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（通則） 

第１条 全国受発注ネットワーク化事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、地方

創生推進交付金制度要綱（平成２８年４月２０日付府地事第１６号）、地方創生推進交付金交付

要綱（平成２８年８月１日付府地事第２９１号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５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）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 この要綱は、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下「補助事業者」という。）が行う

全国受発注ネットワーク化事業に必要な経費を補助することにより、都内中小企業等の広域的

な販路開拓を支援することを目的とする。 

 

（補助事業の内容等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容、補助事業に要する経

費の区分及び補助率は別表のとおりとし、補助対象期間に実施・支払が行われた経費のうち、

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交付する。 

 

（補助対象期間） 

第４条 補助対象期間は、交付決定日以降、交付決定日の翌年 1月 31日までとする。 

 

（補助事業者が定める補助事業の実施要綱等） 

第５条  補助事業者は、知事から補助金の交付を受けようとするときは、東京都と協議の上、補助

事業の内容、方法等事業実施のために必要な事項を明記した実施要綱を定めなければならな

い。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助事業者は、この補助金の交付を受けようとするときは、様式第１による補助金交付申

請書を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、前条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認められるときは、補助金の交付決定を行い、様式第２により補助事業者に通知する

ものとする。 

２ 知事が必要と認めるときは、前項の交付決定において補助金の交付の申請に係る事項につき、

修正を加えて補助金交付を決定することができる。 



 

 

（補助金の申請の撤回） 

第８条 補助事業者は、前条の規定に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に

対して異議があるときは、当該通知書受領後 14 日以内に補助金の交付の申請を撤回することが

できる。 

 

（事情変更による決定の取消し） 

第９条 知事は、補助金交付を決定した場合において、その後の事情の変更等により特別の必要

が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若し

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、この限りではない。 

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、天災地変その他補助

金の交付の決定後生じた事情の変更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 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に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等を交付することができる。 

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

 

（計画変更等の承認） 

第１０条  補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様式第３の申請書

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額を変更しようとする場合 

ただし、各配分額のいずれか低い額の１０パーセントを超えない流用増減を除く。 

(2) 補助事業による実施内容を変更しようとする場合 

(3) 第５条の規定により定めた実施要綱の内容を変更しようとする場合 

２  知事は、前項の承認をする場合は、必要に応じ、補助金の交付決定の内容を変更し、又は条

件を付すことができる。 

３  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４の申請書を知事に提出して、あらかじめその承認を受けな

ければならない。 

 

（事故の報告） 

第１１条 補助事業者は、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とき、

又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに様式第５による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。 

 

（遂行状況報告） 

第１２条 補助事業者は、毎四半期終了日（第４四半期は１月末日）現在の補助事業の遂行状況

について、それぞれの日の経過後１５日以内に様式第６による補助事業遂行状況報告書を知

事に提出しなければならない。 

 



 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含

む。）又は補助対象期間が終了したときは、速やかに様式第７による実績報告書を知事に提出

しなければならない。 

 

（補助金の支払等） 

第１４条 補助金の支払は、東京都会計事務規則（昭和３９年東京都規則第８８号。以下「会計規

則」という。）第８３条第１項第４号により概算払とし、補助事業者からの請求に基づいて支払うも

のとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の支払を受けようとするときは、様式第８による請

求書を知事に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１６条による額の確定を受けたときは、当該概算払に基づく精算を速やかに

行い、様式第９による精算書を知事に提出しなければならない。 

 

（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１５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仕入控除税額が確定した場合には、様式第１０により速やかに知事に

報告しなければならない。 

２ 知事は、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に係る仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずる。 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 知事は、第１３条の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に

適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第１１により補助事業者に

通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１７条 知事は、前条の規定による調査等の結果、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、これらに適合さ

せるための措置を命ずることができる。 

 

（決定の取消し等） 

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) 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、法令若しくは交付決定に基づ

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。 

 



 

（補助金の返還） 

第１９条 知事は、第９条第１項又は前条第１項の規定により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、その返還を命ずることができる。 

２ 知事は、第１６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、その返還を命ずることが

できる。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２０条 第１８条第１項の規定により、この補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場

合において、知事が前条第１項の規定により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（一部を返

還した場合のその後の期間については、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。）を納付しなければならない。 

２ 知事が、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、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。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２１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

遡り、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２２条 第２０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。 

 

（立入検査） 

第２３条 知事は、東京都職員をして、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業

所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

 

（補助事業の経理） 

第２４条 補助事業者は、補助金に係る経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その



 

収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証

拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後５年間保存しなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 



 

 別表（第３条関係） 

 

経費区分 

補助事業区分 補助事業内容 
経費 

区分 

 

経費明細 
補助率 

全国受発注ネッ

トワーク化事業 

○全国各地の企業の発注案件開拓 

○「ビジネスチャンス・ナビ2020」を通じ

た全国の最適な企業への発注案件等

のマッチング 

○全国の自治体や中小企業支援団体

等との連携による産業及び企業動向等

の情報収集 

事務費 

報償費（福利厚生費、時間

外手当含む。）、旅費交通

費、一般需用費（会議費、

消耗品費、印刷製本費）、

役務費、委託費、使用料及

び賃借料、租税公課、これ

に準ずる経費 

１０分の１０ 
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（通則） 

第１条 全国受発注ネットワーク化事業補助金（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）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。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下「補助事業者」という。）が行う

全国受発注ネットワーク化事業に必要な経費を補助することにより、都内中小企業等の広域的

な販路開拓を支援することを目的とする。 

 

（補助事業の内容等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容、補助事業に要する経

費の区分及び補助率は別表のとおりとし、補助対象期間に実施・支払が行われた経費のうち、

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交付する。 

 

（補助対象期間） 

第４条 補助対象期間は、交付決定日以降、当該対象年度末日までとする。 

 

（補助事業者が定める補助事業の実施要綱等） 

第５条  補助事業者は、知事から補助金の交付を受けようとするときは、東京都と協議の上、補助

事業の内容、方法等事業実施のために必要な事項を明記した実施要綱を定めなければならな

い。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助事業者は、この補助金の交付を受けようとするときは、様式第１による補助金交付申

請書を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、前条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認められるときは、補助金の交付決定を行い、様式第２により補助事業者に通知する

ものとする。 

２ 知事が必要と認めるときは、前項の交付決定において補助金の交付の申請に係る事項につき、

修正を加えて補助金交付を決定することができる。 

 

（補助金の申請の撤回） 



 

第８条 補助事業者は、前条の規定に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に

対して異議があるときは、当該通知書受領後 14 日以内に補助金の交付の申請を撤回することが

できる。 

 

（事情変更による決定の取消し） 

第９条 知事は、補助金交付を決定した場合において、その後の事情の変更等により特別の必要

が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若し

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、この限りではない。 

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、天災地変その他補助

金の交付の決定後生じた事情の変更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 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に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等を交付することができる。 

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

 

（計画変更等の承認） 

第１０条  補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様式第３の申請書

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額を変更しようとする場合 

ただし、各配分額のいずれか低い額の１０パーセントを超えない流用増減を除く。 

(2) 補助事業による実施内容を変更しようとする場合 

(3) 第５条の規定により定めた実施要綱の内容を変更しようとする場合 

２  知事は、前項の承認をする場合は、必要に応じ、補助金の交付決定の内容を変更し、又は条

件を付すことができる。 

３  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４の申請書を知事に提出して、あらかじめその承認を受けな

ければならない。 

 

（事故の報告） 

第１１条 補助事業者は、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とき、

又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに様式第５による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。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含

む。）又は会計年度が終了したときは、速やかに様式第６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、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第７により補助事業者に通知

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、これらに適合さ

せるための措置を命ずることができる。 

 

（補助金の支払等） 

第１５条 補助金の支払は、第１３条の規定による調査等の結果、確定した補助金の額を補助事

業者からの請求に基づいて支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の支払を受けようとするときは、様式第８による請

求書を知事に提出しなければならない。 

 

（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仕入控除税額が確定した場合には、様式第９により速やかに知事に報

告しなければならない。 

２ 知事は、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に係る仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずる。 

 

（決定の取消し等） 

第１７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) 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、法令若しくは交付決定に基づ

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、第９条第１項又は前条第１項の規定により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、その返還を命ずることができる。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第１９条 第１７条第１項の規定により、この補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場

合において、知事が前条の規定により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（一部を返還した

場合のその後の期間については、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。）を納付しなければならない。 

２ 知事が、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、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。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２０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。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２１条 第１９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。 

 

（立入検査） 

第２２条 知事は、東京都職員をして、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業

所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

 

（補助事業の経理） 

第２３条 補助事業者は、補助金に係る経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その

収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証

拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後５年間保存しなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 



 

 別表（第３条関係） 

 

経費区分 

補助事業区分 補助事業内容 
経費 

区分 

 

経費明細 
補助率 

全国受発注ネッ

トワーク化事業 

○全国各地の企業の発注案件開拓 

○「ビジネスチャンス・ナビ2020」を通じ

た全国の最適な企業への発注案件等

のマッチング 

○全国の自治体や中小企業支援団体

等との連携による産業及び企業動向等

の情報収集 

事務費 

報償費（福利厚生費、時間

外手当含む。）、旅費交通

費、一般需用費（会議費、

消耗品費、印刷製本費）、

役務費、委託費、使用料及

び賃借料、租税公課、これ

に準ずる経費 

１０分の１０ 

 

 

 


