
 

 

森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱 

 

２４産労観振第８３０号 

平成２５年３月２９日  

３０産労農森第１２０９号 

平成３１年３月２９ 日 

（一部改正）３１産労農森第１０９０号 

令和２年３月２３日 

 

（趣 旨） 

第１ 東京都知事（以下「知事」という。）は、森林資源を活用した魅力創出事業実

施要綱（平成３１年３月２９日付３０産労農森第１２０８号）に基づいて行う森林

資源を活用した魅力創出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１

２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。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第２ 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、別表１に定め

るとおりとする。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。 

 

（補助金の交付申請） 

第３ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付

申請書（第１号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付条件） 

第４ 補助金の交付の決定に当たっては、法令及び予算で定める補助金を適切に執行

するため必要があるときは、条件を付すものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第５ 知事は、第３の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を

決定し、申請者に交付決定通知書(第２号様式)により、その決定の内容及びこれに

付した条件を通知する。 

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

申請事項につき修正を加え補助金の交付の決定をすることができる。 

３ 補助金交付の決定の通知を受けた者(以下｢補助事業者｣という。)は、当該通知に

かかる補助金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、当該

通知受領後１４日以内に申請の撤回をすることができる。 

４ 事情変更による決定の変更等 

知事は、交付の決定の後において、その後の事情の変更により特別の必要が生じ

たときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、この交付の決定



 

 

の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち

すでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。 

 

（補助金の支払等） 

第６ 知事は、補助事業者から請求書（第３号様式）の提出があった場合は、交付す

べき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、必要がある

と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。 

 

（申請事項の変更） 

第７ 補助事業者は、申請事項について別表２に規定する変更がある場合には、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。 

２ 知事は、前項による申請があった場合において、必要と認めるときは、その申請

事項について変更を指示することができる。 

３ 知事は、変更承認のみ行う場合は変更承認通知書により、変更承認に併せて変更

交付決定を行う場合は変更交付決定通知書により補助事業者へ通知するものとす

る。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第８ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、

事業中止(廃止)承認申請書（第５号様式）を知事に提出し、承認を受けなければな

らない。 

２ 知事は、前項の申請書の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたと

きは、事業の中止又は廃止の承認を通知する。 

 

（事故報告書） 

第９ 補助事業者は、補助事業が予定の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には、速やかにその理由その他必要な事項を書面により知事に

報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、補助事業者にその処理

について必要な指示をしなければならない。 

 

（状況報告） 

第１０ 補助事業者は、知事の要求があったときは、事業の遂行状況について、書面

で知事に報告しなければならない。 

 

（補助事業の遂行命令等） 

第１１ 知事は、補助事業者が提出する報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２２１条第２項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の

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、補助事

業者に、これらに従って遂行すべきことを命ずる。 

２ 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に補助事業の一

時停止を命ずる。 

 



 

 

（実績報告） 

第１２ 補助事業者は、その事業が完了したとき、又は中止若しくは廃止の承認を受

けたときは、速やかに事業実績報告書（第６号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３ 知事は、第１２の規定による実績報告を受けたときは、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、その報告にかかる補助事業の成果が補助金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき

補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

 

（是正のための措置） 

第１４ 知事は、第１３の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の

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、補助事業者に対し、

当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じることができる。 

２ 第１２の規定は、補助事業者が必要な措置をした場合において準用する。 

 

（決定の取消し） 

第１５ 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

付の決定の全部又は一部を取り消す。 

⑴ 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。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助事業に従事した者（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（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。以下同じ。）に該当するに至ったとき。 

⑷ 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 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

ても適用する。 

 

（補助金の返還） 

第１６ 知事は、第１５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 第１３の規定により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１７ 補助事業者は、第１５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１８ 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１７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。 

２ 第１６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１９ 第１７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２０ 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。 

 

（財産処分の制限） 

第２１ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産（機械及び

器具については、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上のもの）を、補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし又は担保に供しよ

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、別表３

に定める期間を経過した場合は、この限りではない。 

２ 知事は、補助事業者が知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった

ときは、知事の指定する額を都に納付させるものとする。 

３ 公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由のため前二項によりがたい場

合には、知事に協議することができる。 

 

（帳簿の整理、管理等） 

第２２ 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箇



 

 

年間整備保管しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産については、事

業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の

目的に従って、その効率的な運営を図らなげればならない。 

 

第２３ 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 

 

１ 観光に資する森林資源整備事業補助金交付要綱（平成２５年３月２９日付２４産

労観振第８３０号）は、廃止する。 

２ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



別表１

事業区分 事業種目 事業主体 補助対象経費 補助率

①　需用費（消耗品費）

⑴　景観伐採 ②　事業費（委託料、工事費）

⑵　園地整備 ③　補償費

⑶　普及啓発 ④　その他これに準ずる経費

別表２

事業内容

計画変更承認を要する重要な変更 事業量の３０％を超える減又は事業費の３０％を超える増減

森林資源を活かすための
景観伐採等

森林資源を
活用した魅力
創出事業

森林資源
を活かす
ための
景観伐採
等

多摩地域の
６市町村

定額補助



第１号様式（森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱第３に適用）

東京都知事 殿

（補助事業者住所・氏名）　　  印

１　事業の内容

　　別紙事業計画書のとおり

２　経費の配分

補助事業に
備　考

           円           円

計

３　添付書類

　　その他必要な資料

　　※　行については、適宜加除のこと。

事  業  費

                番　　　号

                年  月　日

負   担   区   分

記

森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付申請書

事　　項
要する経費

　　　　　年度において、下記のとおり事業を実施したいので、森林資源を活用した魅力

創出事業費補助金　　　　　　　　円の交付を申請します。

その他都補助金 事業主体
総事業費

         円            円      　　  円



別紙（様式第１号、第４号に添付）

作成年度

年度
森林資源を活用した魅力創出事業

事業（変更）計画書

○○町（村）



第１　現状及び事業の目的

１　現状

　　当該市町村の状況、概要等を記載する。

２　事業の目的

　　本事業を実施するにあたっての目的、観光客の誘致等を記載する。

３　期待される事業効果

　　本事業を実施し、単年度での効果、全体計画完了時での期待される効果等を記載する。
　　広報、ＷＥＢサイト等でのＰＲ等、事業効果を上げるための市町村での取組予定を記載する。



第２　当年度事業計画

（単位　事業費：千円）

規模 事業費

⑴　景観伐採

⑵　園地整備

⑶  普及啓発

※規模欄及び事業費欄は、全体事業計画と一致させること。
※⑶観光客調査の施業及び工種（詳細）については、実施場所及び実施日時等の予定を記載すること。
※当初計画を変更する場合は、２段書きにする。 当初 間伐  ○○㌶ 作業道 計画なし

変更 間伐 ○○㌶ 作業道 ○○㍍

事業内容

森林資源を活用した魅力創出

当年度事業計画
施業及び工種（詳細）



第３　実施方法等

１　当年度実施スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

景観伐採 項目等

園地整備 項目等

普及啓発 項目等

※施業、工種ごとに　　　　で期間を明示すること。

２　実施方法等

　　委託による測量、設計、積算、森林施業等の直接雇用による労働力の確保の見込み等を記載する。

３　多摩産材の使用方針（※園地整備のみ）

　　「多摩産材のテーブル、ベンチを設置する。」「トイレの壁面は多摩産材とする。」といった多摩産材の使用方針を記載する。

４　森林・土地の承諾の取得状況

　　景観伐採について、森林所有者等の承諾を得ていること。又は承諾を得る予定であり、確実であること。
　　園地整備について、土地及び森林所有者等の使用承諾を得ていること。又は承諾を得る予定であり、確実であること。
　　事業に係る土地及び森林所有者等が当該市町村有である場合は、その旨を記載する。



５　伐採制限等に係る手続き状況

　　伐採制限、土地・森林の開発等の許認可、届出等の手続きが必要なところについて、許認可等を得ていること。又は申請等の
　手続きの状況

６　伐採木の有効活用

　　景観伐採及び園地整備での伐採について、施設整備の資材としての活用する等の方法について記載する。

７　廃棄物の処理

　　本事業で生じる廃棄物について、処理を適正に行うことを記載する。



第４　事業計画図

１　全体位置図

　⑴　図面の縮尺は、概ね１/５０,０００とすること。

　⑵　事業計画箇所を赤○等で明示すること。

２　事業計画区域図

　⑴　図面の縮尺は、概ね１/１０,０００～１/５,０００とすること。

　⑵　東京都森林計画図（１/５,０００）を使用する等、地形、道路、河川、地域森林計画区域が明示されている図面と
      すること。

　⑶　全体事業計画と当年度事業計画とのそれぞれの区域を明示すること。
　　　また、事業計画の工種等の規模を記載すること。



第２号様式（森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱第５に適用） 

 

番    号 

 

 

 

（申 請 者）  

 

 

年  月  日付     をもって申請のあった森林資源を活用した魅力創

出事業（以下「補助事業」という。）に要する経費の補助については、   年度補助金を

下記により交付する。 

 

 

年  月  日 

 

 

東京都知事   

 

 

 

 

記 

 

第１ 補助金額 

 金      円 

第２ 補助事業の内容等 

補助事業内容、内容別経費、補助金の額は次のとおりとする。 



 

事業内容 規模 事業費 都補助金 備考 

 森林資源を活用した魅力創出事業 

 (事業内容)     

     

計     

 

第３ 補助条件 

１ 承認事項 

   補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、アに掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。 

  ア 事業量又は事業費を変更しようとするとき。 

  イ 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。 

 ２ 事情変更による決定の変更等 

   知事は、交付の決定の後において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたと

きは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、この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ある。 

   ただし、補助事業のうちすで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 事故報告等 

   補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合には、すみやかにその理由その他必要な事項を書面により知事に報告し、

その指示を受けなければならない。 

 ４ 状況報告 

   補助事業者は、知事の要求があったときは、事業の遂行状況について、書面で知事に

報告しなければならない。 

 ５ 遂行命令等 

  ⑴ 知事は、補助事業者が提出する報告、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、補助事業がこの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、補助事業者に対しこれらに

従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。 

  ⑵ 知事は、補助事業者が⑴の命令に違反したときは、補助事業者に対し当該補助事業

の一時停止を命ずることがある。 

６ 実績報告 

補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業が完了しない場合で都の会計

年度が終了したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した実績報告書を知事に２部提出

しなければならない。 

⑴ 事業実績 

⑵ 収支精算 

⑶ その他知事が必要であると認める事項 

７ 補助金の額の確定 

⑴ 知事は、第３の６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この交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

⑵ ⑴の規定による補助金の確定額は、事業に要した経費に対して、森林資源を活用し

た魅力創出事業費補助金交付要綱第２の規定に基づき、事業の対象経費に補助率を乗

じて得た額とする。 

８ 是正のための措置 

知事は、第３の７の⑴の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定

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措置をとることを命ずる。 

９ 決定の取消し 

⑴ 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。 

ア 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。 

イ 補助金を他の用途に使用したとき。 



ウ 補助事業に従事した者（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（東京都暴力団排除条例（平成２

３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。以下同じ。）に該当するに至ったとき。 

エ その他この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この交付の決

定に基づく命令に違反したとき。 

⑵ ⑴の規定は、第３の７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。 

10 補助金の返還 

⑴ 知事は、第３の９の規定によりこ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、既に補助事業者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。 

⑵ 知事は、第３の７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。 

11 違約加算金及び延滞金 

⑴ 知事が第３の９の⑴の規定によりこ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－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。 

⑵ 知事が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれ

を納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、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－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。 

12 違約加算金の計算 

⑴ 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３の 11 の⑴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。 

⑵ 第３の11の⑴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。 

13 延滞金の計算 

第３の11の⑵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。 

14 他の補助事業等の一時停止等 

知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、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において、補助事業者に対して、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

を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。 

15 財産処分の制限 

⑴ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産（機械及び器具に

ついては、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のもの）を、補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし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、別表に定める期間を経過し

た場合は、この限りではない。 

⑵ 補助事業者が、知事の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、

知事の指定する額を都に納付しなければならない。 

⑶ ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由のため⑴及び⑵により

がたい場合には、知事に協議することができる。 



16 関係書類帳簿の整理保管 

補助事業者は、補助事業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等を当該事業完了の日の属する会計年度終了後５年間整

理保管しなければならない。 

17 交付要綱等の遵守 

補助事業者は、前各号に定めるものの他「森林資源を活用した魅力創出事業実施要綱」

（平成  年 月  日付３０産労農森第１２０８号）、「森林資源を活用した魅力創出

事業費補助金交付要綱」（平成  年 月  日付３０産労農森第１２０９号）、「森林資

源を活用した魅力創出事業実施要領」（平成  年 月  日付     第    

号）及び「東京都補助金等交付規則」（昭和３７年東京都規則第１４１号）の規定によら

なければならない。 

 

第４ 申請の撤回 

申請者は、こ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

の決定の通知受領後１４日以内に申請の撤回をすることができる。 

 

別表 

施設等 財産処分制限基準 補助金の返還範囲  

 
森林資源を活用した魅力

創出事業の施設等 

補助金交付年度の翌年度から起算

して８年以内に施設等の全部又は

一部の財産処分となったとき。 

全部又は一部 

 



第３号様式（森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱第６に適用）

　　　　　　　年　　月　　日付　　　　　　　　第　　　　号で補助金の交付決定のあっ

た森林資源を活用した魅力創出事業費補助金について、概算払いを受けたいので、下記によ

り請求します。

森林資源を活用した魅力創出事業費補助金概算払請求書

　　　　（補助事業者住所・氏名）　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　

東京都知事 殿

番　　　　　号

年　　月　　日

円 円 円

記

交　付　決　定　額 既　受　領　額 今　回　請　求　額



第４号様式（森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱第７に適用）

東京都知事 殿

（補助事業者住所・氏名） 　　  印

１　変更する事業の内容

　　別紙変更事業計画書のとおり

２　経費の配分

補助事業に
備　考

           円           円

計

上段変更前、下段変更後

３　理由

４　添付書類

　　その他必要な資料

　　※　行については、適宜加除のこと。

         円            円      　　  円
事  業  費

                番　　　号

                年  月　日

負   担   区   分

記

森林資源を活用した魅力創出事業費補助金変更承認申請書

事　　項
要する経費

　　　年　　月　　日付　　　　第　　　号で交付決定通知のあった標記事業について、森
林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱第７の規定に基づき、下記のとおり変更承
認を申請します。

その他都補助金 事業主体
総事業費



第５号様式（森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱第８に適用）

東京都知事 殿

（補助事業者住所・氏名）　　  印

１　中止（廃止）の理由

２　補助事業の当初からの経過及び現況

記

番　　　　　号

年　  月　　日

森林資源を活用した魅力創出事業中止（廃止）承認申請書

　　　　

　　　　　年　　月　　日付　　　第　　　号で補助金の交付決定の通知を受けた森林資
源を活用した魅力創出事業について、下記のとおり事業を中止（廃止）したいので申請し
ます。



第６号様式（森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱第１２に適用）

１　補助事業の成績

２　事業完了年月日

３　収　支　精　算

　（１）　収　　入

事　　　項 予　算　額 精　算　額 差引増△減 備　　　考

　　　　　　　円　　　　　　　円　　　　　　　円

計

都　補　助　金

計

事　　業　　費

　　　　　　年　　月　　日付　　　　　　　　第　　　　号で補助金の交付決定の
通知を受けた森林資源を活用した魅力創出事業について、その実績を下記のとおり報
告します。

森林資源を活用した魅力創出事業実績報告書

番　　　　　号

年　　月　　日

　（補助事業者住所・氏名）　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　

記

東京都知事 殿



（２）支　　出

　　（注）事業費については事業種目ごとの経費を記入する。　

（３）収　支　精　算

　　

円 円 ％ 円

計

精　算　額 差引増△減

事　 　業 　　費

事　　　項

　　　　　　　円　　　　　　　円　　　　　　　円

予　算　額

差引都補助金
未受領額
（返還額）

経　費　内　訳

　　　　　　　　　

計

事　業　費
円 円

摘　　要区　　分
補助金
交　付
決定額

精　算
事業費
総　額

補助率
精　　算
都補助金

既受領
都補助金

額



４　事業実績

※　実施状況、同実績の確認できる図面・書類・資料等を添付すること

５　添　付　書　類

（１）事業実施区域図
（２）その他必要に応じて添付すること

（事項） （実績数量）

事業種目 事業実績 備　　　　　考


