の交付対象事業） 

第４ この補助金は、区市町村がシルバー人材センター（以下「間接補助事業者」という。）

に対し、事業要綱及び東京都シルバー人材センター重点推進事業実施要領（平成２８年

４月１日付２７産労雇就第１０５７号）に基づき間接補助事業者が行う事業の運営に要

する経費を補助する事業（以下「補助事業」という。）を交付の対象とする。  

 

（補助金の額） 

第５ この補助金の額は、別表１に定める補助対象経費、補助上限額及び補助率等の補助

基準により、予算の範囲内において交付する。  

 

（補助金の交付申請）  

第６ この補助金の交付を受けようとする特別区長、市長、町長及び村長（以下「補助事

業者」という。）は、知事が定める期日までに、様式第１号による交付申請書を知事に

提出するものとする。  

２ 申請者は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において



 

当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第  １０８号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た

金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して

申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。  

 

（補助金の交付の決定）  

第７ 知事は、第６第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第２号により補助事業者に通知するものと

する。 

２ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。  

３ 交付決定の額は、別表１により算出された額（千円未満の端数切捨て）、補助上限額及

び申請額のうち、最も低い額とする。  

 

（申請の撤回）  

第８ 補助事業者は、第７の規定による交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議

があるときは、この交付の決定の通知受領後１４日以内にその旨を記載した書面を知事

に提出することにより、申請の撤回をすることができる。 

 

（変更承認等）  

第９ 補助事業者は、第７第３項の規定により交付決定された額に変更を生じさせる等補

助事業の内容を著しく変更しようとするときは、様式第３号による変更承認申請書を提

出し、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。  

 

（補助事業の中止及び廃止）  

第１０ 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には、様式第４号に

よる補助事業中止（廃止）承認申請書を知事に提出しなければならない。  

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し、また必要に応じて調査

を行い、適当と認める場合には、補助事業者あて通知するものとする。  

 

（補助事業の遅延等の報告）  

第１１ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面に

より知事に報告し、その指示を受けなければならない。  



 

 

（実施状況報告）  

第１２ 補助事業者は、当該年度の９月３０日現在の補助事業の実施状況について、翌月

の末日までに、様式第５号による実施状況報告書を知事に提出しなければならない。  

 

（検査）  

第１３ 補助事業者は、この要綱に基づく補助制度の適正な運用を図るため、知事が補助

事業について報告を求め、又は東京都職員をして、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２２１条第２項の規定による調査等を行う場合においては、これに応じなければ

ならない。  

 

（遂行命令等）  

第１４ 第１２の規定による実施状況報告及び第１３の規定による調査等により補助事業

がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、

知事は補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずること

ができる。  

２ 前項の命令に違反したときは、知事は補助事業者に対して当該補助事業の一時停止を

命ずることができる。  

 

（実績報告）  

第１５ 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が

終了したとき、又は第１０第２項の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、

１か月以内に様式第６号による実績報告書を知事に提出しなければならない。  

 

（補助金の額の確定）  

第１６ 知事は、第１５の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、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、様式第７号により補助事業者に通

知するものとする。 

２ 額の確定については、補助対象経費の実績額に補助率を乗じて得られた額、交付決定

額及び実績報告額のうち、最も低い額を以って行う。  

 

（是正のための措置）  

第１７ 知事は、第１６の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補



 

助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。  

 

（補助金の支払及び請求）  

第１８ 知事は、第１６第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助

金を支払うものとする。ただし、知事は、交付決定後に事業の円滑な遂行のため、特に

必要があると認める経費については、補助金の全部又は一部を概算払によって支払うこ

とができる。  

２ 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第８号の１による補助金精

算払請求書を知事に提出しなければならない。また、前項ただし書により補助金の概算

払を受けようとするときは、様式第８号の２による補助金概算払請求書を知事に提出し

なければならない。  

３ 補助事業者は、補助金の概算払を受けた場合において、第１６第１項の規定に基づく

額の確定通知書の受領後、様式第９号による補助金精算書を提出し、速やかに補助金を

精算しなければならない。  

 

（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１９ 第６第２項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、額の確定通知を受

けた後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相

当額が確定した場合には、その金額（第６第２項の規定により減額した事業主体につい

ては、様式第１０号による仕入れに係る消費税等相当額報告書を提出し、その金額が減

じた額を上回る分の金額）を速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受け

てこれを返還しなければならない。  

 

（決定の取消し）  

第２０ 知事は、補助事業者又は間接補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助

金の交付の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の決定を受けたとき。  

（２）補助金を他の用途に使用したとき。  

（３）その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交

付の決定に基づく命令に違反したとき。  

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用する。  

 

（補助金の返還）  

第２１ 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消

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



 

補助事業者にその返還を命ずるものとする。  

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者にその超える額の返還

を命ずるものとする。  

 

（違約加算金及び延滞金）  

第２２ 知事は、補助金の交付の決定の全部又は一部の取り消しをした場合において、補

助金の返還を命じたときは、補助事業者に対してその命令に係る補助金の受領の日から

納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間にお

いては既返還額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約

加算金（１００円未満の場合を除く。）の納付を補助事業者に命ずるものとする。  

２ 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を

納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

つき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）

の納付を命ずるものとする。  

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日あたり

の割合とする。  

 

（違約加算金及び延滞金の計算）  

第２３ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における第２２第１項の規定の適

用については、返還を命じた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したもの

とし、当該返還を命じた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられ

た額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。  

２ 第２２第１項の規定により加算金の納付を命じた場合において、補助事業者等の納付

した金額が返還を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還

を命じた補助金等の額に充てるものとする。  

３ 第２２第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金

等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金

の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。  

 

（財産処分の制限）  

第２４ 補助事業者及び間接補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用が増加した

財産（工作物、機械及び器具）を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければな

らない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案した期間

を経過した場合は、この限りでない。  



 

 

（関係帳票及び帳簿の整理保管）  

第２５ 補助事業者及び間接補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿そ

の他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後５年間整理保管しなければならない。 

 

（その他）  

第２６ この要綱に定めるもののほか、東京都シルバー人材センター事業補助金に関し必

要な事項は、別に定める。  

 

 

 附 則（平成１１年４月１日１０労経労高第５５２号）  

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

 附 則（平成１６年４月１日１５産労労就第８６９号）  

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

 附 則（平成１９年４月１日１８産労雇就第４８１号）  

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

 附 則（平成２２年４月１日２１産労雇就第７３１号）  

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際、現にこの改正による改正前の東京都シルバー人材センター事業

補助金交付要綱により交付決定を受けた自主事業等開発推進事業補助金については、な

お従前の例による。  

 附 則（平成２３年４月１日２２産労雇就第８８６号）  

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

 附 則（平成２５年４月１日２４産労雇就第８９５号）  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則（平成２８年４月１日２７産労雇就第１０５７号）  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

 



別表１ 補助基準（第５関係） 

 

１ 事業費補助 

（１）補助対象者、補助対象経費及び補助率 

経費区分 補助対象者 補助対象経費 補助率 

公益目的事業費補助 シルバー人材センターを

設置する区市町村 

補助対象者が補助事業に要する経費のうち、別

表２「間接補助対象経費細目」に定める経費 
１／２以内 

重点推進事業費補助 

 

（２） 補助上限額 

ア 公益目的事業費補助                 （単位：千円） 

ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

補助対象上限額 24,990 20,778 20,594 18,638

補助上限額 12,495 10,389 10,297 9,319
 

 

イ 重点推進事業費補助                     （単位：千円） 

対象事業 労働者派遣事業 地域課題解決・地域活性化事業

補助対象上限額 5,000 3,300

補助上限額 2,500 1,650
 

 

２ 特別助成 

（１）補助対象者、補助対象経費及び補助率 

補助対象者 補助対象額 補助率 

国庫補助金の交付対象外のシルバー人材センターを

設置する村 

補助対象者が補助事業に要する経費のうち、国

が定める「高年齢者就業機会確保事業費等補助

金（シルバー人材センター事業）交付要綱」別

表「運営費補助事業」区分における「対象経費」 

１／２以内 

 

（２）補助上限額 

       （単位：千円） 

補助対象上限額 13,400

補助上限額 6,700
 

 



３ ランク格付け 

公益目的事業費のランク格付けは、下記のランク表による。 

就業延人員 9,940 7,893 3,801 500 417
会員数 人日以上 人日以上 人日以上 人日以上 人日以上

1,227 人以上 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

975 人以上 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ

469 人以上 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ

150 人以上 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ

100 人以上 Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ
 

 

※ ランク格付け表の会員数及び就業延人員の算出方法については、各年度に策定する「東京都シルバー人材センター 

事業補助金の執行方針」において明示する。 

 

別表２ 間接補助対象経費細目（第５関係） 

１ 事業費補助 

経費区分 補助対象経費 

公益目的事業費 シルバー人材センターが公益目的事業を実施するために要する経費で、区市町村の補助金交

付要綱等において補助対象と定められている経費。ただし、以下の経費を除く。 

(1) 人件費のうち、人事交流等によりシルバー人材センターへ派遣・出向している区市町

村職員に係る経費 

(2) 会議費等飲食に関する一切の経費 

(3) 収益を伴う役務提供及び物販における仕入経費 

(4) 配分金支出、材料費等支出科目 

(5) 減価償却費 

(6) 貸倒引当金繰入額 

(7) シルバー人材センター団体傷害保険及び総合賠償責任保険等1 

(8) ボランティア、社会奉仕活動事業に係る経費 

重点推進事業費 シルバー人材センターが承認事業を実施するために要する経費で、区市町村の補助金交付要

綱等において補助対象と定められている経費。2ただし、以下の経費を除く。 

(1) 会議費等飲食に関する一切の経費 

(2) 収益を伴う役務提供及び物販における仕入経費 

(3) 配分金支出、材料費等支出科目 

(4) 減価償却費 

(5) 貸倒引当金繰入額 

 

                                 
1 シルバー人材センター団体傷害保険及び総合賠償責任保険は、町村のみ補助対象とする。 
2 人件費については、原則として事業に専従するものに限る。 
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