
有機農業堆肥センター事業費補助金交付要綱 

             

制定  平成19年３月23日18産労農食第1105号 

              最終改正  平成31年３月28日30産労農振第2457号 

 

（通則）  

第１ 有機農業堆肥センター事業費補助金（以下「補助金」という。）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。  

 

（目的） 

第２  この補助金は、公益財団法人東京都農林水産振興財団（以下「公益財団法人」と

いう。）が、優良堆肥の生産及び配布、都内畜産農家に対する優良堆肥生産技術の普

及、公益財団法人が飼育する家畜の排せつ物の適正な処理及び堆肥センター施設の管

理を行う有機農業堆肥センター事業（以下「補助事業」という。）に必要な経費を補

助することにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成1

1年法律第112号）に基づく家畜糞等の適正処理の推進及び未利用有機資源の利活用の

促進に寄与するとともに、都内における有機農業・環境保全型農業を推進することを

目的とする。 

 

（補助金の交付対象） 

第３ この補助金は、公益財団法人が補助事業を実施するために必要な別表に掲げる経

費について、予算の範囲内において交付するものとする。 

 

（補助事業の実施期間） 

第４ この補助事業は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終了するものとする。 

 

（補助率） 

第５ 別表に掲げる経費に対する補助率は、10分の10以内とする。 

  

（補助金の交付の申請） 

第６ 公益財団法人は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（別

記様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１） 定款 

（２） 事業計画書（別記様式第２号） 

（３） 収支予算書（別記様式第３号） 

（４） その他知事が必要とする書類 

 

（遵守事項） 

第７ 公益財団法人は、補助事業を実施するに当たっては、以下の事項を遵守しなければ

ならない。 

 (１) 青梅畜産センター事業及び東京都の委託を受けて実施する東京都農林総合研究



センターの運営事業に伴い発生する家畜糞を堆肥化すること。 

(２) 生産した堆肥については、東京の有機農業、環境保全型農業の振興に資するよ

う、普及・活用に努めること。 

(３) 補助事業により収入を生ずる生産品の価格を決定する際には、事前に東京都と

協議すること。 

(４) 補助事業の実施に当たっては、関係法令を遵守するとともに、悪臭、騒音及び

害虫の発生等の環境汚染の防止に努めること。 

(５) 収入の確保に努めること。 

 

（補助金の交付の決定） 

第８ 知事は、第６の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、事業計画の承認及び補助金の交付を決定し、別記様式第４号により公益財

団法人に通知する。 

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

申請事項につき修正を加え、又は条件を付すことができる。 

 

（申請の撤回） 

第９ 公益財団法人は、第８の規定による交付決定を受けた場合において、当該通知に

係る補助金の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、この交

付の決定の通知を受けた日の翌日から14日以内に申請を撤回することができる。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第10  知事は、交付の決定をした後において、その後の事情の変更により特別の必要が

生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若

しくはこれに付した条件を変更することができる。 

 

（補助金の請求） 

第11 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、四半期ごとに公益財団法人からの請求に基づき支払うものと

する。 

２  公益財団法人は、前項の規定に基づき補助金の支払を受けようとするときは、補助

金概算払請求書（別記様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 

（指導等） 

第12 知事は、事業を的確に実施するとともに、事業の実効を上げるため、事業の趣旨及

び事業の内容等の周知に努め、必要に応じて助言指導するものとする。 

 

（変更承認等） 

第13 公益財団法人は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ事業変更（中止・

廃止）承認申請書（別記様式第６号）を知事に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

（１） 事業計画書の内容について重要な変更をしようとするとき。 



（２） 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２  知事は、前項の申請があった場合において、その申請事項に修正を加え、又は条件

を付して承認することができる。 

３  知事は、前２項により事業変更を承認した場合は、第８に準じて交付決定を変更す

る。 

 

（事故報告） 

第14 公益財団法人は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、速やかに事故報告書（別記様式第７号）を知事に提出し、その

指示に従わなければならない。 

 

（状況報告） 

第15  公益財団法人は、補助事業の遂行状況について、事業実施状況報告書（別記様式

第８号）を作成し、各四半期最終日の翌月15日までに知事に報告しなければならない。

ただし、第４四半期については、実績報告書の提出をもって代えることができる。 

２  公益財団法人が、第11に基づき四半期ごとに請求を行う場合は、第２期目以降の期ご

との請求時までに、前期分の執行状況をまとめた遂行状況報告書（別記様式第９号）を

知事に提出しなければならない。 

３  前２項に定めるもののほか、知事は、公益財団法人に対し、必要な書類の提出を求め

ることができる。 

 

（遂行命令等） 

第16  知事は、公益財団法人が提出する報告書、地方自治法（昭和22年法律第67号）第2

21条第２項の規定による調査等により、補助事業が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、公益財団法人に対し、これらに従

って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。 

２  公益財団法人が前項の命令に違反したときは、知事は、公益財団法人に対し当該補

助事業の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第17  公益財団法人は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した実績報

告書（別記様式第10号）を、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

第13の規定により事業廃止の承認を受けた場合も同様とする。 

（１） 事業報告書（別記様式第11号） 

（２） 収支決算書（別記様式第12号） 

 （３） その他知事が必要とする書類 

 

（額の確定） 

第18  知事は、第17の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査、

必要に応じて行う現地調査等により、補助金の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、別記様式第13号により

公益財団法人に通知する。 



 

（補助金の精算） 

第19  公益財団法人は、第18の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速

やかに補助金精算書（別記様式第14号）を知事に提出しなければならない。 

 

（是正のための措置） 

第20  知事は、第18の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の

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、公益財団法人に対し、これ

らに適合させるための措置を命ずることができる。 

 

（決定の取消し） 

第21  知事は、公益財団法人が次のいずれかに該当した場合は、公益財団法人に対して

補助金の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） その他補助金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  前項の規定は第18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。 

 

（補助金の返還） 

第22  知事は、第10又は第21の規定により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、既に公益財団法人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  知事は、第18の規定により公益財団法人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。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第23  知事が、第21の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、補助金の返還を命じたときは、公益財団法人は、当該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（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。）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  知事が公益財団法人に対し、補助金の返還を命じた場合において、公益財団法人が

これを納期日までに納付しなかったときは、公益財団法人は、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（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。）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。 

 

（違約加算金の計算） 



第24 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23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  第23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、公益財団法人の

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額は、まず当該返

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25  第23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、返還を命じた補助

金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞

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。 

 

（補助金等交付における消費税相当分の取扱い） 

第26  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15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、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税

額相当額の返還を命じるものとする。 

 

（他の補助金等の一時停止等） 

第27 知事は、公益財団法人に対し補助金の返還を命じ、公益財団法人が当該補助金、

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、公益財団法人に対

して、同種の事務又は補助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。 

 

（財産処分の制限） 

第28 公益財団法人が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、この補助金

交付要綱の目的に反して、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、当該財産が

別に知事が定める耐用年数を経過している場合は、この限りでない。 

 

（帳簿等の整理保管） 

第29  公益財団法人は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を

当該補助事業完了の日の属する会計年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第30  この要綱に定めるもののほか、この補助事業に関し必要な事項は、別に定めるとこ

ろによる。 

 

附 則 



この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成22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25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。 

      附  則（平成29年３月29日付28産労農振第2184号) 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附  則（平成30年３月29日付29産労農振第2200号) 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附  則（平成31年３月28日付30産労農振第2457号) 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 

  



別 表 

事業種類 
内     容 補助率 

重要な変

更  事業種目 

有機農業堆肥センター事業 

 

１ 人件費 堆肥センター職員人件費補助 

10/10以内 

経費が事業

計画の総事

業費を超え

る場合又は

全体経費が

２割以上減

額する場合 

２ 堆肥センター 

事業費 

・堆肥センターの業務遂行に必要な管理事

務 

・家畜排せつ物を主体とした優良堆肥の生

産及び配布 

・都内畜産農家に対する優良堆肥生産技術

の普及、指導 

・公益財団法人が飼育する家畜の排せつ物

を、家畜排せつ物法に基づき処理（堆肥化）

すること。 

・その他この要領の趣旨に合致すると認め

られる活動 

３ 施設管理事業費 堆肥センターの建物、施設の維持管理※ 

※施設管理事業については、「施設管理に関する協定」（平成19年４月１日付18産労農調

第1355号）に基づき、農林総合研究センター青梅庁舎に存する施設を対象とする。 


