
東京都 町田市 商店会

総事業費100万円以下 1/2 1/6 1/3 66万円

総事業費100万円超 1/3 1/3 1/3 300万円

組織力強化支援事業、多言
語対応事業、キャッシュレス
対応事業以外

魅力ある商店街づくりに向けて、商店会等が行う活性化事業に対して補助を行います。
【事業例】
・施設を整備する事業（街路灯、アーケード等）
・空き店舗の活用事業（お休み処の設置等）
・ホームページ作成　等

1/3 1/3 1/3
予算の範囲内で
別に定める額

組織力強化支援事業

商店会の連合会等が、商店会と連携して行う商店会加入・協力促進のための取り組みを支援します。※商店会
連合会と商店会が連携して行うことが条件です。
【事業例】
・加入促進パンフレット、マニュアル作成
・協議会開催　等

7/12 1/3 1/12
予算の範囲内で
別に定める額

多言語対応事業

商店会等が、外国人受け入れのための環境を整備することで地域での存在感を高め、商店街の活性化を図る
取り組みを支援します。
【事業例】
・無線ＬＡＮ環境の整備、多言語対応マップの作製
・英会話研修の実施　等

1/2 1/3 1/6
予算の範囲内で
別に定める額

キャッシュレス対応事業
商店会等が、キャッシュレス決済環境を整備するための取り組みを支援します。
【事業例】
・キャッシュレス対応機器の導入　等

1/2 1/3 1/6
予算の範囲内で
別に定める額

法人化商店街事業
活性化事業のうち、法人化商店街が設立された当該年度又は翌年度において実施する、組織力強化支援事
業、多言語対応事業、キャッシュレス対応事業以外の活性化事業を補助します。（1年間のみ）

1/2 1/3 1/6
予算の範囲内で
別に定める額

イベント事業及び活性化事業のうち、これまで商店街活動を実施できなかった商店会等が活動再開のきっかけ
として行う、防災や環境など当該商店街に相応しいテーマを掲げて実施する小規模な事業を補助します。

5/9 1/3 1/9
予算の範囲内で
別に定める額

※2023年度に活用を希望される場合は、2022年6月に送付予定の
「2023年度予算要望調査」にて意向をご回答ください。

2/5 2/5 1/5
予算の範囲内で
別に定める額

1/3 1/3 1/3
予算の範囲内で
別に定める額

商店街区を含めた魅力ある地域づくりに向けて、商店会等が地域団体等と連携して取り組むイベント以外で地
域の活性化を図る事業に対して補助を行います。
【事業例】
・地域情報マップ作成
・実行委員会グッズ作成　等

2/5 2/5 1/5
予算の範囲内で
別に定める額

※2023年度に活用を希望される場合は、2022年6月に送付予定の
「2023年度予算要望調査」にて意向をご回答ください。

防災・防犯、環境、高齢社会への対応等、商店会等自らが住民生活を支えるための事業について、補助を行い
ます。
【事業例】
・地域見守り活動、地域清掃、交通マナー向上事業　等

1/3 1/3 1/3 40万円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、商店会等自らが感染拡大防止ガイドライン等に基づく取り組み
を実施する事業について、補助を行います。
【事業例】
加盟店舗へアクリル板を配布し、飛沫対策を徹底させる　等

1/2 1/3 1/6 50万円

④町田市商店会等専門家派遣事業 商店会ごとの課題やニーズに合わせて、専門家（中小企業診断士等）を派遣することで、課題解決を進めます。
（商店会の経費負担はありません）

1/2 1/2 -
予算の範囲内で
別に定める額

2022年度に活用を希望する場合は、2022年2月18日～2023年3月11
日の間で随時、申請書をご提出ください。

⑤町田市商店街街路灯補助事業 商店会等が維持管理している街路灯の電気料金について、補助を行います。 - 1/2 1/2
予算の範囲内で
別に定める額

該当する商店会等には、2022年5月中旬に申請書類をお送りします。

【事業例】
・ＬＥＤ街路灯の設置
・街路灯、アーケード照明のＬＥＤへの交換　等

4/5 1/10 1/10

【事業例】
・微細ミストの設置　等

4/5 - 1/5

【事業例】
・街路灯、アーケード、アーチの撤去、耐震補強
・民間交番の設置　等

4/5 - 1/5

【事業例】
・誰でもトイレの設置、障がい者、高齢者用の案内設備の設置
・授乳及びおむつ替えスペースの設置　等

4/5 - 1/5

【事業例】
・共同荷捌きスペース及び付帯施設の設置　等

4/5 - 1/5

【事業例】
・外国人観光客受入のための施設、設備の設置　等

4/5 - 1/5

【事業例】
・宅配、送迎サービス、移動販売　等

9/10 - 1/10

⑦未来を創る商店街支援事業【新規】
商店会等が取り組む事業について、計画策定から事業実施まで
を専門家による伴走支援や補助金等により、3年間にわたり集中
的、継続的に支援します。

【事業例】
・SDGs、DX、空き店舗等を活用した商店街発展の全体構想及び工程表の策定
・専門家を活用した、商店会等の構想普及、意識啓発　等

- - - -

2022年度に活用を希望される場合は、事業費への補助はありませ
ん。計画策定に係る専門家派遣のみとなります。

申請方法や申請期間等は、7-8月頃に東京都ホームページ等で発表
されます。

※2022年2月2日時点（予算審議前）の内容です。内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

③町田市商店街地域力向上事業
地域社会の中で、商店会等が自ら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活動を行う際の費用について、補
助を行います。

住民生活サポート事業 2022年度に活用を希望される場合は、申請書を2022年3月10日（木）
17:00必着にてご提出ください。

※2023年度に活用を希望される場合は、2022年6月に送付予定の
「2023年度予算要望調査」にて意向をご回答ください。感染症対策事業

2022年度に活用を希望される場合は、東京都のホームページや町田
市からのお知らせ等をご確認いただき、申請をお願いします。

※2022年度にLED化事業を行う場合、町田市の補助（1/10）はござい
ません。

※2023年度に町田市の補助を希望する場合は、2022年6月頃に送付
予定の「2023年度予算要望調査」にて意向をご回答ください。

環境

予算の範囲内で
別に定める額

防災・防犯

福祉

物流

国際化対応

買物弱者支援事業

「2022年度予算要望調査」にて回答した事業について、申請書を2022
年3月10日（木）17:00必着にてご提出ください。

活性化事業

商店街区を含めた魅力ある地域づくりに向けて、商店会等が地域団体等と連携して取り組むイベントに対して
補助を行います。

活性化事業

小額支援事業

「2022年度予算要望調査」にて回答した事業について、申請書を2022
年3月10日（木）17:00必着にてご提出ください。

※2023年度に活用を希望される場合は、2022年6月に送付予定の
「2023年度予算要望調査」にて意向をご回答ください。

イベント事業（継続）

「2022年度予算要望調査」にて回答した事業について、申請書を2022
年3月10日（木）17:00必着にてご提出ください。

イベント事業（新規）

１／２

商店街振興事業一覧（「町田市」が窓口のもの）

魅力ある商店街づくりに向けて、商店会等が取り組むイベントに対して補助を行います。

補助限度額 申請手続
負担割合

窓口 事業名

町田市

補助対象事業の内容

①町田市商店街チャレンジ戦略支援事業
商店会等が実施する商店街の活性化を目的とした事業に対し、補助を
行います。

②町田市地域連携型商店街事業
商店会等が町内会や自治会などの地域団体等と連携し、地域のニーズ
に対応して商店街を含む地域一帯の賑わい創出に向けて行う事業に対
し、補助を行います。

※商店会等と地域団体等が連携して実行委員会を組織し、事業を行う
ことが条件です。

⑥東京都政策課題対応型商店街事業
環境負荷の低減や防災・防犯、国際化への対応等、都が直面する行政
課題の解決につながる商店会等の取り組みを支援します。

計画策定支援補助
事業実施補助
伴走支援
サポート会議

種類

イベント事
業
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東京都 自治体 商店会

東京都商店街
振興組合連合会

⑧広域支援型商店街事業
区市町村が単一で取り組むには困難な課題や、都内全域
への波及効果が見込める広域的な商店会等の取り組みを
支援します。

【補助対象事業】
・2以上の区市町村の区域で、3以上の商店会等が連携
して実施するイベント事業
・2以上の区市町村の区域で、2以上の商店会の連合会
が連携して実施するイベント事業

2/3 - 1/3 2,000万円
商店会等
商店会連合会

【問い合わせ先】
東京都商店街振興組合連合会
03-3542-0231

⑨東京商店街グランプリ 都内の商店街や個人等の優れた取り組みを表彰し、広
くPRします。

商店街デジタル化モデル支援事業

商店街全体のキャッシュレス化の推進やアプリ開発など
のデジタル化に取り組みたい商店会に対し、コーディ
ネーターの派遣や必要経費への補助を実施し、導入前
から導入、導入後までを支援します。
【補助対象経費】
・コーディネーター費用
・キャッシュレス機器導入費用　等

9/10 - 1/10 1,000万円
商店会等
商店会連合会

2021年4月上旬募集要項発表予定

商店街無電柱化モデル事業

商店街の無電柱化により設置する地上機器（トランス）
について、ラッピングデザインの実施等を補助します。
【補助対象経費】
・ラッピングデザイン費
・工事費　等

4/5 1/5 - 500万円 区市町村 2021年4月上旬募集要項発表予定

店舗の新装・改装工事費、設備・備品購入費、
宣伝・広告費等の補助

2/3 - 1/3 250万円

店舗賃借料の補助 2/3 - 1/3
1年目月額15万円
2年目月額12万円

業会団体等が主催する技能等の
習得研修参加費の補助

2/3 - 1/3 6万円

店舗の新装・改装工事費、設備・備品購入費、
宣伝・広告費等の補助

3/4 - 1/4 400万円

店舗賃借料の補助 3/4 - 1/4
1年目月額15万円
2年目月額12万円

業会団体等が主催する技能等の
習得研修参加費の補助

2/3 - 1/3 6万円

チャレンジショップの運営
若手・女性が、商店街での販売経験等を積むための
チャレンジショップの運営を行います。

繁盛店視察プログラム
若手・女性で開業等を希望する者が地方の商店街等へ
赴き、繁盛店等の経営手法等を学ぶ集団研修を実施し
ます。

中小小売商業活性化フォーラムの実施
商店主等に対して経営意欲の増進を図るため、基調講
演や展示、セミナー等を実施します。

商店主、
商店街関係者等

実施予定：2022年3月

商店街パワーアップ作戦（専門家の派遣）
専門家がお店や商店街に赴き、お店の経営改善や商店
街の活性化を支援します。

商店街、
商店街を構成する
商店の商店主等

商人大学校の開講
小売店、飲食店、サービス業などのお店の経営に役立
つ実践的な講義を実施します。

商店主等 実施予定：2021年6月～11月

商店主スキルアップ事業
お店の経営力を高めるために、専門家が実際に話を聞
いたり、お店を見ながら経営課題の見つけ方をアドバイ
スします。

商店街を構成する
商店の商店主等

商店街リーダー実践力向上塾
商店街の活性化計画を策定するにあたって必要となる
基礎理論を学びます。

商店街役員、
その候補者　等

実施予定：2021年9月～2022年2月

商店街起業促進サポート事業
講義・グループ討議や現場体験などの実践的な研修や
専門家等によるアドバイスを受け、開業に必要なスキル
を取得します。

商店街で
開業を希望する方

実施予定：2021年9月～2022年3月

無料

公益財団法人
東京都中小企業
振興公社

⑪商店街起業・承継支援事業
都内商店街で開業又は事業承継する中小企業者等を
対象に、初期費用、店舗賃借料等の支援を行い、商店
街の活性化につなげます。

都内商店街で開業
又は事業承継する
中小企業者（法人・
個人事業主）

⑫若手・女性リーダー応援プログラム
都内商店街で開業を希望する若手・女性を対象に、開業等
の際の店舗新装・改装等に要する経費を支援するとともに、
チャレンジショップでの商品販売機会等を提供し、商店街活
性化につなげます。

商店街の活性化につなげるため、商店街で開業を希望
する若手・女性を対象に、開業時の資金面での支援等
を行います。 商店街で

開業を希望する
若手（39歳以下）及
び女性

⑬進め！若手商人育成事業
次代の商店街振興を担う若手商人を中心に据えた、多面的
な「人づくり」を行います。

２／２

商店街振興事業一覧（「町田市以外の団体」が窓口のもの）

-

補助対象者 備考窓口 事業名 種類 事業の内容
負担割合

補助限度額

東京都 ⑩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などのデジタル化と無電
柱化について、取り組みたい商店街を支援します。

※2022年2月2日時点（予算審議前）の内容です。内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【問い合わせ先】
（公財）東京都中小企業振興公社
助成課　商店街助成事業担当
03-3251-7894

【問い合わせ先】
（公財）東京都中小企業振興公社
助成課　商店街助成事業担当
03-3251-7894
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