
都内産品販売活動支援事業助成金交付要綱 

 

21 産労商地第 2380 号 

平成 22 年 3 月 31 日 

一部改正  23 産労商地第 535 号 

平成 23 年 5 月 13 日 

 一部改正  25 産労商地第 2876 号 

平成 26 年 3 月 24 日 

 

（通則） 

第１条 都内産品販売活動支援事業助成金（以下「助成金」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）及び東京都補助金等交付規則の

施行についての通達（昭和３７年１２月１１日３７財主調発第２０号）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（助成金の交付の目的） 

第２条 この助成金は、売れる商品づくりや地域ブランドの確立を目指し、都内の農林水産物、

工業製品、食品など都内産品等の販売に新たに取り組む中小企業等に対して係る経費の一部

を助成することにより、都内産品等の販路拡大と地域商業の活性化に寄与することを目的と

する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところに

よる。 

一 中小企業等 都内に主たる事業所若しくは従たる事業所を有し、又は助成金の交付決定

後速やかに取得する予定であって、かつ次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業で、大企業

が実質的に経営に参加していないもの 

イ 一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人 

ウ その他、地域活性化に資する取組を行うと認める法人等 

二 都内特定産品 主に消費者向け産品と認められる以下のいずれかの製品・商品等で、都

内産として特色に富んだもの 

ア 農林水産品で都内産と特定できるもの 

イ 都内中小企業が製造する食品、消費者向け工業品等で、かつ都内産の原材料を使用し

ているもの又は東京の伝統的手法など生産方法に特徴があると認められるもの 

２ 前項第一号の規定にかかわらず、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。）、暴力団員等（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。）及び

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に

該当する者があるものは、助成金の交付の対象としない。 



 

（助成対象事業） 

第４条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、次の各号のうち中小

企業等が実施計画期間内（最長２年）において、各会計年度内に交付申請を行い、かつ経費

の支払が完了した事業とする。 

一 継続的に都内特定産品の販売に新たに取り組むもの。ただし、次に掲げるものは除く。 

ア 買取を行わない委託仕入や返品を盛り込んだ条件付買取仕入、販売されたときに仕入

が行われたとする売上仕入等による都内特定産品の販売 

イ 自ら生産した農林水産物の販売 

ウ 都内特定産品を使用した飲食の提供 

二 中小企業等で、複数の都内特定産品と小売店、卸売業者等とのマッチング活動を実施す

るもの 

三 その他、知事が必要と認める都内特定産品の販売・普及に資する取組 

四 前三号のほか、都内中小企業等が取り扱う他県産品のうち販売活動を支援することが必

要であり、かつ都内地域商業の活性化等にも資すると知事が特に認めるものに係る取組 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成金は、中小企業等が前条に定める助成事業に要する経費（以下「助成対象経費」

という。）であって、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で交付する。 

２ 助成対象経費等については別表に定めるとおりとする。ただし、他の公的な補助金や助成

金の対象経費とされたものは除く。 

３ 助成対象とする助成事業は、当該事業者が交付決定の日から当該年度の末日までの期間に

実施完了した事業とする。 

 

（助成率等） 

第６条 助成金の額は、初年度については、前条に規定する経費の３分の２以内かつ、４００

万円以内とし、２年度目の助成が決定した事業については前条に規定する経費の２分の１以

内かつ、２５０万円以内とする。 

 

（助成金の交付申請） 

第７条 助成対象事業者は助成金の交付を受けようとするときには、知事が定める期日までに、

様式第１号による助成金交付申請書を、必要な書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付決定） 

第８条 知事は、前条の様式第１号による助成金交付申請書の提出を受けたときは、その内容

を調査し、別に定める審査会（以下「審査会」という。）による審査を経た上で助成対象事

業を決定するものとする。 

２ 前項の助成対象事業の決定に当たっては、知事が特に必要と認めるときは、条件を付すこ

とができる。 

３ 知事は、第 1 項により決定した助成対象事業者（以下「助成事業者」という。）に対し、



様式第２号による助成金交付決定通知書（以下「決定通知書」という。）をもって、速やか

に助成金の交付決定を通知するものとする。 

 

（申請の取下げ及び事情変更による決定の取消等） 

第９条 助成事業者は、前条第２項の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があり、

助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から１４日以内

に、様式第３号による助成事業辞退届を知事に提出しなければならない。また、交付の決定

前に申請を取り下げるときも助成事業辞退届を提出するものとする。 

２ 知事は、交付の決定の後において、特別な事情が生じたときは、この交付決定の全部若し

くは一部を取り消し、又はこの交付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。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

３ 前項の規定により条件変更等が生じたときは、次に掲げる経費に係る助成金を交付するこ

とができる。 

(1) 助成事業に係る残務処理に要する経費 

(2) 助成事業を行うために締結した契約の解除によって必要になった賠償金の支払に要す

る経費 

４  第２項の規定により措置した場合は、速やかにその条件を助成事業者に通知するものとす

る。 

 

（助成事業の内容又は経費の配分変更等） 

第１０条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様式第 4-1号に

よる助成事業の内容（経費の配分）変更承認申請書又は様式第 4-2号による助成事業の中止

（廃止）承認申請書（以下「変更承認申請書」という。）を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 

(1) 助成事業の内容を著しく変更しようとするとき。 

(2) 助成事業の経費区分ごとの配分額の２０パーセントを超えて変更しようとするとき。 

(3) 助成事業を中止（廃止）しようとするとき。 

２ 前項の承認に当たっては、知事は必要に応じて条件を付し、又はこれを変更することがで

きる。 

３ 助成事業者は、代表者等（名称、所在地、代表者名）の変更等をしたときは、様式第５号

による助成事業者（名称、所在地、代表者名）変更届を速やかに知事に提出しなければな

らない。 

 

（遅延等の報告） 

第１１条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に実施することができないと見込まれると

き、又は助成事業の遂行が困難となったときは、速やかに様式第６号による助成事業事故報

告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１２条 助成事業者は、当該年度の９月３０日又は交付決定日から起算して３箇月を経過し



た日のいずれか遅い日（以下「遂行状況確認日」という。）までの助成事業の遂行状況につ

いて、様式第７号による助成事業遂行状況報告書を作成し、遂行状況確認日から３０日以内

に知事に提出しなければならない。ただし、遂行状況確認日までに助成事業を完了若しくは

廃止した場合又は知事が助成事業の実施状況を求めた場合はこの限りではない。 

 

（遂行命令） 

第１３条 知事は、助成事業者が提出する報告、報告に基づく調査等により、その者の助成事

業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従い遂行されていないと認める場合は、助成事

業者に対し、これらに従って助成事業を遂行するよう命じることができる。 

２ 助成事業者が前項の命令に違反したときは、知事はその者に対し当該助成事業の一時停止

を命じることができる。 

 

（実績報告） 

第１４条 助成事業者は、助成金の交付の決定に係る助成対象期間が終了したとき、又は助成

事業が完了したときは、速やかに様式第８号による助成事業実績報告書を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第１５条 知事は、前条の規定による助成事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査

するとともに必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の内容等を適正と認

めたときは、助成金交付決定額の交付すべき助成金の額の範囲内で助成金の額を確定し、当

該助成事業者に様式第９号による助成金確定通知書をもって通知する。 

２ 前項の規定による調査の結果、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しな

いと認める場合は、当該助成事業者について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。   

３ 前条の規定は、前項の命令により助成事業者が必要な処置をしたときに準用する。 

４ 第１項の規定による交付すべき助成金の確定額は、助成対象経費に助成率を乗じて得た額

と交付決定額とのいずれか低い額とする。ただし、マッチング活動において出展者から出展

料を徴収するなど助成事業に係る売上以外の収入がある場合は、助成金の確定額から当該収

入相当額を減額する。 

 

（助成金の請求・支払） 

第１６条 助成事業者は、前条により助成金確定通知書を受けたときは、様式第１０号による

助成金請求書を速やかに知事に提出するものとする。 

２ 知事は、助成金請求書が提出されたときは、速やかに助成金を支出するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１７条 知事は、助成事業者が次のいずれかに該当した場合は、助成金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助成金の交付を受けたとき､又は受けようとしたとき。 



(2) 助成金を本事業以外に使用したとき、又は使用しようとしたとき。 

(3) 交付決定を受けたもの（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、暴力団等に該当するに至ったとき。 

(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは助成金交付決定に

基づく命令に違反したとき。 

(5) 助成事業の遂行が困難になったとき、又は事業計画で定めた目標達成の見込みがない

と判断されたとき。 

(6) 助成事業として不適切と判断されたとき。 

２ 前項の規定は、第１５条の規定により交付すべき助成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。 

３ 第１項の規定による取消しをした場合には、速やかにこの決定の取消しの内容及びこれに

条件を付した場合にはその条件を助成事業者に通知するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第１８条 知事は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事

業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成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ことができる。 

 

（助成金の経理） 

第１９条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日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。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、助成事業者に対し前項の書類等について提出を求め

ることができる。 

 

（職員の調査等） 

第２０条 知事は、助成事業者に対し助成事業の実施状況及び助成金の収支及び助成金に係る

帳簿書類その他の物件について、立入り調査をし、又は報告を求めることができる。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２１条 知事は、第１７条及び第１８条の規定により、助成事業者に対し助成金の交付決定

の全部又は一部を取り消し、その返還を命じたときは、助成金を受領した日から返還の日ま

での日数に応じ、助成金の額（一部を返還した場合はその後の期間においては既返納額を控

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円未満は

除く。）を納付させることができるものとする。 

２ 前項において助成金の返還を命じられた者が、納期日までに助成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（助成金返還金及び違約加

算金の合計額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満は

除く。）を納付させることができるものとする。 

３ 第１項及び第２項に定める年当たりの割合は、３６５日（閏年の日を含む。）当たりの割



合とする。 

 

（違約加算金及び延滞金の計算） 

第２２条 前条第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、助成事業者の納

付した金額が返還を命じた助成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

じた助成金の額に充てるものとする。 

２ 前条第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助成金の未納

付額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎と

なるべき未納付金額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（財産の管理及び処分制限） 

第２３条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産について、善良な

管理者の注意をもって管理するとともに補助事業により取得し、又は効用を増加した財産の

台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。 

２ 助成事業者が助成事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち取得価格又は効用を

増加した価格が５０万円以上のものを、この助成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、あらかじめ様式第１１号により知事

の承認を受けなければならない。ただし、当該財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する

省令」（昭和４０年３月３１日付号外大蔵省令第１５号）に規定する年数を経過している場

合は、この限りでない。 

３ 知事は助成事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる

場合は、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。 

 

（委任） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は知事が定めるも

のとする。 

 

 

（附則） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （附則） 

この要綱は、平成２３年５月１３日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



 

別表 

 
都内産品販売活動支援事業助成対象経費 

経費区分 内容 内 容 

運営費 

謝金 
事業遂行に必要な指導・助言を受けるために招聘した専門家又は委嘱した委

員に謝金として支払われる経費 

賃借費 

事業遂行に必要な事務所、施設等を借りる場合に支払われる経費 

※当該事業のために、新たに借りる場合に限る。 

※賃貸契約締結日が交付決定日以降のものに限る。 

※月額３０万円までを限度とする。 

工事費 
事業遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に内装等の変更の為に

支払われる経費 

雑役務費 

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者（パー

ト・アルバイト）の賃金、交通費として支払われる経費 

※一人当たり時間単価１，０００円、週４０時間を限度とする。 

（助成限度額は、５０万円を限度とする。） 

事業費 

会場借上げ費 
事業遂行に必要な情報、意見の交換や検討を行うための会議を開催する場合

の会場及びマイク等の付帯設備の借上げ経費として支払われるもの 

印刷製本費 事業遂行に必要な資料や印刷物作成を行うために支払われる経費 

消耗品費 事業遂行に必要な事務用品等の消耗品を購入するために支払われる経費 

備品費 

事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費 

※備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗することなく、かつ、

通常の状態においてその性質又は形状を失わず長期の使用に耐えうる物品を

いう。 

通信運搬費 事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費 

賃借料 
事業遂行に必要な機器・設備類のリース料・レンタル料として支払われる経

費 

展示会等事業

費 

事業遂行に必要な会場（小間）を借り上げるため及び装飾・運営を行うため

に支払われる経費（仮想商店街などインターネット上での出店料等も含む。） 

マーケティン

グ委託費 
事業遂行に必要なニーズ調査等を行うために支払われる経費 

広報費 
事業遂行に必要な、パンフレット・ポスター等を作成するため及び広告媒体

等を活用するために支払われる経費 

その他経費 上記以外で、知事が特に必要と認める経費 


