
東京都特用林産施設体制整備復興事業費補助金交付要綱

                                       平成 24 年 8 月 10 日付 24 産労農森第３２２号

             一部改正 平成 26 年 5 月 1 日付 26 産労農森第  ６２号

（趣 旨）

第１ 知事は、特用林産施設体制整備を実施するため、特用林産施設体制整備復興事業実

施要綱（平成 24 年 4 月 6 日付 23 林政経第 350 号農林水産事務次官依命通知）、特用林

産施設体制整備復興事業実施要領（平成 24 年 4 月 6 日付 23 林政経第 358 号林野庁長官

通知）及び東京都特用林産施設体制整備復興事業実施要綱（平成 24 年 8 月 10 日付 24

産労農森第 321 号。以下「実施要綱」という。）に基づいて事業実施主体（実施要綱第

２に定める実施主体をいう。以下同じ。）が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲

内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び東京都補助金等交付規則（昭和

37 年東京都規則第 141 号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象経費及び補助率）

第２ 第１に規定する事業の補助対象経費及び補助率は、別表１に定めるとおりとする。

（暴力団等の排除）

第３ 次のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(1) 法人その他の団体が、暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54

号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）に

該当する場合

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力

団員等（暴力団並びに条例第２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。）に該当する者がある場合

（補助金交付の申請）

第４ 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、別記第

１号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

（補助金交付の決定）

第５ 知事は、第４の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定

し、申請者にその決定の内容及びこれに付した条件を通知する。

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補助金の交付の決定をすることができる。

３ 補助金交付の決定の通知を受けた申請者(以下｢補助事業者｣という。)は、当該通知に

かかる補助金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、当該通知

受領後 14 日以内に申請の撤回をすることができる。

（申請事項の変更）

第６ 補助事業者は、申請事項について実施要綱第４の２に規定する変更のうち、金額の

変更がある場合には、あらかじめ別記第２号様式による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。

２ 知事は、前項の申請があった場合において、必要と認めるときは、その申請事項につ

いて変更を指示することができる。

（事業の中止又は廃止）

第７ 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、別



記第３号様式による事業中止(廃止)承認申請書を知事に提出し、承認を受けなければな

らない。

２ 知事は、前項の申請書の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、

事業の中止又は廃止の承認の通知をする。

（事故報告書）

第８ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困

難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を書面により知事に報告しな

ければならない。

２ 知事は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、補助事業者にその処理につ

いて必要な指示をしなければならない。

（状況報告）

第９ 補助事業者は、知事の要求があったときは、事業の遂行状況について、書面で知事

に報告しなければならない。

（補助事業の遂行命令等）

第 10 知事は、補助事業者が提出する報告、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、補助事業が補助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、補助事業者に、これらに従って

遂行すべきことを命ずる。

２ 補助事業者が前項の命令に違反したときは、知事は、補助事業者に補助事業の一時停

止を命ずることができる。

（概算払請求）

第 11 知事は、特に必要と認めるときは、事業完了前に補助金の概算払をすることができ

る。

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとする場合には、別記第

４号様式による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、前項の規定による補助金の概算払を受けた場合は、第 13 第１項の規定

による額の確定の通知を受領後、別記第５号様式による概算払精算書を知事に提出しな

ければならない。

（実績報告）

第 12 補助事業者は、その事業が完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を受けたとき

は、速やかに別記第６号様式による事業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 13 知事は、第 12 の規定による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、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と認めるときは、交付すべき補助金の額

を確定し、補助事業者に通知する。

２ 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは速やかに別記第７号様式によ

る補助金交付請求書を知事に提出しなければならない。

（交付決定の取消し）

第 14 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消す。

(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) 補助金を他の用途に使用したとき。



(3) 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、第３に規定する暴力団等に該当するに至っ

たとき。

(4) 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又は補助金の交

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 15 知事は、第 14 の規定による取消しをした場合には、補助事業者に通知するととも

に、補助事業の当該取消しにかかる部分に関し、既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。

２ 第 13 第１項の規定により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、期限を定めてその返還を命ずる。

（違約加算金及び延滞金）

第 16 補助事業者は、第 14 の規定による取消しを受け補助金の返還を命ぜられたときは、

その命令にかか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（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。)を納付しなけ

ればならない。

２ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合に、これを納期日までに納付しないと

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帯金(100 円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

３ １及び２に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの

割合とする。

（違約加算金の計算）

第 17 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 16 第１項の規定の適用

については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものと

し、当該返還を命ぜられた額が、その日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜ

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

２ 第 16 第１項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付

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

補助金の額に充てるものとする。

（延滞金の計算）

第 18 知事が、第 16 第２項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、補助事業

者が返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日

以後の期間にかか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。

（消費税額相当分の取扱い）

第 19  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の仕入控除税額が確定した場合には、別記様式第８号により報告

しなければならない。

２ 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の全部又は一部の返還を命

じるものとする。



（他の補助金の一時停止等）

第 20 知事は、補助金の返還を命じた補助事業者が当該補助金、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、その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

該補助金と未納付額とを相殺することができる。

（帳簿の整理、管理等）

第 21 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して５年間整備保

管しなければならない。

（その他）

第 22 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。

   附 則

この要綱は、平成 24 年 8 月 10 日から施行する。

   附 則

この要綱は、決定の日から施行する。



別表１（第２関係）

第１ メニュー、実施主体等

メニュー 実施主体 補助対象経費 補助率

きのこ等の生産力増強対策
（１）生産資材の導入

森林組合、生産森林組合、森林組合連合
会、農業協同組合、農業協同組合連合会、
農事組合法人、林業者等の組織する団体、
地方公共団体等の出資する法人

きのこ等の生産力増強対策に必
要な生産資材の調達を行う取組と
し、収穫期までに必要となる生産資
材等を支援対象とする。
事業費

①生産資材導入費
   ②事業雑費

※事業雑費は、生産資材の運送料と
する。

事業費の1/2以内
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