
　商店街の活性化を行う際には、「商店街をとりまく状況の客観的分析」と、
「消費者ニーズの把握」が必要です。以下のポイントや作成例を参考に役割
分担をしながら行動に移りましょう。 

（1）商店街をとりまく状況の客観的分析 行 動する 
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過去、地方自治体や商工会議所・商工会等が実施し
たデータを参照にし、今後は同じ地点で継続的に実施
することが望ましい。 

A地点 

B地点 

C地点 

 天気 

通行量 

平成○年 
○月○日○時 

○人 

○人 

○人 

晴れ 

○人 

○人 

○人 

雨 

○人 

○人 

○人 

くもり 

平成○年 
○月○日○時 

平成○年 
○月○日○時 

A商店街 

バス停留所 

駐車場 

近隣B 
商店街 ○○住宅団地 

（株）○○商事 
再開発事 業予定地 

市役所 

（1）商店街をとりまく状況の客観的分析 行 動する 

商店街をとりまく状況を客観的に分析する3つの側面 

　　　　　　商店街の自己分析 
　商店街活性化を目指すにはまず、商店街の現状を把握することが第一歩です。ここで整理する商店街を
取り巻く環境は地図上に位置情報を記入し、それぞれの状況をまとめることで商店街活性化に向けた問
題点を整理します。またそれぞれの情報は商店街全体で共有しましょう。 

1. 自分の商店街のことを知りましょう！ 
　まずは、自分の商店街と周辺にある商店街がどのよ
うな現状にあるか調査してみましょう。商店街全体がど
のような状況にあるか把握することが大切です。また、
周辺の商店街は事業提案の際に販売促進運動等活
性化策を共同で行える可能性があります。同時に分
析を行うとより効果的です。調査したデータは右表の
ように整理しましょう。 

業種 

規模 

営業時間 

その他 

食料品○店（○％） 
理美容○店（○％） 
小売○店　（○％） 
飲食○店　（○％）・・・ 

午前○時～午後○時 
○曜日定休が多い 

午前○時～午後○時 
○曜日定休が多い 

空き店舗 ： ○店／○店 空き店舗 ： ○店／○店 

東西○ｍ、南北○ｍ 東西○ｍ、南北○ｍ 

A商店街 

食料品○店（○％） 
理美容○店（○％） 
小売○店　（○％） 
飲食○店　（○％）・・・ 

近隣Ｂ商店街 

商工会議所・商工会へのヒアリングや現地調査（撮影含む）が有効です。 

　性別・年代ごとの人口や通行量を把握することで、ターゲットの絞り込
みが可能となるほか人員配置等の経営資源を効率的に配分することがで
きます。 
　また、商業環境の整理は過去3年分を目安として調査します。 

地方自治体の統計課や市民課のデータ、政府統計の総合窓口「e-start」を参照することが 
有効です。 
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001026833&cycode=0

スーパー○○ ○○駅 

名称：ｽｰﾊﾟｰ○○ 
分類：ＳＭ 
　　 （スーパーマーケット） 
業態：食品主体 
駐車場：50台 

名称：○○駅 
会社：ＪＲ北海道 
始発：6：00 
終発：11：00 
1日50本運行 
1日平均300人利用 

名称：（株）○○商事 
従業員数：50人 
始業就業時間 
9：00～21：00 
食堂：なし 

現在予定中の事業 や建設中の集合住 
宅、近年発生した大 きな空き地を把握す 
ることも大切です。 

名称：○○団地 
戸数：100戸 

名称：○○市役所 
始業就業時間 
9：00～21：00 
食堂：あり 

　どのような競合店がどこにあるのかを調査すること
が大切です。 
　また、競合店に関しては駐車台数や営業時間も把握し
ましょう。 

商工会議所へのヒアリングや現地調査（撮影含む）が有効です。 

　名称だけでなく始発終発の時間や1日の乗降御客数
の把握を行うことが大切です。 

ＪＲ・バス会社ホームページや時刻表を参考にします。 

2 商店街周辺の関連施設 をまとめてみましょう！ 

Point 1

Point 3

Point 2-1 Point 2-2 競合商業施設 

各機関のホームページを参照又は、ヒアリングを基に調査が有効

です。 

　公共施設・民間施設には以下のような施設が考えられます。 
また始業就業時間や従業員数、食堂の有無も把握しましょう。 

【公共施設】 教育機関 

 行政機関 

 医療施設 

 福祉施設 

 スポーツ施設 

 文化施設 

 観光施設など 

【民間施設】 事業所 

 工場 

 集合住宅 
 （建設途中含む） 

 社員寮 
 団地 

公共機関・民間施設 

STEP 1

商店街の自己分析 商店街をとりまく状況の把握 
STEP 2

 消費者ニーズの把握 （次頁参照） 
STEP 3

計画作成・取組実行 

　商店街の状況を知るための3つのポイントを調査
することで、対象となる商店街の状況を知り、周辺の
施設や住んでいる人の状況を知りました。 
　これらの項目を活かし、商店街への人の流れを想
定することができます。例えば…食堂の無い施設の
従業員は、どこにランチに行くのか、買い物する主婦は、
どういうルートを通るのか、など。 
　次のステップでは、地域住民が商店街に対して何
を望んでいるのかを把握します。 

目指すべき方向性 

Point 2-3 交通機関（アクセス） 

商店街周辺にどんな人が 
住んでいるのか把握しましょう！ 
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STEP 1

商店街の自己分析 商店街をとりまく状況の把握 
STEP 2

 消費者ニーズの把握 （次頁参照） 
STEP 3

計画作成・取組実行 

　商店街の状況を知るための3つのポイントを調査
することで、対象となる商店街の状況を知り、周辺の
施設や住んでいる人の状況を知りました。 
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目指すべき方向性 

Point 2-3 交通機関（アクセス） 

商店街周辺にどんな人が 
住んでいるのか把握しましょう！ 



STEP 1

商店街の自己分析 商店街をとりまく状況の把握 
STEP 2

 消費者ニーズの把握 （次頁参照） 
STEP 3

計画作成・取組実行 

（2）消費者ニーズの把握 行 動する 

○○商店街のアンケート調査シートの例 
・アンケート調査期間：平成○年○ 月○ 日～平成○ 年○ 月○ 日まで 
・アンケート調査票数：○○○票 
・アンケート調査対象者：商店街利用者　　　　　　　　　　　＊アンケート属性に関する項目は省いています。 
  　　 
 
【設問1】○○商店街を（買い物や飲食などで）どのくらいの頻度で利用していますか？ 
　　　　1.ほぼ毎日　2.週に数回程度　3.月に数回程度　4.年に数回程度　5.ほとんど利用しない 
【設問2】○○商店街をどのような目的で利用しますか？ 
　　　　1.買い物　2.飲食・飲酒　3.レジャー・娯楽　4.習い事　5.通勤・通学　7.病院・診療所 
　　　　8.市役所／図書館など公共施設利用　9．○○祭りなどのイベント　10．その他（   　　　　　　         ） 
【設問3】○○商店街を利用する際の交通手段は何を利用しますか？ 
　　　　1.徒歩　2.自転車　3.バイク　4.自家用車　5.バス　6.タクシー　7.その他（  　　　　　　         ） 
  
 
【設問4】設問1で1．または2．と回答された方に伺います。 
　　　   ○○商店街をよく利用されるのは何故ですか？ 
　　　　1.接客が気持ちいいから（個店名：　　　　　）　2．品揃えがいいから（個店名：　　　　　） 
　　　　3．新商品が頻繁に変わるから（個店名：　　　　　）  
　　　　4．価格が安いから（個店名：　　　　　）　5．他の買い物客と交流があるから（個店名：　　　　　） 
　　　　6.営業時間が長いから（個店名：　　　　　 ）　7.駐車場があるから（個店名：　　　　　） 
　　　　8.情報発信がされているから（個店名：　　　　　）　　9．その他（　　　　　） 
【設問5】設問1で3．～5．と回答された方に伺います。 
　　　　○○商店街をあまり利用されないのは何故ですか？ 
　　　　1.接客に不満があるから　2．品揃えが悪いから　3．目新しさがないから 
　　　　4．他の買い物客と交流がないから　5．価格が高いから　6．休憩スペースがないから 
　　　　7．どんなお店があるのかわからないから　8．その他（　　　　　　　　　　） 
  
 
【設問6】商店街活動に参加したいと思いますか？ 
　　　　1.積極的に参加したい　2．その日の予定と内容によっては参加したい　3．参加したくない 
【設問7】設問6で1．または2．と回答された方に伺います。 
　　　   以下の商店街活動のうち参加したい活動全てを選択してください。 
　　　　1.交流の場（子育て支援ママさんサークル、高齢者サロン、子ども学習スペースなど） 
　　　　2.発表の場（作品の展示やコンサートなどの発表会を行うオープンスペースなど） 
　　　　3.祭事の場（商店街での地域のお祭りや販売促進を目的としたイベントなど） 
　　　　4.社会貢献の場（エコ活動や地域の花壇造り、防犯パトロール活動など） 
　　　　5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
【設問8】設問6で1.または2．と回答された方に伺います。 
　　　　商店街活動へはどのような形で参加したいと思いますか？ 
　　　　1.是非イベントや空き店舗の活用を考え主催者として関わりたい。 
　　　　2.関係団体の1人としてよりよい取組みに変える立場として参加したい。 
　　　　3.企画されたイベントや活動に一般参加者として参加したい。 
  
 
【設問9】あなたにとって○○商店街は必要ですか？ 
　　　　1.にぎわいを創出する役割を期待しているので存続してほしい。 
　　　　2．ないと生活が困るので現状のままであっても存続してほしい。 
　　　　3．将来的に必要性を感じる。 
【設問10】今後○○商店街にどのような取組や機能を期待しますか？ 
　　　　1. 休憩所の設備　2．個店紹介や歴史文化を標した商店街MAP作成 
　　　　3.地域住民活動・交流の拠点 
　　　　4．ポイントカード・クーポン券・地域通貨の発行　5．一店逸品運動　6．産直朝市　7．エコ活動 
　　　　8．防犯パトロール　9．歴史文化の保存継承活動　10．大型店の誘致　11．宅配サービス　 
　　　　12．子育て支援　　13．その他（　　　　　　　　　） 

商店街の利用状況についてお聞かせください。 

商店街の各店舗についてお聞かせください。 

商店街と周辺地域の関わりについてお聞かせください。 

今後の商店街への期待についてお聞かせください。 

（2）地域住民の需要（期待）の把握 行 動する 

地域住民の商店街に対する意見傾向の把握 

　商店街にとって、来街者がどういった目的で、どこから訪れており、商店街に何を求めているのか、などを知ることは活性化に取

組む上で重要なことです。 

　来街者向けアンケート調査は、来街者に対して直接アンケートを行うことで、商店街の商圏、顧客像、顧客ニーズ、地域に求

められる商店街の役割などを把握することが目的となります。 

来街頻度調査 

　商店街を訪れる消費者の利用頻度と利用する際の交通手段をアンケート調査より整理します。 

購入する商品 

　商店街の利用者が購入する商品・サービスに関してアンケート調査を行います。 

　基本的な情報整理として、アンケート回答者属性（年齢、性別、職業、家族人員、居住地、居住歴）の調査を行い、（1）～（4）の

設問に対してどのような属性の消費者がどのように回答しているかを把握することが大切です。 

（1）利用状況（来街頻度、購入する商品） 

よく利用する店舗とその理由 

　商店街でよく利用する店舗とその理由や、利用しない理由を把握することで消費者の商店街に対する期待を

明らかにします。 

（2）商店街の店舗状況について 

商店街活動への参加意識、趣味や遊びの場等としての商店街利用意識 

　清掃活動等の地域貢献活動に対する地域住民の参加意識を調べ、地域が一体となり同じ目的のもと自主的

で責任感を持った商店街活動を行うきっかけを作ることが出来ます。 

　また、サークル活動の場、子どもの遊び場、趣味を楽しむ場、非営利目的の情報発信の場など、地域住民によ

る商店街の利用意識を調べ、商店街活用の輪を広げます。 

（3）商店街との関わりについて 

商店街に期待する取組について調査し、期待の大きかった取組について実現可能性を 
検討します。 

（4）商店街に期待することについて 



STEP 1

商店街の自己分析 商店街をとりまく状況の把握 
STEP 2

 消費者ニーズの把握 （次頁参照） 
STEP 3

計画作成・取組実行 

（2）消費者ニーズの把握 行 動する 

○○商店街のアンケート調査シートの例 
・アンケート調査期間：平成○年○ 月○ 日～平成○ 年○ 月○ 日まで 
・アンケート調査票数：○○○票 
・アンケート調査対象者：商店街利用者　　　　　　　　　　　＊アンケート属性に関する項目は省いています。 
  　　 
 
【設問1】○○商店街を（買い物や飲食などで）どのくらいの頻度で利用していますか？ 
　　　　1.ほぼ毎日　2.週に数回程度　3.月に数回程度　4.年に数回程度　5.ほとんど利用しない 
【設問2】○○商店街をどのような目的で利用しますか？ 
　　　　1.買い物　2.飲食・飲酒　3.レジャー・娯楽　4.習い事　5.通勤・通学　7.病院・診療所 
　　　　8.市役所／図書館など公共施設利用　9．○○祭りなどのイベント　10．その他（   　　　　　　         ） 
【設問3】○○商店街を利用する際の交通手段は何を利用しますか？ 
　　　　1.徒歩　2.自転車　3.バイク　4.自家用車　5.バス　6.タクシー　7.その他（  　　　　　　         ） 
  
 
【設問4】設問1で1．または2．と回答された方に伺います。 
　　　   ○○商店街をよく利用されるのは何故ですか？ 
　　　　1.接客が気持ちいいから（個店名：　　　　　）　2．品揃えがいいから（個店名：　　　　　） 
　　　　3．新商品が頻繁に変わるから（個店名：　　　　　）  
　　　　4．価格が安いから（個店名：　　　　　）　5．他の買い物客と交流があるから（個店名：　　　　　） 
　　　　6.営業時間が長いから（個店名：　　　　　 ）　7.駐車場があるから（個店名：　　　　　） 
　　　　8.情報発信がされているから（個店名：　　　　　）　　9．その他（　　　　　） 
【設問5】設問1で3．～5．と回答された方に伺います。 
　　　　○○商店街をあまり利用されないのは何故ですか？ 
　　　　1.接客に不満があるから　2．品揃えが悪いから　3．目新しさがないから 
　　　　4．他の買い物客と交流がないから　5．価格が高いから　6．休憩スペースがないから 
　　　　7．どんなお店があるのかわからないから　8．その他（　　　　　　　　　　） 
  
 
【設問6】商店街活動に参加したいと思いますか？ 
　　　　1.積極的に参加したい　2．その日の予定と内容によっては参加したい　3．参加したくない 
【設問7】設問6で1．または2．と回答された方に伺います。 
　　　   以下の商店街活動のうち参加したい活動全てを選択してください。 
　　　　1.交流の場（子育て支援ママさんサークル、高齢者サロン、子ども学習スペースなど） 
　　　　2.発表の場（作品の展示やコンサートなどの発表会を行うオープンスペースなど） 
　　　　3.祭事の場（商店街での地域のお祭りや販売促進を目的としたイベントなど） 
　　　　4.社会貢献の場（エコ活動や地域の花壇造り、防犯パトロール活動など） 
　　　　5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
【設問8】設問6で1.または2．と回答された方に伺います。 
　　　　商店街活動へはどのような形で参加したいと思いますか？ 
　　　　1.是非イベントや空き店舗の活用を考え主催者として関わりたい。 
　　　　2.関係団体の1人としてよりよい取組みに変える立場として参加したい。 
　　　　3.企画されたイベントや活動に一般参加者として参加したい。 
  
 
【設問9】あなたにとって○○商店街は必要ですか？ 
　　　　1.にぎわいを創出する役割を期待しているので存続してほしい。 
　　　　2．ないと生活が困るので現状のままであっても存続してほしい。 
　　　　3．将来的に必要性を感じる。 
【設問10】今後○○商店街にどのような取組や機能を期待しますか？ 
　　　　1. 休憩所の設備　2．個店紹介や歴史文化を標した商店街MAP作成 
　　　　3.地域住民活動・交流の拠点 
　　　　4．ポイントカード・クーポン券・地域通貨の発行　5．一店逸品運動　6．産直朝市　7．エコ活動 
　　　　8．防犯パトロール　9．歴史文化の保存継承活動　10．大型店の誘致　11．宅配サービス　 
　　　　12．子育て支援　　13．その他（　　　　　　　　　） 

商店街の利用状況についてお聞かせください。 

商店街の各店舗についてお聞かせください。 

商店街と周辺地域の関わりについてお聞かせください。 

今後の商店街への期待についてお聞かせください。 

（2）地域住民の需要（期待）の把握 行 動する 

地域住民の商店街に対する意見傾向の把握 

　商店街にとって、来街者がどういった目的で、どこから訪れており、商店街に何を求めているのか、などを知ることは活性化に取

組む上で重要なことです。 

　来街者向けアンケート調査は、来街者に対して直接アンケートを行うことで、商店街の商圏、顧客像、顧客ニーズ、地域に求

められる商店街の役割などを把握することが目的となります。 

来街頻度調査 

　商店街を訪れる消費者の利用頻度と利用する際の交通手段をアンケート調査より整理します。 

購入する商品 

　商店街の利用者が購入する商品・サービスに関してアンケート調査を行います。 

　基本的な情報整理として、アンケート回答者属性（年齢、性別、職業、家族人員、居住地、居住歴）の調査を行い、（1）～（4）の

設問に対してどのような属性の消費者がどのように回答しているかを把握することが大切です。 

（1）利用状況（来街頻度、購入する商品） 

よく利用する店舗とその理由 

　商店街でよく利用する店舗とその理由や、利用しない理由を把握することで消費者の商店街に対する期待を

明らかにします。 

（2）商店街の店舗状況について 

商店街活動への参加意識、趣味や遊びの場等としての商店街利用意識 

　清掃活動等の地域貢献活動に対する地域住民の参加意識を調べ、地域が一体となり同じ目的のもと自主的

で責任感を持った商店街活動を行うきっかけを作ることが出来ます。 

　また、サークル活動の場、子どもの遊び場、趣味を楽しむ場、非営利目的の情報発信の場など、地域住民によ

る商店街の利用意識を調べ、商店街活用の輪を広げます。 

（3）商店街との関わりについて 

商店街に期待する取組について調査し、期待の大きかった取組について実現可能性を 
検討します。 

（4）商店街に期待することについて 



STEP 1

商店街の自己分析 商店街をとりまく状況の把握 
STEP 2

 消費者ニーズの把握 （次頁参照） 
STEP 3

計画作成・取組実行 

（3）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 

　商店街振興組合、商店街振興組合連合会が主体となって地域への貢献、社会課題への対応及び地域コミュニティとの連

携等に意欲的に取組む事業に対する経費補助を行う。 

・対象事業…次の6項目の社会的課題に対応する事業を対象とします。 

　　　　  　①少子高齢化、　②安全・安心（災害復旧を含む）、　③低炭素社会構築・環境・リサイクル 

　　　　  　④創業・ベンチャー、　⑤地域資源・農商工連携、　⑥生産性向上（集客力向上、ＩＴ化、物流効率化等） 

・対  象  者…商店街振興組合及び、市/区/都道府県の商店街振興組合連合会等 

・補助率等…補助率：10分の10以内　上限：100万円　下限：30万円 

 

商店街実践活動事業 

お問い合わせ先【全国商店街振興組合連合会】 

 

▼
 

住所：〒104-0033　東京都中央区新川2-22-6　SJIビル3F　T e l：03-3553-9300（Fax：03-3553-9303） 
URL：http://www.syoutengai.or.jp/index.html

　起業家精神を持った人材を現地に常駐させ、地域の課題解決、商店街活動の実践を通して、商店街の次世代リーダーに育

成する取組みを支援する。 

補助金 補助金 

現地マネージャー育成事業 

　起業研修、新規出店の誘致支援、商店継承支援、商店並びに商店街におけるインターンシップ、起業人材の商店街側の

受入れ体制の整備等のプログラムを組み合わせ、地域毎の「新たな商店主育成プログラム」を策定し、新たな商店主の育成・

誘致を支援する。 

新たな商店主育成プログラム事業 

お問い合わせ先【株式会社全国商店街支援センター】 ▼
 

住所：〒104-0043　東京都中央区湊1-6-11　　　　　T e l：03-6228-3061（Fax：03-6228-3062） 
E-mail：info@syoutengai-shien.com　　　　　　　　URL：http://www.syoutengai-shien.com/

お問い合わせ先【北海道 経済部 商工局 商業経済交流課】 ▼
 

住所：〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目　　T e l：011-204-5341（Fax：011-232-8870） 
E-mail：keizai.shoukei1@pref.hokkaido.lg.jp 
URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/skk/shoshin/kourishougyounoshinnkou.htm

人材 
育成 

　商店街組織の方、商店街連携者、商店街支援者の皆様を対象に、支援協力機関とのパートナーシップにおいて商店街

活性化の取組みの促進、商店街活性化を担う商店街リーダー等の育成を目的とした研修を行う。 

商店街活動研修事業 

　個店の商店主、従業員の皆様を対象に、支援協力機関とのパートナーシップにおいて商店街の核となる繁盛店づくりを担う人

材（商店主・従業員）を育成し、商店街における個店の魅力や経営力を向上させ、商店街全体の活性化につなげる研修を行う。 

個店経営研修事業 

研修 研修 

人材 
育成 

支援 
機関 
支援 
機関 

お問い合わせ先【北海道商店街振興組合連合会】 ▼
 

住所：〒060-0001　札幌市中央区北１条西２丁目　　T e l：011-222-4933（Fax：011-222-7747） 
E-mail：dosinren@gaea.ocn.ne.jp 　　　　　　　  URL：http://www.kuleba.jp/ 
 

支援 
機関 
支援 
機関 

（3）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 
事業計画の作成に対する支援 

　地域商店街活性化法の認定を目指す商店街へ専門家を派遣し、申請手続きのサポートや事業の収益性や波及効果を高め

るためのアドバイス等を行う。 

・ 対  象  者…地域商店街活性化法の認定を目指す商店街振興組合、事業協同組合等 

・ 費用負担…専門家の派遣：最大7日 間まで無料。（その後も有償で派遣を受けることが可能。） 

　　　　　   法人化をめざす商店街は、さらに3日間の無料派遣を受けることが可能。 

専門家 
派遣 
専門家 
派遣 

支援パートナー派遣事業 

　商店街等に専門家を派遣し、商店街の課題解決、イベント事業などについて商店街等の活性化を図るためのアドバイスを行う。 

・ 対  象  者…商店街振興組合、事業協同組合等 

・ 費用負担…派遣期間3人日までは原則無料。 

専門家 
派遣 
専門家 
派遣 

商業活性化アドバイザー派遣事業 

お問い合わせ先【株式会社全国商店街支援センター】 ▼
 

▼
 

所在地：〒104-0043　東京都中央区湊 1-6-11 T e l ：03-6228-3061（Fax：03-6228-3062） 
E-mail：info@syoutengai-shien.com URL：http://www.syoutengai-shien.com/

お問い合わせ先【独立行政法人中小企業基盤整備機構　地域経済振興部　まちづくり推進課】 

所在地：〒105-8453　東京都港区虎ノ門 3-5-1　虎ノ門 37森ビル 
Tel：03-5470-1632（直通） URL：http://www.smrj.go.jp/keiei/kodoka/advice/index.html

取組実践に対する支援 

　商店街等ににぎわいを創出し活性化を図るとともに、地域コミュニティの核となる商店街等の果たすべき社会的、公共的役割

の向上を目的として、商店街等が行う、社会課題に対応した商業活性化の取組を支援する。 

・対象事業…テナントミックス店舗の整備、商店街マップ作成等の回遊性を持たせる情報発信事業 

　　　　　  空き店舗を活用した特産品のアンテナショップの設置運営、新規イベント等 

・対  象  者…商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会、まちづくり会社、民間事業者等 

・補助率等…1/2以内（地域商店街活性化法の認定を受けて実施する事業は2/3以内） 

　　　　　  上限：5億円　下限：100万円 

　北海道経済産業局では商店街・中心市街地活性化に関するお得な情報を掲載したメールマガジンを月に1回程度発行しています。
専門家によるアドバイス、セミナー・研修会、補助金等の支援制度についてご興味のある方は以下までメールにてご登録ください。 

＜登録先＞　北海道経済産業局　商業振興室　　E-mail ： hokkaido-shogyo@meti.go.jp

補助金 補助金 中小商業活性化支援補助金 

お問い合わせ先【北海道経済産業局 産業部 流通産業課 商業振興室】 ▼
 

所在地：〒060-0808　北海道札幌市北区北8条西2丁目　札幌第1合同庁舎 
Tel：011-709-2311（内線：2581）　Fax：011-709-2566 
E-mail：hokkaido-shogyo@meti.go.jp　URL：http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm

北海道経済産業局のメールマガジン（街・生き活きメール）をご存じですか？ 



STEP 1

商店街の自己分析 商店街をとりまく状況の把握 
STEP 2

 消費者ニーズの把握 （次頁参照） 
STEP 3

計画作成・取組実行 

（3）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 

　商店街振興組合、商店街振興組合連合会が主体となって地域への貢献、社会課題への対応及び地域コミュニティとの連

携等に意欲的に取組む事業に対する経費補助を行う。 

・対象事業…次の6項目の社会的課題に対応する事業を対象とします。 

　　　　  　①少子高齢化、　②安全・安心（災害復旧を含む）、　③低炭素社会構築・環境・リサイクル 

　　　　  　④創業・ベンチャー、　⑤地域資源・農商工連携、　⑥生産性向上（集客力向上、ＩＴ化、物流効率化等） 

・対  象  者…商店街振興組合及び、市/区/都道府県の商店街振興組合連合会等 

・補助率等…補助率：10分の10以内　上限：100万円　下限：30万円 

 

商店街実践活動事業 

お問い合わせ先【全国商店街振興組合連合会】 

 

▼
 

住所：〒104-0033　東京都中央区新川2-22-6　SJIビル3F　T e l：03-3553-9300（Fax：03-3553-9303） 
URL：http://www.syoutengai.or.jp/index.html

　起業家精神を持った人材を現地に常駐させ、地域の課題解決、商店街活動の実践を通して、商店街の次世代リーダーに育

成する取組みを支援する。 

補助金 補助金 

現地マネージャー育成事業 

　起業研修、新規出店の誘致支援、商店継承支援、商店並びに商店街におけるインターンシップ、起業人材の商店街側の

受入れ体制の整備等のプログラムを組み合わせ、地域毎の「新たな商店主育成プログラム」を策定し、新たな商店主の育成・

誘致を支援する。 

新たな商店主育成プログラム事業 

お問い合わせ先【株式会社全国商店街支援センター】 ▼
 

住所：〒104-0043　東京都中央区湊1-6-11　　　　　T e l：03-6228-3061（Fax：03-6228-3062） 
E-mail：info@syoutengai-shien.com　　　　　　　　URL：http://www.syoutengai-shien.com/

お問い合わせ先【北海道 経済部 商工局 商業経済交流課】 ▼
 

住所：〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目　　T e l：011-204-5341（Fax：011-232-8870） 
E-mail：keizai.shoukei1@pref.hokkaido.lg.jp 
URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/skk/shoshin/kourishougyounoshinnkou.htm

人材 
育成 

　商店街組織の方、商店街連携者、商店街支援者の皆様を対象に、支援協力機関とのパートナーシップにおいて商店街

活性化の取組みの促進、商店街活性化を担う商店街リーダー等の育成を目的とした研修を行う。 

商店街活動研修事業 

　個店の商店主、従業員の皆様を対象に、支援協力機関とのパートナーシップにおいて商店街の核となる繁盛店づくりを担う人

材（商店主・従業員）を育成し、商店街における個店の魅力や経営力を向上させ、商店街全体の活性化につなげる研修を行う。 

個店経営研修事業 

研修 研修 

人材 
育成 

支援 
機関 
支援 
機関 

お問い合わせ先【北海道商店街振興組合連合会】 ▼
 

住所：〒060-0001　札幌市中央区北１条西２丁目　　T e l：011-222-4933（Fax：011-222-7747） 
E-mail：dosinren@gaea.ocn.ne.jp 　　　　　　　  URL：http://www.kuleba.jp/ 
 

支援 
機関 
支援 
機関 

（3）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 
事業計画の作成に対する支援 

　地域商店街活性化法の認定を目指す商店街へ専門家を派遣し、申請手続きのサポートや事業の収益性や波及効果を高め

るためのアドバイス等を行う。 

・ 対  象  者…地域商店街活性化法の認定を目指す商店街振興組合、事業協同組合等 

・ 費用負担…専門家の派遣：最大7日 間まで無料。（その後も有償で派遣を受けることが可能。） 

　　　　　   法人化をめざす商店街は、さらに3日間の無料派遣を受けることが可能。 

専門家 
派遣 
専門家 
派遣 

支援パートナー派遣事業 

　商店街等に専門家を派遣し、商店街の課題解決、イベント事業などについて商店街等の活性化を図るためのアドバイスを行う。 

・ 対  象  者…商店街振興組合、事業協同組合等 

・ 費用負担…派遣期間3人日までは原則無料。 

専門家 
派遣 
専門家 
派遣 

商業活性化アドバイザー派遣事業 

お問い合わせ先【株式会社全国商店街支援センター】 ▼
 

▼
 

所在地：〒104-0043　東京都中央区湊 1-6-11 T e l ：03-6228-3061（Fax：03-6228-3062） 
E-mail：info@syoutengai-shien.com URL：http://www.syoutengai-shien.com/

お問い合わせ先【独立行政法人中小企業基盤整備機構　地域経済振興部　まちづくり推進課】 

所在地：〒105-8453　東京都港区虎ノ門 3-5-1　虎ノ門 37森ビル 
Tel：03-5470-1632（直通） URL：http://www.smrj.go.jp/keiei/kodoka/advice/index.html

取組実践に対する支援 

　商店街等ににぎわいを創出し活性化を図るとともに、地域コミュニティの核となる商店街等の果たすべき社会的、公共的役割

の向上を目的として、商店街等が行う、社会課題に対応した商業活性化の取組を支援する。 

・対象事業…テナントミックス店舗の整備、商店街マップ作成等の回遊性を持たせる情報発信事業 

　　　　　  空き店舗を活用した特産品のアンテナショップの設置運営、新規イベント等 

・対  象  者…商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会、まちづくり会社、民間事業者等 

・補助率等…1/2以内（地域商店街活性化法の認定を受けて実施する事業は2/3以内） 

　　　　　  上限：5億円　下限：100万円 

　北海道経済産業局では商店街・中心市街地活性化に関するお得な情報を掲載したメールマガジンを月に1回程度発行しています。
専門家によるアドバイス、セミナー・研修会、補助金等の支援制度についてご興味のある方は以下までメールにてご登録ください。 

＜登録先＞　北海道経済産業局　商業振興室　　E-mail ： hokkaido-shogyo@meti.go.jp

補助金 補助金 中小商業活性化支援補助金 

お問い合わせ先【北海道経済産業局 産業部 流通産業課 商業振興室】 ▼
 

所在地：〒060-0808　北海道札幌市北区北8条西2丁目　札幌第1合同庁舎 
Tel：011-709-2311（内線：2581）　Fax：011-709-2566 
E-mail：hokkaido-shogyo@meti.go.jp　URL：http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm

北海道経済産業局のメールマガジン（街・生き活きメール）をご存じですか？ 


