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１ まちづくりと商店街活性化について

中野区では、西武新宿線連続立体交差事業が進行し、沼袋駅周辺では区画街

路整備に伴う沿道と一体化したまちづくり、新井薬師では駅前周辺のまちづく

り、大和町では都市計画道路拡幅に伴うまちづくり事業が進んでいる。

まちづくり事業の進展により、既存市街地が再整備されることになり、まち

の安全性や快適性などは大幅に改善される。一方で、従来の商店街がまちづく

りの影響により大きく地区を削られたり、建替を余儀なくされる場合がある。

こうした場合には、まちづくり事業が終了した後の商店街において、商店街

が元に戻らずに、にぎわいが失われたまちになってしまう恐れがある。

まちづくり事業が終了したのちも、商店街活動が続いていくためには、商店

街が一致団結し、地域住民等のニーズや当該商店街を取り巻く外部環境の変化

を踏まえ、中長期的な将来ビジョンや事業計画をつくりあげ、商店街活性化、

にぎわい創出につながるアクションを着実に起こすことが重要である。
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２ 商店街活性化のステップについて

商店街活性化のためには、商店街がそのメンバーで活性化に対する合意形成

を行い、その後専門家の派遣やニーズ調査、活性化プランの作成など活性化に

かかるステップを踏みながら事業を進める必要がある。

このような活性化へのステップには、中野区、国、東京都の様々な支援事業

が既に用意されており、これらを活用することで専門的な知見、ノウハウを導

入しつつ、財政的支援を受けながら、商店街活性化へ向けた効果的な活動を継

続することができる。

▼商店街活性化のステップについて

商店街の

合意形成

専門家

の派遣

ニーズ調査

マーケティング

調査

ステップ１ ステップ２ ステップ３

活性化

プラン

作成

ステップ４ ステップ５

活性化事業

イベント事業

空き店舗

活用モデル

事業
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（１）ステップ１ 商店街における合意形成

商店街活性化について最も重要なことは、その商店街を構成するすべての商

店主、事業主が、自らの商店街を活性化したいという考えを共有することであ

る。

自らの商店街をどのような商店街にしたいのか。どう変えて行きたいのかを

議論し、活性化に対する考えを共有し合意形成を行うことが重要である。

商店街の

合意形成

専門家

の派遣

ニーズ調査

マーケティング

調査

ステップ１ ステップ２ ステップ３

活性化

プラン

作成

ステップ４ ステップ５

活性化事業

イベント事業

空き店舗

活用モデル

事業
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（２）ステップ２ 専門家の派遣

商店街における合意形成ができた後には、専門知識やノウハウを有し、商店

街の課題分析やアドバイスを行うことができる専門家を受入れる。商店街の商

店、事業主、専門家が集まり、商店街活性化のためにできることの検討から、

商店街の施設整備（アーケード、アーチ等）、街並みや景観の形成など、幅広

く議論を行う。こうして、専門家を交えた商店街活性化の方針を固める。

▼活用できる支援メニュー

事業 支援内容
支援・補助団体

等

商店街ステップアップ

応援事業
〇専門家の派遣、巡回相談

中野区

都振連

商店街チャレンジ戦略

支援事業（活性化事業）

〇商店街が実施する専門家受入事業の

補助

中野区

東京都

商店街リノベーション

支援事業

〇商店街の価値向上をプロデュースす

るスキルを持つ専門家を選定して委託
東京都

商店街の

合意形成

専門家

の派遣

ニーズ調査

マーケティング

調査

ステップ１ ステップ２ ステップ３

活性化

プラン

作成

ステップ４ ステップ５

活性化事業

イベント事業

空き店舗

活用モデル

事業
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（３）ステップ３ 商店街ニーズ調査、マーケティング調査

商店街において、中長期的発展及び活性化を図る新たな取組を行うにあたり、

顧客ニーズやマーケット環境を把握する必要がある。

商店街のニーズ調査とは、商店街に来訪する消費者の属性等を調査するもの

である。例えば、商店街に来訪する消費者の性別、年齢層、居住地、商店街の来

訪理由、商店街における購入品目などを図る調査である。

商店街のマーケティング調査とは、商店街を取り巻く一定区域の商圏を分析

する調査である。例えば、地域の人口規模、商業量や買い物動向、住民行動範囲

のデータ等を活用し、適切な事業規模や利用者数の想定、自律的な事業継続性等

を把握する調査である。

これら商店街を取り巻く状況を調査分析し、中長期的な商店街の活性化プラ

ンを計画する。

▼活用できる支援メニュー

事業 支援内容
支援・補助団体

等

商店街チャレンジ戦略

支援事業（活性化事業）

〇商店街が実施する来街者調査、購買動

向調査事業の補助

中野区

東京都

地域商業機能複合化推

進事業

〇商店街において、顧客の属性・消費動

向等を調査分析し、最適なテナントミッ

クスの実現に向けた仕組みづくり等を

行う事業への補助

国

（中小企業庁）

商店街の

合意形成

専門家

の派遣

ニーズ調査

マーケ

ティング

調査

ステップ１ ステップ２ ステップ３

活性化

プラン

作成

ステップ４ ステップ５

活性化事業

イベント事業

空き店舗

活用モデル

事業
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（４）ステップ４ 活性化プランの策定

商店街の活性化は短期間の事業でできるものでなく、複数年にわたる商店街

自らの積極的な取組の成果として実現するものである。現状の商店街がどのよ

うな特徴を持っているのかという現状分析や、将来どのような商店街を目指す

のかという将来目標や基本方針を策定し、今後の複数年度にわたる事業計画な

どを含めた商店街の長期的な計画の策定を行う必要がある。

商店街の長期的な活性化計画策定については、専門家による専門的知識やノ

ウハウを導入したり、商店街のニーズ調査、マーケティング調査などの分析結果

を反映することで実効的な計画とすることができる。

▼活用できる支援メニュー

事業 支援内容
支援・補助団体

等

商店街ステップアップ

応援事業
〇商店街活性化計画策定の補助 都振連

商店街チャレンジ戦略

支援事業（活性化事業）

〇活性化計画策定、活性化委員会開催の

補助

中野区

東京都

商店街の

合意形成

専門家

の派遣

ニーズ調査

マーケ

ティング

調査

ステップ１ ステップ２ ステップ３

活性化

プラン

作成

ステップ４ ステップ５

活性化事業

イベント事業

空き店舗

活用モデル

事業
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（５）ステップ５ 個別事業の実施

中長期の視点に立った活性化計画をもとに、地域住民のニーズや商店街を取

り巻く外部環境の変化に適合した新たな取組を計画的に実施していくことが商

店街活性化には必要である。

商店街活性化事業の例としては、商店街自らが実施し、来街者の増加や売上増

加を目的としたイベント事業、商店街の施設整備、販売促進等の商店街活性化を

図る事業および商店街の空き店舗を活用しにぎわい創出を図る事業がある。こ

れら様々な活性化事業を各商店街の置かれている状況にあわせて実施していく

ことが重要である。

近年は、中野区のみならず、国や東京都としての課題でもある「デジタル化対

応」を商店街として推進していく事業を行う場合は、高い補助率の補助制度が用

意されている。

▼活用できる支援メニュー

事業 支援内容
支援・補助団体

等

商店街チャレンジ戦略支

援事業（イベント事業）
〇商店街が取り組むイベントへの補助

中野区

東京都

商店街チャレンジ戦略支

援事業（活性化事業）

〇商店街が取組む①施設整備②ＩＴ機

能強化③顧客利便性機能強化④コミュ

ニティ機能強化⑤組織・経営力強化事業

への補助

中野区

東京都

商店街国際化対応施設・

設備設置事業

○東京都の政策課題対応型商店街事業

のうち国際化対応事業（外国人観光客受

入のための施設・設備の設置）への上乗

せ補助

中野区

商店街の

合意形成

専門家

の派遣

ニーズ調査

マーケ

ティング

調査

ステップ１ ステップ２ ステップ３

活性化

プラン

作成

ステップ４ ステップ５

活性化事業

イベント事業

空き店舗

活用モデル
事業
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商店街チャレンジ戦略支

援事業（地域連携型商店

街事業）

〇①施設整備②ＩＴ機能強化③顧客利

便性機能強化④コミュニティ機能強化

⑤組織・経営力強化事業への補助

※商店街が、町会・自治会やＮＰＯ等の

地域団体と実行委員会を組織し、地域の

活性化に向けて行う事業

※対象事業は実施主体による

中野区

東京都

東京都スマート商店街モ

デル事業

東京都が推進するキャッシュレス化等

のデジタル化や、無電柱化を行った際に

生じる地上機器（トランス）にラッピン

グする場合への補助

東京都

地域商業機能複合化推進

事業

〇商店街において、商店街にない新たな

機能導入に係る施設整備等を行い、顧客

の属性・消費動向等を調査分析するとと

もに、最適なテナントミックスの実現に

向けた仕組みづくり等を行う事業への

補助

国

（中小企業庁）

政策課題対応型商店街事

業

〇福祉、物流に対応した活動、国際化に

対応した活動、買物弱者支援事業等に取

り組む商店街に対し補助

東京都

商店街空き店舗活用モデ

ル事業

〇空き店舗を活用しにぎわい創出につ

ながる先進的な取組（①他自治体との連

携②地域での創業支援③地域ブランド

のＰＲ④保育・介護・学童関連）への補

助

東京都
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３ 個店・事業者支援制度について

「２ 商店街活性化のステップについて」で紹介した商店街向けの支援制度

とは別に、商店街に出店している事業主、あるいはこれから出店する新規事業者

向けに対する支援制度も用意されている。

事業主の運転資金や開業資金に関しては、必要な事業資金を低利で受けられ

るように、取扱金融機関に対して融資をあっせんする産業経済融資制度がある。

当該制度は金融機関等の審査を経て融資が決定した場合には、区が金利の一

部を補助する。また、ＩＣＴ・コンテンツ産業、ライフサポート関連事業者や事

業活性化（事業承継・事業転換・事業多角化）に取り組む事業者に対し、低金利

で融資する特別融資や、区内で新たに創業する事業主に対して低金利で融資す

る創業支援資金などの制度があり、区が指定する商店街に出店及び加入した場

合は無利子となる。また、東京商工会議所の推薦によるマル経融資を利用する方

には区が支払利子額の一部を助成する制度がある。

また、新たに開業する事業主に対し、販売経験や経営ノウハウの提供、店舗の

改装費や備品購入費等の助成を行う制度がある。特に３９歳以下の若手や女性

に対しては①事業所整備費の増額や②店舗賃借料の助成率の割増などの支援制

度が用意されている。

▼活用できる支援メニュー

事業 支援内容
支援・補助団

体等

産業経済融資

〇中小企業者が必要な事業資金を低利で受

けられるように、取扱金融機関に対して融

資を斡旋

〇取扱金融機関で融資が決定した場合に

は、区が金利の一部を補助

中野区

マル経融資利子補給

〇東京商工会議所の経営指導を受けて経営

改善に取組み、推薦を受けた小規模事業者

の方が利用できる日本政策金融公庫の無担

保・無保証人の融資

〇東京商工会議所中野支部の推薦によるマ

ル経融資を受けた区内事業者には、支払利

子額の一部を３６か月間補助

中野区
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商店街起業・承継支援

事業

〇商店街での開業や事業承継の希望者に対

し、実務研修受講費や開業時の事業所整備

費等を補助

中小企業

振興公社

若手・女性リーダー応

援プログラム

〇商店街で開業を希望する若手・女性を対

象に、実務研修受講費や開業時の事業所整

備等を補助

中小企業

振興公社
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４ 商店街支援メニュー（詳細）について

（１）商店街ステップアップ応援事業

新たな取組にチャレンジしようとする都内商店街に対し専門家が派遣さ

れる。商店街が求める分野の専門知識やノウハウを提供し、商店街の課題分

析やアドバイスを行い、商店街の魅力向上や発展を支援する。また専門家派

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についても支援を

行う。

▼活用できる支援メニュー

事業 内容
商店街

負担

補助

限度額

専門家派遣

〇区が商店街の求める分野の専門知識や

ノウハウを持つ専門家に委託し商店街へ

派遣する。

〇都振連が商店街の求める分野の専門知

識やノウハウを持つ専門家に委託し商店

街へ派遣する。

負担なし －

巡回相談

〇区の委託する団体等が商店街を巡回

し、潜在的な課題の抽出及び課題解決に

向けた取組みの提案をアウトリーチで行

う。

負担なし －

市場調査、計画

策定支援

〇上記巡回相談および専門家派遣を活用

した商店街に対し、来街者等調査や活性

化計画策定に対し支援を行う。

１／５
２００

万円
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（２）商店街チャレンジ戦略支援事業

①イベント事業

地域コミュニティの核であり、交流拠点としてのにぎわいと活力ある商店

街づくりに寄与する商店街が取り組むイベント事業に支援を行う。

▼負担割合・補助限度額

※１商店街が単独事業としてイベント事業を行う場合、補助対象経費の上限

は、１件目４５０万円、２件目１５０万円とする。

▼対象イベント例

商店街負担割合 補助限度額

１００万円以下 １／３ ６６万６千円

１００万円超 １／３ ３００万円

小額支援事業 １／９ ５５万５，０００円

小額助成

（任意商店街）
１／３ ２０万円

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
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②活性化事業

地域コミュニティの核であり、交流拠点としてのにぎわいと活力ある商店

街づくりに寄与する施設整備、販売促進等の商店街活性化を図る事業に支援

を行う。

▼負担割合・補助限度額

※ホームページの作成を行う場合、活性化事業（小額支援を除く）と多言語対応事業

は、１００万円を補助限度額とする。

※【任意商店街（国基準充足）】は、①会則、②役員名簿、③過去２４か月分の決算書

類等を具備している商店街を言う。

商店街負担割合 補助限度額

キャッシュレス対応事業・

多言語対応事業・組織力強

化支援事業以外

１／３

【法人化商店街（振興組合等）】

５，０００万円

【任意商店街（国基準充足）】

１，０００万円

【任意商店街】

２０万円

１／９
【小額支援】

５５万５，０００円

１／６

【法人化商店街（商店街が設立

された年度又は翌年度のみ）】

７，５００万円

キャッシュレス対応事業 １／６

【法人化商店街（振興組合等）】

５，０００万円

【任意商店街（国基準充足）】

１，０００万円

多言語対応事業

※ただし、商店街国際化対応

施設・設備設置事業の対象事

業を除く

１／２０ ９５０万円

組織力強化支援事業 １／１２ ２，０００万円
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▼対象事業例

１ 施設を整備する事業

①街路灯整備、改修 ②カラー舗装 ③アーケード設置・改修

④アーチ整備、改修 ⑤モニュメント設置 ⑥放送用スピーカー設置

⑦商店街会館建設、改修 ⑧商店街事務所設置、改修 ⑨統一看板設置

⑩ポケットパーク整備 ⑪ファサード整備 ⑫来街者用トイレ設置

⑬駐車場・駐輪場整備 ⑭消火栓スタンドパイプ整備

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空き店舗等を活用した事業（交流施設、保育施設、高齢者向け施設）

②安全パトロール事業

③エコマネーの導入、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）

５ 組織力、経営力の強化を図るための事業

①活性化計画策定 ②活性化委員会開催 ③来街者調査 ④購買動向調査

⑤消費者懇談会 ⑥普及宣伝 ⑦専門家派遣 ⑧人材育成

⑨振興組合化等支援 ⑩テナントミックス ⑪地域ブランド・商品開発

⑫空き店舗等を活用した事業（創業支援施設、チャレンジショップ等）

６ 多言語対応事業

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英会話研修の実施等
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③商店街国際化対応施設・設備設置事業

東京都の政策課題対応型商店街事業のうち国際化対応事業（外国人観光客

受入のための施設・設備の設置）への上乗せ補助を行う。

▼負担割合・補助限度額

▼対象事業例

④地域連携型商店街事業

商店街のみでなく、商店街と地域団体とで実行委員会を組織し、その実行委

員会等が地域活性化に向けて行うイベントや活性化事業に対して、より高い補

助率により補助を行う事業。

ア 補助対象となる実行委員会の構成団体の要件

商店街、商店街の連合会等、複数の地域団体（町会・自治会、ＮＰＯ、公

益法人 等）。ただし、地域団体が町会又は自治会の場合、1団体での構成

も可。

イ 補助事業を行う要件

実行委員会の経費負担全体に占める商店街負担割合を過半とすること。

実行委員会及びその構成員の取組内容を記した計画（3年程度）を策定し、

都又は区で行う専門家派遣事業により助言を受けること。（活性化事業のみ）

▼負担割合・補助限度額

▼対象事業例

１２～１４ページの①イベント事業及び②活性化事業に準じる。

商店街負担割合 補助限度額

下記以外の Wi-Fi の設置や

デジタルサイネージの設置等
１/２０

１億２，０００万円
Nakano Free Wi-Fi の設置

※一定の条件がある
－

①免税手続きカウンターの設置②Ｗｉ－Ｆｉ機器の設置③外国人案内所の設置 等

商店街負担割合 補助限度額

イベント事業 １／５ ４００万円

活性化事業 １／５ １億円
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⑤地域力向上事業

広く地域社会に貢献する商店街の振興を図るため、地域社会の中で商店街等

自らが住民生活を支えるための活動や、新型コロナウイルス感染症拡大防止対

策の活動を行うに際し、支援を行う事業

▼負担割合・補助限度額

*1 消耗品購入費は総額 10 万円を補助対象経費の限度とする。

*2 （ ）は中野区商店街連合会加盟商店街の場合（令和３年度のみ）

▼住民生活サポート事業の対象事業例

▼感染症対策事業の対象事業例

商店街負担割合 補助限度額

住民生活サポート事業 １／３ ２０万円

感染症対策事業 (*1)(*2)
１／６

（ － ）

３０万円

（５０万円）

１ 地域見守り活動事業

商店街関係者が主体となって、子どもたちの登下校時や夜間にパトロールを行う

ほか、地域のお年寄りの訪問活動等を行う。

想定される補助対象経費

チラシ、ポスター、拡声器、パトロール用ジャケット、帽子、誘導灯、懐中電灯、

腕章、活動記録用写真 等

２ 地域清掃事業

商店街関係者が主体となって、街区内外で定期的にごみ拾い活動等を実施する。

想定される補助対象経費

チラシ、ポスター、ビブス、清掃用トング、箒、ちりとり、活動記録用写真 等

３ 交通マナー向上事業

商店街が、看板・ポスター等の掲示や交通安全教室等を通じて、自転車の安全運

転や歩きスマホ防止等、地域の交通マナーの向上を図る。

想定される補助対象経費

チラシ、ポスター、看板（啓発用）、活動記録用写真 等

○商店街自らが感染拡大防止ガイドラインに沿った取組を行う事業で、感染防止対

策の周知に要する経費、物品購入費、消耗品購入費

想定される補助対象経費

チラシ、ポスター、サーモカメラ、アクリル板、透明ビニールシート、非接触体温

計、空気清浄機、拡声器、消毒液、マスク、使い捨て手袋 等
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（３）東京都スマート商店街モデル事業

東京都が推進するキャッシュレス化等のデジタル化や、無電柱化を行った際

に生じる地上機器（トランス）にラッピングする場合について、モデルとなる商

店街を支援し、その取組を広く他の商店街に普及させることを目的とする事業。

① 商店街デジタル化モデル事業

商店街全体のデジタル化（キャッシュレス化、商店街アプリの開発等）に

取り組みたい商店街に対し、コーディネーターを派遣し、導入前から導入、

導入後までの支援を行う。

▼補助率・補助割合

② 商店街無電柱化モデル支援事業

商店街の無電柱化によって発生する地上機器（トランス）について、ラッ

ピングデザインを行う場合に補助。

▼補助率・補助割合

商店街負担割合 補助限度額

コーディネーター費用

機器導入費用 等
１／１０ １,０００万円

商店街負担割合 補助限度額

ラッピング経費

（デザイン費含む）
１／５ ５００万円
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（４）地域商業機能複合化推進事業

商店街において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につ

ながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向け

た仕組みづくり等に取り組む事業を商店街等組織又は民間事業者が行う場合

に補助を行う。

① 消費動向等分析・テナントミックス構築事業（ソフト事業）

AIカメラ・POSシステム・電子決済などを活用したデータ収集体制の構

築や、チャレンジショップの実施を通じ、顧客の属性・消費動向等の把握

などを行う事業。

▼負担割合・補助限度額

② 商店街等新機能導入促進事業（ハード事業）

施設整備など、商店街等にない新たな機能の導入を行い、ソフト事業と

同様のデータ収集体制の構築などを行う事業。また、新たな機能を導入し

たことが商店街等のエリアへどのような波及効果等をもたらしたのかにつ

いても分析する。

▼補助率・補助割合

※上記①および②それぞれにおいて、収集したデータは分析を行うとともに、

最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みを構築する必要がある。具体

的には、データを活用した既存店舗の事業の見直しや、需要構造に適した新規

出店ができる環境整備のため、複数の空き店舗所有者と物件利活用の合意形

成を行うこと等を想定。

商店街負担割合 補助限度額

消費動向等分析・テナ

ントミックス構築事業
１／６ ４００万円

商店街負担割合 補助限度額

商店街等新機能導入促

進事業
１／４ ４，０００万円
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（５）政策課題対応型商店街事業

福祉、物流に対応した活動、国際化に対応した活動、買物弱者支援事業等に

取り組む商店街に対し補助金を交付することで、各種行政課題の解決に寄与

し、商店街の地域に根差した取組を促進する。

▼負担割合・補助限度額・補助期間

▼補助対象事業

補助対象経費 〇工事費、委託経費、備品等の購入費等

商店街負担割合 〇１／５ ※買物弱者支援事業は１／１０

補助限度額

〇１億２，０００万円

※民間交番の設置、福祉、国際化対応及び買物弱者支援事

業を実施する場合のみ認められる、広報・ＰＲ活動に要す

る経費は３６０万円が補助限度額

補助期間

〇交付決定の日から当該年度の末日まで

※買物弱者支援事業における建物賃借料、駐車場・駐輪場

整備に係る土地賃借料及び人件費は、事業開始日から起算

して３年を経過した日の属する月の前月末日まで

取組テーマ 事業例

福祉

〇だれでもトイレの設置

〇障害者・高齢者用のサイン表示、案内設備の設置・改修

〇授乳及びおむつ替え等のスペース・設備の設置 等

物流

〇共同荷捌きスペース・付帯施設の設置

国際化対応

〇外国人観光客受入のための施設・設備の設置

買物弱者支援事業

〇宅配サービス、送迎サービス、移動販売 等

環境

〇ＬＥＤ街路灯、ソーラー・ハイブリッド型街路灯の設置

〇街路灯、アーケード照明のＬＥＤへの交換

〇微細ミストの導入 等

防災・防犯

〇街路灯、アーケード、アーチの撤去

〇アーケード、アーチの耐震補強

〇民間交番の設置 等
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（６）商店街空き店舗活用モデル事業

空き店舗を活用し、地域課題の解決や商店街の賑わい創出につながる先進

的な取組（①他自治体との連携②地域での創業支援③地域ブランドＰＲ④保

育・介護・学童関連）を行う商店街に支援を行う。

▼補助率・補助割合

▼支援対象事業イメージ

補助対象経費 〇施設改修費、広告宣伝費、店舗家賃、人件費等

商店街負担割合 〇１／４

補助限度額

〇【初年度】３，０００万円

〇【２、３年目】店舗家賃（月額３０万円まで）、人件費

（月額１５万円まで）のみ

補助期間 〇３年以内（２、３年目は家賃・人件費補助）

先進的な取組テーマ 事業例

他自治体との連携

〇地方の商品を販売するアンテナショップ

〇地方の食材を提供する飲食店

地域での創業支援

〇創業カフェ

〇コワーキングスペース（１日チャレンジショップ等）

〇地元の若者向け商業体験スペース

地域ブランドＰＲ

〇地元のブランド食材を活用した飲食店

〇アニメ等のゆかりの地ＰＲ

保育・介護

〇民間保育、民間学童保育

〇デイサービス
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連携

（７）商店街リノベーション支援事業

空き店舗問題や核となる店舗不在等により商店街の集客力が低下している

中で、まちづくり的な視点を持って外部の人材を活用し、商店街や店舗所有者

等を巻き込み、区と連携しながら商店街店舗の活用の促進、活性化を図る。

▼事業概要

▼専門家への委託業務内容

対象事業

〇プロデューサーを受け入れる意向のある商店街を募集すると

ともに、手を挙げた商店街の価値向上をプロデュースするスキル

を持つプロデューサーを選定し、委託契約を締結する。

委託内容

〇空き店舗等を活用した商店街再生の全体構想等の作成

〇商店街等への構想の普及、意識啓発、側面支援

〇エリア内にある店舗オーナーのうち、リノベーションに賛同するオーナーの確保

〇リノベーションの事業実施者の確保、店舗オーナーと事業実施者のマッチング

〇進行管理（事業開始前、事業開始後）

東 京 都

区市町村

支

援
応募

委託

商 店 街

専 門 家②構想普及

③賛同者発掘

⑥進捗管理、側面支援

⑥進捗

管理

側面

支援

④

事業

発掘

④

事業

提案

サ
ポ
ー
ト

【支援機関・団体】

・商工会 ・商工会議所

・地域金融機関 等

事業実施者

（まちづくり会社等）

⑤連携

① 構想・行程表策定

提案
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５ 商店街サポートの体制について

中野区では商店街が自らの商店街活動の活性化を支援するため、各種補助金

制度、申請手続きなどの説明会や各種の相談業務を下記のとおり行っている。

（１）商店街向け説明会（毎年２月頃）

中野区では毎年２月に全商店街に対し、次年度における商店街チャレンジ戦

略支援事業をはじめとする各種補助制度や補助金申請業務についての説明を行

っている。

毎年、補助金の申請を前に商店街の方々へ制度周知や疑問点の聴取などを行

うことで商店街活性化の支援の一つとしている。

（２）商店街補助金事業調査（毎年９月頃）

中野区では毎年９月、次年度の区における予算編成を行う時期に合わせ、次年

度の商店街の実施する予定のすべてのイベント事業、活性化事業について、①事

業内容や②事業予算などについて調査を実施している。なお、事業内容について

不明な点があれば、そのつど区から当該商店街へ個別に連絡を行い質問やアド

バイスを行っている。

（３）商店街補助金事業ヒアリング（毎年１０月頃）

毎年１０月、前月に行った商店街補助金調査を行ったなかで、新規・拡充のイ

ベント事業や活性化事業を予定しているすべての商店街に対し、区と区商連協

同でヒアリングを実施している。

ヒアリングでは、①事業概要②事業の必要性③事業実施時期④増減理由など

次年度予定の事業内容を詳細に確認する。その際、事業実施や補助金申請など

様々な注意点を商店街にアドバイスしつつ、不明点があれば東京都への確認も

あわせて行い、商店街活動を支援している。

（４）随時相談

中野区では説明会やヒアリングにかかわらず、随時商店街にかかる様々な活

動に関する各種相談を受け付けている。

商店街チャレンジ戦略支援事業の事務における相談をはじめ、区民部所管の

事務に限らず区の様々な商店街活動全般について相談業務を行っている。
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