
東京都区市町村農業委員会交付金交付要綱 

 

 

                  

平成 19年 4月１日付 19産労農振第 239号 

一部改正平成 26年 4月 15日付 26産労農振第 207号 

 

（目的） 

第１  東京都は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄

与するため、農業委員会等に関する法律（昭和 26年法律第 88号。以下「法」という。）

に基づき設置される区市町村農業委員会の組織運営及び事業に要する経費につき、予算

の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、東京都補助金等

交付規則（昭和 37年東京都規則第 141号）、農業委員会交付金等交付要綱（平成 17年

４月１日付け 16経営第 8328号農林水産事務次官依命通知）、農業委員会交付金事業実

施要領（昭和 60年 11月 20日付け 60農経Ａ第 1141号農林水産事務次官通知。以下「農

業委員会交付金事業実施要領」という。）及び農業委員会交付金事業の実施について（昭

和 60年 11月 20日付け 60農経Ａ第 1142号農林水産省経済局長通知）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助率） 

第２  交付金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）の経費及びこれに

対する補助率は、別表に定めるとおりとする。 

 

（申請手続） 

第３  区市町村（以下「交付対象事業者」という。）は、交付金の交付を受けようとすると

きには、交付申請書（別記様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

 

（配分基準） 

第４ 別表の１の１の経費に掲げる経費についての交付の決定に係る額は、別紙に定める

ところにより算定した額に相当する額とする。 

 

（交付対象職員の設置） 

第５ 交付対象事業者は、交付金の交付目的に係る事業を遂行するため、法第 20条に規定

する職員を置き、交付対象職員としなければならない。 

 

（交付金の交付の決定） 

第６  知事は、第３の規定に基づいて提出された申請書の内容を審査し、適当と認める場

合は、交付金の交付を決定し通知する。 

２  前項の場合において、知事は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請

事項に修正を加え、又は交付金の交付の条件を付すことができる。 

 

（申請の撤回） 

第７  交付金の交付を申請した交付対象事業者は、交付金の交付の決定の通知を受領した

日から、14日以内に申請の撤回をすることができる。 

 



（事情変更による決定の取消し等） 

第８  知事は、交付金の交付の決定をした後において、天災地変その他交付金の交付の決

定後生じた事情の変更により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

たと認めたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定

の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２  知事は、前項の規定による交付金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった経

費であって、当該交付対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償

金等の支払に要する経費に係る交付金を交付することができる。 

３  前項の規定による交付金の交付については、第１項の規定による取消しに係る交付対

象事業についての交付金に準ずるものとする。 

 

（承認事項） 

第９  交付対象事業者は、次の一つに該当する場合には、あらかじめ知事の承認（別記様

式第２号）を受けなければならない。ただし、 (1)及び (2)に掲げる事項のうち軽微な

変更については、この限りでない。この場合、 (1)に掲げる事項のうち軽微な変更とは、

別表に掲げる重要な変更以外の変更をいう。 

 (1) 交付対象事業に対する経費の配分を変更しようとするとき。 

  (2) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

(4) 前記 (1)から (3)までに規定するもののほか、交付金の交付の決定をする際に、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しようとす

るとき。 

 

（事故報告） 

第 10  交付対象事業者は、交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事

業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面（別記

様式第３号）により知事に報告し、その指示に従わなければならない。 

 

（状況報告） 

第11 交付対象事業者は、交付金の交付の決定があった年度の 12月末日現在において別記 

 様式第４号により遂行状況報告書を作成し、翌月 20日までに知事に提出しなければなら

ない。 

２  知事は、前項に定める時期のほか、事業の円滑な執行を図る必要があると認めるとき

は、交付対象事業者に対して、当該交付金事業等の遂行状況報告を求めることができる。 

 

（交付対象事業の遂行命令等） 

第 12  知事は、交付対象事業者が提出する報告書、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により、交付対象事業が交付金の交付の決定の内容

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、交付対象事業者に対

し、これらに従って当該交付対象事業を遂行すべきことを命じなければならない。 

２  知事は、交付対象事業者が、前項の命令に違反したときは、交付対象事業者に当該交

付対象事業の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第 13  交付対象事業者は、当該交付対象事業が完了したとき、又は交付金の交付の決定に



係る会計年度が終了したときは、実績報告書（別記様式第５号）を知事に提出しなけれ

ばならない。第９(3)の規定により廃止の承認を受けた場合もまた同様とする。 

 

（交付金の額の確定） 

第 14  知事は、第 13の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る交付対象事業の成果が、交付金

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、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象事業者に通知す

る。 

 

（交付金の請求） 

第 15  交付金の額の確定通知を受けた交付対象事業者は、速やかに交付金交付請求書（別

記様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

２  知事は、前項に規定する書類のほかに、必要と認める書類の提出を求めることができ

る。 

 

（交付金の交付） 

第 16  知事は、事業の実施上必要と認めるときは、交付金の全部又は一部を概算払とする

ことができる。 

２ 交付対象事業者は、交付金の概算払を請求しようとするときは、交付金概算払請求書

（別記様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

３ 交付対象事業者は、前項による概算払を受けた場合には、概算払精算書（別記様式第

８号）を知事に提出しなければならない。 

 

（是正のための措置） 

第 17  知事は、第 14の規定による調査等の結果、当該交付対象事業の成果が交付金の交

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、交付対象事業者に

対し、当該交付対象事業につき、これに適合させるための処置をとることを命ずること

ができる。 

２  第 13の規定は、前項の命令により交付対象事業者が必要な処置をした場合について準

用する。 

 

（決定の取消し） 

第 18  知事は、交付対象事業者が次の各号いずれかに該当した場合には、交付金の交付の

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交付金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。 

(3) その他交付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又は交付金の

交付の決定に基づく命令に違反したとき。 

(4) 農業委員会交付金事業実施要領第５の（5）の規定に基づき地方農政局長等から事

業の中止、交付金の一部又は全部の返還が指示されたとき。 

２  前項の規定は、当該交付対象事業について交付すべき交付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。 

 

 



（交付金の返還） 

第 19  知事は、第 8又は第 18の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合におい

て、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付対象事業者に交付金が交付

されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。 

２  知事は、第 14の規定により交付対象事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合に

おいて、既にその額を超える交付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。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第 20  交付対象事業者が第 18第１項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部の

取消しを受け、交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日か

ら納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95 パ－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。）を知事に納付しなければならない。 

２  知事が交付対象事業者に対し、交付金の返還を命じた場合において、交付対象事業者

がこれを納期日までに納付しなかったときは、交付対象事業者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―セントの割合で計算した延滞

金(100円未満の場合を除く。）を知事に納付しなければならない。 

３  前２項の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、 365

日当たりの割合とする。 

 

（違約加算金の計算） 

第 21  交付対象事業者が交付金を２回以上に分けて受領している場合における第 20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交付金は、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超えるときは、当該返還

を命じ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 20第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、交付対象事業者の

納付した金額が返還を命じた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返

還を命じた交付金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第 22  第 20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、返還を命じた交

付金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。 

 

（他の補助金等の一時停止等） 

第 23  知事は、交付対象事業者に対し交付金の返還を命じ、交付対象事業者が当該交付金、

違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付対象事業者に対

して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度にお

いて、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。 

 

（関係書類帳簿の保管） 

第 24  交付対象事業者は、当該交付対象事業の経緯を明らかにする書類及び帳簿、その他

の証拠書類を、当該交付対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から５年間保管



しなければならない。 



別紙（第４関係） 

 

配分基準 

 

（交付金配分基準） 

第１条 法第２条第３項の規定に基づく、東京都における農業委員会交付金の配分基準は、

次のとおりとする。 

２ 農業委員会交付金総額の３割は、各区市町村の農業委員会の数に応じて、各区市町村

に配分する。 

３ 農業委員会交付金総額の２割５分は、各区市町村の農家数に応じて、各区市町村に配

分する。 

４ 農業委員会交付金総額の２割５分は、各区市町村の農地面積に応じて、各区市町村に

配分する。 

５ 農業委員会交付金総額の２割は、各区市町村の区域内における法第６条に掲げる事務

処理の状況等、農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて、各区市町村に配分する。 

 

（交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等） 

第２条 交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の

４月１日現在における農業委員会の数によるものとする。 

２ 交付金の交付決定の基礎となる農家数は、直近に公表された農林業センサス規則（昭

和 44年農林省令第 39号）第１条の調査による経営耕地面積規模別農家中の総農家数に

よるものとする。 

３ 交付金の交付決定の基礎となる農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の

経営耕地総面積によるものとする。 

 

（農業委員会の廃止があった場合の措置等） 

第３条 年度途中において農業委員会の廃止等があった場合、前条に定める数等に、同年

度において当該農業委員会が設置されていた日数の割合を乗じて得た数等を第１条の

基準にあてはめるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２、第９関係） 

 

１ 経費、内容及び補助率 

 

経  費 内 容 補助率 

１ 農業委員会交付金 

  

 

 

(1) 委員手当 

 

 

 

(2) 職員設置手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 農地調査・資料整備費 

 

農業委員会が法第６条第１項に規定する事

項に関する事務に要する経費の財源に充て

るために要する経費 

  

農業委員会の手当 

（農地等の利用関係の紛争についての和解

の仲介に要するものを除く。） 

 

①職員の給与費（給料、扶養手当、地域手当、

期末勤勉手当、通勤手当及び住居手当並びに

寒冷地手当の支給対象となる農業委員会にあ

っては、国家公務員の寒冷地手当に関する法

律（昭和 24年法律第 200号）及び寒冷地手当

支給規則（昭和 39年総理府令第 33号）の定め

るところに準じた寒冷地手当） 

 

②共済費（地方公務員等共済組合法（昭和 37

年法律第 152 号）に基づく職員共済組合への

長期給付に係る区市町村の負担金及び地方公

務員災害補償法（昭和 42年法律第 121号）に

基づく地方公務員災害補償基金への区市町村

の負担金に要する経費） 

 

①旅費 ②消耗品費 ③通信運搬費 

 

定額 

 

 

 

 

 

 




