
 

東京都被災観光施設復旧整備補助金交付要綱 

 

制定 令和元年１２月１８日３１産労観振第 ９３８号 

改正 令和２年 ３月２６日３１産労観振第１２４９号 

 

（通則） 

第１条 東京都被災観光施設復旧整備補助金（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 この要綱は、市町村（以下「補助事業者」という。）が実施する令和元年に発生した台

風第 15 号、第 19 号及び第 21 号（以下「令和元年台風」という。）の災害により被害を受け

た観光施設の復旧整備の事業に要する経費の一部を負担するために、必要な事項を定める。 

 

（補助金交付対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、当該補助事業者が所有する観

光施設（以下「観光施設」という。）の復旧整備事業とする。ただし、他の東京都の補助金の

交付を受ける事業を除く。 

 

（補助対象事業費） 

第４条 補助の対象となる事業費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号のいずれかに

該当する復旧整備に要する事業費とする。 

 （１）被災した観光施設の整備（修繕）に要する経費 

 （２）令和元年台風による崩落等により、既存観光施設の当該場所での復旧が困難な場合にお 

   いて、代替となる場所での観光施設の整備（新設）に要する経費 

 （３）第１号又は第２号に係る整備を行うために必要な調査・設計等に要する経費 

２ この補助金は、補助対象経費のうち、知事が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ものとする。 

３ 次に定める経費は補助対象経費に含めず、補助対象外経費とする。 

（１）用地費、補償費及び事務費 

（２）施設の維持及び管理に要する経費 

（３）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく都市計画施設として定められた公園緑

地及び都市公園法（昭和 31年法律第 79 号）に基づく都市公園（都市公園法に基づく予定

公園施設を含む。）並びに児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく児童遊園の区

域に係る施設の復旧に要する経費 

 

 



 

（補助率等) 

第５条 補助額は、補助対象経費から国庫補助金及び他の補助制度の対象となった経費並びに寄

附及び共済金等の収入を控除して得た額の２分の１以内とする。ただし、１件について施設整

備事業に当たっては 2,000万円以内とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別記第１号様式に必要な書類を添えて知

事に申請しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査・審査の上、交付すべ

きと認めたものについて、交付を決定するものとし、別記第２号様式により、補助金の交付申

請を行った申請者に速やかに通知するものとする。また、交付しないと決定したときは、別記

第２号様式の２により申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、前条の規定によ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、当該決定通知受領後 14 日以内に知事に届出を提出することで、申請を取

下げることができる。 

なお、交付決定前に申請を取下げようとするときも、その旨を記載した書面を知事に提出す

るものとする。 

 

（事情変更による決定の取消等） 

第９条 知事は、交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、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、天災事変その他補助

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により特別に必要になった事務及び事業に対

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 

４ 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、

第１項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第 10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、速やかに別記第３号様式を知事に提出し、その指



 

示を受けなければならない。 

 

（承認事項） 

第 11 条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ別記第４号様式に

より申請し、知事の承認を受けなければならない。ただし、第１号に掲げる事項のうち軽微な

ものについては、報告に代えることができる。 

（１）補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は、前項による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、その旨を別記

第５号様式により補助事業者に通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第 12 条 知事は、補助事業の円滑な執行を図るため、必要に応じ、補助事業者に対し補助事業

の遂行の状況に関して報告を求めることができる。 

 

（補助事業の遂行命令） 

第 13条 知事は、前条の規定により補助事業者が提出する報告及び地方自治法（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べきことを命ずることができる。 

２ 補助事業者が前項の命令に違反したときは、知事は、補助事業の一時停止を命ずることがで

きる。 

 

（実績報告） 

第14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場合を含む。）、

又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに別記第６号様式により補助

事業の実績を知事に報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び請求） 

第 15 条 知事は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調

査等を行い、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

件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第７号様式により補助事

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確定額は、補助事業に要する事業ごとに補助対象と

なる実支出額に２分の１を乗じた額（千円未満の端数は切捨て）の合計額と補助金交付決定額

のいずれか低い額とする。 

３ 第１項の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに別記第８号様式による請求書を知

事に提出しなければならない。 



 

（是正のための措置） 

第 16 条 知事は、前条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

又は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、

指定した期日までにこれらに適合させるための措置を命ずることができる。 

２ 第 14 条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合について準用す

る。 

 

（補助金の支出） 

第 17条 知事は、第 15 条第３項の請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受領した日の翌

日から 30日以内にこれを支払うものとする。 

 

（決定の取消） 

第 18 条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、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）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したと

き。 

２ 前項の規定は、第 15 条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても

適用するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 19 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。 

 

（建物災害共済事業の共済金等の収入の確定に伴う補助金の返還） 

第 20条 補助事業者は、第 15条による補助金の額の確定後に建物災害共済事業の共済金等の収

入が確定した場合には、速やかに別記第９号様式により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、補助金の返還額を確定し、別記第 10 号様式により

返還を命じるものとする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第 21条 補助事業者は、第 18条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第 19

条によりその返還を命ぜられたときは、その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

納付額を控除した額)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 補助金の返還を命ぜられた場合において、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項の規定によ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 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、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。 

 

（延滞金の計算） 

第 23条 第 21 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。 

 

（補助金の経理等） 

第 24 条 補助事業者は、補助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、これを事業完了年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

（検査） 

第 25 条 補助事業者は、知事が東京都職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検

査させた場合、又は補助事業について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。 

 

（財産処分の制限） 

第 26 条 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不動産及びその従物（以

下「財産」という。）を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、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、当該財産

の耐用年数が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定め

る資産ごとの耐用年数等を経過した場合は、この限りでない。 

２ 知事は、補助事業者に対して、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。 

 

（財産管理） 

第 27 条 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、事業の



 

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、その運用を図らなければな

らない。 

 

（非常災害の場合の措置） 

第 28 条 非常災害等による被害を受け、助成事業の遂行が困難となった場合の助成事業者の措

置については、知事が指示するところによる。 

 

（実施細目） 

第 29条 この要綱の実施に関する必要な事項は、別にこれを定める。 

 

 

 

    附 則 

  この要綱は、令和元年 12月 18 日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和２年３月 26 日から施行する。 

 


