
別紙１ 

東京都家畜衛生対策事業費補助金交付要綱 

平成２０年７月１０日 ２０産労農食第２４５号  

改正 平成２８年３月２８日 ２７産労農安第１１９５号 

第１ 趣 旨 

  知事は、家畜衛生の向上と畜産の安定的な発展を図るため、東京都家畜衛生対策事業実施要

綱（平成20年7月10日付20産労農食第245号。以下「実施要綱」という。) 及び東京都家畜衛生

対策事業実施要領（平成21年1月16日付20産労農食第741号。）に基づき、東京都家畜衛生対策

事業を実施する事業実施主体に対し、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、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、この要綱の定めるところによる。 

第２  補助対象事業等 

    補助の対象とする事業の種類、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。 

第３  申請の手続 

１  実施要綱第２の３に定める事業実施主体は、事業の実施に当たり、当該年度の事業計画を

作成し、知事の承認を受けるものとする。 

２ 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金交付申請書（別記様式第１号）を、

別に定める日までに知事に提出しなければならない。 

第４ 補助金交付の決定 

１ 知事は、第３の２の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合

は補助金交付を決定し、事業実施主体に通知する。 

２ 知事は１の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、申請事項

に修正を加え、又は条件を付すことができる。 

３ 補助金の交付の決定通知を受けた事業実施主体（以下「補助事業者」という。）は、当該

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。 

第５ 承認事項 

  １ 補助事業者は、補助金の交付に関する規程を定め、その内容についてあらかじめ知事の

承認を得なければならない。 

２ 補助事業者が、次のいずれかに該当する場合、又は事業の中止若しくは廃止をしようとす

るときは、あらかじめ補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（別記様式第２号）を知事に

提出し、その承認を受けなければならない。 

  (1) 事業費の総額の２０パーセントを超える変更をしようとするとき。 

  (2) 補助事業等に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするとき。 

  (3) 補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をするとき。 

  (4) その他、知事が必要と認める事項を変更しようとするとき。 
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３ 知事は、２の申請があった場合において必要と認めるときは、申請事項について修正を加

え、又は条件を付すことができる。 

第６ 事業間流用の禁止 

   別表に掲げる事業区分間において流用してはならない。 

第７ 事故報告等 

   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にな

った場合は、速やかに事故報告書（別記様式第３号）を知事に提出しなければなない。 

第８ 遂行状況報告 

   補助事業者は、補助事業の遂行状況を、別に指定する日までに遂行状況報告書(別記様式４

号）により知事に提出しなければならない。 

第９ 実績報告 

   補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る都の会計年度が終了

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５の規定

による事業の廃止につき知事の承認を得た場合も同様とする。 

第10 補助金の額の確定 

   知事は、第９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、当該補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

第11 補助金の請求 

１ 補助事業者は、第10の規定による補助金の額の決定通知を受領した場合において、補助金

の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書（別記様式第10号）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書の提出があったときは、当該補助金を支出する。 

第12 補助金に係る消費税及び地方消費税について 

１ 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、速やかに別記様式第11号により知事に

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、知事は補助事業者に、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。 

第13 補助金の概算払 

１ 知事は、事業の遂行に当たって必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算

払することができる。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、補助金概算払請求書（別記様

式第12号）を知事に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、概算払を受けた場合にあっては、第10の規定による補助金の額の確定通知
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受領後、速やかに概算払精算書（別記様式第13号）を知事に提出しなければならない。なお、

概算払いを複数回に分けて受けた場合は、毎回の精算を省略し一括して精算することができ

る。 

第14 決定の取消し 

１  知事は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の決定の全部又は一部を

取り消すことがある。 

   (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) 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  １の規定は、第10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。 

第15 補助金の返還 

１ 知事は、第14の規定により交付の決定を取り消した場合においては、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、その返還を命ずるものとする。 

２ 知事は、第10の規定により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、期限を定めてその返還を命ずるものと

する。 

第16 違約加算金及び延滞金 

１ 補助事業者は、第14の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第15

の１の規定によりその返還を命ぜられたときは、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（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おいて、これを納期日までに納付しなか

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、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。）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おいても、３６５日当たりの

割合とする。 

第17 違約加算金及び延滞金の計算 

１ 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15の１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
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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16の１の規定により違約加算金の納付を命ぜられた場合において、補助事業者の納付し

た金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金は、まず当該返還を命ぜ

られた補助金の額に充てるものとする。 

３ 第16の２の規定により延滞金の納付を命ぜられた場合において、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降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。 

第18 他の補助金等の一時停止等 

   知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、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、補助事業者に対して、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。 

第19 財産処分の制限 

   補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金等の交付の目的

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、当該財産について「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）に定められている期間を経過した場合は、

この限りでない。 

第20 帳簿の整理保存 

   補助事業者は、補助事業の状況、費用の収支その他事業に係る事項を明らかにする書類及

び帳簿を整理し、事業の終了年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

   附  則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附  則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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別表（第２関係） 

区 分 補助対象経費 補助率 

１ 生産農場清浄化対策 

 (1) ヨーネ病患畜摘発農場の同居牛

のとう汰奨励助成 

ヨーネ病の患畜が発生した農場に

おいて、本病の清浄化を促進する

ため、牛の所有者が、家畜保健衛

生所の指導のもとに患畜の同居牛

の中で東京都ヨーネ病防疫対策要

領（平成 2 5 年 4 月 1 1 日付 2 5 

産労農安第 8 9 号）第７の３の(1)、

(2)及び(3)に該当する牛を自主的

にとう汰した場合に助成するとう

汰奨励金の交付に要する経費 

(1) 同居牛とう汰奨励金 

同居牛とう汰奨励金 

 家畜伝染病予防法施行

令（昭和 28年政令第 235

号。以下、「施行令」とい

う。）第８条の家畜の評価

額（とう汰に当たり利用額

が生じた場合は、その額を

差し引くものとする。）の

最高限度額の１／３以内

又は、当該家畜の評価額

（とう汰に当たり利用額

が生じた場合は、その額を

差し引くものとする。）の

１／３以内により算出さ

れる額のいずれか低い額。 

 (2) 牛ウイルス性下痢ウイルス持続

感染牛のとう汰奨励助成 

家畜保健衛生所が行う牛ウイルス

性下痢ウイルス持続感染牛（以下

「ＰＩ牛」という。）の摘発のため

の検査により、ＰＩ牛と診断され

た牛を、診断確定後、１ヶ月以内

に牛の所有者が自主とう汰した場

合に助成するとう汰奨励金の交付

に要する経費 

2) ＰＩ牛早期とう汰奨励

金 

 施行令第８条の家畜の

評価額の最高限度額（とう

汰に当たり利用額が生じ

た場合は、その額を差し引

くものとする。）の１／３

以内又は、当該家畜の評価

額（とう汰に当たり利用額

が生じた場合は、その額を

差し引くものとする。）の

１／３以内により算出さ

れる額のいずれか低い額

とする。 

 (3) 豚オーエスキー病野外抗体陽性

繁殖豚のとう汰奨励助成 

豚オーエスキー病の発生又は家畜

保健衛生所が行う豚オーエスキー

病抗体検査により野外抗体陽性豚

(3) 野外抗体陽性繁殖豚

とう汰奨励金 

 当該家畜の評価額（とう
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が確認された農場において、家畜

保健衛生所の指導のもとに本病の

清浄化を促進するため、野外抗体

陽性の繁殖豚（繁殖候補豚を含む。

ただし、オーエスキー病の患畜は

除く。）を計画的に自主とう汰した

場合に助成する繁殖豚とう汰奨励

金の交付に要する経費 

汰に当たり利用額が生じ

た場合は、その額を差し引

くものとする。）の１／２

以内 

 (4) 自主とう汰家畜評価等事務費 自主とう汰対象家畜の評価及び奨

励金交付事務に要する経費。ただ

し、１の(1)に係る経費については

除く。 

定額 

5,000 円／頭 

２ ワクチン接種の推進 事業実施主体が計画的、組織的に

実施する次のワクチン接種に要す

る経費。ただし、オーエスキー病

ワクチンについては、(4)のア～ウ

に示す補助対象の場合に限る。 

  

  (1) アカバネ病ワクチン 556 円／頭、又は補助率１

／２により算出される額

のいずれか低い額 

  (2) イバラキ病ワクチン 152 円／頭、又は補助率１

／２により算出される額

のいずれか低い額 

  (3)牛６種混合ワクチン（牛伝染性

鼻気管炎、牛ウイルス性下痢・粘

膜病、牛パラインフルエンザ、牛

ＲＳウイルス感染症及び牛アデノ

ウイルス感染症混合ワクチン） 

470 円／頭、又は補助率１

／２により算出される額

のいずれか低い額 

  (4) オーエスキー病ワクチン 定額 

200 円／頭 

  ア. 補助対象農場におけるワクチ

ン接種に要する経費 
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  イ. 補助対象農場 

オーエスキー病の発生又は家畜

保健衛生所が行う豚オーエスキ

ー病抗体検査により野外抗体陽

性豚が確認された農場において、

家畜保健衛生所の指導のもとに

清浄化を図るため計画的に飼養

豚全頭（繁殖豚にあっては出荷予

定繁殖候補豚を除く。）のワクチ

ン接種を行う農場。 

  

  
ウ. 補助対象豚 

  

 
アの養豚農場において飼養してい

る豚であって、ワクチン接種した

全ての飼養豚。 

 

 


