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１．地域の持続的発展のための中⼩商業者等の機能活性化事業
令和4年度予算案額 4.6億円（5.5億円）

商店街に関する⽀援策を活⽤したい
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中小企業庁商業課

地域経済産業グループ

中心市街地活性化室



２．がんばろう︕商店街事業（旧GoTo商店街事業）
令和２年度第３次補正予算額 30.0億円

中⼩企業庁 商業課

商店街に関する⽀援策を活⽤したい
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 Go To商店街事業（令和2年度第1次補正予算）を活⽤した道内商店街の取組事例を
とりまとめました。コロナ禍における活動の参考となるような、道内商店街のイベント、商材開
発、プロモーションの取組を紹介しています。

【事例集の詳細】
各事業の詳細が記載された道内商店街活⽤事例集は、下記当局のHPをご覧ください。
北海道経済産業局 https://www.hkd.meti.go.jp/hokib/go_to_jirei/index.htm

⼩樽堺町通り商店街振興組合【⼩樽市】（イベント、プロモーション）
逆境アピールで知名度アップ︕観光型商店街のコロナ禍の取組
●ハロウィンイベントの開催と⼩樽市のプレミアム商品券事業を活⽤した市⺠向けのプロモーションの実施

２－１．道内商店街の活⽤事例

北海道社交飲⾷⽣活衛⽣同業組合 釧路地区本部／釧路末広振興会／くしろ北⼤通商店街【釧路市】
（イベント、プロモーション）
コロナ禍を機に情報発信を強化︕繁華街の地元密着に向けた取組
●くしろ地域の情報を集約できる「窓⼝」としてのサイト・放送局の開設と商店街の恒例イベントの開催

ふらのまちづくり（株）【富良野市】（商材開発、プロモーション）
富良野の魅⼒発信︕選ばれる商品の開発とプロモーションの実施
●地元⾷材を使⽤したお⼟産品の開発とふらのマルシェのプロモーション動画の制作

富良野料飲店組合／北の峰旅館組合／富良野旅館業組合【富良野市】（プロモーション）
ターゲットは地元住⺠︕ドラマと個店紹介による地域の魅⼒再発⾒
●加盟店を紹介するプロモーション動画の制作・配信と３組合のホームページの制作

南富良野町商⼯会【南富良野町】（商材開発）
地域課題も解決︕電話とFAXでできるデリバリーシステム
●地元事業者と連携したデリバリーシステムの開発
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 ⼩規模事業者の事業の持続的な発展を後押しするため、商⼯会・商⼯会議所とともに作成し
た経営計画に基づいて⾏う地道な販路開拓等の取組を⽀援します。

商店街に関する⽀援策
を活⽤したい

【応募・問い合わせ先】
公募スケジュール・募集要領等詳細は、下記HPをご覧ください。
中⼩機構・⽣産性⾰命推進事業 https://seisansei.smrj.go.jp/

【通常枠】
⼩規模事業者の販路開拓等のための取組を⽀援します。
対象︓⼩規模事業者等
補助上限︓50万円、補助率︓２/３
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
※創業事業者の特例（上限100万円への引上げ）の要件緩和（当⾯の間、2020年１⽉以降の創業者について
は創業の事実は登記簿⼜は開業届の写しにより確認）

【低感染リスク型ビジネス枠】
⼩規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた「感染拡⼤防⽌のための対⼈接触機会

の減少」と「事業継続」を両⽴させる新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの導⼊等について⽀援し、また、その取組
に資する感染防⽌対策への投資についても、⼀部⽀援します。
対象︓⼩規模事業者等
補助上限︓100万円（*）、補助率︓３/４
*補助⾦総額の１/４以内（最⼤25万円）を感染防⽌対策に充当可能（※）。
※緊急事態宣⾔の再発令に伴う特別措置を講じる。
要件︓2021年1⽉以降に発令された緊急事態措置に伴う影響を受け、実施された⽉のうちいずれかの⽉の⽉間事業収
⼊が対前年⼜は対前々年同⽉⽐で30%以上減少している場合

→感染防⽌対策費を補助⾦総額の１/２以内（最⼤50万円）に引き上げ。
→審査時における加点措置を講ずることにより優先採択。

３．持続化補助⾦
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商店街に関する⽀援策
を活⽤したい

【応募・問い合わせ先】
公募スケジュール・募集要領等詳細は、下記HPをご覧ください。
事業再構築補助⾦ https://jigyou-saikouchiku.jp/

４．事業再構築補助⾦

5

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編⼜はこれらの取組を通じた
規模の拡⼤等を⽬指す企業・団体等の新たな挑戦を⽀援します

【必須申請要件】
１．（a）2020年4⽉以降の連続する６か⽉間のうち、任意の３か⽉の合計売上⾼が、コロ
ナ以前（2019年⼜は2020年１〜３⽉）の同３か⽉の合計売上⾼と⽐較して10％以上減少
しており、（b）2020年10⽉以降の連続する6か⽉間のうち、任意の3か⽉の合計売上⾼が、
コロナ以前の同3か⽉の合計売上⾼と⽐較して5%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には売上⾼に代えて、付加価値額を⽤いることも可能
２．事業計画を認定経営⾰新等⽀援機関や⾦融機関と策定し、⼀体となって事業再構築に取
り組む中⼩企業等。
３．補助事業終了後３〜５年で、付加価値額の年率平均3.0%(⼀部5.0％)以上増加、⼜
は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0%(⼀部5.0％)以上増加の達成。

https://jigyou-saikouchiku.jp/


商店街に関する⽀援策
を活⽤したい ５．事業復活⽀援⾦
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対象︓新型コロナの影響で
2021年11⽉〜2022年3⽉のいずれかの⽉の売上⾼が、2018年11⽉〜2021年3⽉ま
での間の任意の同じ⽉の売上⾼と⽐較して50%以上または30%~50%減少した事業者

（中堅・中⼩・⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業主）
給付額
・上限額︓

・算出式︓給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間※1の売上⾼」と「対象
⽉※2の売上⾼」に5をかけた額との差額

※1 2018年11⽉〜2019年3⽉、2019年11⽉〜2020年3⽉、2020年11⽉〜2021年3⽉のいずれかの期間のうち、
売上⾼の⽐較に⽤いた⽉を含む期間。

※2 2021年11⽉〜2022年3⽉のいずれかの⽉

開始時期︓ 所要の準備を経て、申請受付開始予定

 2022年3⽉までの⾒通しを⽴てられるよう、コロナ禍で⼤きな影響を受ける事業者に、地域・
業種問わず、固定費負担の⽀援として、5か⽉分の売上⾼減少額を基準に算定した額を⼀
括給付します

売上減少率 個⼈ 法⼈
年間売上⾼※
1億円以下

年間売上⾼※
1億円超〜5億円

年間売上⾼※
5億円超

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%〜50% 30万円 60万円 90万円 150万円

給付額＝（基準期間※1の売上⾼）ー（対象⽉※2の売上⾼）×5



 商店街のニーズに合わせた⽀援策を提供します。

商店街に関する⽀援策
を活⽤したい

【応募・問い合わせ先】
各事業の詳細・募集スケジュール等は、下記HPをご覧ください。
（株）全国商店街⽀援センター https://www.syoutengai-shien.com/support/

【店をつくる⼈材の育成をサポート】
⼈材育成からの活性化と個店からの活性化⽀援を⾏います。
●繁盛店づくり⽀援事業(1⽇体験・ステップアップ・実践・事業継承/創業後サポート・フォローアップ・商環境変化対応パッケー

ジコース)

６．全国商店街⽀援センターの⽀援策

【商店街組織を総合的にサポート】
商店街活性化ための⼈材・計画づくりの⽀援を⾏います。
●トータルプラン作成⽀援事業(1⽇体験・実践・ブラッシュアップコース)
●トータルプラン作成⽀援事業/地域商店街活性化法認定⽀援コース
●商⼈塾⽀援事業

【空き店舗対策の取組みをサポート】
空き店舗を活⽤した出店促進の取組みを⾏おうと考えている商店街を総合的にサポートします。
●空き店舗総合⽀援パッケージ事業
【商店街活性化のための新しい取組みを実践的にサポート】
ビジョン及び計画を持った商店街が、それに基づき活性化につながる新しい取組み(トライアル)を主体的に実⾏できるよう⽀援し

ます。
●トライアル実⾏⽀援事業

【よろず相談】
商店街にアドバイザーを派遣し、商店街の課題解決に向けた専⾨的な相談やアドバイスを⾏います。
●商店街よろず相談アドバイザー派遣事業
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８．商店街ビジョン作成シート
〜「商店街 これからの役割 これからの価値」〜

商店街に関する情報
を知りたい

中⼩企業庁では、商店街の置かれている現状の把握や⻑期的視点、商店街以外の多様な主体
の意⾒等を整理することで商店街の抱える課題を解決するため、商店街ビジョン作成シート「商店街
これからの役割 これからの価値」を公表しました。
本シートのマニュアルが「商店街の将来像を考えよう〜まちが変わる、商店街を変える〜」（令和元

年8⽉公表）に掲載されておりますので、あわせてご活⽤ください。

■「商店街の将来像を考えよう〜まちが変わる、商店街を変える〜」
・概要版 https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2019/download/190806shoutengaiyou.pdf
・詳細版 https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/download/170116shoutenshousai.pdf

■商店街ビジョン作成シート「商店街 これからの役割 これからの価値」
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/download/200408shoutengai_leaflet.pdf

７．街・⽣き活きメール
〜商店街・中⼼市街地活性化施策関連情報のメールマガジン〜

商店街に関する情報
を知りたい

北海道経済産業局商業振興室では、商店街や中⼼市街地活性化施策等を中⼼に幅広く施策関
連情報を配信しています。

配信頻度は、原則⽉１回の不定期配信ですが、補助⾦の募集開始のお知らせや予算の概要、説
明会等のイベント情報をタイムリーにお届けします。

★配信を希望される⽅は、下記URLからお申し込みください。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/dbc/pub/hokkaido01/merumaga_form02/create/input
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１０．地域商業⾃⽴促進事業モデル事例集
〜全国商店街の挑戦〜

商店街事業の参考
事例を知りたい

本事例集では、当省の商業関連施策を活⽤した事例について、取組の背景や
取組を進める中での課題対応などを整理しています。

■平成２６年度地域商業⾃⽴促進事業モデル事例集〜全国商店街の挑戦〜
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160208jiritu.htm （中⼩企業庁ＨＰ）

※中⼩企業庁ＨＰでは、本事例集以外にも、過去の補助⾦を活⽤した事業の事例集や
「はばたく商店街３０選」等の各種広報冊⼦をご覧いただけます。

■商業・地域サポート「商業活性化」（中⼩企業庁ＨＰ） ＊ページ下部に広報冊⼦を掲載
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/index.html

■平成２７年度地域商業⾃⽴促進事業モデル事例集〜全国商店街の挑戦〜
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/170302jireisyu.htm（中⼩企業庁ＨＰ）

９．「はばたく商店街30選 2021」
〜 北海道内から、２商店街が選定 〜

商店街事業の参考
事例を知りたい

中⼩企業庁では、「⾃治体・地域連携」、「⼈材・担い⼿」、「⽣産性向上」、「観光（域外需
要）」の４つの分野で効果的な取組を⾏う商店街を「はばたく商店街30選」として選定しました。
このうち北海道内からは、以下２商店街が選定されました。
また、今回選定された商店街の取組を収録した冊⼦も作成しましたので、ご活⽤ください。

■「はばたく商店街30選」選定商店街⼀覧（北海道内２商店街）
・⼩樽堺町通り商店街（⼩樽堺町通り商店街振興組合）［⼩樽市］
〜逆境アピールとゴーストで GoTo商店街道内第1号〜

・紋別市中⼼市街地商店街（⼀般社団法⼈紋別市商店街連合会）［紋別市］
〜WAONが紋別市全体で提携 商店街のキャッシュレス化が実現〜

■詳細については、以下当局HPをご覧下さい。
https://www.hkd.meti.go.jp/hoksc/20211223/index.htm

9

https://www.hkd.meti.go.jp/hoksc/20211223/index.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160208jiritu.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/170302jireisyu.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/index.html


 観光産業などの⽣産性向上および観光消費の底上げを通じた⽇本経済の活性化を図る観光産業事業者や
商店街等に対し、⽇本政策⾦融公庫による融資制度を実施しています。

１１．政策⾦融による商店街等⽀援
〜観光産業等⽣産性向上資⾦〜

その他（参考資料） 融資制度
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観光産業等⽣産性向上資⾦の概要

貸付対象
事業計画を策定し、⽣産性向上に向けた取組みを図る 観光産
業等を営む者（※①）

資⾦使途
貸付対象に掲げる者が事業計画を実施するために必要 となる
設備資⾦及び運転資⾦

貸付限度額

【中⼩事業(※②)】
7億2千万円（うち運転資⾦2億5千万円）

【国⺠事業(※③)】
7,200万円（うち運転資⾦4,800万円）

貸付利率

基準⾦利から▲0.4％
※基準利率︓中⼩事業1.11％、国⺠事業2.06％
（担保の有無等によって適⽤利率は変動）
＜令和3年3⽉1⽇現在、貸付期間５年以内の標準的な利率＞
※中⼩事業において⾦利引き下げとなるのは2億7千万円まで

※① 卸売業、⼩売業、飲⾷サービス業及びサービス業のいずれかの事業を営む 者⼜はこ
れらの者を構成員とする事業協同組合等であって、⽣産性向上に 向けた事業計画
を策定し、観光産業等を営むもの

※② ⽇本政策⾦融公庫中⼩企業事業部による融資
主な融資︓中⼩企業への⻑期事業資⾦等

※③ ⽇本政策⾦融公庫国⺠⽣活事業部による融資
主な融資︓⼩⼝の事業資⾦融資等

【貸付対象例】
旅館業…資本⾦5千万円以下

または
従業員200⼈以下

＜⼩売業（お⼟産屋）＞

集客⼒を⾼めるため、ロケーション
を活かした周囲の景⾊を取り⼊れ
る改修の資⾦等

⼈件費削減・オーダー時の⾮接触
化に取 組むため、スマートフォンを
活⽤したセルフオーダーシステム等
を導⼊するための資⾦等

露天⾵呂付客室や個室⾷事処、
スペースの拡⼤、換気機能の強化
といった設備投 資のための資⾦等

＜飲⾷サービス業（飲⾷店）＞

＜サービス業（宿泊施設）＞

想定事例


