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第１ 事業目的 

 本事業は、観光資源として活用されている施設や技術等を有する観光関連事業者を対象に、当

該施設や技術等の維持保全に係る取組についてクラウドファンディングにより資金調達を行う際

の経費を支援するものです。これにより、東京の魅力ある観光資源を保全し、その魅力を発信す

ることを目的としております。 

取扱クラウドファンディング事業者には、上記事業目的を踏まえ、支援対象者のプロジェクト

を実行するための支援や本事業に係るクラウドファンディングの普及啓発への協力等を適切に実

施していただくことを期待しています。 

 

第２ 事業スキーム 

今回の公募により「取扱クラウドファンディング事業者」（以下「取扱ＣＦ事業者」という。）を選

定し、以下に記載したスキームで業務を行っていただきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 補助対象事業 

以下のいずれかに該当する事業について、取扱ＣＦ事業者が提供するサービスを利用してク

ラウドファンディングによる資金調達を行う取組 

１ 観光施設の維持・保全を目的とした取組 

 【取組例】 

  ・老朽化した観光資源となる建造物の復元、補修等の保存工事 

  ・地域に根差した老舗料理店の維持・補修等の保存工事 

２ 技術等の維持・保全を目的とした取組 

 【取組例】 

  ・伝統工芸品の製作体験プログラムの企画 

  ・地域の特産品を紹介する展示会の開催 

 ※詳細な補助対象者の要件は、「第４ ４ 補助対象者」を参照 



2 

 

２ 東京都による補助対象者に対する支援内容 

【対 象 経 費】 

観光関連事業者が、補助対象となる事業について、取扱 CF 事業者が行うサービスを利用し、クラウド

ファンディングを通じた資金調達を行った際に、取扱 CF 事業者に支払う利用手数料の一部を支援（取

扱クラウドファンディング事業者の提供するサイトの利用に伴う利用手数料の原則３分の２（１件あ

たり上限１００万円）に限る） 

※補助対象となる利用手数料は、事業開始日（令和４年８月上旬予定）～令和５年３月３１日までの

間に、取扱ＣＦ事業者に対し支払っていることが必要です。 

第３ 定義 

 

用語 定義 

本事業 観光資源の保全等に係るクラウドファンディングを活用した資

金調達支援事業 

ＣＦ クラウドファンディング 

ＣＦ事業者 クラウドファンディングサイトの運営事業者 

取扱ＣＦ事業者 本事業において、東京都が選定したＣＦ事業者（購入型、寄付

型が対象） 

応募者 本募集要項に応じて、第１３に記載の提出書類を提出した者 

補助対象者 本事業における補助対象者の要件を満たす者 

補助金 補助対象者が、取扱ＣＦ事業者のサービスを活用する際に支払

う利用手数料に対し、東京都が補助対象者に支払う第４ ２ 

（参考）（３）アに記載の額 

事業年度 本事業の開始日から翌年３月３１日までの期間 

資金提供者 支援対象者がＣＦサイトに掲載したプロジェクトに賛同し、資

金を供給する者 

購入型 商品又はサービス提供の対価としての金銭を募集するＣＦ 

寄付型 商品又はサービス提供の対価がない金銭を募集するＣＦ 

リターン 資金提供してくれた資金提供者に対する返礼 

施設 観光関連事業者が都内で所有する建物で、概ね築 50年以上が

経過し、観光資源として東京の魅力発信に資するもの（ただ

し、原則として文化財及び東京都選定歴史的建造物を除く。） 

技術等 観光関連事業者が有する、概ね 50年以上の実績がある技能・

技術で、観光資源として東京の魅力発信に資するもの 

 

第４ 本事業について 

１ 取扱ＣＦ事業者について 

（１）取扱ＣＦ事業者の任務 

取扱ＣＦ事業者は、次に掲げる事項を行うことを任務とします。 

ア プロジェクトを実行するための支援 

補助対象者の情報発信の助言や目標金額達成に向けた支援等 
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イ 本事業に係るＣＦの普及啓発 

東京都と連携した本事業における広報活動への協力 

（例 本事業のバナーの掲載など） 

ウ 東京都との連携 

第４の２参照 

エ その他必要と認められる業務 

（ア） ウェブサイト掲載時の審査 

（イ） トラブル発生時の対処 

（ウ） 資金供給者の確認  など 

 

２ 東京都との連携について 

本事業において、東京都と取扱ＣＦ事業者は密な連携により、補助対象者に対し効果が高い

支援事業を実施していきます。 

（参考）東京都の業務 

東京都は、次に掲げる事項を行います。 

（１）補助対象者の要件確認 

（２）交付申請の審査 

（３）補助金の支払い 

ア 補助金の額は、１プロジェクト毎に発生する利用手数料の原則３分の２とし、 

１００万円を上限とする。 

イ 補助金は、リターンの完了を確認した後に補助対象者に支払う。 

ウ 同一プロジェクトで複数のＣＦサイトを利用する場合は、補助金の利用は１回 

とする。 

エ 補助金は、取扱ＣＦ事業者のＣＦサイトを利用した場合に限り利用できる。 

 

【補助金支払いのフロー図】 
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３ 対象となる観光施設・技術等 

（１）観光施設 

 以下のいずれの要件を満たすものとする。 

・ 伝統的技法及び意匠を用いて作られているもの 

・ 概ね築 50 年以上が経過し、観光資源として東京の魅力発信に資するもの 

ただし、特に観光資源として活用すべきと考えられるものを除き、文化財保護法の規定

により指定または登録された文化財及び東京都景観条例の規定により選定された東京都選

定歴史的建造物は含まない。 

（２）技術等 

・ 概ね 50 年以上の実績がある技能・技術で、観光資源として東京の魅力発信に資するもの 

 

４ 補助対象者 

以下の要件を全て満たすものとします。 

（１）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。 

（２）以下のいずれかに該当する観光関連事業者であること。 

ア 東京都内において、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の許可を受けて、

同法第２条第２項又は第３項の営業を行っている宿泊事業者 

イ 東京都内に本社又は主たる事業所があり、かつ旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第

３条の規定に基づく登録を受けている旅行事業者 

ウ 東京都内において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）で定める飲食店営業又は喫

茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者 

エ 東京都内において販売場を常設し、営業を行っている小売事業者 

オ その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を

行っている者 

（３）暴力団員等（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。）、

暴力団（同条第 2 号に規定する暴力団をいう。）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が暴力団員等に該当する者でないこと。 

（４）観光施設または技術等を有していること。 

（５）東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市長村等から補助事業の交

付決定取消等を受けていないこと、又は法令違反等不正の事故を起こしていないこと。 

（６）同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町

村等から補助を受けていないこと。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分でき

るものについては、この限りでない。 

 

第５ 本事業の実施に当たっての留意事項 

１ 東京都の各種業務に対する協力 

取扱ＣＦ事業者は、東京都が本事業を円滑に実施できるように協力しなければなりません。 

 

２ 東京都に対する個別プロジェクト等の報告 
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（１）取扱ＣＦ事業者は、東京都から個別プロジェクト等に係る報告を求められた場合、協力を

しなければなりません。 

（２）取扱ＣＦ事業者は、事業期間の終了後も、全ての個別プロジェクトについて顛末が確認で

きるまで、（１）における東京都への報告の協力を継続しなければなりません。 

 

３ 立入検査 

東京都は、東京都職員をして、取扱ＣＦ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

ます。 

 

４ その他 

 取扱ＣＦ事業者は、この募集要項に定めるもののほか、都が定める本事業の実施について必

要な規則を遵守する必要があります。 

 

第６ 実施期間 

 本事業の実施期間は、事業開始日（令和４年８月上旬予定）を起算日として、令和５年３月３１日

までとします。 

 

第７ 応募資格 

１ 新規取扱ＣＦ事業者は次の条件をいずれも満たす必要があります。 

（１）東京都内に本店若しくは主たる事業所を置く法人であること。 

（２）寄付型、購入型（投資型、株式型、融資型以外）のいずれかのＣＦ事業の運営を行ってい

ること。 

（３）プラットフォームの運営実績が令和４年５月末までにおいて２年以上ある者。 

（４）本事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 

（５）宗教教育その他いかなる宗教活動も行っていないこと。 

（６）以下の事業を行っていないこと。 

ア 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業  

イ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）により定める風俗営

業など） 

（７）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産者で復権を得ない者でないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始申立、または民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始申立がなされていない者 

（９）過去２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

（１０）債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続

の開始決定がなされている者でないこと。 

（１１）過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこ

と。 

（１２）事業税その他租税の未申告・滞納がないこと。 
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（１３）現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配して

いると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 

（１４）以下の事業者に該当しないこと。 

ア 行政処分により業務停止命令の期間中である事業者 

イ 行政処分により業務改善命令等を受けており、行政庁に対する報告等の対応が全て

完了していない事業者 

 

第８ 取扱ＣＦ事業者決定の取消し 

１ 都は、取扱ＣＦ事業者が本事業の実施期間中に「第７ 応募資格」の要件を満たさないこと

が認められた場合は、取扱ＣＦ事業者の決定を取り消すことができます。 

２ 取扱ＣＦ事業者は、本事業の実施期間中に、事業の継続が困難な状況に陥るなど、取扱ＣＦ

事業者としての業務の継続に支障をきたすような事象が発生した場合は、速やかに都と協議し

てください。 

 

第９ 募集期間 

 令和４年６月１５日（水）から７月１日（金）午後４時まで（必着） 

 

第１０ 連絡先通知書の提出 

 令和４年６月１５日（水）から令和４年６月２３日（木）午後４時まで 

本募集要項に応じて、応募を検討している事業者は、「別紙１ 連絡先通知書」をE-mailによ 

り提出してください。 

ご提出いただいた連絡先に、第１１のとおり質問に対する回答をE-mailにより送付します。 

 

第１１ 質問受付期間 

 令和４年６月１５日（水）から令和４年６月２３日（木）午後４時まで 

質問を文章にて（様式自由）E-mailにより送付してください。 

＊口頭による質問は受け付けません。 

E-mail: S0290603@section.metro.tokyo.jp 

メールの件名を「（取扱ＣＦ事業者（新規））質問」としてください。 

回答は、連絡先通知書を提出した事業者全員に、E-mailにより全質問及び回答を送付します。 

回答は、令和４年６月２４日（金）午後４時までに行います。 

 

第１２ 応募書類の提出 

 募集期間内に、次の提出先まで郵送又は持参してください（持参の場合は要事前連絡）。 

 提出先：東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 情報広報担当 

〒１６３-８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎１９階北側 

電話 ０３-５３２０-４７６６ 
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第１３ 提出書類 

 応募に際し、東京都に提出する書類等は次のとおりとします。 

提出書類 必要部数 備考 

連絡先通知書 
－ 

E-mailにより「別紙１」を提出 

（６月２３日（木）午後４時まで） 

参加申込書 １部 様式は「別紙２」を用いること 

企画提案書 

１０部 

「別紙３ 企画提案書の記載事項」に従

い、様式は「別紙４ 企画提案書」を用い

ること。 

※必要に応じ、様式の枠を拡大・縮小して

ください。ただし、Ａ４用紙１０枚以内に

おさめてください。 

誓約書 １部 様式は「別紙５」を用いること 

履行事項全部証明書 １部 直近３ヶ月以内に取得したもの 

都発行の「法人事業税及び法人

都民税の納税証明書」 
１部 最新のもの 

確定申告書の写し 

１０部 

直近２期分 

設立から２期に満たない場合は、設立期以

降すべての確定申告書の提出をお願いしま

す。 

会社案内・パンフレット １部  

その他東京都が必要と認めた書

類 
１０部 別途指示があった場合に提出 

 

第１４ 審査方法等 

１ 予備調査 

東京都が、企画提案書や決算書により、次の観点から調査を実施します。 

ア 応募者が、応募資格の要件を充足しているか。 

イ 応募者が、本事業の運営を適切に実施する能力を有しているか。 

ウ 提案書における業務フローは、応募者の業務実態を反映しているか。 

 

２ 要件確認等 

   応募資格の要件を満たしている事業者のうち、直近１年間の支援実績（目標金額を達成し

たプロジェクト件数）の多い６社程度に審査を受けていただきます。 

 

３ 審査 

   ア 審査実施日 

      令和４年７月中旬（予定） 

   イ 審査場所 

      東京都庁内会議室を予定 
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   ウ 出席者 

      応募者（２名以内） 

   エ 説明時間 

      １５分（プレゼンテーション１０分、質疑応答５分） 

   オ 説明方法 

（ア） 事前に提出した企画提案書に基づき、プレゼンテーションを行ってください。 

（イ） プレゼンテーションは必ず、所定の時間内で行ってください。時間を超過した場合

は、プレゼンテーションの途中であっても打ち切りとする場合がありますので注意

してください。 

（ウ）審査会当日、審査員に対して事前提出書類以外の資料を配布することは禁止しま

す。 

カ 選定方法 

プレゼンテーションの内容及び提出書類に基づき厳正な審査を行い、本事業の運営を適

切に実施する能力を有すると認められる事業者を、取扱ＣＦ事業者の候補者として選定

します。 

キ その他 

  審査会にお越しいただく時間、集合場所等の詳細は別途連絡します。 

なお、新型コロナウィルス感染症等の状況を踏まえ、審査会の開催を見合わせる場合が

あります。その場合は、プレゼンテーションを行わず、応募書類により審査を行いま

す。 

 

 

４ 新規取扱ＣＦ事業者の決定 

予備調査及び審査を踏まえ、取扱ＣＦ事業者として決定します。 

 

５ 注意事項 

（１）一つのクラウドファンディング事業者で複数のプラットフォームを申し込む場合は、「第

１３ 提出書類」のうち、「参加申込書」と「企画提案書」のみプラットフォーム毎に作成

してください。 

（２）東京都から追加資料の提出や説明を求められた場合、応募者は速やかにその対応を行って

ください。 

（３）調査結果及び審査結果に関する問い合わせ（不採択の理由等）には一切応じません。 

（４）審査結果については、採択の可否を書面で通知します。 

（５）東京都は必要に応じてＣＦ分野に精通した外部専門家及びその他必要な者を審査委員に加

えることができるものとします。 

（６）都は、自らの裁量において予告なく本要項に定めるスケジュールや手続について、変更又

は中止等をすることができるものとします。また、都は、本要項に定めるスケジュールや手

続の変更又は中止等によって生じるいかなる損害、損失又は費用に対し、一切の責任を負わ

ないものとします。 
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第１５ 今後のスケジュール（予定） 

・応募書類の締め切り           令和４年７月１日（金）午後４時（必着） 

・審査会の開催              令和４年７月中旬 

・取扱ＣＦ事業者の決定          令和４年７月下旬 

・事業開始の準備             令和４年７月下旬～令和４年８月上旬 

・事業開始                令和４年８月上旬（予定） 


