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１ 全般にかかる留意事項及び届出書類
郵送での提出も一部可能です。郵便事故等での不着の恐れもありますので、
郵送された場合は、各々到着確認をお願いします。

（１）留意事項
・申請書・実績報告書・補助金請求書等に使用する代表者印は、年度を通じて必ず
同一の印鑑を使用して下さい。
不備がある場合、補助金の支払いに時間を要する可能性があります。
・申請書・実績報告書・補助金請求書等には、上部余白に捨印を押印してください。
・申請書・実績報告書・補助金請求書等は、最新の様式を使用してください。
・提出書類の原本は、事業終了年度の翌年から５年間保管してください。
要綱の規定に基づき、検査を行う場合があります。
・本資料中の「補助対象経費限度額」は、補助金上限額である「補助限度額」に対応し
た金額を記載しています。
（２）届出書類
全ての補助金に関わる書類として以下の書類①②を、
令和４年６月 1７日（金）までに大田区商店街連合会にご提出ください。

商業関係団体届出書

①

（様式番号 1）

区の補助を受ける商店会は、商業関係団体届出書の提出が条件となりま
す。併せて、会員及び役員名簿、会則又は規約、商店街の位置図、直近１２
か月分の決算関係書類をご提出ください。
※決算関係書類は「２４か月分」→「12 か月分」に変更しました。
②

令和５年度商店街事業計画書

令和４年 4 月発送予定

令和５年度予算に反映するために、全ての商店会に提出をお願いしていま
す。期日までにご提出が無い場合は令和５年度に予算化できないため、事業
を実施できない場合がありますので、ご了承ください。また、事業内容や事
業総額はできるだけ具体的に記載してください。活性化事業で総事業費が
100 万円を超える場合は 10 月末日までに見積書を区へご提出ください。
③

支払金口座振替依頼書兼債権者登録届

（様式番号 3・４）

補助金の支払いは、大田区から直接商店会の口座へ振込みます。既に届出
済みの口座内容から変更が生じた商店会は、以下の書類をご提出ください。
・支払金口座振替依頼書兼債権者登録届
・通帳表紙及び見開き１ページ目の写し
・委任状（補助金申請者にあたる商店会代表者と口座名義人名が異なる場合は、
毎年度ご提出が必要です。）
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2-1 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金（イベント事業）【都・区】
（１）概要
東京都と区による合同補助事業です。商店街が主体的に実施し、販売促進や認知向
上等の効果を生み、商店街の活性化が期待できるイベント経費の一部を補助します。
（２）補助内容
補助対象経費はイベント実施に伴う周知費、会場設営費、景品購入費、記念品購
入費、出演料等です。
ただし、チラシ・ポスター等の作成のみを費用計上、または実施する事業は補助の
対象外です。
法人商店街※１

任意商店街※１

新規法人化商店街※2

補助対象経費限度額

９００万円

９００万円

９００万円

補助限度額

600 万円

600 万円

600 万円

補助率

2/3

2/3

2/3

利用可能回数※3

2回

2回

3回

※1 業種団体とみなされるもの及び区全域を対象区域としている団体は除きます。
※2 新規法人化商店街は、法人化当該年度または翌年度から 3 か年の間が該当します。
※3 共催で実施する場合は、別途１回事業を行うことができるほか、補助限度額が 1,200 万円となります。

共催での実施について
共催で実施する場合は、別途１回事業を行うことができるほか、補助限度額が 1,200 万円とな
ります。合わせて景品費及び記念品費の補助限度額も通常 90 万円ですが、共催の場合は 180 万
円となります。申請する場合は、次の①～③の手続きを行ってください。
①補助金交付に関わる事務手続きを代表となる商店会が行うこととする協定書を作成（様式自由）。
②代表となる商店街が経費等をとりまとめた申請書と経費負担按分表（様式番号 24）を作成し、
協定書を添えて提出してください。
③実績報告時も代表となる商店街がとりまとめ、実績報告書（様式番号 10）と経費負担按分表
(様式番号 24)を作成し提出してください。
なお、共催事業の場合、共催する商店街の経費負担が 0 円になることは想定されていません。
共催事業では、各商店街の経費負担額は原則等分であり、そうでない場合は合理的な理由が必要
になります。また、交付申請時の案分比率を実績報告時に変更することは原則不可です。変更が生
じた場合は、その理由を明記してください。負担した経費負担額及び受領した補助金については、
各商店街の決算書に計上するようにしてください。
オンラインを活用したイベント実施について
昨今の情勢を鑑み、オンライン配信等を活用したイベント実施が増えています。①来街促進と
なるオンライン事業（例：配信動画内のキーワードを商店街店舗で言うと特典がある等）であ
り、②期間限定である場合は補助対象となりますので、ぜひご検討ください。
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（３）事業例

（１）文化、歴史など地域資源を活かしたイベント
①季節のイベント（七夕、盆踊り、クリスマス等）

②スポーツイベント ③スタンプラリー、ウォークラ

リー ④各種フェスティバル、コンクール（コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッター アート
コンクール等） ⑤地産地消イベント

⑥観光物産展

⑦朝市、夜市

（２）資源リサイクル、環境対策に資するイベント
①エコキャンペーン（アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等）
②クリーンキャンペーン（地域清掃イベント等） ③フリーマーケット ④リサイクル用品フェア
（３）地域福祉、健康に資するイベント
①高齢者用品フェア ②高齢者等を招待してのイベント

③健康フェスティバル

（４）防犯防災や生活安全に資するイベント
①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント

③交通安全キャンペーン

（４）申請方法
事業委託先である区商連に次の 3 点の書類を、令和４年 3 月３日（木）までに
提出してください。
・商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付申請書・・・様式番号５
・別紙１（事業の内容）・・・・・・・・・・・・・・・・様式番号６
・別紙２（事業経費別明細）・・・・・・・・・・・・・・様式番号７
・100 万円以上の契約がある場合は、見積書（任意様式）
※別紙２エクセル版は大田区ホームページよりダウンロードできます。→→

（５）その他
該当する商店街は限られますが、商店街チャレンジ戦略支援事業補助金において
利用実績の少ない商店街に対する小額支援の特例があります。
小額支援の特例
申請年度及び前年度において商店街チャレンジ戦略支援補助事業や政策課題対応型商店街事業等を利用してい
ないほか、防災や環境など当該商店街にふさわしいテーマがあるなどの一定の条件を満たす場合に限り、補助率
が 8/9、補助限度額が 88 万 8 千円となる小額支援制度があります。補助対象経費や申請方法等は、通常の商
店街チャレンジ戦略支援事業のイベント事業と同様です（ただし、１か年度につきイベント事業及び活性化事業
を各々１回まで利用可能）
。なお、2 か年にわたって同一内容での申請が可能ですが、3 年目以降は、通常のイ
ベント事業での申請が必要となります。
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2-2

商店街チャレンジ戦略支援事業補助金（活性化事業）【都・区】

（１）概要
東京都と区による合同補助事業です。施設整備や販売促進等の商店街活性化を図
るための事業で、イベント事業でないものについて、その経費の一部を補助します。
（２）補助内容

法人商店街※1

任意商店街※1

新規法人化商店街※2

補助対象経費限度額

1 億 5,000 万円

3,000 万円

１億 5,000 万円

補助限度額

1 億円

2,000 万円

1 億 2,500 万円

補助率

2/3

2/3

5/6

利用可能回数

1回

1回

1回

※1 業種団体とみなされるもの及び区全域を対象区域としている団体は除きます。
また、商業ビルや地下街における商店街については、原則として、活性化事業の対象外です。
※2 新規法人化商店街は、法人化当該年度又は翌年度が該当します。
※3 利用回数は活性化-多言語事業と併せて１年度１事業申請可能です。

（３）事業例

（１）施設を整備する事業
①街路灯整備、改修

②カラー舗装

⑤モニュメント設置

⑥放送用スピーカー設置

設置、改修
レ設置

⑨統一看板設置

⑬駐車場・駐輪場整備

③アーケードの設置・改修

④アーチ整備、改修

⑦商店街会館建設、改修

⑩ポケットパーク整備

⑪ファサード整備

⑭消火栓スタンドパイプの整備

⑧商店街事務所
⑫来街者用トイ

⑮基本設計、実施設計

⑯ＡＥＤの設置
（２）ＩＴ機能の強化を図るための事業
①ホームページ作成 ②ポイントカード導入 ③キャッシュレス決済導入

④Ｅコマース導入

⑤ＰＯＳシステム導入 ⑥スマートフォンアプリ導入⑦顧客情報システム導入
⑧フリーＷｉ－Ｆｉ整備
（３）顧客利便機能の強化を図るための事業
①お客様向け巡回バスの導入

②タウンモビリティー導入

③宅配事業

④案内板設置

⑤商店街マップ作成
（４）コミュニティ機能の強化を図るための事業
①空き店舗等の活用事業（交流施設、保育施設、高齢者向け施設等） ②安全パトロール事業
③エコマネー導入、調査 ④エコ・リサイクル事業（ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等）
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（４）申請方法
事業委託先である区商連に次の４点の書類を、令和４年 3 月３日（木）までに
提出してください。
・商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付申請書・・・様式番号５
・別紙 1 （事業の内容）・・・・・・・・・・・・・・・様式番号８
・別紙 2 （事業経費別明細）・・・・・・・・・・・・・様式番号９
・総事業費 100 万円以上の事業を申請する場合は、見積書（任意様式）
※別紙２エクセル版は大田区ホームページよりダウンロードできます。→→

（５）耐用年数
補助事業を利用して設置した装飾灯やホームページには以下のとおり耐用年数の定め
があります。装飾灯の建替え等で補助事業を利用する際は、設置完了日を起算日として、
申請年度の 4 月 1 日時点で耐用年数が経過しているかを、備品台帳または固定資産台帳
でご確認ください。
構造または用途

耐用年数

アーケード又は日よけ設備（主として金属製のもの）

１５年

金属造のもの（街路灯等）

１０年

ＬＥＤ電球

５年

ホームページ、ソフトウェア

５年

※ここに記載の無いものは区商連または区までお問合せください。

（６）その他
該当する商店街は限られますが、商店街チャレンジ戦略支援事業補助金等の利用
実績が少ない商店街に対する小額支援の特例があります。

小額支援の特例
申請年度及び前年度において商店街チャレンジ戦略支援補助事業や政策課題対応型商店街事業等を利用してい
ないほか、防災や環境など当該商店街にふさわしいテーマがあるなどの一定の条件を満たす場合に限り、補助率
が 8/9、補助限度額が 88 万 8 千円となる小額支援制度があります。補助対象経費や申請方法等は、通常の商
店街チャレンジ戦略支援事業の活性化事業と同様です（ただし、１か年度につきイベント事業及び活性化事業を
各々１回まで利用可能）
。なお、2 か年連続での申請が可能ですが、3 年目以降は、通常の活性化事業での申請
が必要となります。
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2-3

商店街チャレンジ戦略支援事業補助
（活性化事業-多言語対応事業）【都・区】

（１）概要
東京都と区による合同補助事業です。多言語による情報提供等、外国人受入のため
の環境を整備することで、商店街での地域の役割を高め、商店街の活性化を図る取り
組みについて、その経費の一部を補助します。
（２）補助内容

法人商店街

任意商店街

新規法人化商店街

補助対象経費限度額

1,000 万円

1,000 万円

1,000 万円

補助限度額

833 万円

833 万円

833 万円

補助率

5/6

5/6

5/6

利用可能事業数

1回

1回

1回

※利用回数は活性化-活性化事業と併せて１年度１事業申請可能です。
利用可能回数が昨年度より変更となっておりますのでご注意ください。
（３）事業例
外国人受入のための環境整備に係る事業
①無線ＬＡＮ環境の整備 ②デジタルサイネージの設置 ③多言語対応ホームページ
の作成 ④免税一括手続ステーションの設置 ⑤英会話研修の実施

※③多言語対応ホームページ作成の場合、既に補助事業で作成したホームページが
ある場合は耐用年数（５年）の経過が必要です。
なお、既存の多言語未対応ページに多言語対応機能を実装する場合に限り、
耐用年数以内でも実施可能です。
（４）申請方法
事業委託先である区商連に次の４点の書類を、令和４年 3 月３日（木）までに
提出してください。
・商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付申請書・・・様式番号５
・別紙 1（事業の内容）・・・・・・・・・・・・・・・・様式番号８
・別紙 2（事業経費別明細）・・・・・・・・・・・・・・様式番号９
・総事業費 100 万円以上の事業を申請する場合は、見積書（任意様式）
※別紙２エクセル版は大田区ホームページよりダウンロードできます。→→
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2-4 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金

拡充

（活性化事業-キャッシュレス対応事業）
【都・区】

（１）概要
東京都と区による合同補助事業です。活性化事業のうちキャッシュレス機器導入
等にかかる事業は、以下のとおり補助率が上乗せされます。補助対象となる事業の詳
細については、産業振興課までお問合せください。

（２）補助内容

法人商店街

任意商店街

新規法人化商店街

補助対象経費限度額

１億円

2,000 万円

１億 5,000 万円

補助限度額

8,333 万円

1,666 万円

1 億 2,500 万円

補助率

5/6

5/6

5/6

利用可能回数

1回

1回

1回

拡充内容
利用回数が、活性化-活性化事業とは別に 1 回申請可能となりました。

（３）事業例
キャッシュレス対応にかかる事業が対象です。
補助対象の詳細については、その都度東京都に照会しますので、申請をご検討され
ている商店会は、区商連または区にお問合せください。

（４）申請方法
事業委託先である区商連に次の４点の書類を、令和４年 3 月３日（木）までに
提出してください。
・商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付申請書・・・様式番号５
・別紙 1（事業の内容）・・・・・・・・・・・・・・・・様式番号８
・別紙 2（事業経費別明細）・・・・・・・・・・・・・・様式番号９
・総事業費 100 万円以上の事業を申請する場合は、見積書（任意様式）
※別紙２エクセル版は大田区ホームページよりダウンロードできます。→
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2-5

商店街チャレンジ戦略支援事業補助金
（若手・女性イベント）
【都・区】

ＮＥＷ

記載内容は、現時点の予定です。
詳細は東京都から示され次第ご案内いたします。

（１）概要
イベント事業で商店街の若手・女性が行うイベントについて、補助率を拡充します。
また、イベント回数は既存イベント事業に加え、別途１回実施可能です。

（２）補助内容
若手・女性イベント
補助対象経費限度額

100 万円

補助限度額

88 万円

補助率

8/9

利用可能回数

１回

（３）類似事業
Ｐ１６ 「8
商店街戦略的ＰＲ事業費補助金」
商店会や個店が会員店舗の販売促進を戦略的に実施する事業全般について補助し
ます。商店会の若手等が５店舗以上のグループで申請することが可能ですのでご参照
ください。補助対象経費限度額 40 万円、補助限度額 32 万円、補助率４/5 です。
詳細はＰ１６をご覧ください。
Ｐ２４ 「14 若手商人ネットワーク事業～次世代リーダー育成塾～」
商店街活性化に意欲のある若手を対象に、「次世代リーダー育成塾」を実施しています。
詳細はＰ2４をご覧ください。
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3 広域支援型商店街事業【都】
（１）概要
個々の各市区町村の取り組みに加え、行政区域を超えた広域的な取り組みを推進
することで、
「単一的取り組み」と「面的取り組み」の両面から地域商業の活性化を
図ります。

（２）補助内容
補助率は 2/3、補助限度額 2,000 万円です。対象となるのは主に次の事業です。
・都内全域を対象とした商店街振興施策事業
・都内全域に波及効果の見込める商店街振興施策事業
・都内 2 以上の区市町村の区域にまたがり、かつ 3 以上の商店街等が連携
して実施するイベント事業
・都内 2 以上の区市町村の区域にまたがり、かつ２以上の商店街の連合会が
連携して実施するイベント事業
その他条件として次の内容があります。
・1 商店街あたりの広域支援型商店街事業（同一事業）での利用を 2 回まで
と制限しています。
・イベント事業終了までに、派遣を計 7 回活用することを条件としています。
・3 年目以降は商店街チャレンジ戦略支援事業補助金を活用いただきます。
・必要書類は雇用契約書、給与明細、出勤簿、銀行振込受領書等です。

（３）申請方法
詳細は、東京都商店街振興組合連合会にお問い合わせください。

【問合せ先】
東京都商店街振興組合連合会
〒104-0061 東京都中央区銀座 2-10-18 中小企業会館５階
電話：03-3542-0231
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4-1 地域連携型商店街事業費補助金（イベント事業）【都・区】 拡充
（１）概要
東京都と区による合同補助事業です。商店街と地域団体（自治会・町会等）とで
実行委員会を組織し、その実行委員会が実施するイベント経費の一部を補助します。

（２）補助内容
申請者は実行委員会を代表して商店街となりますが、事業実施主体は実行委員会
となります。補助対象経費は、商店街チャレンジ戦略支援事業補助金のイベント事
業と基本的に同様です。ただし、以下の点にご注意ください。
・実行委員会の構成員は商店街と自治会・町会等あらかじめ指定された団体とな
ります（町会・自治会は１団体で可、その他の団体は２団体以上の加入が条件）
。
指定外の団体が構成員として加入している場合は、全額補助対象外となることがあ
りますのでご注意ください。
・実行委員会の規約や役員名簿、決算書のほか、実行委員会を構成する団体につい
ても同様の書類が求められます。また、実行委員会の負担金に関する割合を示した
経費按分表（様式番号 24）の提出が必要です。
・景品費における補助対象経費の単価は、1 万円までです。
・商店街店舗での買い物を条件とした抽選会に係る景品費は、全て補助対象外です。

拡充内容
・従来の新規イベントに加え、継続イベントについても支援を拡充しました。
利用はいずれか１事業までとします。
新規イベント※１

継続イベント※２

補助対象経費限度額

1,000 万円

1,000 万円

補助限度額

800 万円

666 万円

補助率

4/5

２/３

※１事業の企画における新規の取組が必要です（新規に該当するかは区へご相談
ください）。
※２過去に実施したイベントを継続して同様の事業企画・取組を実施する場合も
対象となります（補助率は 2/3 となりますのでご注意ください）。
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（３）申請方法
事業委託先である区商連に次の 5 点の書類を、令和４年３月３日（木）までに
提出してください。なお、申請方法や提出書類が多岐に渡るため、事前に区商連また
は区にご相談ください。
・地域連携型商店街事業費補助金交付申請書・・・様式番号 17・18・19
・商店街の直近の決算書類等
・実行委員会の規約、役員名簿、決算書類※1
・実行委員会を構成する全ての団体の規約、役員名簿、決算書類※1
・経費按分表・・・・・・・・・・・・・・様式番号 24
※1 ただし、設立間もなく１回も決算を経ていない場合、予算書を提出してください。
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4-2 地域連携型商店街事業費補助金（活性化事業）【都・区】
（１）概要
東京都と区による合同補助事業です。商店街と地域団体（町会・自治会等）とで実
行委員会を組織し、実施する活性化事業を支援します。
活性化事業は、原則、中期計画に基づいて実施する初年度の取組についてのみ補
助対象です。ただし、中期計画に基づいていれば商店街が行う事業の部分（施設整
備事業、空き店舗活用事業等）は３か年度を上限に補助される場合があります。
※都内でも活用事例が少ないため、申請をご検討される場合は、必ず事前に相談を
お願いします。東京都と事前協議を行います。
（２）補助内容
補助率は 4/5 です。申請者は実行委員会を代表して商店街となります。
また、補助限度額は法人化商店街が申請する場合は 2 億円（補助対象経費上限 2
億 5,000 万円）、任意商店街が申請する場合は 2,000 万円（補助対象経費上限
2,500 万円）です。
実施可能な活性化事業は、事業実施主体が実行委員会か商店街か地域団体等かに
よって異なります。また、以下の点にご注意ください。
・実行委員会の規約や役員名簿、決算書のほか、実行委員会を構成する団体につ
いても同様の書類が求められます。
・実行委員会の負担金に関する割合を示した経費按分表の提出が必要です。事業
費全体に占める商店街の負担割合が過半となることが要件です。その他、負担割
合については細かな規定があります。
・実施する場合、原則申請する年度の前年度に、実行委員会による 3 か年の中期
計画の策定及び提出が必要です。中期計画書に盛り込む内容については、産業振
興課へお問合せください。
・中期計画には東京都が実施する商店街ステップアップ応援事業の専門家派遣
（P.1３参照）、または、東京中小企業振興公社の商店街への専門家派遣（商店街
パワーアップ作戦）によるアドバイスを受けていることが要件です。
・3 か年の中期計画のうち、経費として認められるのは原則初年度のみです（例
外あり）。
（３）申請方法
事業委託先である区商連に次の７点の書類を、令和４年３月３日（木）までに
提出してください。なお、申請方法や提出書類が多岐にわたるため、事前に区商連ま
たは区にご相談ください。
・中期計画書（３か年度以上） ※申請前
・専門家派遣により助言を受けたことがわかる資料 ※申請前
・地域連携型商店街事業費補助金交付申請書
・商店街の直近の決算書類等
・実行委員会の規則、役員名簿、決算書類
・実行委員会を構成する全ての団体の規約、役員名簿、決算書類
・経費按分表
12

5 商店街地域力向上事業費補助金（感染症対策事業）【都・区】
（１）概要
東京都と区による合同補助事業です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染拡大防止ガイドライン等に基
づく取組を実施し、安全安心な商店街づくりを行う商店街に対し、感染拡大防止にか
かる取組の周知や、感染拡大防止ガイドラインに基づく物品・消耗品の購入に必要な
経費を補助します。

（２）補助内容
補助率は 5/6、補助上限額は 50 万円（うち消耗品購入費の上限額８万３千円）
です。
商店街及び加盟店舗で取組を実施するにあたり、商店街が購入する以下の経費（補
助対象経費 60 万円まで）を対象とします。
・感染拡大防止ガイドラインに沿った取組の周知に要する費用
・感染拡大防止ガイドラインに基づく物品購入費（備品台帳を具備）
・感染拡大防止ガイドラインに基づく消耗品購入費（補助対象経費限度額 10 万円）

（３）申請方法

事業委託先である区商連に次の 3 点の書類を、下表の各交付申請書提出期限まで
に提出してください。
・大田区商店街地域力向上事業費補助金交付申請書・・・様式番号 25
・第 2 面（別紙 事業内容）・・・・・・・・・・・・・様式番号 26
・第 3 面（事業経費別明細）・・・・・・・・・・・・・様式番号 27
※別紙２エクセル版は大田区ホームページよりダウンロードできます。 →→

交付申請書提出期限

交付決定日
（事業開始可能日）

事業実施期間

第１回

令和４年３月３日（木）

令和４年４月１日（金）

第２回

令和４年４月 20 日（水）

令和４年６月１日（水）

交付決定日から

第３回

令和４年６月 20 日（月）

令和４年８月１日（月）

令和５年３月 31 日まで

第４回

令和４年８月 22 日（月）

令和４年 10 月３日（月）
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6 商店街ステップアップ応援事業【都】
（１）概要
①専門家派遣
商店街の主体的な取り組みを後押しするため、専門家等を派遣し、必要な
ノウハウを提供します。費用は無料です。
②巡回相談
大田区商店街連合会等が商店街を訪問し、現状のヒアリングや潜在的な課
題の抽出及び課題解決に向けた取組（専門家派遣の活用等）を提案します。
③市場調査・活性化計画策定支援
専門家派遣事業等を活用した商店街が行う調査や活性化計画策定を支援しま
す。

（２）補助内容
①専門家派遣
・都の商店街補助事業に向けたアドバイス（派遣回数：５回まで）
例）イベント事業、活性化事業、地域連携型、政策課題対応型の活用方法
・一般相談（派遣回数：５回まで）
例）後継者不足や空き店舗対策、会計実務、ＨＰやＳＮＳ活用方法について
・商店街活性化計画策定（派遣回数：10 回まで）
②巡回相談
大田区が大田区商店街連合会に事業を委託し、商店街を巡回します。
③市場調査・活性化計画策定支援
商店街ステップアップ応援事業の専門家派遣又は巡回相談を受けた商店街が
対象です。
補助率 2／5 以内、補助限度額 200 万円です。

（３）申請方法
①専門家派遣
東京都商店街振興組合連合会
〒104-0061 東京都中央区銀座 2-10-18 中小企業会館５階
電話：03-3542-0231
③市場調査・活性化計画策定支援
区を経由して東京都産業労働局へ申請いたします。
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7

未来を創る商店街支援事業【都・区】

ＮＥＷ

記載内容は、現時点では予定のものになります。
東京都から詳細が示され次第ご案内いたします。
申請を希望する場合は必ず区へご相談ください。

（１）概要
商店街が取り組む計画策定から事業実施までを専門家による伴走支援、補助金及びサ
ポート会議により、３年間にわたる事業支援を実施します。

（２）事業・補助内容
①１年目 計画策定支援
現状分析と課題抽出を通じた計画策定を都公社登録の専門家派遣（無料）にて支援。
調査を実施する場合は調査費用を補助
補助対象経費上限 200 万円、補助限度額 166 万円、補助率５／６
②１～３年目 事業実施
計画に基づく事業実施について補助を行う。
１年目（補助対象経費上限 3,000 万円、補助限度額 2,500 万円、補助率 5/6）
２，３年目（補助対象経費上限１億円、補助限度額 8333 万円、補助率 5/6）
◆伴走支援（１～３年目）
商店街ごとに担当の伴走アドバイザー（都公社登録の専門家）を選任し、３年間を通
じて助言及び進捗管理を行う。
◆サポート会議（１～３年目）
都、都公社、区、専門家で構成し、進捗評価や助言等のサポートを行う。

（３）申請方法
申請を希望する場合は区へご相談ください。
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8

商店街戦略的ＰＲ事業費補助金【区】

拡充

（１）概要
商店街や個店が会員店舗の販売促進を戦略的に実施する事業全般について補助し
ます。
地域特性を鑑み、商店街を利用する顧客の最大化を図るためのＰＲ媒体を制作す
ることで、商店街・個店が連携を強化し、利用促進や新たな顧客獲得に寄与すること
を目的とします。
令和４年度からは、ＷＥＢ媒体を積極的に活用するＰＲ事業に対し補助限度額を
拡充します。
また、上記以外の拡充として、副業者等の専門性の高い外部人材を活用した事業の
補助も見込んでいます。詳細は別途お知らせします。

（２）補助内容

補助対象事業

補助率

ＷＥＢ媒体制作

4/5

その他媒体制作

4/5

補助対象
経費限度額

40 万円

20 万円

補助限度額

主な補助内容

32 万円

WEB 制作にかかる経費
が補助対象です。

16 万円

WEB 以外の媒体(紙やフ
ラッグ等)にかかる経費
が補助対象です。

ＷＥＢ媒体制作とそれ以外をあわせて、１商店会あたり１か年度に２事業まで
申請できます。
ＷＥＢ媒体制作は、１会あたり１か年度に１事業までです。
１会あたりが１か年度に申請できるパターンは次のとおりです。
パターン① １事業目：ＷＥＢ媒体制作、２事業目：その他媒体制作
パターン② １事業目：その他媒体制作、２事業目：その他媒体制作
原則、一つの事業で制作する媒体は一種類です。ただし、ＷＥＢ媒体とその他の媒体
の両方を制作する場合は、ＷＥＢ媒体制作事業とみなします。
＜グループ申請について＞
通常の、商店会からの申請に加えて、グループ申請が可能です。
グループ申請とは、５店舗以上で構成されるグループからの申請のことで、
そのうち過半数以上（全５店舗の場合は３店舗以上）が申請商店街会員であれば申
請が可能です。個店グループ申請は所属する商店会の事業枠としてカウントします
ので、所属する商店会と事前にご調整ください。
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＜申請枠の考え方＞
・グループ申請のパターン
①Ａ商店会 会員店舗 ５店舗以上
②Ａ商店会 会員店舗 ３店舗と、非会員店舗 ２店舗
③Ａ商店会 会員店舗 ３店舗と、Ｂ商店会 会員店舗
⇒この場合、Ａ商店会からの申請となります。

２店舗

（３）補助対象経費
ＰＲ媒体制作費（ポスター、チラシ、マップ、ＨＰ（新設・更新）
、動画、ＳＮＳ
構築等）や掲載費用が補助対象です。
掲載費用のみを計上することは認めません。
例示していない経費につきましては、事前にご相談ください。但し、景品・記念
品購入費、備品・消耗品購入費、会場設営費等は補助の対象外です。

（４）申請方法
申請から事業実施までの手順は以下のとおりです。申請書等は区へご提出ください。
申請様式等は後日配付いたします。
セルフチェック

交付申請書

交付決定通知送付

シート提出

提出

※交付決定日記載

事業実施

セルフチェックシート

交付決定日

事業実施

提出期限

（事業開始可能日）

可能期間

第１回

令和４年 5 月 10 日（火）

令和４年 6 月 1 日（水）

第２回

令和４年 7 月 8 日（金）

令和４年 8 月 1 日（月）

第３回

令和４年 9 月 9 日（金）

令和４年 10 月 3 日（月）

第４回

令和４年 11 月 10 日（木）

令和４年 12 月 1 日（木）

第５回

令和４年 12 月 9 日（金）

令和５年 1 月 4 日（水）

第６回

令和５年 1 月 13 日（金）

随時

申請回
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交付決定日から
令和５年 2 月
28 日（火）まで

9 装飾灯維持管理費補助金【区】
（１）概要
装飾灯の電灯料、修繕費に対する補助です。

（２）補助内容
補助対象経費の対象年月は令和３年 6 月～令和４年 5 月分ですのでご注意ください。
①

電灯料補助
基準本数（※）に 8,400 円を乗じた額、または支払額の 5 割
（上限 100 万円）を比較し、より高い方の金額を補助します。

②

小規模修繕費補助
基準本数（※）に補助基準単価 5,000 円を乗じた金額を上限に補助します。
補助対象経費は、装飾灯の補強や塗装工事、電球の交換工事、その他維持の
ために必要な工事です。装飾灯の清掃は補助対象外です。また、生業ではない
会員による電球の交換工事等は、金額の定めがないため補助対象外です。

※基準本数・・・直線にした商店街区の長さ（ｍ）を 20 で除した数
(小数点以下四捨五入)

（３）申請方法
次の 3 つの書類を、令和４年 6 月 17 日（金）までに区商連へ提出してください。
・商店街装飾灯維持管理費補助金交付申請書・・・様式番号 31
・電灯料の領収書の写しまたは通帳の写し（商店会名の分かる通帳の表紙含む）
・小規模修繕に係る工事の領収書（振込明細書）及び内訳がわかるもの
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10 装飾灯設置等補助金（新設、撤去、移設）【区】
（１）概要
数本単位の、急な装飾灯の新設や撤去、移設に対して補助します。

（２）補助内容

①

新設・増設・建替え補助
新設、増設、建替えする総基数の 1/2 に１基あたりの設置経費の 1/2 の額
（限度額 134,000 円）を乗じた額で補助します。補助対象経費は、装飾灯の
新設、増設、建替えにかかる工事費です。

②

撤去補助
撤去基数に、１基あたりの撤去経費の額（限度額 56,000 円）を乗じた 4/5
の額を補助します。補助対象経費は、装飾灯の撤去に係る工事費です。撤去地点
に装飾灯を建てる（建替える）場合、②撤去補助と①新設・増設・建替え補助は
併用不可です。年度が異なる場合も同様です。

③

移設補助
移設経費の 1/4 の額を補助します。補助対象経費は、装飾灯の移設に係る
工事費です。

（３）申請方法
原則として区の予算化が必要です。令和５年度以降に事業実施を予定している商
店街は、「令和５年度商店街事業計画書（Ｐ.1 参照、6 月 17 日提出期限）」に記載
してください。事業計画書は 4 月以降、送付予定です。
また、撤去の際は、区又は都の街路灯の設置が必要となるため、道路関係部局（区：
地域基盤整備第一課・第二課・第三課、都：第二建設事務所）を交えた事前の相談及
び調整が必要となります。
・商店街装飾灯設置等補助金交付申請書・・・様式番号 32・33
・工事見積書
・設置等予定場所の図面
装飾灯の一部撤去やアーチ・アーケードの撤去については、
東京都の「政策課題対応型商店街事業（Ｐ．20 参照）」が
補助率等も高いため、計画的な活用をご検討ください。
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11

政策課題対応型商店街事業【都】

（１）概要
特定の課題に対応するための施設整備等に対して、東京都が補助する事業です。

（２）補助内容
基本的に補助率 4/5、補助限度額は 1 億 2,000 万円です（買物弱者支援事業の
み補助率 9/10 に引き上げ）。ただし、選ぶメニューや内容によって細かい補助金額
の制限がある場合があります。補助対象経費は、主に設備投資等の費用です。

（３）補助対象事業

（１）環境
LED 装飾灯の設置（１基あたり 60 万円まで）※１※２、ソーラー・ハイブリッド型装飾灯の設置、
装飾灯、アーケードのランプの LED ランプへの交換（１基あたり 30 万円まで）
、微細ミストの導入
（２）防災・防犯
装飾灯の撤去、アーケード・アーチの撤去※２、アーケード・アーチの耐震補強、アーケード・アー
チの耐震調査、民間交番の設置※３
（３）福祉※３
だれでもトイレの設置、障害者・高齢者用のサイン表示、案内設備の設置・改修、授乳及びおむつ替
え等のスペース・設備の設置
（４）物流
共同荷捌きスペース・付帯施設の設置
（５）国際化対応※３
外国人観光客受け入れのための施設・設備の設置
（６）買物弱者支援事業※３
宅配サービス、送迎サービス、移動販売等
※１装飾灯の設置や撤去を行う場合は耐用年数を過ぎているかご確認ください（耐用年数Ｐ.5 参照）
※２商店会が保有する装飾灯の 2 割以上かつ５基以上を撤去（保有数４基以下の場合は全て撤去）
。
※３広報・PR 経費（450 万円〔補助金では 360 万円〕を限度）も認められます。
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（４）説明資料の配布
事業説明資料は、昨年度同様、メールまたは郵送でお送りする予定です。
詳細が分かり次第、ご案内いたします。

（５）申請方法
詳細は、東京都産業労働局商工部地域産業振興課にお問い合わせください。
なお、本年度の説明会は中止となりましたのでご注意ください。
【問合せ先】
東京都産業労働局商工部地域産業振興課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 20 階北側
電話：03-5320-4787（直通） FAX：03-5388-1461

【コラム】やむなく、装飾灯（一定数以上）を撤去することになったら！
さまざまなお手続きがあり、お時間も費用もかかりますので、お考えの際にはお早めに
区にご相談ください。概ね計画から３年程度要します。
（参考例）
１年目、まずは全部または一部装飾灯を撤去するかご検討ください。
商店街の財産ですので、撤去にあたっては会内部の合意形成と撤去予算の確保をお願いします。
１年目

（例）
内容

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

時期・金額の検討
商店会の合意形成
区への相談

２年目は区で街路灯設置工事の予算化をします。また、補助金申請にあたって多くの準備や
確認があります（設置から現在までの修繕記録、耐用年数、道路占用許可の確認等）。
そして、２月頃にある東京都補助金説明会に参加する必要があります。
３年目

（例 :補助金を使う場合）
内容
東京都への補助金申請・決定

4月

5月

6月

7月

★

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

★

区の街路灯設置工事
装飾灯の撤去工事

３年目に都へ補助金を申請します。交付決定後、まずは区の街路灯を設置し、そのあとに
装飾灯撤去工事を行います。（道が真っ暗になるため、撤去より先に設置します）
必要な場合は、さらにその翌年、撤去日までにかかった装飾灯維持管理費の補助
申請ができます。こうして、４年越しの手続きがようやく終わります。（一例）
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3月

12 振興組合設立及び振興組合等運営費補助金【区】
（１）概要
区内商店街の組織化を図り、新規設立と安定した運営の維持するための補助です。

（２）補助内容

①

新規設立補助
補助限度額は 20 万円です。補助対象経費は、会議室使用料などに要した経
費です。

② 運営費補助
補助率は 1/2、補助限度額は 16 万円（補助対象経費上限 32 万円）です。
補助対象経費は税理士などの専門家謝礼や備品購入に要した経費です。

（３）申請方法
新規設立又は解散や任意商店街化については、事前に大田区産業振興課にご連
絡ください。
設立後は、速やかに申請書に設立届、経費内訳書、領収書の写しを添えて大田
区産業振興課に申請してください。
運営補助金は、振興組合等の皆様の事務負担軽減のため、令和４年度より
補助申請回数を年 2 回から年１回に統一します。
※補助対象経費や補助金額、補助対象期間に変更はありません。
11 月に申請資料を発送いたしますので、資料記載の期日までにご申請ください。
ご申請の際は次の書類を大田区産業振興課にご提出ください。
・申請書
・領収書の写し
・リース契約等の費用を計上する場合、契約書の写し（会名、契約期間、
金額、使途がわかるもの）をご提出ください。
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13

振興組合等青年部設立及び活動費補助金【区】

（１）概要
区内商店街の組織力強化を図り、振興組合等における青年部の新規設立及び安定
した運営を推進するために補助します。

（２）補助内容

①

新規設立補助
補助限度額は 10 万円、補助対象経費は会場使用料などに要した経費です。

②

運営費補助

会議 1 日 1 回（月１回程度を目安）に対して 5,000 円とし、年間で 6 万
円分を上限に活動費を補助します。また、年間の活動報告書の提出により 1 万
円の活動費を補助します。

（３）申請方法
① 新規設立においては、事前に区にご連絡いただき、
設立後３週間以内を目処に次の書類を、区へご提出ください。
・青年部届出書
・申請書
・設立経費内訳書、議事録、経費領収書の写し
② 4 月～9 月分の活動費補助については、令和４年 10 月 31 日（月）まで
に、次の書類を区にご提出ください。
・申請書
・青年部の会議の議事録
・青年部名簿（令和４年 4 月 1 日時点）
・委任状（様式番号４）
10 月～3 月分の活動費補助については、令和５年 3 月 31 日（金）まで
に、次の書類を区にご提出ください。
・申請書
・青年部の会議の議事録
・年間活動報告書（令和４年 4 月～令和５年 3 月分）
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14 若手商人ネットワーク事業～次世代リーダー育成塾～【区】
（１）概要
区内商店街が持続的発展していくために、商店街組織の後継者となる人材発掘と、
変化する社会に適応し、地域をけん引する次世代リーダーを目指す人材育成を図り
ます。

（２）補助内容
商店街活性化に意欲のある若手（50 歳未満）を対象に、
「次世代リーダー育成塾」
を実施します。
◆若手ネットワーク事業
・初参加～複数年経験者対象
・原則４名以上のチーム制（人数×10 万円を上限に補助）
・商店街の枠を超えた新商品・サービス開発やコラボレーション事業を実施。
【事業例】
・商店街の魅力を発信するＰＲ動画を８商店会合同で制作。
・ＥＣサイトを活用し、地域を超えた商店会の銘品を詰め合わせた
オリジナルギフトボックスを販売

◆次世代リーダートライアル事業
・若手ネットワーク事業２年以上の経験者１名及び、最低 1 名（計 2 名以上）の参加
・企画は申請者が行い、審査会の審査（書類審査・プレゼン審査）を経て採択
・補助枠は毎年度 50 万円、30 万円、２0 万円の３枠とし、審査会にて決定
【事業例】
・商店街でお買い物をした親子を対象に、商店街に隠れた忍者探しや忍者体験が
できるゲームを提供。事業を通じて地域交流を活性化。
・ジビエに関する講習会を実施するとともに、ジビエ料理を参加店舗で開発・提供、
デジタルスタンプラリーを導入して回遊を促進。
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（３）育成塾を活用したステップアップ例

チャレ戦
（イベント）

戦略的ＰＲ
事業費補助
金

商店会の中心として
イベント事業を実践！

次世代リーダー
トライアル事業
若手ネット
ワーク事業

商店会員として、また、
新規企画
事業実施の腕試し！

築いたネットワークを活用して
ＰＲ事業に挑戦！

若手同士の交流
グループでの事業実施！

（４）申請方法
事業委託先である区商連にお問い合わせください。
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15

進め！若手商人育成事業【都】

（１）概要
次代の商店街振興を担う若手商人を中心に据えた多面的な「人づくり」を支援します。

（２）補助内容

①

商店街パワーアップ作戦（専門家派遣）
商店街の活性化や商店（小売・サービス業や飲食店等）の経営改善をお手
伝いするため、希望に応じて実務に明るい専門家が現地を訪問し、商店街や
商店への個別アドバイス、商店街での勉強会を開催します。
対象者：商店街

②

商店主スキルアップ事業（専門家派遣）
商店（小売・サービス業や飲食店等）の経営力を高めるために、専門家が
店舗を訪問し、経営内容等を詳しく分析することで、お店の方向性とこれか
ら取り組むべきことをご提案します。提案に基づく取組は、商店街パワーア
ップ作戦にて実行のサポートを受けることができます。
対象者：商店街を構成する商店の商店主等

③

商人大学校（セミナー、令和 3 年度は全５回実施）

経営意欲あふれる小売店、飲食店、サービス業等の経営者、後継者、従業員
を対象に、経営力 UP のためのセミナーを基礎・実践に分かれて開催します。
対象者：商店主、後継者、従業員等
④

商店街リーダー実践力向上塾（都内商店街見学等、令和 3 年度は全４回）
商店街活性化計画を策定するにあたって必要となる基礎理論や各種基礎資
料の整備の方法を学ぶことで、論理的に計画を立案する力を習得することがで
きます。
対象者：商店街役員、商店街役員候補者等
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⑤

商店街開業プログラム（商店街起業促進サポート事業）

商店街において、小売・飲食・サービス業等の店舗開業を目指す方を対象と
して、少人数制による講義を実施します。商店街関係者、小売業界関係者、金
融機関、専門家などが入った支援グループを作り、知識の付与のみではなく、
商店街、店舗での実習を通した実践的な起業支援を行います。
全 10 回のセミナーと、現場研修や開業体験を受けられます。
対象者：商店街において創業を希望している方
⑥

中小小売商業活性化フォーラムの実施
商店主等の経営意欲の増進を図るため、講演・セミナー・展示などを
実施します。
対象者：商店主、商店街関係者、学生、消費者、関連機関団体職員等

（３）申請方法
詳細は、
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社にお問い合わせください。
これまでの成果事例をとりまとめた「事業活用事例集」が公社のホームページに
掲載されています。商店街と商店の活性化の参考にしていただければ幸いです。

【問合せ先】
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ 3 階
電話：03-3733-6284
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16 若手・女性リーダー応援プログラム【都】
（１）概要
商店街の活性化につなげるため、商店街で開業を希望する若手・女性を対象に、開
業に要する費用の一部を助成します。
※商店街起業・承継支援事業と比較して、助成額及び助成率を拡大しています。
商店街起業・承継支援事業との併願申請が可能です。詳細は P.2９をご参照
ください。

（２）助成内容

助成対象経費

店舗新装・改装
工事費等

助成限度額

400 万円

助成率

3/4

店舗賃借料
1 年目 15 万円／月
2 年目 12 万円／月
3/4

研修受講費

6 万円
2/3

※最大助成限度額は 730 万円

（３）助成対象者
商店街で開業予定であり、実店舗を持たない女性、または年度末の時点で
39 歳以下の男性。

（４）申請方法
詳細は、
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社にお問い合わせください。

【問合せ先】
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ 3 階
電話：03-3733-6284
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17 商店街起業・承継支援事業【都】
（１）概要
商店街で「開業」、
「事業多角化」のための新規店舗開設または「事業承継」を行う
際の店舗改装費等（設備・備品購入費、宣伝・広告費、実務研修受講費、店舗賃借料）
に要する費用の一部を助成します。

（２）助成内容

助成対象経費

店舗新装・改装
工事費等

助成限度額

250 万円

助成率

2/3

店舗賃借料
1 年目 15 万円／月
2 年目 12 万円／月
2/3

研修受講費

6 万円
2/3

※最大助成額 580 万円

（３）助成対象者

①開

業：開業予定者が新規に実店舗を開設する場合

②多 角 化：既存事業とは異なる分野へ進出する中小企業者が新規に実店舗を
開設する場合
③事業承継：中小企業者の後継者が引継ぎ、店舗改装等をする場合

（４）申請方法
詳細は、
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社にお問い合わせください。

【問合せ先】
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ 3 階
電話：03-3733-6284
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本冊子に記載されている事項は、令和４年１月 24 日現在の情報です。
状況により変わることがございます。ご了承ください。
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