
 商店街ステップアップ応援事業費（区市町村専門家派遣事業等）補助金交付要綱  

 

平成２９年３月３１日付２８産労商地第２５１８号 制定 

一部改正  平成３０年３月３０日付２９産労商地第２５５８号 

 

第一章 総則 

 

（通則）  

第１条 商店街ステップアップ応援事業費（区市町村専門家派遣事業等）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）によるほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、区市町村が行う専門家派遣事業等に要する経費を東京都（以下

「都」という。）が補助することにより、商店街等の主体的で創意工夫ある取組を促

進し、持続的な発展を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の意義は、次の各号のとおりとする。 

（１）「専門家派遣事業等」とは、専門家派遣事業及び巡回相談事業のことをいう。 

（２）「専門家派遣事業」とは、専門家が商店街等に出向き、商店街活性化に向けた取

組に関して具体的な助言を行うことをいう。 

（３）「専門家」とは、中小企業診断士、イベントプランナー等、商店街の経営やイベ

ント企画など特定の分野において高度な知識や技能を備え、区市町村が適切と認め

た者をいう。 

（４）「巡回相談事業」とは、巡回相談員が商店街等に出向き、商店街活性化に向けた

取組に関して潜在的な課題の抽出及び課題解決に向けた取組の提案を行うことを

いう。 

（５）「巡回相談員」とは、商店街の実務に精通し、調査・分析力を有しており、区市

町村が適切と認めた者をいう。 

（６）「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（ただし、商店街を新たに組織化するための取組を行う主体となる場合

に限る。） 

エ 東京都地域連携型商店街事業費補助金交付要綱（平成２９年３月３１日付２８

産労商地第２４４０号）第３条第２号で定める実行委員会 

オ 東京都地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第３条第３号で定める地域協議



会 

（７）「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

同組合のうち、区市町村が商店街と認めるもの 

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又は規約、役員名簿、２４箇月分の決算

書及び関係帳簿を有していること。 

（８）「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 上記以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会 

（９）「補助事業者」とは、専門家派遣事業等を行う区市町村をいう。 

（１０）「間接補助事業者」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商店街の連合会 

イ 区市町村の外郭団体 

（１１）「区市町村の外郭団体」とは、区市町村が出資または出えんを行っている団体

及び継続的な財政支出、人的支援等を行っている団体のうち、区市町村の政策と

の連動性が高く、区市町村の行政運営を支援する役割を有する団体で、知事が認

めるものをいう。 

 

（補助金交付対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、区市町村が直接行う専門家派遣事業等及び区

市町村が補助金を交付して行う専門家派遣事業とする。 

 

 

第二章 区市町村が直接行う専門家派遣事業等 

 

（補助金の交付対象） 

第５条 補助金の交付の対象となる補助事業者が行う事業（以下「補助事業」という。）

の内容及び補助事業に要する経費の区分は別表１のとおりとし、使途、単価、規模等

が明らかであることが確認できるものについて、都は予算の範囲内において補助事業

者に対して交付する。 



２ 前項に規定する補助事業は、交付決定の日から当該年度の末日までの期間に履行を

完了した事業とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 都が補助事業者に交付する補助金の額は、次に掲げる額とする。 

（１）別表１で定める「専門家派遣事業」については、補助対象経費の２分の１以内の

額又は補助限度額５百万円のいずれか低い額とする（１円未満の端数は切り捨

て）。 

（２）別表１で定める「巡回相談事業」については、補助対象経費の１０分の１０以内

の額又は補助限度額５百万円のいずれか低い額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、様式第１‐１による補助金交付

申請書を別に定める期日までに、必要な書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の交付の決定） 

第８条 知事は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、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２‐１による補助金交付決定通知書を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。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、前条の補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議

がある場合には、補助金の交付決定通知を受けた日から１４日以内において、その申

請を取り下げることができるものとする。 

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。 

 

（補助事業者が行う事業の内容変更等） 

第１０条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ様式第３‐１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、軽微な変更の場合はこの限りでない。 

（１）補助対象経費の各経費区分における配分額を２割以上変更しようとするとき。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３）補助事業を中止しようとするとき。 

２ 知事は、前項の承認を行う場合は、様式第３‐１の２により、補助事業者に通知す

るものとする。 



 

（状況報告） 

第１１条 補助事業者は、補助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。 

２ 前項に規定する報告とは別に、補助事業者は、上半期の実績を取りまとめ、様式第

４‐１による中間報告書を１０月１０日までに、必要な書類を添えて、速やかに知事

に提出しなければならない。ただし、上半期の事業実施期間が３か月に満たない場合

は、この限りでない。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する

会計年度が終了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに（ただし、第１０条の

規定による補助事業の中止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から１４日以

内）様式第５‐１による実績報告書を知事へ提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 知事は、前条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６‐１による額の確定通知書を補助事業者に送付するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１４条 知事は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の

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、これに適合させるための処置をとることを命ずるものとする。 

 

（補助金の支払等） 

第１５条 知事は、第１３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

‐１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。 

 

（補助金の経理等） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明らかにした帳

簿及び証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の

終了後、５年間整理保管しなければならない。 

 

（検査） 



第１７条 補助事業者は、知事が必要により都職員をして補助事業の運営及び経理等の

整理状況について検査をさせた場合、又は補助事業について報告を求めた場合には、

これに応じなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第１８条 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。 

（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）交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又は交付決定に基づく命令に

違反したとき。 

２ 前項の規定は、第１３条の規定により交付すべき補助金の額の確定のあった後にお

いても適用があるものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第１９条 知事は、補助金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

還を命ずるものとする。 

２ 知事は、第１３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交付されているときは、期限を定めて、その

返還を命ずるものとする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２０条 知事は第１８条の規定により、この補助金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、補助事業者に対し補助金を

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。）を納付させるものとする。 

２ 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が納期日までに補助金を納付しな

かったときは、知事は補助事業者に対し、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。）を納付させるものとする。 

３ 前２項の規定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

日の割合とする。 

 

（違約加算金及び延滞金の計算） 

第２１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等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等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、補助事業者が返還を

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

係る延滞金計算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。 

 

（非常災害等の場合の措置） 

第２２条 補助事業者は、非常災害等やむを得ない事情により補助事業が予定の期間内

に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

には、現況を調査し、知事に報告しなければならない。 

２ 前項の報告があった場合は、知事は補助事業者に必要な指示をすることができる。 

 

 

第三章 区市町村が補助金を交付して行う専門家派遣事業 

 

（補助金の交付対象） 

第２３条 補助金の交付の対象となる間接補助事業者が行う事業（以下「間接補助事業」

という。）の内容及び間接補助事業に要する経費の区分は別表２のとおりとし、補助

事業者が間接補助事業者に補助する経費のうち、使途、単価、規模等が明らかである

ことが確認できるものについて、都は予算の範囲内において補助事業者に交付する。 

２ 前項に規定する間接補助事業は、交付決定の日から当該年度の末日までの期間に、

間接補助事業者が履行を完了した事業とする。 

 

（補助金の額） 

第２４条 別表２で定める「専門家派遣事業」について、都が補助事業者に交付する補

助金の額は、補助事業者が間接補助事業者に補助する経費のうち、補助対象経費の２

分の１以内の額又は補助限度額５百万円のいずれか低い額とする（１円未満の端数は

切り捨て）。 

 

（補助金の交付申請） 

第２５条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、様式第１‐２による補助金交

付申請書を別に定める期日までに、必要な書類を添えて、知事に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第２６条 知事は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、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２‐１による補助金交付決定通知書を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。 

 

（申請の取下げ） 

第２７条 補助事業者は、前条の補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異

議がある場合には、補助金の交付決定通知を受けた日から１４日以内において、その

申請を取り下げることができるものとする。 

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。 

 

（補助事業者が行う事業の内容変更等） 

第２８条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ様式第３‐２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、軽微な変更の場合はこの限りでない。 

（１）補助対象経費の各経費区分における配分額を２割以上変更しようとするとき。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３）補助事業を中止しようとするとき。 

２ 知事は、前項の承認を行う場合は、様式第３の２により、補助事業者に通知するも

のとする。 

 

（状況報告） 

第２９条 補助事業者は、間接補助事業者が行う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。 

２ 前項に規定する報告とは別に、補助事業者は、間接補助事業者が行う事業の上半期

の実績を取りまとめ、様式第４‐２による中間報告書を１０月１０日までに、必要な

書類を添えて、速やかに知事に提出しなければならない。ただし、上半期の事業実施

期間が３か月に満たない場合は、この限りでない。 

 

（実績報告） 

第３０条 補助事業者は、間接補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属

する会計年度が終了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに（ただし、第２８

条の規定による補助事業の中止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から１４

日以内）様式第５‐２による実績報告書を知事へ提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第３１条 知事は、前条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、当該報告に係る間接補助事業の成果が交

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６‐２による額の確定通知書を補助事業者に送付するものとする。 



 

（是正のための措置） 

第３２条 知事は、前条の規定による調査等の結果、間接補助事業の成果がこの交付決

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、これに適合させるための処置をとることを命ずるものとする。 

 

（補助金の支払等） 

第３３条 知事は、第３１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

‐２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３４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９

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。 

 

（補助金の経理等） 

第３６条 補助事業者は、間接補助事業に係る経理についての収支の事実を明らかにし

た帳簿及び証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年

度の終了後、５年間整理保管しなければならない。 

 

（間接補助金に付すべき条件） 

第３７条 補助事業者は、間接補助事業者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）間接補助事業の完了後、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

期限は間接補助事業者が行う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、間接補助事業者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。 

 

（検査） 

第３８条 補助事業者は、知事が必要により都職員をして間接補助事業の運営及び経理

等の整理状況について検査をさせた場合、又は間接補助事業について報告を求めた場

合には、これに応じなければならない。 



 

（決定の取消し） 

第３９条 知事は、補助事業者又は間接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。 

（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）交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又は交付決定に基づく命令に

違反したとき。 

２ 前項の規定は、第３１条の規定により交付すべき補助金の額の確定のあった後にお

いても適用があるものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第４０条 知事は、補助金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

還を命ずるものとする。 

２ 知事は、第３１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交付されているときは、期限を定めて、その

返還を命ずるものとする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第４１条 知事は第３９条の規定により、この補助金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、補助事業者に対し補助金を

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。）を納付させるものとする。 

２ 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が納期日までに補助金を納付しな

かったときは、知事は補助事業者に対し、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。）を納付させるものとする。 

３ 前２項の規定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

日の割合とする。 

 

（違約加算金及び延滞金の計算） 

第４２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等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等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、補助事業者が返還を

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



係る延滞金計算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。 

 

（非常災害等の場合の措置） 

第４３条 補助事業者は、非常災害等やむを得ない事情により、間接補助事業が予定の

期間内に完了することができないと見込まれる場合又は間接補助事業の遂行が困難と

なった場合には、現況を調査し、知事に報告しなければならない。 

２ 前項の報告があった場合は、知事は補助事業者に必要な指示をすることができる。 

 

（補助事業者の事務処理） 

第４４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）間接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）間接補助事業者に対し、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。 

 

 

第四章 雑則 

 

（その他） 

第４５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２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



別表１（第５条関係）　補助対象事業及び経費（区市町村が直接行う専門家派遣事業等）

１専門家派遣事業

摘　　　要

本事業に直接係る経費で、切り分け
ができるもの

本事業に直接係る経費で、切り分け
ができるもの

報告書、事例集作成費、普及啓発に
係る費用等

２巡回相談事業

摘　　　要

本事業に直接係る経費で、切り分け
ができるもの

本事業に直接係る経費で、切り分け
ができるもの

報告書、事例集作成費、普及啓発に
係る費用等

経費区分

１．専門家に対する謝金・報酬、出張経費

２．外部機関に対する専門家派遣業務の委託料

３．その他知事が事業実施において必要であると認めた経費

２．外部機関に対する巡回相談業務の委託料

３．その他知事が事業実施において必要であると認めた経費

１．巡回相談員に対する謝金・報酬、出張経費

経費区分



別表２（第２３条関係）　補助対象事業及び経費（区市町村が補助金を交付して行う専門家派遣事業）

１専門家派遣事業

摘　　　要

本事業に直接係る経費で、切り分け
ができるもの

報告書、事例集作成費、普及啓発に
係る費用等

経費区分

１．間接補助事業者が事業実施のために専属で委嘱又は雇用した
専門家に対する謝金・報酬、出張経費

２．その他間接補助事業者が事業実施において必要であると知事
が認めた経費


