
 

東京都商店街地域力向上事業費補助金交付要綱 

 

３０産労商地第２８２１号 

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 

 

（通 則） 

第１条 東京都商店街地域力向上事業費補助金（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条 この補助金は、地域社会の中で商店街等自らが住民生活を支えるための活動を行うに際し、

区市町村が行う補助事業に対し、必要な補助金を交付することにより、広く地域社会に貢献する都

内商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与すること

を目的とする。 

 

（定 義） 

第３条 この要綱において、使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 

(１) 「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商店街 

イ 商店街の連合会 

ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所 

(２) 「商店街」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和 37年法律第 141号）により設立された商店街振興組合 

イ 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）により設立された事業協同組合 

ウ 次に掲げる事項に照らし、区市町村が商店街と認めるもの 

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その

事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。 

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。 

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。 

(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。 

(３) 「商店街の連合会」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和 37年法律第 141号）により設立された連合会 

イ 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）により設立された連合会 

ウ ア、イ以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会 

  (４) 「補助事業者」とは、この要綱の規定に基づき、地域力向上事業を行う商店街等に補助を行 

う区市町村をいう。 

  (５) 「地域力向上事業」とは、地域社会の中で商店街等自らが住民生活を支えるための活動で、 

東京都知事(以下「知事」という。)が特に認めた事業をいう。ただし、次に掲げる事業を除く。 

  ア 物品の購入、配布のみを目的とする事業 



 

  イ 施設整備を目的とする事業 

  ウ 懇親及び娯楽のみを目的とする事業 

  エ 販売促進等、営利を目的とする事業 

オ 他の補助金等を一部財源とする事業 

  カ 事業に係る全ての業務を委託する事業 

 

（補助金の交付対象） 

第４条 補助金は、地域力向上事業に必要な別表の１に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

であって、補助事業者が商店街等に補助する経費のうち、知事が特に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、補助事業者に交付するものとする。ただし、別表の２に掲げる経

費は除く。 

２ 前項に規定する事業は、交付決定の日から翌年の３月 31日までの期間に実施完了した事業とする。

なお、同一商店街等が行う地域力向上事業は、毎年度２事業までとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 東京都が補助事業者に交付する１事業当たりの１商店街等の補助金の額は、補助対象経費の

３分の１以内の額又は補助限度額 20万円のいずれか低い額とする。ただし、補助事業者が定める当

該事業の補助限度額の２分の１の額が 20 万円未満である場合においては、20 万円を当該２分の１

の額と読み替えた額とする。 

２ 補助事業者が商店街等に交付する補助金の額は、東京都が補助事業者に交付する補助金の額に同

額以上を加えた額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別途定める期日までに、様式第１に

よる補助金交付申請書を、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７条 知事は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて

現地調査等を行い、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、様式第２による補助金交付決定

通知書により補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

３ 補助金の交付決定の額は、地域力向上事業ごとの第５条第１項の規定により算出する額（１千円

未満の端数は切り捨て）又はその補助金交付申請額のいずれか低い額を合計した額とする。 

４ 前条の規定による補助金交付申請書が到達してから、当該申請に係る第１項による交付の決定を

行うまでに通常要すべき標準的な期間は 30日とする。 

 

（申請の取下げ） 

第８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不服があるときは、交付決

定の通知を受けた日から 14日以内に、その旨を記載した書面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。 



 

２ 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載し

た書面を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第９条 補助事業者は、地域力向上事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又

はその遂行が困難となったときは、速やかに様式第３による補助事業遅延等報告書を知事に提出し、

その指示を受けなければならない。 

 

（事業の内容変更等） 

第 10条 補助事業者は、地域力向上事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとする場合又は中止

をしようとする場合は、あらかじめ様式第４による変更等承認申請書を、必要な書類を添えて、知

事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。 

 

（状況報告） 

第 11条 補助事業者は、地域力向上事業の遂行状況について、知事の要求があったときは速やかに書

面により報告しなければならない。 

 

（間接補助金の支払） 

第 12条 補助事業者は、商店街等から地域力向上事業が完了した旨の通知を受けたときは、速やかに

その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、商店街等に間接補助金（補助事業者が補助金

をその財源の一部として商店街等に交付する補助金をいう。以下同じ。）を支払うものとする。 

２ 前項に関わらず、補助事業者は事業の円滑な遂行のため必要と認める場合については、商店街等

に対して概算払を行うことができる。 

 

（実績報告） 

第 13条 補助事業者は、原則、地域力向上事業の実施が完了した月の翌々月末又は翌会計年度で別途

定める日のいずれか早い日までに、必要な書類等を添えて、様式第５による実績報告書を知事に提

出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 14条 知事は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地

調査等を行い、その報告に係る地域力向上事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第６により補助事業者に

通知するものとする。 

２ 前項の規定により交付すべき補助金の額は、地域力向上事業ごとの第５条第１項の規定により算

出する額（１千円未満の端数は切り捨て）又は第７条第３項に規定する額のいずれか低い額を合計

した額とする。 

 

（補助金の支払等） 

第 15条 知事は、前条の規定により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。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第７による補助金

請求書を知事に提出しなれければならない。 

 

（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 16条 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、速やかに様式第８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、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命じるものと

する。 

 

（交付決定の取消し） 

第 17条 知事は、補助事業者又は商店街等が次の各号のいずれかに該当する場合、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。 

(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） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命

令に違反したとき。 

２ 第１項の規定は、第 14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。 

 

（補助金の返還） 

第 18条 知事は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取

消に係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を

命じるものとする。 

２ 知事は、第 14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支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

（補助金の経理等） 

第 19条 補助事業者は、地域力向上事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整

理し、かつ、これらの書類を地域力向上事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存す

るものとする。 

 

（間接補助金に付すべき条件） 

第 20条 補助事業者は、商店街等に間接補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付さなければな

らない。 

(１) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）につい   

ては、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならないこと。 

(２) 取得財産等については、地域力向上事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって

管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならないこと。 



 

(３) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又

は債務の担保に供しようとする場合は、補助事業者の承認を受けなければならないものとする

こと。 

(４) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助

金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付しなければならないこと。 

(５) 地域力向上事業の完了後、補助事業者から要求のあったときは、事業内容等について常に公

開できるよう書類を整備しなければならないこと。この場合において、公開期限は地域力向上

事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間とすること。 

２ 補助事業者は、商店街等が前項の規定に違反した場合は、書面等により速やかに都に報告しなけ

ればならない。 

 

（取得財産等の管理及び処分） 

第 21条 補助事業者は、知事が別に定める期日までに前条第１項第３号の規定により承認をしようと

する場合は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が 50万円以上のものについては、

あらかじめ様式第９による取得財産等処分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、前項の承認をした補助事業者に対し、前条第１項第４号の規定により補助事業者が納付

を受けた収入の全部又は一部を納付させることができる。 

 

（検 査） 

第 22条 補助事業者は、知事が東京都職員をして地域力向上事業の運営及び経理等の状況その他必要

な事項について報告を求めさせた場合、又は検査させた場合には、これに応じなければならない。 

 

（違約金及び延滞金の納付） 

第 23条 第 17条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第 18条の規定によ

り補助金の返還を命じたときは、知事は、補助事業者が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の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。）を補助事業者

に納付させなければならない。 

２ 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた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。）を納付させなければならない。 

３ 前２項に規定す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。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

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。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

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、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。 

 

（非常災害の場合の措置） 

第 26条 非常災害等による被害を受け、地域力向上事業の遂行が困難となった場合の補助事業者の措

置については、知事が指示するところによる。 

 

（補助事業者の事務処理） 

第 27条 補助事業者は、補助金に係る事務処理に当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(１) 間接補助金に係る補助要綱等を整備すること。 

(２) 補助金の交付申請を行う場合は、あらかじめ間接補助事業の内容について審査会等による審

査を行い、事業効果等の検証を行うこと。 

(３) 地域力向上事業の完了後に行う審査業務において、適正な処理を行うよう努めるとともに、

その内容について疑義があるときは速やかに知事に協議すること。 

(４) 商店街等に対し、東京都の補助金を財源とする補助事業であることを明示し、周知を図るこ

と。 

 

（その他） 

第 28条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別にこれを定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

    

 



別表（第４条関係）

１　補助対象経費

補助対象経費は、事業実施に必要なものと知事が認める経費で下記の区分による。

摘　　　　　要

事業の主要部分委託は補助対象外

２　補助対象外とする経費

摘　　　　　要

短期雇用者の時間給等

区　　　　　　　　　　分

事業周知に要する経費

備品購入費

委託費

その他諸経費

区　　　　　　　　　　分

区市町村が定める経費単価を超える経費

使用実績のないもの

補助事業に直接必要のない経費

役員や来賓等の特定の者に係る経費

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族（同一生
計）に対して支出する経費

法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

既存施設の消耗品の交換に係る経費

共催団体に対して支出する経費


