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 平成２５年度補正予算事業に基づく補助金の活用について 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、当連合会の運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼

を申し上げます。 

 さて、標記補助金については現在募集手続きが行われております。 

この補助金は、商店街振興組合、事業協同組合等の商店街組織を補助対象者とし

ていることから、すべての卸団地が対象になるわけではありませんが、小売対応

を行っている卸売業者、小売店や飲食店等の出店により集客力が増し（商店街

化：人が行き交う街）、また、小売店や住民が一体となり地域の暮らしを支える

生活基盤として多様なコミュニティー機能を担っていれば対象になると思われ

ます。 

一部の卸団地では実際に活用しているところもありますので、ご利用をご検討

下さいますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

  

 

 

 

  



平成２５年度補正予算事業に基づく「まちづくり補助金（商店街まちづくり事

業）」及び「にぎわい補助金（地域商店街活性化事業）」の活用について 

 

１．まちづくり補助金 

地域住民の安全・安心な生活環境の維持のための施設・設備等の整備を支援

するもの。 

（具体例） 

・街路灯、防犯カメラの設置 ・子育て、高齢者支援施設の整備 

・高齢者向け宅配サービスの提供 ・除雪対策設備 

・耐震補強工事 等 

（補助率） 

・補助対象経費の 2/3以内 

（補助金額） 

・上限１億５，０００万円 下限５０万円 

 

２．にぎわい補助金 

消費を喚起するイベントや商店街のセールスの実施に要する費用を補助す

るもの。 

（具体例） 

・イベント、セール（団地まつり等）・商店街マップ、パンフレットの作成 

・ホームページ、チラシ、新聞による情報発信  

・調査研究、研修、セミナーの開催  等 

(補助率) 

  ・定額１００％ 

  （補助金額） 

  ・上限４００万円 

 

◎いずれの補助金も募集期間は平成２６年８月１５日（金）（１７時必着）です。 

 補助事業の利用ついての具体的な相談には、専門家（アドバイザー）が相談に 

応じます（無料）。 

 

 

 

 

 

 



追記 

 

・「まちづくり補助金」活用団地 

 高知卸商センター（協）：「ＬＥＤ街路灯の設置、避難誘導表示板等の整備」 

南東北総合卸センター（協）：「街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置」 

（協）仙台卸商センター ：現在申請中 

・「にぎわい補助金」活用団地 

  高知卸商センター（協）：現在申請中 

・高崎卸商社街（協）も以前、地域商店街活性化事業を活用し、街路灯、防犯 

カメラを設置しました。 

 ・事業実施可能期間 

  まちづくり補助金  平成２７年１２月２５日まで 

  にぎわい補助金   平成２７年 ３月３１日まで 

 

 

 



まちづくり補助金/にぎわい補助金 
商店街まちづくり事業/地域商店街活性化事業 

商店街の 

みなさま 

①安心・安全な街をつくりたい 
  
 まちづくり補助金 
 
例）夜間も安全で安心に利用できる商店街を実現するため、 
  街路灯や防犯カメラを設置したい。 
 
例）高齢者が安心して来街できるため、高齢者などの交流 
  スペースを整備したい。 
 
例）宅配サービス等で高齢者などの買物を支援したい。 
 
例）子育て支援施設を整備し、子育て世代に安心して買物 
  をしてもらいたい。 
 
例）除雪機を導入し、雪の日でも安心して買物をしてもらい 
  たい。 
 
例）アーケードの安全性を向上させるため改修をしたい。 
補助率：補助対象経費の2/3以内 
補助上限額：原則1.5億円 
＊地方公共団体、警察、消防、 
  学校といった行政機関からの 
  要請が必要です。 

②新しいコンセプトのイベントで 
 
  新しい魅力を知ってもらいたい 
 
 にぎわい補助金 
 
例）七夕祭りなど、来街者と商店街が一つになって盛り上がる 
  ようなイベントを開催したい。 
 
例）地域や商店街にゆかりのある産品のセールを行う際に、 
     チラシなど配りたい。 
 
例）専門家や店舗オーナーなどを集めて、空き店舗解消に 
    向けたマッチング事業を実施したい。 
 
例）次世代を担う若手・女性の研修を行いたい。 
 
補助率：定額・100％ 
補助上限額：400万円※ 
※5～9商店街で連携する場合は800万円  
 10商店街以上で連携する場合は1,200万円 
 
＊市区町村による、商店街に対する支援 
   内容等を記載した書類が必要です。 

▼ 以下のような、地域商店街の積極的な取組に使える補助金です ▼ 

地域の安心・安全な生活を守るための施設・設備の整備に補助金が出ます。 

各都道府県の商店街振興組合連合会又は商店街まちづくり事業事務局に御相談ください。 

消費喚起に向けたイベント事業などに、400万円（※）の補助（100％）が出ます。 

【まちづくり事業】地域住民の安心・安全な生活環境を守るための事業（防犯カメラの設置などに加え、子育て・高齢者支援 
           施設の整備や高齢者向け宅配サービスの提供などを追加）に要する費用の2/3を補助します。 

【にぎわい補助金】消費を喚起するイベントや商店街のセールの実施に要する費用（チラシの作成、配布などを含む）を全額 
            補助します。（※）参加商店街数に応じて上限額を引上げ。 

【にぎわい補助金】地域商店街活性化事業は、全振連及び各都道府県振連が相談窓口です。 
【まちづくり事業】商店街まちづくり事業事務局が相談窓口です。 

平成２５年度補正予算事業 

  【まちづくり補助金】   【にぎわい補助金】 
商店街の近くで凶悪事件が発生したこと

を踏まえ、近隣商店街と連携して防犯カ

メラを設置しました。住民の方からも、安

心が向上したと好評です。今後も吉祥寺

の活性化のために、様々な活動を実施す

る予定です。【東京都武蔵野市： 

左：吉祥寺大正通り商店会（土平会長）

右：吉祥寺公園通り商店会（佐藤会長）】 

商店街の各個店のファンを増やすため、 

商店主が講師となり、それぞれの業種専門 

分野にちなんだ内容の講義を参加者に対し

て行う、「まちゼミ」を開催。参加者からの好

評を得るとともに、商店主としても自らの店 

を見つめ直すよいきっかけになりました。 

【岐阜県高山市：高山市商店街振興組合 

連合会（長瀬理事長）】 

採択商店街の声！ 



まちづくり補助金  

にぎわい補助金 （全国商店街振興組合連合会及び各都道府県の商店街振興組合連合会） 

全国商店街振興組合連合会    ＴＥＬ ０３－３５５３－９３００ 

北海道 ＴＥＬ ０１１－２２２－４９３３                   青森県 ＴＥＬ ０１７－７７７－２３２５                 岩手県 ＴＥＬ ０１９－６２４－１３６３            

宮城県 ＴＥＬ ０２２－２２２－５５６１                   秋田県 ＴＥＬ ０１８－８６３－８７０１                 山形県 ＴＥＬ ０２３－６４７－０３６０    

福島県 ＴＥＬ ０２４－５３６－１２６１                   茨城県 ＴＥＬ ０２９－２２４－８０３０                       栃木県 ＴＥＬ ０２８－６３５－２３００  

群馬県 ＴＥＬ ０２７－２３２－４１２３                   埼玉県 ＴＥＬ ０４８－６４１－１３１５                 千葉県 ＴＥＬ ０４３－３０６－３２８４  

東京都 ＴＥＬ ０３－３５４２－０２３１                   神奈川県 ＴＥＬ ０４５－６３３－５１３３                 新潟県 ＴＥＬ ０２５－２６７－１３９０ 

長野県 ＴＥＬ ０２６－２２８－１１７１                     山梨県 ＴＥＬ ０５５－２３７－３２１５                    静岡県 ＴＥＬ ０５４－２５２－８１６１  

愛知県 ＴＥＬ ０５２－５６３－０５５０                   岐阜県 ＴＥＬ ０５８－２７７－１１０７                      三重県 ＴＥＬ ０５９－２５３－３１４６ 

富山県 ＴＥＬ ０７６－４２３－１１７２                   石川県 ＴＥＬ ０７６－２２２－８７７９                  福井県 ＴＥＬ ０７７６－３３－１４７１ 

滋賀県 ＴＥＬ ０７７－５１１－１４３０                   京都府 ＴＥＬ ０７５－２２１－５９１５                  奈良県 ＴＥＬ ０７４２－８５－１１９５    

大阪府 ＴＥＬ ０６－６９４７－４３３３                       兵庫県 ＴＥＬ ０７８－３６１－８０８４                   和歌山県 ＴＥＬ ０７３－４２８－１０１９   

鳥取県 ＴＥＬ ０８５７－２６－６６７１                   島根県 ＴＥＬ ０８５２－２１－４８０９                         岡山県 ＴＥＬ ０８６－２２４－２２４５ 

広島県 ＴＥＬ ０８２－２９４－８６２８                   山口県 ＴＥＬ ０８３－９２２－２６０６                  徳島県 ＴＥＬ ０８８－６２５－６８２６ 

香川県 ＴＥＬ ０８７－８５１－８３１１                   愛媛県 ＴＥＬ ０８９－９７５－３６３２                  高知県 ＴＥＬ ０８８－８４５－８８７０    

福岡県 ＴＥＬ ０９２－６２２－８７８０                       佐賀県 ＴＥＬ ０９５２－２３－４５９８                    長崎県 ＴＥＬ ０９５－８２６－３２０１   

熊本県 ＴＥＬ ０９６－３５３－４６６６                   大分県 ＴＥＬ ０９７－５３６－３０５６                        宮崎県 ＴＥＬ ０９８５－２９－６２３４  

鹿児島県 ＴＥＬ ０９９－２２３－２８０１                沖縄県 ＴＥＬ ０９８－８５９－６１２０  

商店街まちづくり事業事務局        ＴＥＬ ０３－５５５１－９２９１ 

中小企業庁             商業課              TEL ０３－３５０１－１９２９ 

北海道経済産業局 流通産業課 商業振興室         TEL ０１１－７３８－３２３６    東北経済産業局 商業・流通サービス産業課          TEL ０２２－２２１－４９１４  

関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 TEL ０４８－６００－０３１７  中部経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室  TEL ０５２－９５１－０５９７ 

近畿経済産業局 流通・サービス産業課                     TEL ０６－６９６６－６０２５   中国経済産業局 流通・サービス産業課                     TEL ０８２－２２４－５６５３ 

四国経済産業局 商業・流通・サービス産業課             TEL ０８７－８１１－８５２４   九州経済産業局 流通・サービス産業課                     TEL ０９２－４８２－５４５６  

沖縄総合事務局 商務通商課                                     TEL ０９８－８６６－１７３１    

今年度から 
本格運用！ 

施策情報提供 コミュニティ 専門家派遣 
 分野ごとの専門家のデータベー
スを整備し、その中からユー
ザーが自らの課題に応じた専門
家を選んで、オンライン上での
派遣依頼ができます。 

 中小企業者等が先輩経営者や専門
家との情報交換ができる場（コ
ミュニティ）を提供します。 

 ユーザーが自らの課題に応じて、
新たなコミュニティを作ることも
可能です。 

 国や公的機関の施策情報をわか
りやすく提供します。 

ナビダイヤル（通話料有料） 

0570-057-222 ミラサポ事務局お問い合わせ先（平日9:00～17:00） 
IP電話等からの番号（通話料有料） 

045-330-1818 

※各事業のお問い合わせは、以下でも受け付けております。（申請書の提出先は、上記組合又は事務局です。） 

お問い合わせ先 

「ミラサポ」は、中小企業・小規模事業者の
未来をサポートするポータルサイトです！ ミラサポ 検索 



商店街まちづくり事業
（施設・設備の整備支援）

■補助対象の実績

・これまでに約１,４００の商店街組織が利用しています。

① ＬＥＤ街路灯 ４８％ ※水銀灯に比べ約８割の電力削減

② 防犯カメラ ２８％

③ アーケード改修 １８％

・除雪機の購入、宅配サービス事業用車両の購入、子育て支援施設

の整備、決済システムの導入なども補助の対象になります。

￥ああああ
事業

■事業概要

・ 商店街組織が行う、地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設・設備の
整備費用に対して補助を行います。

※地域の行政機関等（市役所、警察署、消防署など）が応援する取り組みが対象になります。

◆補助事業の利用についての具体的な相談には、専門家
（アドバイザー）が無料でアドバイスします。

◆補助金申請書は３枚程度。
・記載例も用意されており、作成は容易

街路灯整備

防犯カメラ設置

お問い合わせ先

関東経済産業局 商業振興室

電話：０４８－６００－０３１７・０３１８

募集期間；2/21より募集開始
①1次締切 3/17 ②2次締切 4/30
③3次締切 6/27 ④最終締切 8/15



・ 入居テナントの大部分が中小企業であること
・ 地域の暮らしを支える生活基盤を作っていること
・ 自治体等から要請を受けて実施するものであること※

※ 自治体等からの要請書の添付が必要になります

共同店舗の皆様へ

平成２５年度補正予算「商店街まちづくり補助金」は、行政機関等の要請に基づく地域
住民の安心・安全な生活環境の維持のための施設・設備を支援するものです。

この補助金を利用して、地域住民が利用する共同店舗の安心・安全に寄与する施設
整備や耐震補強工事などに要する費用の一部の補助を受けることができます。
詳しくは、お近くの経済産業局までお問い合わせください。

壁等の補強工事

多目的トイレの設置

駐車場の防犯カメラの設置

ご利用頂ける方

上記のほか、補助金交付のために必要な要件、書類等がありますので、
公募要領で内容をご確認ください。
補助金の交付に当たって、外部委員による審査が行われます。

内容によっては対象にならない場合もありますので、ご留意ください。

補助金公募期間

第３次締切 平成２６年６月２７日（金）

最終締切り 平成２６年８月１５日（金）

北海道経済産業局 ０１１－７３８－３２３６ 中国経済産業局 ０８２－２２４－５６５３
東北経済産業局 ０２２－２２１－４９１４ 四国経済産業局 ０８７－８１１－８５２４
関東経済産業局 ０４８－６００－０３１７ 九州経済産業局 ０９２－４８２－５４５６
中部経済産業局 ０５２－９５１－０５９７ 沖縄総合事務局経済産業部
近畿経済産業局 ０６－６９６６－６０２５ ０９８－８６６－１７３１

補助金の申請に当たって
商店街アドバイザーが
相談に応じます（無料）

経済産業局の連絡先

耐震補強工事などに「補助金」が利用できます



・ 2020年東京オリンピック・パラリンピック招致に向けた外国語表記の商店街マップの
作成やゆるキャラなどを活用したイベントに対して補助を行います。

ゆるキャラ・戦
隊ものを使った
イベントの開催

外国語表記に
よる商店街
マップの作成

街ゼミ・街コン
の開催

秋祭り、イルミ
ネーション、歳
末、新春イベン

トの開催

※ 従来からの取組であっても、何か新しい要素を加えれば、対象になります。

こんなこと商店街でやりませんか？
（商店街のにぎわい支援（地域商店街活性化事業））

■補助対象の実績

・これまでに１,５００を超える商店街組織が利用しています。

・色々な取組を組み合わせて実施することも可能です。

・複数の商店街が共同で実施する取組も対象になります。

（補助金は最大１２００万円まで１００％補助）

◆補助事業の利用についての具体的な相談には、専門家
（アドバイザー）が無料で徹底支援します！

お問い合わせ先
関東経済産業局 商業振興室
電話：048-600-0317，0318

◆補助金申請書は３枚程度。
・記載例も用意されており、作成
は容易

募集期間；2/21より募集開始

３次締切 ６月２７日（金）
最終締切 ８月１５日（金）

（１商店街あたり）



ゆるキャラ・戦隊ものを呼んだ
イベントの開催

・イベント企画運営委託費
・プロのイベント出演者に
対する謝金等

・運搬・交通費
・インフレータブルバルーン
のリース代

外国語表記等商店街マップ

・外国人をもてなす多言語
商店街マップの作成費

・外国人をもてなす通訳
サービス（外注費）

・ハラルフードマップの作成費

秋祭り等

・プロのご当地アイドル・大道
芸人招聘の謝金

・屋外映画上映会映写機
リース代

・福引き・スタンプラリーにおける
地元産品景品代

【イベント準備】

・イベント企画事務の委託費
・打ち合わせ会議に要する費用
・専門家に対する謝金
・チラシ印刷費
・新聞折込費
・パンフレット作成費

【イベント当日】

自由に選択・組み合わせできます

街ゼミ・街コン・バル

・イベント会場費
・チラシ印刷費
・新聞折込費
・パンフレット作成費
・イベント企画事務の委託費
・イベントスタッフ用Ｔシャツの作成
・臨時アルバイトに対する雑役務費 バル（飲み歩き）当日

マップ作成費
（目安）

屋外映画上映会 フェスティバル

外国語表記マップ

「地域商店街活性化事業実施事例」

浅草国際通り商店街連合会

「がんばる商店街77選」

「浅草新仲見世商店街HP」

「がんばる商店街77選」 「がんばる商店街７７選」

◆以下は一例です。何でもご相談ください！



空き店舗が増えてきて、まちに活気がなくなった
商店街の老朽化が問題になっている

毎年イベントをしているけど、マンネリ化して人が集まらない
全国の元気な商店街の事例を知りたい

青年部で商店街を盛り上げたい
補助金制度について知りたい

こんな悩みありませんか？

全国商店街支援センターの専門家を無料で商店街に派遣します

支援申し込み

商店街状況確認（ヒアリング）
商店街診断（ＳＷＯＴ分析）

先進事例の紹介
戦略・事業計画の作成支援

事業進捗の確認

事業終了後の進捗確認

関東経済産業局商業振興室
℡ 048‐600‐0317 FAX 048‐601‐1295
※ 裏面のFAX送信票で申し込みください

担当の専門家から訪問日を調整を行います

商店街の課題を客観的に整理し、
必要な取組について一緒に考えます！
補助金申請のポイントもアドバイスします。

期待した効果が出ているか検証し、
必要に応じ、修正プランを提案します！
補助金を活用している場合は、管理状況に
ついてもアドバイスします。

事業効果を検証し、次年度の取組について
一緒に考えます。
補助金の確定にむけたアドバイスもします。



ＦＡＸ送信票

商店街よろず相談アドバイザー派遣申請書

関東経済産業局商業振興室 宛て

商店街よろず相談アドバイザーの派遣を申請します。

ＦＡＸ番号 ０４８－６０１－１２９５

商店街名称

所在地

担当者氏名・役職

連絡先

希望支援内容
　　○　商店街の課題把握　　　　　　　　　　　　　　　　○　ポイントカード事業

　　○　イベントの効果的な方法　　　　　　　　　　　　　○　ホームページのリニューアル

　　○　施設・設備のリニューアル　　　　　　　　　　　　○　補助金の活用方策　　

　　○　補助金の活用方策　　　　　　　　　　　　　　　　○　その他

具体的な支援内容

その他連絡事項


