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東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金交付要綱 

 

制  定 平成２６年 ３月２４日 

２５産労観企第１０２２号 

一部改正 平成２７年 ３月１８日 

２６産労観企第１０８０号 

 

 

（通  則） 

第１条 東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金（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。 

 

（補助金交付の目的） 

第２条 本補助金は、公益財団法人東京観光財団（以下「補助事業者」という。）が実施

する、東京都内（以下「都内」という。）での報奨旅行等の開催件数の増加を図るために

行われる公益を目的とした誘致・開催支援事業に対して補助金を交付することにより、都

内でのＭＩＣＥ開催を促進し、東京の産業振興及び発展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、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 「ＭＩＣＥ」とは、企業会議（Ｍ：Meeting）、報奨・研修旅行等（I：Incentive Travel）、

国際会議（Ｃ：Convention）及び見本市・イベント（E：Exhibition/Event）の総称とし、

これらの個々の定義は別紙の通りとする。 

(2) 報奨旅行等とは、前号に定める別紙のうち、企業会議（Ｍ：Meeting）及び報奨・研

修旅行等（I：Incentive Travel）の総称とする。 

 

（補助金の交付対象等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容、補助事業

に要する経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助率は、別表のとおりとし、知

事が、必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。 
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（補助事業者が定める補助事業の実施要綱等） 

第５条 補助事業者は、東京都から補助金の交付を受けようとするときは、東京都と協議の

上、補助事業の内容、方法等事業実施のために必要な事項を明記した実施要綱及び実施要

領を定めなければならない。 

（補助対象期間） 

第６条 補助事業は、交付決定日の属する年度の４月１日から翌年３月３１日までの期間に

実施完了するものとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書（第１号様式）

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８条 知事は、前条に規定する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、補助金交付決定通知書（第２号様式）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

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。 

 

（補助金の支払） 

第９条 補助金の支払は、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、各四半期ごとに補助事業者からの請求に基づいて分

割して支払うこととする。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書（第３号様式）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。 

３ 知事は、前項に規定する請求書を受理した日の翌日から３０日以内にこれを支払うも

のとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 補助事業者は、第８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。 
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（補助事業の内容の変更） 

第１１条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ変更承認申

請書（第４号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。その場合、知

事は必要に応じ、補助金の交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。 

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとする場合 

ただし、各配分額のいずれか低い額の２０パーセントを超えない流用増減を除く。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとする場合 

(3) 実施要綱及び要領の内容を変更しようとする場合 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２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、あらかじめ中止

（廃止）承認申請書（第５号様式）を知事に提出して、その承認を受けなければならな

い。 

 

（状況報告及び協議） 

第１３条 補助事業者は、四半期毎の補助事業の執行計画を作成するとともに、その実績

を取りまとめ、遂行状況報告書（第６号様式）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。 

 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業の実績について、補助事業実績報告書（第７号様式）

を補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度終了後速やか（ただ

し、第１２条の規定による補助事業の中止（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）に知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１５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、

額の確定通知書（第８号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１６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
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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１７条 補助事業者は、補助金の額の確定通知受領後速やかに補助金の精算を行い、精

算書（第９号様式）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１８条 補助事業者は、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書（第１０

号様式）を速やかに知事に提出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に係る仕入控除税 

額の全部又は一部の返還を命ずる。 

 

（補助金の経理等） 

第１９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２０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２１条 知事は、補助金の交付決定を受け、又は既にその補助金の交付を受けた補助事

業者が、補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付

した条件若しくはその他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

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

適用があるものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第２２条 知事は、前条の規定により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。 
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２ 知事は、第１５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２３条 知事は前条第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。 

 

(違約加算金の計算) 

第２４条 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前条第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、当該返還を命じた額がその日に受領した額をこえるときは、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の受領の日において受領したものとする。 

２ 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。 

 

（延滞金の計算） 

第２５条 第２３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２６条 補助事業者は、非常災害等又はやむを得ない事情により補助事業が予定の期間
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内に完了することができないと見込まれる場合若しく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２７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２６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日から適用する。 
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別紙 定義（第３条関係） 

   事業実施に必要な定義詳細については、必要に応じ、別途定める。 

項 目      定  義 

企業会議 

（Ｍ：Meeting） 

複数の海外拠点を有する国内外の企業等が、海外か

ら管理者や従業員等を都内に呼び寄せ行う会議 

報奨・研修旅行等 

（I：Incentive Travel） 

企業等が、代理店の表彰、顧客の招待、構成員の研

修等の目的で実施する報奨・研修旅行 

国際会議 

（Ｃ：Convention） 

国家機関、国際機関・団体（各国支部を含む）、学

術・産業等の団体や協会等が主催または後援する国際

会議 

見本市・イベント 

（E：Exhibition/Event） 

国家機関、国際機関・団体（各国支部を含む）、学

術・産業等の団体や協会等が主催または後援する展示

会、見本市、国際会議に付随するイベント等 
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別表 補助金の交付対象（第４条関係） 

 

補助金の交付の対象となる事業 

補助金の交付の対象となる事業は、それぞれ、次の支援対象区分によるものとし、補助

事業者が行う次に掲げる業務で、必要かつ適当と認めるものについて、下記経費区分に掲

げる経費を交付する。 

・支援対象区分 

 Ａ：海外参加者延泊数  400泊以上 

 Ｂ：海外参加者延泊数 1,000泊以上 

補助対象経費の区分 

区分 経費明細 補助率 

報奨旅行等誘致・開催支

援事業費 

 

１０分 
 

の１０ 
 

以内  

誘致支援事業費 
 
（支援対象区分Ｂ） 

 
報奨旅行等の主催者あるいは開催地決定権を有するミ

ーティングプランナー等の視察団受入 
・視察事前調整に要する経費 
・視察団の渡航に要する経費 
・視察団の滞在に要する経費 
・視察団都内視察の実施に要する経費 

 ・事務費 
（謝金、消耗品費、印刷製本費、交通費、宿泊費、通

信運搬費、委託費、会議費、その他知事が必要と認
める経費） 

 

開催支援事業費 
 
(支援対象区分Ａ･Ｂ) 

 
報奨旅行等開催時における魅力的なプログラムの提供 

 ・プログラム提供事前調整に要する経費 
・ギブアウェイの提供に要する経費 

 ・アトラクションの提供に要する経費 
 ・都内到着時の出迎えに要する経費 
 ・東京ならではの体験メニューの提供に要する経費 

・事務費 
（謝金、消耗品費、印刷製本費、交通費、宿泊費、通

信運搬費、委託費、会議費、その他知事が必要と認
める経費） 

事務費 
 
(支援対象区分Ａ･Ｂ) 

・事業を実施するために必要な職員配置経費 
（給与、手当、報酬、福利厚生費、退職給与積立金、

その他知事が必要と認める経費） 
・事業を実施するために必要な調整経費 
（謝金、消耗品費、印刷製本費、交通費、宿泊費、通

信運搬費、委託費、会議費、その他知事が必要と認
める経費） 

 


