
○○経済産業局長　殿

要望者（補助事業者）

商店街組織

印

民間事業者

印

（１）商店街等構造改革調査分析事業

（２）商店街等構造改革支援事業

代 表 者 氏 名

平成２５年度 地域中小商業支援事業（地域商業再生事業）【第２次募集】要望書

　地域中小商業支援事業補助金（地域商業再生事業）のうち以下の事業に係る補助金の交付を受けたいの
で、別紙書類を添えて提出いたします。（該当する事業に、○を記入してください。）

１．　地域コミュニティ機能再生事業

（１）地域状況調査分析事業

（２）コミュニティ機能再生事業

住 所

（共通様式）

名 称

平成　　年　　月　　日

２．　商店街等構造改革事業

住 所

名 称

代 表 者 氏 名

同時に１．地域コミュニティ機能再

生事業と２．商店街等構造改革事

業へ申し込みを行う際は、事業毎

に本要望書を作成してください。 
※ただし、いずれの事業も同じ補

助事業者の連携体で申し込みを

行う場合は、1枚の要望書で構い

ません。 

要望書が複数にわたる場合、それぞれ

の要望書に、全ての該当事業について

「○」を記入してください。 



（１）補助事業者について（連携体を構成する商店街組織、民間事業者について記載）

【商店街組織】

役員

職員

【民間事業者】

役員

職員

（記載上の注意）

出資者又は
組合員の数

○○名

人員体制

人（うち常勤　　　人） 事業実施体制

○○○千円

従業員数 ○○名 主要事業内容

名称
例：○○商店街振興組合
例：○○事業協同組合
例：○○商店会

所在地
〒○○○－○○○○
○○県○○市○○町○○番地

代表者
（役職・氏名）

理事長　○○　○○

担当者
（担当部署名）

○○　○○
（事務局）

担当者連絡先
(電話番号・ＦＡＸ番号）

電話：○○○－○○○－○○○○
FAX：○○○－○○○－○○○○

（メールアドレス）

設立年月日 昭和○○年○○月○○日
資本金（単位：千

円）
○○○千円

設立年月日 昭和○○年○○月○○日
資本金（単位：千

円）

人員体制

人（うち常勤　　　人） 事業実施体制

人（うち常勤　　　人）

※組織内の事業実施体制（責任者、担当者等）を図示してくだ
さい。

業務分担

・本頁には連携体を構成する商店街組織、民間事業者について記載して下さい（商店街組織、民間事業者がそれぞれ複数になる場合
は、適宜記載欄を追加して下さい。）
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人（うち常勤　　　人）

業務分担

例：理事長が本調査の全体統括として、
実施状況の管理、監督を行う。
理事Ａはアンケート調査内容について、
(株)○○と連携して企画・立案を担当す
る。
経理等の事務は、事務局員Ａが担当す
る。

名称
例：株式会社○○
例：特定非営利活動法人○○

所在地
〒○○○－○○○○
○○県○○市○○町○○番地

代表者
（役職・氏名）

（メールアドレス）

例：取締役　○○　○○
例：代表　○○　○○

担当者
（担当部署名）

○○　○○
（○○部○○課）

担当者連絡先
(電話番号・ＦＡＸ番号）

電話：○○○－○○○－○○○○
FAX：○○○－○○○－○○○○

補助事業者の概要を記載してくださ

い。 

理事長（進行管理） 

事務局員Ａ 
（経理・連絡調整） 

理事Ａ 
（企画） 

組織内の事業実施体制（責任

者、担当者等）を図示してくださ

い。 

補助事業者の組織内における業務分担を記載してください。 
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（２）事業実施連携体制について

【補助事業者】

【その他の連携組織】※その他の連携組織がある場合は、必ず別紙３を提出して下さい。

（記載上の注意）

連携体制図

例：

事業者名 本事業における役割 類似事業の実績等

例：○○商店街振興
組合
例：○○事業協同組
合
例：○○商店会

例：調査内容の企画、関係機関との調整、経理
等

・本頁には連携体を構成する商店街組織、民間事業者だけでなく、連携して事業を推進する組織（例：事業の企画・立案に携わる組
織、支援機関、その他協力して事業を実施する組織等）についても記載して下さい。
・記載欄が不足する場合は、行を適宜追加して下さい。

例：株式会社○○
例：特定非営利活動
法人○○

例：調査内容の企画、調査の実施等
例：○○市において、空き店舗を活用した交流施設の運
営やイベント企画等を実施するなど、商店街の活性化に
取り組んでいる。

事業者名 本事業における役割・協力体制

例：社会福祉法人○
○
例：特定非営利活動
法人　○○

【調査企画・実施】 

○○商店街 
振興組合 

(株)まちづくり○○ 

【アンケート調査支援】 
ＮＰＯ法人○○ 

【商圏調査補助】 
(株)○○（予定） 

連携体を構成する商店街組織、民間事業者以外の組織も含

め、事業全体の実施体制（役割分担）を図示してください。 

連携体としての実体が十分に確認できるよう、それぞれの補助

事業者の役割を具体的に記載してください。 

連携体を構成する民間事業者について

は、補助対象となる民間事業者の要件

（当該地域のまちづくりや商業活性化、

コミュニティ活動の担い手として事業に

取り組むことができる者）を満たすこと

が確認できる内容を記載してください。 

補助事業者の他に事業を推進する連携

組織がある場合は記載してください。 

調査を外部委託する場合には、（予定）と

記載してください。 
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（３）事業計画書

　①現状認識

組合等加入の店舗数

補助事業名

商店街の概況
・特徴

・周辺地域の概況
・商店街の店舗構成

・来街者の概況
・地域住民のニーズ
・課題、問題点
・取組状況　等

例：○○○事業

・地域コミュニティ
の状況、課題（地域
コミュニティの担い
手としての活動

等）

例：

○○商店街が立地する○○市○○区は、市の人口（○○万人）のうち○○万人が住んでおり、さら
に、地区内にある○○駅は市の主要駅として○○万人／日の利用があり、平成○○年度中心市街地活
性化基本計画」において、○○○としていくと記載されていることからも、同地区の活性化に向けた
取組が必要不可欠であることがわかる。

○○商店街は、平成○○年より地元NPO法人とともに○○○の実施、平成○○年より○○を目的とした
交流施設「○○○」を開設し定期的に○○○を開催するなど、空き店舗対策に力を入れている。株式
会社○○も、平成○○年より同地区において○○○を実施し、地域での○○○を牽引する存在であ
る。

しかしながら、過去○○年間で、店舗面積○○○㎡以上の大規模小売店舗は○○％も増加するなど、
○○○に加え○○○による○○○もあり市内商店街の空き店舗は増加している。商店街の交通量も平
成○○年から平成○○年にかけて、○○％減少している。一方、○○○は○○○し続け、平成○○年
と平成○○年を比較すると、○○％もの増加となっており、これは近隣市と比較すると○○○であ
る。
　
当該地域において○○○○しているなか、○○○が○○○することのできる拠点が必要だと思われる
が、同地域には○○○のような○○○は○○○されておらず、結果として、○○○に応えきれず○○
○が失われている状況であり、○○○○が課題となっている。

例：○○県○○市事業実施場所
（都道府県・市区町村名）

商店街を構成する
店舗数

例：○○○商店街
例：○○商店会
例：○○商栄会　　等

事業実施場所
（商店街名）

課題解決に向けて実
施を検討している事

業

例：

　○○の○○○が図られる事業を実施するとともに、○○○を活用した○○や○○○などを○○○す
る○○○○を開催することにより○○○が○○○できる場を創造し、○○○○を構築することで、本
商店街を中心とするコミュニティ形成につなげる。また、○○○○に応じた○○○○を整備すること
で○○○○や○○○○することが期待できる。
　商店街内の○○○を活用して○○○を整備し、○○○が○○○できるような仕組みづくりのため以
下の事業を実施する。

①○○○
　
　商店街内の○○○において、○○地域で○○サービス等を展開しているＮＰＯ法人○○と連携し
て、主に○○を対象とした○○を開設し、○○や○○などを行ったり、定期的に○○を開催する。ま
た、（株）○○の協力を得て、○○を併催し、○○が気軽に立ち寄り○○○、○○○ができる拠点と
する。

②○○○
　
　○○○の○○○○を活用し、○○を○○○として、○○や○○など○○○の○○○を利活用した○
○○○を実施し、○○○に対して○○○○していく。

例：

青年部はこれまでも○○○や○○○などの活動をしており、独自で○○○を開催するなど商店街活動
への積極的な参画がある。今回の○○○も青年部が中心となって開催することで、○○○の効果があ
ると考える。

・意欲ある若手リー
ダー、青年部、女性

部等の存在

調査分析事業終了後に実施予定

のコミュニティ機能再生事業の実施

場所を記載してください。（複数の

商店街で実施する場合は、全ての

商店街名を記載してください。） 
※調査対象範囲ではありません。 

商店街の立地、規模、構成店舗の

業種、周辺状況（大型ＳＣの進出な

ど）、実施イベントや取組等をでき

るだけ詳細に記載してください。 
 

事業実施の前提となる、

地域のコミュニティの

現状、抱える課題等に

ついて具体的に記載し

てください。 

各事業の詳細および

各事業を実施すること

がいかにコミュニティ機

能再生・向上に寄与す

るのかについても詳細

に記載してください。 
事業目的、対象者、規模などを詳細に記載 

事業目的、対象者、規模などを詳細に記載 
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　②調査事業概要

例：

２－１　データ調査
商圏の状況を把握するため、地域の人口規模、人口増減、高齢化率、就業人口（昼間人口）、商業売
り場面積、立地状況、消費者の所得・購買力等の統計

２－２　商店街の歩行者通行量調査
実施場所：○○○商店街内（２地点）
実施予定時期：○月に○日間ほど実施
実施時間：１０時～１８時（予定）

２－３　住民アンケート調査
（１－１アンケートの中で実施）
調査実施地域：○○市○○町
調査対象：○○市○○町の地域住民
配布数：○○○名
抽出方法：無作為抽出
調査方法：郵送による配布・回収
想定回収率：○○％
（数値の根拠：　　○○市 市民満足度調査の回収率を参考に設定　）
想定している質問内容：1.○○商店街の利用頻度
　　　　　　　　　　　2.○○○○○○
　　　　　　　　　　　3.○○○○○○　等

２－４　採算性調査
各調査をもとに、ランニングコスト、利用見込み者数等をふまえて事業開始後の歳入歳出モデルを試
算

分析方法
上記データ調査、アンケート調査等から、○○○○、○○○○の観点から○○○○するための○○○
○を検証する。

調査対象範囲、
範囲設定の考え方

（対象範囲）

（範囲設定の考え方）

＜調査②＞
【マーケティング

調査】
事業規模や採算

性、継続性の調査

例：

１－１　住民アンケート調査
調査実施地域：○○市○○町
調査対象：○○市○○町の地域住民
配布数：○○○名
抽出方法：無作為抽出
調査方法：郵送による配布・回収
想定回収率：○○％
（数値の根拠：　　○○市 市民満足度調査の回収率を参考に設定　）
想定している質問内容：1.生活の上でコミュニティに求める機能
　　　　　　　　　　　2.○○○○○○
　　　　　　　　　　　3.○○○○○○
　　　　　　　　　　　4.○○○○○○
　　　　　　　　　　　5.○○○○○○　等

１－２　ヒアリング調査
アンケート結果に基づき、対象者（対象者数、世代、属性、対象者の選定理由等の詳細）に○○につ
いてヒアリングを行う

１－３　地域のコミュニティ活動団体アンケート調査
調査対象地域：○○市○○町
配布団体数：○○団体
選定方法：当該地域において○○○している団体
調査方法：郵送による配布・回収
想定している質問内容：1.活動を行っていく上での地域課題
　　　　　　　　　　　2.○○○○○○
　　　　　　　　　　　3.○○○○○○
　　　　　　　　　　　4.○○○○○○
　　　　　　　　　　　5.○○○○○○　等

分析方法
アンケート調査は、○○、○○、○○といった項目からクロス分析を行い、○○○の○○○に対する
○○○や○○○などの把握を行う。

＜調査①＞
【ニーズ調査】

地域住民が求めるコ
ミュニティ機能に関

する調査

調査対象とする商店街、エリア、対象者属性等および、それら

を対象とする理由を記載してください。 

１－１、１－２のように

調査ごとに記載し、詳

細な調査手法、調査対

象、調査内容および調

査結果をどのように分

析するのかについても

記載してください。 

１－１、１－２のように

調査ごとに記載し、詳

細な調査手法、調査対

象、調査内容および調

査結果をどのように分

析するのかについても

記載してください。 
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年 月 年 月

円

円

円

円

　③地域の協力体制

【地域コミュニティ関係団体等】 ※地域コミュニティ関係団体等からの推薦がある場合は、必ず別紙４を提出して下さい。

　④その他

（記載上の注意）

国以外からの
補助の有無

支援団体名

支援施策名

補助額

有　　　　・　　　　無

○○県

○○○補助金

○○○，○○○円

＜調査③＞
【地域調査】

地域コミュニティ
を担う場所として

の妥当性調査

例：

３－１　住民アンケート調査
（１－１アンケートの中で実施）
調査実施地域：○○市○○町
調査対象：○○市○○町の地域住民
配布数：○○○名
抽出方法：無作為抽出
調査方法：郵送による配布・回収
想定回収率：○○％
（数値の根拠：　　○○市 市民満足度調査の回収率を参考に設定　）
想定している質問内容：1.商店街が実施するコミュニティ活動への参加経験や満足度
　　　　　　　　　　　2.○○○○○○
　　　　　　　　　　　3.○○○○○○　等
　
３－２　来街者への○○○調査
調査実施場所：○○商店街
調査対象：○○商店街の買い物客
サンプル数：○○○名
想定している質問内容：1.来街頻度
                      2.○○○○○○
　　　　　　　　　　　3.○○○○○○　等

３－３　ヒアリング調査
調査対象：来街者、通勤通学者、市民モニターなどのグループ（構成人数、世代等の詳細）
想定している質問内容：1.○○○○○○○
　　　　　　　　　　　2.○○○○○○○　等

分析方法
上記のアンケート調査等から、○○○○、○○○○の観点から○○○○するための○○○○を検証
し、事業実施を行う場所として。当該商店街が妥当であるかを確認する。

～

総事業費

補助事業期間

＜調査④＞
その他

国庫補助が得られな
い場合の事業計画

関係団体名

資金調達方法

補助対象経費

補助金要望額

自己負担額

事業実施に関する組
織の合意確認年月日
（総会や理事会等）

例：平成○○年○○月○○日　○○商店街振興組合総会で決議

本事業との関連性

・記載欄が不足する場合は、行を適宜追加して下さい。

平成○○ ○○ 平成○○ ○○

１－１、１－２のように

調査ごとに記載し、詳

細な調査手法、調査対

象、調査内容および調

査結果をどのように分

析するのかについても

記載してください。 

詳細な調査手法、調査

対象、調査内容および

調査結果をどのように

分析するのかについて

も記載してください。 
本事業を実施するに当たって必要な

経費であって、適正に計上された金

本事業を実施するに当たっ

て必要な経費であって、適正

に計上された金額を記載して

ください。 

当該補助金以外で地

方公共団体等から当

該事業に対し補助金

の交付等を受ける場

合には、記載してくだ

さい。 

商店街組織における事業実施の

合意確認日を記載してください。

必ず合意が確認できる資料を添

付してください。 

地域コミュニティ関係団体等との協力状況につい

て記載してください。 
※自治体は「地域コミュニティ関係団体等」には該

当しません。 
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