
外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信事業費補助金交付要綱 

 

  令和元年５月２２日付３１産労観受第１９３号 

 

 

 

（通則） 

第１条  外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信事業費補助金（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)

及び東京都補助金交付規則の施行についての通達（昭和３７年１２月１１日３７財主調

発第２０号）に定めるもののほか、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、外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信事業実施要綱（令

和元年５月２２日付３１産労観受第１９０号。以下「実施要綱」という。）に基づき、

外国人旅行者向けエンターテイメントに関するポータルサイトの構築、運営及び本サイ

トを周知するために必要なＰＲ等の取組に係る費用を補助することにより、外国人旅行

者の集客・利便性向上につなげ、都内観光消費額の向上を目指すことを目的とする。 

 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、実施要綱第６条

に基づき知事が支援の決定をした事業者（以下「補助事業者」という。）が、実施要綱

第４条に定める事業実施期間において実施する実施要綱第２条第１項に定める事業とす

る。 

２ この補助金は、前項の事業を行うために必要な経費であって、別表１に掲げる経費（以

下「補助対象経費」という。）につき、知事が必要かつ適当と認めるものについて、予

算の範囲において、交付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、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。）、暴力団員

等（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。）及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員

に暴力団員等に該当する者があるものは、補助金の交付対象としない。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助事業者に対して交付する補助金の額は、次のとおりとする。 

 （１）初年度（令和元年度） 

   補助対象経費の３分の２以内の額又は５千万円のいずれか低い額 

 （２）次年度（令和２年度） 

   補助対象経費の２分の１以内の額又は３千４百万円のいずれか低い額 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１千円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

 

（補助対象期間） 

第５条 補助対象期間は、各年度とも交付決定の日から当該年度の末日までとする。 

 

（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、補助金交付申請書（第１

号様式）に必要な書類を添え、知事に提出しなければならない。 

２  前項の補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 （１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）誓約書（別紙１－１、別紙１－２） 

（４）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を

審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（第４号

様式）により補助事業者に通知する。 

２ 知事は、前項の通知に際して、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成す

るため、別記のとおり条件を付すものとする。 

３ 知事は、前項に定める事項のほか、事業の目的を達成するために必要があると認めら

れるときは、補助事業者に対し、条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 交付決定の内容又は付された条件に異議があり、申請を取り下げることのできる

期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して１４日を経過した日までとする。 

 

（交付決定内容の変更） 

第９条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ事業変更等承認申請

書（第５号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。ただし、軽微な変更についてはこ

の限りでない。 

（２）交付決定額の２０パーセントを超えて、補助事業の経費区分ごとの配分額を変更し

ようとするとき。ただし、人件費については補助限度額１千万円を超えて変更すること

はできない。 

２ 前項の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

（１）事業変更計画書（第２号様式） 

（２）変更収支予算書（第３号様式） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

３ 知事は、第１項に基づく申請があった場合において、必要と認めるときは、その申請

事項について変更を指示することができる。 

４ 知事は、第１項による変更承認申請を審査し、適当と認めたときは、補助事業者へ通

知するものとする。 

５ 補助事業者は、補助事業者又は連携事業者の名称等（名称、所在地、代表者名）が変

更されたときは、速やかに知事に報告しなければならない。 

 

（事業の中止） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ事業変更等承

認申請書（第５号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（事故報告等） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行



が困難となった場合には、速やかにその理由及びその他必要な事項を、書面により知事

に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、必要に応じて補助事業者に

その処理について指示をする。 

 

（補助事業の遂行命令等） 

第１２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

らに従って遂行すべき事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、補助事業者に補助事業の一時停

止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助対象期間中において、東京都の会計年度が終了したとき又

は中止の承認を受けたときは、速やかに実績報告書（第６号様式）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

要に応じて調査を行い、その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るときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金交

付額確定通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の規定により確定すべき補助金の確定額は、初年度（令和元年度）は補助対象経

費の３分の２以内の額、補助限度額５千万円又は交付決定額の最も低い額（１千円未満

の端数は切捨て）、次年度（令和２年度）は補助対象経費の２分の１以内の額、補助限

度額３千４百万円又は交付決定額の最も低い額とする（１千円未満の端数は切捨て）。 

 

（是正のための措置） 

第１５条 知事は、前条による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容

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じることができる。 

２ 前項により、補助事業者が必要な措置をした場合には、第１３条の規定を準用する。 

 

（補助金の請求） 

第１６条  補助事業者は、第１４条の通知を受けたときは、知事に補助金請求書（第８号様

式）を提出するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１７条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付

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）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その

他の従業員若しくは構成員を含む。）が、暴力団等に該当するに至ったとき。 

（４）実施要綱第４条に定める事業実施期間内において、補助金の交付目的を達成するこ



とができなくなったとき。 

（５）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 前項の規定は、第１４条の規定により交付すべき補助金の額の確定をした後において

も適用する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１８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

補助金の交付決定後に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ものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１９条 知事は、第１７条の規定による取消しをした場合には、補助事業者に通知する

と共に、補助事業の当該取消しに係る部分に関して、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。 

２ 第１４条の規定により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２０条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令

にかか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、既納額を控除した額）につき年１０．

９５％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 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合に、これを納期日までに納付しないと

きは、納期日の翌日から納付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。 

 

（違約加算金の計算） 

第２１条 前条第１項の規定による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、その納付金は、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２２条 第２０条第２項の規定による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

延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとす

る。 

 



（他の補助金の一時停止等） 

第２３条 補助金の返還を命ぜられた補助事業者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金

の全部若しくは一部を納付しない場合、知事は、その者に対して同種の事務又は事業に

ついて、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止、

又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。  

 

（財産処分の制限） 

第２４条 補助事業者が補助事業により取得した財産等のうち、取得価格又は効用の増加

した価格が５０万円以上のものを、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までに処分しようとするときは、あ

らかじめ財産処分承認申請書（第９号様式）により知事の承認を受けなければならない。 

２ 前項の定めに該当しない財産であって、補助事業者が補助事業により取得し、又は効

用が増加した財産について、実施要綱第４条に定める事業実施期間内に処分しようとす

るときは、あらかじめ財産処分承認申請書（第９号様式）により知事の承認を受けなけ

ればならない。ただし、実施要綱第４条に定める事業実施期間終了に鑑み、財産を処分

する場合はこの限りではない。 

３ 知事は、補助事業者に対し、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

ときは、その収入に相当する額の全額又は一部を都に納付させることができる。 

 

（帳簿の整理、管理等） 

第２５条 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して５年間整備

保管しなければならない。 

２ 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、補助金交付の目的に従

って、その効率的な運営を図らなければならない。 

 

（遂行状況報告） 

第２６条 補助事業の実施期間中において、補助事業者は、知事の要求があったときには、

補助事業の遂行状況について、知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、令和２年度の補助対象期間終了後令和３年度から令和５年度までの３

年間、遂行状況報告書（第１０号様式）により事業の状況等を各年度の翌年５月末まで

に知事に報告するものとする。 

 

（補助事業の公表） 

第２７条 知事は、補助事業者の名称・代表者名等を公表でき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には、補助事業の成果を公表することができるもの

とする。 

 

（他の規定との関係） 

第２８条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、知事

が別にこれを定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和元年５月２２日から施行する。 



別表１（第３条関係） 

 

次に掲げる経費のうち、本補助事業にかかる経費として明確に切り分けが可能な経費 

経費区分 内     容 補助率 

人件費 

事業費以外で、事業に係る調整等に係る人件費 

※補助限度額は１千万円までとする。 

※常勤・非常勤又は専任・兼任に関わらず、従業者別に交付の

対象となる者について業務日誌を整備すること。 

※兼任の場合、補助事業に係る業務と他事業に係る業務内容が

明確に区分でき、かつ、経費区分できる場合のみ補助対象とす

る。 

※従業者の給与・報酬等の支払実績に基づく１時間当たりの単

価に、補助事業に携わった総時間数（１人につき１日８時間を

上限）を乗じた額を対象経費とする。 

初年度 

（令和元年

度） 

３分の２ 

以内 

 

 

 

次年度 

（令和２年

度） 

２分の１ 

以内 

事業費 

サイト制作・ 

システム構築費 

本サイト立上げに必要な開発・設計等に係る

経費、予約決済及び問合せ対応等の付随する

システムの構築に関する経費 

サイト運用・ 

メンテナンス費 

決済データ処理や掲載コンテンツの内容更

新等の本サイトの運用や保守に関する経費 

広告宣伝・ 

販路開拓費 

本サイトの PR、掲載コンテンツの拡大に向け

た取組及び販売データ分析による本サイト

の見直しに関する経費 

使用料・賃借料 

クラウドシステムの利用やサーバーのレン

タルに必要な経費等、補助事業に必要な物品

等の利用に関する経費 

翻訳費 
本サイトのコンテンツを多言語翻訳する際

などに必要な経費 

会議運営費 

事業を行うために必要な連携事業者との会

議等に要する経費（会場借料、会議に必要な

機材借料等） 

消耗品費 

事業を行うために必要な物品であって、当該

事業のみで使用されることが確認できるも

のの購入に要する経費（用紙、封筒代等） 

その他事業に係

る諸経費 

事業を行うために必要な経費であって、他の

いずれの区分にも属さないもの。原則とし

て、当該事業のために使用されることが特

定、確認できるもの（運送代、郵便代等） 

その他必要経費として、知事が認めた経費 

※ 事業費において、外注によらず成果物等の作成を行う場合は、限度額を除き人件費の



扱いに準じることとする。 

※ 上記に係る消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額は、補助対象経費に含まな

い。 

※ 国、地方公共団体等が実施する他の同様な補助金の交付を受ける場合、当該補助金額

は、補助対象経費から控除する。 

  なお、他の同様な補助金額の中に、消費税及び地方消費税等を対象とするものが含ま

れている場合、当該部分の補助金額は控除しない。 

 

補助対象外経費の例 

区   分 摘   要 

別表１の経費区分に記載のない経費  

補助対象期間外に行われた事業の経費  

業務日誌、見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込

控、領収書等の帳票類が確認できない経費 
 

補助金交付申請書に記載されていない経費や物の購入に対し

て支払った経費 
 

通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費  

他の取引と相殺して支払いが行われている経費  

手形や小切手等により支払いが行われている経費 
原則は金融機関や郵便

局からの振込払い 

間接経費（振込手数料、収入印紙代等）  

補助金交付申請等の手続きに係る経費（申請書作成代行、各

種証明書取得経費 等） 
 

割賦・リースについて事業実施期間外の期間に係る経費  

連携体を構成する事業者が支払いを行っていない経費  

連携体を構成する事業者間での取引にかかる経費  

一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な経費  

公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費  

※その他、知事が適当でないと認める経費



 別記（第７条関係） 

 補助金の交付の条件 

 

１ 補助事業者は、この要綱及びその他関係法令に従わなければならない。 

 

２ 補助事業者は、当該事業により構築した外国人旅行者向けエンターテイメント情報発

信サイト等（以下「財産等」という。）については、構築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、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ら

なければならない。 

 

３ 補助事業者は、財産等を別表２の期間（以下「処分及び転用制限期間」という。）内

において、知事の承認を受けないで転用し、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

４ 補助事業者は、処分及び転用制限期間内に知事の承認を受けないで処分又は転用（以

下「処分等」という。）を行った場合は、当該財産等の取得又は設置（以下「取得等」

という。）に要した補助金の相当額の全部又は一部を都に返還しなければならない。 

また、処分及び転用制限期間内に知事の承認を受けて当該財産等の処分等を行ったこと

により収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を都に納付させることがある。ただ

し、公用、公共及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、補助金の相当額の減

免につき知事に協議することができるものとする。 

 

５ 令和２年３月３１日までにポータルサイトが構築され情報発信等が確実になされるこ

と。 

 

６ 令和５年度までの間は、東京都からのコンテンツ等の掲載依頼があった場合、原則対

応するものとする。 

 

７ 令和５年度までの間は、東京都が指定したサイトと連携を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



別表２ 

 

財産の種類  期   間  補 助 金 返 還 の 範 囲 

外国人旅行者向け

エンターテイメン

ト情報発信サイト

に係る備品・知的

財産権等 

第２４条の定めによる。 １ 補助金の全部 

補助事業により、製作・取得された製

品等について、その全部が処分若しくは

転用され又は補助目的を達成すること

が困難になったとき。 

 

２ 補助金の一部 

補助事業により、製作・取得された製

品等について、その一部が処分若しくは

転用され又は補助目的を達成することが

困難になったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


