
コーディネーター設置事業の実施及びその設置に係る補助金に関する要綱 

   

平成 30年３月 23日 29産労商創第 2656号 

平成 31年３月 14日 30産労商創第 1943号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、起業家による空き家活用モデル事業実施要綱（平成 30年３月 15日

付 29産労商創第 2542号）第４条第２項の規定に基づき、起業家からの相談に応じ、都

内の空き家物件の紹介、斡旋や空き家所有者等との調整等を行うコーディネーターの設

置及びその補助事業（以下「本事業」という。）の実施に関する基本的な事項を定める

こととする。 

  なお、本事業の補助金の交付に関することについては、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の通達（昭

和 37 年 12 月 11 日付 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。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 

（１）起業家 自ら新たな事業を興し、運営する個人若しくは法人 

（２）空き家 概ね１か月以上の使用実績が無い戸建て住宅 

（３）コーディネーター 空き家を活用した事業プランを考える起業家が空き家に関する

相談を行える窓口として都が選定した不動産業者等 

 

（事業内容） 

第３条 起業家が都内の空き家を活用した事業プランを考案する際に、空き家に関する相

談を行える窓口としてコーディネーターを設置する。コーディネーターは、第４条に定

める民間事業者等から募集を行い、第９条第１項に基づき知事が交付決定を行った者と

する。 

また、コーディネーターは次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）相談員等を配置し、起業家からの相談への誠実かつ適切な対応 

（２）起業家が有する空き家を活用した事業プランに適した都内物件の紹介 

（３）紹介した物件の所有者等と起業家との各種調整 

（４）受け付けた相談事例等の取りまとめ及び東京都への報告 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、宅地建物取引業法（昭

和 27年６月 10日法律第 176号）第３条に基づく宅地建物取引業の免許を有する法人と

する。ただし、次に掲げるものを除く。 

（１）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。以下同じ。） 

（２）法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴力

団並びに条例第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 

（３）法人税、法人事業税、法人都民税、消費税等を滞納している者 

（４）過去に国・都道府県・区市町村等から助成・補助を受け、不正等の事故を起こした 

  者 

（５）会社更生法又は民事再生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が

存在する者 

（６）事業の実施にあたって必要な許認可を取得せず、関係法令を遵守しない者 

（７）その他、東京都が適切でないと判断する者 

 

（補助対象経費及び補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付対象は、起業家からの相談対応に関する報告書とし、知事が適当と

認めるものについて、予算の範囲内において交付する。 

  また、知事が適当と認める報告書の提出件数に次に掲げる単価を乗じた金額を交付額

とする。 

 （１）起業家からの相談内容に適した空き家物件を紹介し、起業家と所有者等との間で

賃貸借契約を締結するなど、起業家が空き家を活用することが確定又は確定する見

込みであるもの。紹介した空き家１件毎に報告書を作成するものとし、１件当たり

50,000円とする。 

 （２）起業家からの相談内容に適した空き家物件を紹介し、起業家と所有者等の仲介、

調整を行ったが賃貸借契約等の締結まで至らなかったもの。紹介した空き家１件毎

に報告書を作成するものとし、１件当たり 25,000円とする。 

 （３）起業家からの相談を受け空き家物件の紹介等を行ったが、起業家と所有者等との

仲介、調整まで至らなかったもの。相談を受け付けた起業家１人毎に報告書を作成

するものとし、１件当たり 10,000円とする。 

 

（補助金の交付限度額） 

第６条 １コーディネーターあたりの交付限度額は 1,000,000円とする。 

  

（補助対象期間） 

第７条 補助対象期間は、交付決定の日から当該年度の末日までとする。 

なお、原則として、交付決定のおよそ１か月後から当該年度の３月中旬頃までは起業

家からの相談に対応する体制を整えるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、知事が定める期日までに様

式第１号による交付申請書に、必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 知事は、前条による補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を調査し、

別に定める審査会による審査を経た上で、補助金を交付する補助事業を決定するものと

する。 

２ 前項の補助事業の決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。 



３ 知事は、第１項により補助事業を決定したときは、当該補助事業を行う者（以下「補

助事業者」という。）に対し、様式第２号による補助金交付決定通知書（以下「決定通

知書」という。）をもって、速やかに補助金の交付決定を通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 10 条 補助事業者は、前条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と

きは、交付決定日から 14 日以内に、様式第３号による取下書を知事に提出することに

より、申請の取下げをすることができる。 

なお、交付の決定前に申請を取り下げるときも、取下書を提出しなければならない。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 11 条 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、この交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付決定の内容若

しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過し

た期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 前項の規定による補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天変地異その

他補助金の交付の決定後生じた事情により補助事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合に限る。 

３ 知事は、第１項の規定による補助金の交付決定の取消しにより、特別に必要となった

事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金を交付することができる。 

（１）補助事業に係る残務処理に要する経費 

（２）補助事業を行うために締結した契約の解除によって必要になった賠償金の支払に

要する経費 

 

（補助事業の内容変更等） 

第 12 条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様式４－１

号による変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助事業の内容や申請経費の内訳を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる

軽微な変更を除く。 

   ア 補助目的に変更をもたらすのではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

   イ 補助目的に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

（２）補助事業が予定の期間内に完了することができず、補助対象期間を変更しようと

するとき。ただし、年度を超える期間の変更を行うことはできない。 

２ 補助事業者は、補助事業者の名称等（名称、所在地、代表者名）が変更されたときは、

様式第４－２号による変更届を速やかに知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、第１項による申請があった場合には、その内容を審査の上、適正と認められ

るときは、これを承認し、様式第４－３号による変更承認通知書により、補助事業者に

通知するものとする。 

４ 知事は、前項の承認にあたり、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

 



（補助事業の中止又は廃止） 

第 13条 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、その理由（中

止しようとする場合は、再開の見通しを含む。）を記載した様式第５-１号による中止（廃

止）承認申請書を知事に提出し、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は、その内容を審査の上、適正と認められる

ときは、これを承認し、様式第５－２号による中止（廃止）承認通知書により、補助事

業者に通知するものとする。 

 

（遂行命令） 

第 14 条 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、補助事業がこの補助金の交付決定の内容又は

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

らに従って補助事業を遂行するよう命じることができる。 

２ 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業の一

時停止を命じることができる。 

 

（実績報告） 

第 15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から 30日を経過した日又は

当該年度３月 31 日のいずれか早い日までに、必要な書類を添えて、速やかに様式第６

号による補助事業実績報告書を知事に提出しなければならない。第 13 条第１項の規定

により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。 

なお、補助事業の完了とは、事業が終了したときをいう。 

２ 知事は、補助事業者から実績報告書の提出がない場合は、第 19 条第１項第３号に該

当するものとして交付決定を取り消すことができる。 

 

（補助金の額の確定） 

第 16 条 知事は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審

査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかとどうかを調査し、適合する

と認めたときは、補助金の交付の決定額の範囲内で補助金の額を確定し、当該補助事業

者に様式第７号による確定通知書をもって通知する。 

 

（是正のための措置） 

第 17 条 知事は、前条の規定による調査の結果、補助事業の実施結果が補助金の交付決

定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ずることができる。 

 

（補助金の請求・支払） 

第 18条 補助事業者は、第 16条により補助金確定通知書を受けたときは、様式第８号に

よる補助金請求書を速やかに知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、当該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。 

 



（交付決定の取消し） 

第 19条 知事は、補助事業者等が次のいずれかに該当した場合は、補助金交付の決定の 

全部又は一部を取り消し、不正の内容、補助事業者及びこれに協力した関係者等の公表 

を行うことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）交付決定を受けた者が、第４条（１）又は（２）に該当するに至ったとき。 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令そ

の他法令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第 16 条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。 

３ 知事は、第１項の規定による取消しをした場合には、速やかにその旨を補助事業者に 

通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 20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又は第 13条の

規定により補助事業が中止となった場合において、補助事業の当該取消し又は中止に係

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

還を命ずることができる。 

２ 知事は、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。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第 21条 知事は、第 19条の規定により、補助事業者に対し補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消し、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、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はその後の期間にお

いては既返納額を控除した額）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円未満は除く。）を納付させることができるものとする。 

２ 前項において補助金の返還を命じられた者が、納期日までに補助金を納付しなかった

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（補助金返還金及

び違約加算金の合計額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円

未満は除く。）を納付させることができるものとする。 

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。 

 

（違約加算金及び延滞金の計算） 

第 22 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

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。 

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、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算

の基礎となるべき未納付金額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 



（職員の調査等） 

第 23 条 補助事業者は、交付決定の日から補助事業が属する会計年度の終了後５年間ま

での期間において、知事が東京都職員をして補助事業の実施状況、補助金に係わる書類

その他の物件について、立入り調査をし、又は報告を求めさせた場合には、これに応じ

なければならない。 

 

（補助事業の公表と成果の発表） 

第 24条 知事は、補助事業者名等を公表することができるものとする。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、補助事業の成果を公表し、また補助事業者に発

表させることができるものとする。 

 

（その他） 

第 25 条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は別に定める

ものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

 

 


