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高品質木材のための保育管理事業費補助金交付要綱 

 

28 産労農森第 1183 号 

平成 29 年 3 月 31 日 

（趣 旨） 

第１ 東京都知事（以下「知事」という。）は、「高品質木材のための保育管

理事業実施要綱」（平成 29 年 月  日付 28 産労農森第 1091 号。以下「実施

要綱」という。）に基づいて行う高品質木材のための保育管理事業に要する

経費につき、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

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（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。 

 

（補助金の交付対象） 

第２ 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（同

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、この要綱に基づく補助

金の交付の対象としない。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第３ 第１に規定する事業、補助対象経費及びこれに対する補助率は、下表の

とおりとする。ただし、本補助金の交付と重複して、他の補助金の交付を受

けてはならない。 

  

補助対象経費 補助率 

人工造林 

樹下植栽等 

 

40/100 

間伐 58/100 

下刈り 

雪起こし 

倒木起こし 

枝打ち 

除伐 

 

 

40/100 

更新伐 58/100 

付帯施設等整備 40/100 

森林作業道整備 58/100 

査定係数は、170 とする。 

 

（補助金交付の申請） 
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第４ 補助金の交付を受けようとする者(以下｢補助事業者｣という。)は、森林 

整備に係る事業（森林整備のために施行地内で行われる作業をいう。）の終 

了後、知事に対して補助金の交付申請を行うものとする。 

２ 第１項の申請は、補助金交付申請書（様式１）のほか次の各号に掲げる書 

類を添付して行うものとする。 

（１）位置図（施行地の位置を示した５万分の１地形図又はこれに準ずるも 

の）（様式３） 

（２）案内図（施行地の位置を示した５千分の１地形図又はこれに準ずるも 

の）（様式３） 

（３）森林整備（造林･間伐）施業図（実測図）（様式４） 

（４）測量野帳 

（５）搬出を伴う間伐または更新伐にあっては、集積場所におけるはい積み 

状況及び運搬車両への積込み状況を記録した写真 

（６）搬出を伴う間伐または更新伐にあっては、間伐材等搬出材積集計表 

（７）社会保険料等に係る社会保険等の加入実態状況調査表（様式５） 

（８）当該施行地に係る契約関係書類の写し 

（９）第２に係る誓約書（以下「誓約書」という。）（様式６） 

（10）使用印鑑届（様式７）その他知事が必要と認める関係書類 

３ 第１項の申請の期限は、森林整備に係る事業の終了後の最初の２月末とす 

る。ただし、下刈りにあっては、１０月末とする。 

４ 第３項の規定に関わらず、補助金の申請に係る書類作成に時間を要する場 

合は、翌２月末までに申請することができるものとする。ただし、下刈りに 

あっては、期限を超えて申請することができないものとする。 

５ 補助事業者は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任すること 

ができる。委任を受けた者（以下「代理申請者」という。）は、知事に対し 

て委任状及び精算依頼書（以下「委任状等」という。）（様式８）を提出す 

るものとする。ただし、暴力団、暴力団員等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、代理申請者となることができないものとし、誓約書を提出する 

ものとする。 

６ 補助事業者は、間伐に係る補助金の交付申請をしようとするときは、当該 

施行地に交付申請の対象である旨を記載した標識等を設置しなければならな 

いものとする。 

 

（竣工検査） 

第５ 知事は、第４の補助金の交付申請があったときは、補助に必要な事項を 

確認するための検査（以下「検査」という。）を行う。竣功検査は、次によ 

るもののほか、東京都森林整備補助事業竣工検査内規（平成 14 年 4 月１日付 

14 産労農林第 502 号）に基づいて行うものとする。 

（１）検査は、補助金の交付申請のあった年度に行うものとする。 

（２）検査は、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。 

（３）検査の結果、本要綱の規定に適合しないものであるときは、当該年度 

内に期間を定めて、手直しをさせることができるものとする。 
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（４）知事は、検査の効率化を図るため、交付申請を行う前に施業の完了確 

認を行うことができるものとする。この場合、補助事業者から高品質木 

材のための保育管理事業費申請前現地確認願（様式９）を提出された場 

合は、交付申請を行う前に施業の完了確認を行うことができる。 

（５）（４）の完了確認は、（２）に規定する現地検査に準じて行う。 

 

（補助金の査定） 

第６ 補助金の査定は、検査の結果に基づいて次により行う。 

（１）補助金の額の算出 

ア 標準経費 

標準経費は、標準単価に事業量を乗じて求める。 

イ 補助金の額 

補助金の額は、標準経費に査定係数の百分の一と補助率を乗じて求 

める。 

（２）標準単価  

   標準単価は、森林環境保全整備事業実施要領（平成 14 年 3 月 29 日付 

13 林整整第 885 号林野庁長官通知。以下「国の要領」という。）第５の 

４の規定に準じ、都で定める標準単価を使用するものとする。 

       なお、標準単価に加算することができる間接費の率は、「森林環境保 

全整備事業における標準単価の設定等について」（平成 23 年 3 月 31 日 

付 22 林整整第 857 号林野庁整備課長通知）第３の規程に基づき定めるも 

のとする。 

（３）（１）の規定にかかわらず、区市町村が請負に付して実行した場合の 

  補助金の額は、標準経費と実行経費（森林環境保全整備事業実施要領の 

  運用（平成 14 年 12 月 26 日付 14 林整整第 580 号林野庁整備課長通知。 

  以下「国の運用」という。）４の(５)のイに掲げる直接費、測量設計費） 

のいずれか低い額に査定係数の百分の一と補助率を乗じて求められた額 

とする。 

（４）（１）の規定にかかわらず、社会奉仕を目的としたボランティア活動 

  等により森林整備を行い、事業の目的を達成できる場合は、国の運用４ 

  の（５）のアに掲げる直接費、測量設計費（設計費を除く。）及びその 

  他必要な経費のうち、知事が認めたものを実行経費とし、標準経費と実 

  行経費のいずれか低い額に査定係数の百分の一と補助率を乗じて求めら 

  れた額とする。 

（５）（１）、（３）及び（４）の規定にかかわらず、補助事業者の申し出 

  があり、かつその内容が妥当であると知事が認めるときは、補助金の額 

  を減額することができる。 

 

（補助金交付の条件） 

第７ 知事は、補助事業者に対して、第２項から第８項までに掲げる条件を付

すものとする。 

２ 事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に、当該補助事業の施行地 

を森林以外の用途に転用（補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は 
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貸借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ 

転用される場合を含む。）する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐 

採除去を行う行為（森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は林業専用 

道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。） 

その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あ 

らかじめ知事にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等 

につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。 

３ 補植、保育等成林に必要な保育管理及び災害に対応しての善良な管理を５

年間実施すること。 

４ 更新伐を行った場合、当該林地につき、原則として、その翌年度から起算

して２年を経過して更新が確実に図られていないと知事が判断したときは、

植栽により速やかに更新を図ることとし、これに従わない場合、交付を受け

た更新伐に係る補助金相当額を返還すること。ただし、植栽以外の方法によ

り確実に更新が図られると知事が認めた場合は、この限りでない。 

５ 長期育成循環施業循環施業の実施について（平成 13 年 3 月 30 日付 12 林整

整第 718 号林野庁長官通知。以下「長期育成循環施業通知」という。）に規

定する更新伐の個別林分型において立木の材積が長期育成循環施業協定に定

める維持すべき立木の材積を下回ることとなる伐採を行ったとき、又は長期

育成循環施業通知に規定する更新伐のモザイク林誘導型において施業実施年

度から起算して５年以内に伐区の隣接区域において長期育成循環施業の一環

として更新伐を実施したときは、交付を受けた更新伐に係る補助金相当額を

返還すること。 

６ 第４項に掲げる場合のほか、補助金の交付を受けた事業と一体的に実施す

べき事業がある場合において、当該事業と一体的に実施すべき事業を実施す

べき期間を経過しても実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を

返還すること。 

７ 森林作業道を作設した場合は、森林作業道台帳（様式１０）を作成保管す

るとともに、知事に提出すること。作設後に、森林作業道を利用した森林整

備、森林作業道の維持管理、改良等をした場合は、森林作業道台帳を更新し、

知事に提出すること。 

８ 鳥獣害防止施設等整備を実施した場合において、必要な維持管理を怠った

ことにより、補助目的を達成することが困難となったことが明らかになった

場合は、当該鳥獣害防止施設等整備及びこれと一体的に実施することとされ

ている施業について交付を受けた補助金相当額を返還すること。 

 

（補助金交付の決定） 

第８ 知事は、補助金の査定の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定

及び補助金の額の確定（様式１１）を同時に行い、補助事業者に通知する。 

２ 知事は、補助事業者又は代理申請者からの、森林整備補助金交付請求書（様

式１３）に基づき、速やかに補助金を交付する。 

３ 補助事業者は、決定通知の内容又はこれに付された条件に異議があるとき

は、決定の通知受領後１４日以内に申請の撤回をすることができる。 
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（決定の取消し） 

第９ 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金

の交付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）補助事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 

その他従業員若しくは構成員を含む。）が、暴力団又は暴力団員等に該 

当するに至ったとき。 

 （４）事業主体（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人そ 

の他従業員若しくは構成員を含む。）が暴力団又は暴力団員等に該当す 

るに至ったとき。 

 （５）その他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 

令若しくは補助金の交付の決定に基づく命令に違反したとき。 

２ 第１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

後においても適用する。 

 

（補助金の返還） 

第１０ 知事は、第９の規定による取消しをした場合には、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１項の規定にかかわらず「森林整備事業等の施行地等の転用等に

伴う補助金等の返還措置要領（平成 19 年 8 月 22 日 19 林整整第 315 号）」第

３第４項に該当するときは、返還を免除することができる。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第１１ 補助事業者は、第９の規定による取消しを受け補助金の返還を命ぜら

れたときは、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、これを納期日までに納

付しないときは、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

額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延帯金(100 円未満の場合を除

く。）を納付しなければならない。 

３ 前２項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

日当たりの割合とする。 

 

（違約加算金の計算） 

第１２ 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１１第１項

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順次さかのぼり、そ

れぞれ受領の日において受領したものとする。 
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２ 第１１第１項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助

事業者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

金は、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１３ 第１１第２項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、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

日以後の期間にかか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。 

 

（他の補助金の一時停止等） 

第１４ 知事は、補助金の返還を命ぜられた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、その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、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。 

 

（帳簿の整理、管理等） 

第１５ 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から

起算して５年間整備保管しなければならない。 

 

第１６ この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行について必要な事項 

は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


