




＜４次募集＞ （別紙１）

（２）事業を実施する商店街について
＜商店街１＞

設立年月日 ****年**月*日
組合員数 商店街を構成する店舗数○○名 ○○店舗 商店街内の空き店舗数 ○店舗

○○○－○○○－○○○○
FAX 同上

法人番号 ○○○○○○○○○○○○○ Email ○○○○@○○.○○○○.○○

所在地

〒○○○－○○○○

担当者

役職 事務局長
○○県○○市○○町○丁目○○－○○ 氏名 ○○ ○○

電話

名称
○○○商店街振興組合
（通称：○○○ストリート商店街）

代表者
役職 理事長
氏名 ○○ ○○
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＜４次募集＞ （別紙２）

＜２年目（平成３１年度）＞
①取組計画

②効果目標

＜３年目（平成３２年度）＞
①取組計画

②効果目標

***.*%
***.*%

前年度比
***.*%
***.*%
***.*%
***.*%

前年度比

110.1%

101.7%

１年目の取組を継続。
また、１年目の売上データから顧客層、よく借りられる着物柄、小物の分析を行い、より商品を充実させる。

商店街１ 337 人／日
着物の商店街として浸透することで、来街者が1割
増加すると想定。

応募申請者２ *** 万円／年
応募申請者３ **** 万円／年

応募申請者１ **** 万円／年

１年目、２年目の取組を継続。
リピーターが新しい着物を選べるよう、少しずつ商品の入れ替えを行う。

商店街１ *** 人／日

応募申請者３ **** 万円／年

応募申請者１ 993 万円／年
応募申請者２ *** 万円／年

○○○○が○○と想定。

算出根拠

算出根拠

レンタル着物の売上げが前年度より5％増と想定。
○○○○が○○と想定。
○○○○が○○と想定。

○○○○が○○と想定。
○○○○が○○と想定。
○○○○が○○と想定。
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申請書類記載に当たってのお願い 

 

 

○セルの高さの調整は自由です。 

記載事項が様式のセルの高さに収まらない場合、セルの高さを調整（高く）していた

だき、記載をお願いいたします。 

 

○使用されない項目は、非表示としてください。 

掲載している様式では、申請者は５者まで、商店街は２商店街まで記載できるよう

になっています。それより少ない申請社数等であって、使用されない項目がある場

合は、その項目のある行を非表示にしていただけますようお願いいたします。 

 

○区切りのよいところで改ページをしてください。 

ご説明を記載いただくと、欄の途中で次のページになってしまうことがあります。 

その場合、区切りのよいところで改ページをしていただけますようお願いいたしま

す。 

 

○一度印刷し、文や文字が途中で切れていないかご確認ください。 

パソコン画面上では表示されていても、プリントすると表示されないことがあります。 

書類ご提出前に今一度読み返していただき、切れてしまっている部分がないかご

確認をお願いいたします。 

 

 



参考資料

↓業種番号
01 農業
02 林業
03 漁業（水産養殖業を除く）
04 水産養殖業

C 鉱業，採石業，砂利採取業 05 鉱業，採石業，砂利採取業
06 総合工事業
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業
09 食料品製造業
10 飲料・たばこ・飼料製造業
11 繊維工業
12 木材・木製品製造業（家具を除く）
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業
16 化学工業
17 石油製品・石炭製品製造業
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
19 ゴム製品製造業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業
22 鉄鋼業
23 非鉄金属製造業
24 金属製品製造業
25 はん用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
30 情報通信機械器具製造業
31 輸送用機械器具製造業
32 その他の製造業
33 電気業
34 ガス業
35 熱供給業
36 水道業
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット附随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
45 水運業
46 航空運輸業
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業（信書便事業を含む）
50 各種商品卸売業
51 繊維・衣服等卸売業
52 飲食料品卸売業
53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
54 機械器具卸売業
55 その他の卸売業
56 各種商品小売業
560 管理，補助的経済活動を行う事業所（56各種商品小売業）
561 百貨店，総合スーパー
569 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）
57 織物・衣服・身の回り品小売業
570 管理，補助的経済活動を行う事業所（57織物・衣服・身の回り品小売業）
571 呉服・服地・寝具小売業
572 男子服小売業
573 婦人・子供服小売業
574 靴・履物小売業
579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

別紙１「応募申請者説明書」に記載する業種番号は、日本標準産業分類の中分類又は小分類の番号を選択してください。

運輸業，郵便業

情報通信業

H

G

卸売業，小売業
※中分類56～61の業種の方
は、3桁の小分類で記入してくだ
さい。

I

建設業D

製造業E

電気・ガス・熱供給・水道業F

日本標準産業分類（平成25年10月改定）（平成26年4月1日施行）

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#i

A 農業，林業

漁業B



参考資料

58 飲食料品小売業
580 管理，補助的経済活動を行う事業所（58飲食料品小売業）
581 各種食料品小売業
582 野菜・果実小売業
583 食肉小売業
584 鮮魚小売業
585 酒小売業
586 菓子・パン小売業
589 その他の飲食料品小売業
59 機械器具小売業
590 管理，補助的経済活動を行う事業所（59機械器具小売業）
591 自動車小売業
592 自転車小売業
593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）
60 その他の小売業
600 管理，補助的経済活動を行う事業所（60その他の小売業）
601 家具・建具・畳小売業
602 じゅう器小売業
603 医薬品・化粧品小売業
604 農耕用品小売業
605 燃料小売業
606 書籍・文房具小売業
607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
608 写真機・時計・眼鏡小売業
609 他に分類されない小売業
61 無店舗小売業
610 管理，補助的経済活動を行う事業所（61無店舗小売業）
611 通信販売・訪問販売小売業
612 自動販売機による小売業
619 その他の無店舗小売業
62 銀行業
63 協同組織金融業
64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業，商品先物取引業
66 補助的金融業等
67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）
68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業
71 学術・開発研究機関
72 専門サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）
75 宿泊業
76 飲食店
760 管理，補助的経済活動を行う事業所（76飲食店）
761 食堂，レストラン（専門料理店を除く）
762 専門料理店
763 そば・うどん店
764 すし店
765 酒場，ビヤホール
766 バー，キャバレー，ナイトクラブ
767 喫茶店
769 その他の飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
770 管理，補助的経済活動を行う事業所（77持ち帰り・配達飲食サービス業）
771 持ち帰り飲食サービス業
772 配達飲食サービス業
78 洗濯・理容・美容・浴場業
780 管理，補助的経済活動を行う事業所（78洗濯・理容・美容・浴場業）
781 洗濯業
782 理容業
783 美容業
784 一般公衆浴場業
785 その他の公衆浴場業
789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
790 管理，補助的経済活動を行う事業所（79その他の生活関連サービス業）
791 旅行業
792 家事サービス業
793 衣服裁縫修理業
794 物品預り業

宿泊業，飲食サービス業
※中分類76～77の業種の方
は、3桁の小分類で記入してくだ
さい。

M

生活関連サービス業，娯楽業
※中分類78～79の業種の方
は、3桁の小分類で記入してくだ
さい。

N

金融業，保険業J

不動産業，物品賃貸業K

学術研究，専門・技術サービス
業

L



参考資料

795 火葬・墓地管理業
796 冠婚葬祭業
799 他に分類されない生活関連サービス業
80 娯楽業
81 学校教育
82 その他の教育，学習支援業
83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業
86 郵便局
87 協同組合
88 廃棄物処理業
89 自動車整備業
90 機械等修理業（別掲を除く）
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
93 政治・経済・文化団体
94 宗教
95 その他のサービス業
96 外国公務
97 国家公務
98 地方公務

T 分類不能の産業 99 分類不能の産業

公務（他に分類されるものを除
く）

S

医療，福祉P

Q 複合サービス事業

サービス業（他に分類されない
もの）

R

教育，学習支援業O


