
中小企業活力向上事業補助金交付要綱 

 

平成２８年３月３１日付２７産労商地第３０４５号 制定 

 

（通則） 

第１条 中小企業活力向上事業補助金（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）によるほか、この要綱

に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号のとおりとする。 

（１）「中小企業」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定

する中小企業者のうち、別表１に掲げる分類に該当する業種を除いた者であって、

かつ、大企業が経営に参画していない者をいう。ただし、ソフトウェア業及び情報

処理サービス業については、資本金規模３億円以下又は従業員規模３００人以下の

者をいう。 

（２）「商工会」及び「商工会連合会」とは、それぞれ商工会法（昭和３５年法律第８

９号）に規定する商工会及び商工会連合会を、「商工会議所」とは、商工会議所法

（昭和２８年法律第１４３号）に規定する商工会議所をいう。 

（３）「中小企業診断士」とは、中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）の規定

による中小企業診断士の登録を受けている者をいう。 

（４）「中小企業活力向上プロジェクト」とは、東京都が都内中小企業支援機関との連

携・協力のもと、都内中小企業が直面する様々な経営課題に的確に対応し、それぞ

れの実情に合わせたきめ細かな経営サポートを行うことで経営の活力向上を図って

いく支援体制のことをいう。 

 

（補助金交付の目的） 

第３条 本補助金は、中小企業活力向上プロジェクトのもとで、商工会議所及び商工会

連合会（以下「補助事業者」という。）が、その機能を活用して、都内中小企業の経

営課題の発見から短期・中長期の課題解決までを一貫して支援することで、当該企業

の経営安定と活力向上を図ることを目的とする。 

  なお、商工会連合会については、都内の商工会の機能を活用することができるもの

とする。 

 

（補助金の交付対象） 

第４条 補助金は、補助事業者が都内中小企業の経営課題の発見から短期・中長期の課

題解決までを一貫して支援する事業（以下「補助事業」という。）を実施するために



必要な経費のうち、別表２に掲げるものについて、予算の範囲内において交付するも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業者の代表者又は役員に暴力団員等（東京都暴力

団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号）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ものは、補助金の

交付対象としない。 

 

（補助金の交付基準等） 

第５条 補助事業に対して交付する補助金の交付基準及び交付額は、中小企業活力向上

事業実施要領(平成２８年３月３１日付２７産労商地第３０４６号)に定めるところに

よる。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、様式第１による補助金交付申請

書を別に指定する期日までに、知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 知事は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、適正と認

めるときは補助金の交付決定を行い、様式第２による補助金交付決定通知書を補助事

業者に送付するものとする。 

２ 知事が必要と認めるときは、前項の交付決定において補助金の交付の申請に係る事

項につき、修正を加えて補助金交付を決定することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、前条の補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議

がある場合には、補助金の交付決定通知を受けた日から１４日以内において、その申

請を取り下げることができるものとする。 

 

（補助金の支払及び請求） 

第９条 補助金は、東京都会計事務規則（昭和３９年東京都規則第８８号）第８３条第

１項第４号により概算払とし、補助事業者からの請求に基づいて支払うものとする。 

２ 前項に規定する補助金の支払いは、補助事業を実施する年度の半期毎の分割払いと

する。 

３ 前二項の規定により補助金を受けようとするときは、様式第３による補助

金請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の内容の変更） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ様式



第４による変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。た

だし、知事が別に定める軽微なものに該当する場合は、この限りではない。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ様

式第５による中止（廃止）承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければな

らない。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助事業者は、四半期毎にその実績を取りまとめ、様式第６による執行状況

報告書を各四半期末日の翌月１０日までに知事へ提出しなければならない。ただし、

第４四半期の状況報告については、第１３条に規定する実績報告書に代えるものとす

る。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の実績について、様式第７による補助金に係る補助

事業実績報告書を東京都の会計年度終了後速やか（ただし、第１１条の規定による補

助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から１０日以内）に知事へ

提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 知事は、前条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、当該報告に係る補助事業の成果が交付決

定の内容及びこれに付した条件に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８による額の確定通知書を補助事業者に送付するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１５条 知事は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の

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ことを命ずるものとする。 

 

（補助金の精算） 

第１６条 補助事業者は、補助金の額の確定通知書受領後速やかに補助金の精算を行い、

様式第９による補助金精算書を知事に提出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１７条 補助事業者は、補助事業における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、速やかに知事へ消



費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（様式第１０）により報告しなければな

らない。 

２ 知事は、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。 

 

（補助金の経理等） 

第１８条 補助事業者は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明らかにした帳

簿及び証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の

終了後、５年間整理保管しなければならない。 

 

（検査） 

第１９条 補助事業者は、知事が必要により東京都職員をして補助事業の運営及び経理

等の整理状況について検査をさせた場合、又は補助事業について報告を求めた場合に

は、これに応じなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第２０条 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、この交付の決定の

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）交付決定を受けた補助事業者の代表者、役員が、暴力団員等に該当するに至った

とき。 

（４）交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又は交付決定に基づく命令に

違反したとき。 

２ 前項の違反行為がなされた場合、補助事業者の名称及び不正の内容を公表する。 

３ 第１項の規定は、第１４条の規定により交付すべき補助金の額の確定のあった後に

おいても適用があるものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第２１条 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

消しに係る部分に関し、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

還を命ずるものとする。 

２ 知事は、第１４条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。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２２条 知事は第２０条第１項の規定により、この補助金の交付の決定の全部又は一

部の取消しをした場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者に対し補



助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額（一部を返還した場合

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。）を納付させるものとする。 

２ 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が納期日までに補助金を納付しな

かったときは、知事は補助事業者に対し、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。）を納付させるものとする。 

３ 前２項の規定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

日当りの割合とする。 

 

（違約加算金及び延滞金の計算） 

第２３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、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。 

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、補助事業者が返還を

命じ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

係る延滞金計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとす

る。 

 

（非常災害等の場合の措置） 

第２４条 補助事業者は、非常災害等やむを得ない事情により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、現況を調査し、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は、知事は補助事業者に必要な指示をすることができる。 

 

（補 則） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

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者から除外する業種 

（日本標準産業分類 第１３回改定による小分類） 

大分類 中分類 小分類 

L 学術研究、 

専門・技術サービス業 
71 学術・開発研究期間 

711 自然科学研究所 

712 人文・社会科学研究所 

O 教育・学習支援業 81 学校教育 

811 幼稚園 

812 小学校 

813 中学校 

814 高等学校、中等教育学校 

815 特別支援学校 

816 高等教育機関 

817 専修学校、各種学校 

818 学校教育支援機関 

819 幼保連携型認定こども園 

P 医療、福祉 

83 医療業 

831 病院 

832 一般診療所 

833 歯科診療所 

84 保健衛生 

841 保健所 

842 健康相談施設 

849 その他の保健衛生 

85 社会保険・社会福祉・介護事業 

851 社会保険事業団体 

852 福祉事務所 

855 障害者福祉事業 

Q 複合サービス事業 87 協同組合（他に分類されないもの） 
871 農林水産業協同組合 

872 事業協同組合 

R サービス業 

（他に分類されないもの） 

93 政治・経済・文化団体 

931 経済団体 

932 労働団体 

933 学術・文化団体 

934 政治団体 

939 他に分類されないもの 

94 宗教 

941 神道系宗教 

942 仏教系宗教 

943 キリスト教系宗教 

949 その他の宗教 

S 公務 全て 全て 

 

別表１（第２条関係） 



 

 

補助金交付対象経費 

 

経費区分 経費明細 補助率 

１ 中小企業等の専門家派遣に要する 

経費 
謝金、旅費 

１０分の 

１０以内 
２ 事業実施に要する事務的経費 

謝金、旅費、人件費、会議費、 

消耗品費、印刷製本費、委託料、 

備品購入費、賃借料、通信運搬費、

郵券代、手数料 

３ その他知事が事業実施において必要

であると認めた経費 
同左 

 

 

 

別表２（第４条関係） 


