
商店街にぎわい創出支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 鹿児島県商店街にぎわい創出支援事業運営業務事務局（以下「事務局」という。）は，予

算の定めるところにより，商店街のにぎわいを創出し，来街者の増加や各店舗の売上増加に資す

る事業の実施に対し，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，その交付については，

鹿児島県補助金等交付規則（昭和 63 年鹿児島県規則第１号。以下「規則」という。）に定める

ほか，この交付要綱の定めるところによる。 

 

（定義，補助対象者） 

第２条 この要綱において，用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴  「商店街にぎわい創出支援事業」とは，新型コロナウイルス感染症の影響を受けている商店   

街の活性化を図るため，ウィズコロナ・アフターコロナを見据え，空き店舗活用やイベント開  

催等によるにぎわい創出に取り組む商店街等（以下「補助対象者」という。）に対して補助金 

を交付する事業のことをいう。 

⑵ 「商店街等」とは，商店街その他の商業の集積をいう。 

⑶ 「商店街等組織」とは，次に掲げるものをいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和 37 年法律第 141 号）に規定する商店街振興組合又は商店街振興 

組合連合会 

イ 商店街等に立地する事業者を構成員とする中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 

号）に規定する事業協同組合又は事業協同小組合，協同組合連合会 

  ⑷ 「任意の商店街等組織」とは，次に掲げるものをいう。 

ア 商店街等に立地する事業者を構成員とする任意の団体であって，規約等により代表者の 

定めがあり，財産の管理等を適正に行うことができるもの。 

イ 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10年法律第 92 号）に規定するまちづくり会社 

又は中心市街地活性化協議会 

ウ 地域商業の活性化を図る事業を行うことを目的として設立された法人であることが定款  

等で確認でき，特定の地域においてまちづくりや商業活性化の担い手としての活動実績を 

有している，特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第 10 条の規定により設立の認

証を受けた法人（ＮＰＯ法人） 

⑸ 「その他商業者等グループ」とは，地域商業の活性化を図る事業を実施する者として，知事 

が適当と認めるものをいう。 

２ この要綱における補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は，鹿児島県内に主  

たる事務所又は活動の拠点を有し，かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 商店街等組織 

(2) 任意の商店街等組織 

(3) その他商業者等グループ 

   

（補助対象事業，補助対象経費，補助率及び補助金の額） 

第３条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。），補助対象事業を

行うために必要な経費（以下「補助対象経費」という。），補助率及び補助上限額については，



別表１及び別表２のとおりとする。 

２ 補助対象経費は，補助対象事業を実施するために直接必要となる別表２に掲げる経費（消費税

及び地方消費税に相当する額を除く。）であって，補助金交付決定日から，補助対象事業を完了

した日の翌日から起算して 20 日以内又は令和５年２月 24 日のいずれか早い日までの期間に支

払ったものとする。 

３ 補助金の交付決定後に補助対象事業が中止された場合の補助金の取扱いは別に定める。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条の補助金等交付申請書は，様式第１号によるものとする。 

２ 規則第３条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は，次のとおりとする。 

 (1) 事業計画書（様式第１号の２） 

 (2) 収支予算書（様式第１号の３） 

 (3) 誓約書（別紙） 

 (4) その他知事が必要と認める書類 

３ 補助金等交付申請書の提出期限は，別に定める日とし，その提出部数は１部とする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第５条 規則第５条第１項の規定による条件は，次に定めるとおりとする。 

(1)  この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳，金銭（預金）出納簿等の帳簿及

び契約書，領収等の証拠書類は，補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算

して５年間整備保存すること。 

(2)  その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第６条  事務局は，補助金等交付申請書を受理した場合は，当該申請の内容及び額について審査 

し，補助金を交付すべきものと認めたときは，規則第４条の規定に基づき補助金の交付の決定を 

行うものとし，補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

２ 事務局は，前項の通知を行う場合において，補助金の交付の申請に係る事項について修正を加 

えて補助金の交付の決定をすることがある。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第７条 規則第７条第１項の補助対象事業の内容等の変更事由は，次に定めるとおりとする。 

(1)  補助金の額の20％を超える増減 

(2)  補助対象事業の内容の変更（補助の目的及び補助対象事業の進捗に影響を及ぼさない範囲

の細部の変更をする場合を除く。） 

２ 規則第７条第１項の補助金等変更申請書は様式第３号によるものとし，同項の規定により当 

該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。 

(1)  事業変更計画書（様式第３号の２） 

(2)  変更収支予算書（様式第３号の３） 

(3)  その他知事が必要と認める書類 

３ 事務局は，補助金変更交付申請書を受理した場合は，当該申請の内容及び額について審査し， 



規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定に基づき，変更承認のみを行う場合は変

更承認通知書（様式第４号）により，変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は変更交付決定

通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は，交付の決定の 

通知を受けた日から換算して 20 日を経過した日までとする。 

 

（状況報告） 

第９条 規則第 11 条第２項第１号の規定による報告は，補助事業中止（廃止）承認申請書（様式

第６号）によるものとする。 

２ 規則第 11 条第２項第２号の規定による報告は，補助事業遅延等報告書（様式第７号）による

ものとする。 

 

（実績報告） 

第 10 条 規則第 13 条の補助対象事業等実績報告書は，様式第８号によるものとする。 

２ 規則第 13 条の規定により補助対象事業等実績報告書に添付すべき書類は，次に掲げるとおり 

とする。 

 (1) 事業実績書（様式第８号の２） 

 (2) 収支精算書（様式第８号の３） 

 (3) その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項の補助対象事業等実績報告書の提出期限は，補助事業を完了した日の翌日から起算し 

て 20 日以内又は令和５年２月 24日のいずれか早い日とし，その提出部数は１部とする。 

 

（補助金の額の確定） 

第 11 条 事務局は，補助事業等実績報告書を受理した場合は，当該申請の内容及び額について審 

査し，補助金を交付すべきものと認めたときは，第 14 条の規定に基づき補助金の交付額の確定

を行うものとし，補助金交付確定通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 12 条 規則第 16 条第１項の補助金等交付請求書は様式第 10 号のとおりとし，同項の関係書類 

は，振込先口座が分かる通帳等の写しとする。 

２ この補助金は，事務局が必要と認める場合にあっては，補助対象事業完了前に補助金交付決定 

額の５割以内の額を概算払いにより交付することができる。 

３ 規則第 16 条第３項の概算払申請書は様式第 11 号のとおりとし，同項の関係書類は，次に定 

めるとおりとする。 

(1)  収支予定表（様式第11号の２） 

(2)  その他知事が必要と認める書類 

 

 

 



（検査等） 

第 13 条 事務局は，補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは，補助対象者に 

対して報告若しくは関係書類の提出を求め，若しくは帳簿，書類その他物件等を検査することが 

できる。 

 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第 14 条 事務局は，補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交付 

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)  法令又はこの交付要綱に基づく事務局の指示に違反したとき。 

(2)  補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき，又は交付決定の内容やこれに付された

条件に違反したとき。 

(3)  補助対象事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

(4)  第２条各号に該当しないことが明らかになったとき。 

２ 事務局は，前項の規定により交付決定の取消しを行ったときは，補助金交付決定取消通知書 

（様式第 12 号）により補助対象者に速やかに通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 15 条 事務局は，前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合におい 

て，既に補助金の交付を行っているときは，補助金を返還させることができる。 

２ 事務局は前項に基づき補助金を返還させるときは，次に掲げる事項を補助対象者に通知する。 

(1)  返還すべき補助金の額 

(2)  加算金及び延滞金に関する事項 

(3)  返還期限 

 

（補助対象事業の公表） 

第 16 条 事務局は，必要と認めるときは，補助対象者の名称，代表者名，補助対象事業の内容等 

について公表することができる。 

 

（財産の処分の制限） 

第 17 条 補助対象者は，補助対象事業により取得し，又は効用が増加した次の各号に掲げる財産 

を，知事の承認を受けないで，補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け， 

又は担保に供してはならない。ただし，補助対象者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額 

を県に納付した場合又は当該財産に応じ，減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年 

大蔵省令第 15 号）に定める期間（別に定めるものにあっては，補助金の交付の目的及び当該財 

産の耐用年数を勘案して別に定める期間）を経過した場合は，この限りでない。 

(1)  不動産及びその従物 

(2)  その他知事が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて別に定めるもの 

 

（雑則） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 



    附 則 

 この要綱は，令和４年５月 20 日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助金額 

空き店舗活用事業 

（事業例） 

 空き店舗を活用したチャレンジショップ，

交流スペース整備など 

 左欄に掲げる事業の

実施に要する経費であ

って，別表２に掲げるも

の。 

 

補助対象経費の 2/3 以

内とし，上限額は200万

円とする。 

ただし，補助対象事業

に対し，国や他の地方

公共団体から補助金等

が交付される場合及び

参加料金等を課す場合

は，次の①～③のうち

最も低い金額とする。 

 

① 補助対象経費の2/3

以内の額（千円未

満切り捨て） 

② 200万円 

③ 補助対象経費から

他の補助金等及び

料金収入を控除し

た額（千円未満切

り捨て） 

商店街のにぎわい創出に資するソフト事業 

（事業例） 

１ イベント開催事業 

 

２ 個店の集客力・販売力強化支援事業 

  個店へのアドバイザー派遣，まちゼミの

開催等 

 

３ 商店街等限定電子クーポン発行事業 

  電子クーポンの発行とともに，商店街と

顧客とのつながりをつくる事業等 

 

 左欄に掲げる事業の

実施に要する経費であ

って，別表２に掲げるも

の（工事請負費を除

く。）。 

 

（注） 補助対象事業は，補助金の交付を決定した日から令和５年２月 20 日までの間に実施され 

るものとする。 

 

（注） 空き店舗とは，元の店舗が閉鎖し，その後入居営業する者が決まっていない状態の店舗を 

いう。また，所有者が営業を続けるつもりがなく閉鎖したままの店舗も対象とする。なお，

商業施設等に入居するテナントは対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（第３条関係） 

項 目 内 容 

人件費 運営員などの賃金 

報償費 講師・専門家等謝金，謝礼等 

旅費 講師・専門家等交通費，宿泊費等 

需用費 地域産品を活用した景品（全体の補助対象経費 30％以内），印刷

製本費，消耗品費等 

役務費 通信運搬費，公告宣伝費，手数料，保険料等 

委託料 外部委託料 

使用料・賃借料 会場使用料，機器・物品等の借上料，駐車場料等 

工事請負費 事業の実施に必要な，空き店舗の内装・設備等の改修・補修に要

する経費及び当該年度において事業が終了したことによる撤去

等現状復旧のために支払われる経費 

（注）華美な装飾及び建物そのものの改造，床面積，構造変更を 

伴う工事に要する経費並びに当該店舗の資産価値を高める

工事等は対象外とする。 

その他 その他知事が特に必要と認める経費 

 

（注） 補助対象経費は，補助事業を実施するために直接必要な経費（消費税及び地方消費税に相 

当する額を除く。）であって，補助事業を完了した日の翌日から起算して 20 日以内又は令和

５年２月 24 日のいずれか早い日までの期間に支払ったものとする。 

 

（注） 次の経費は対象としない。 

   ・ 事務運営管理に関する経費 

     事務所運営に係る光熱水費，電話代，交際費，維持人件費 等 

   ・ 社会通念上，公金で賄うことがふさわしくない経費 

     交際費・接待費，レセプション・打ち上げ等のパーティー経費 等 

   ・ その他，補助の対象とすることが適当でない経費 

     金券類の購入費，個人への支給品代，出演者への花束代，主催者が管理する会場や道具  

類の使用料又はそれに類する経費，航空・列車運賃の特別料金（ファーストクラス料金， 

グリーン料金），金融機関への支払利息，遅延損害金 等 


