
令和４年度
静岡市地域消費促進事業補助金

募集要領

【商店街団体または商業者グループ向け】

令和４年５月
静岡市 商業労政課
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〇補助対象団体

概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の商業活動の周遊性又は
再来訪率等を向上させ、消費を喚起することによる地域経済の活性化を図
るため、クーポン事業を実施する商店街団体や商業者グループに対し、事
業費の一部を補助します。

単独

単独

合同

商店街

商業者グループ

商店街Ａ

商店街Ｂ

商店街Ｃ

それぞれで申請が必要です
（クーポンの相互利用可）

●商店街団体又は商業者グループ（10以上の構成員からなる団体）

＜期待する効果＞
◆再び商店街に足を運んでもらう（来街者数の増加）
◆他店への買い回りを促す（消費額の増加）
◆いつもより多く消費してもらう（客単価の増加）
◆まちは劇場TRY’22 イベントと周知連携することで相互誘客を図る

※令和４年度は、イベント（まちは劇場TRY’22）との周知連携が要件
となります。

【実施方法】



申請方法
１．申請の受付期間
令和４年５月13日（金）から ８月31日（水）まで

２．受付方法
予算額に達し次第、受付終了

３．申請方法
事前相談をしたうえで、申請書類を商業労政課に郵送、メール、持参等の方法で
提出してください。
提出先 〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号 静岡市役所 商業労政課
締切 令和４年８月31日（水）消印有効

４．事業の対象期間
交付決定日以降から原則９月30日（金）までに完了するもの
※完了とは…クーポン券の配布及び使用を９月30日（金）までに終了してください。
※換金及び報告書の提出は９月30日（金）以降となっても構いません。終了後、なるべく
早めに提出してください。
※上記期間中での実施が困難な場合は個別にご相談ください。
※交付決定日以降に発注及び支払いをした経費が補助対象となります。

５．申請書類
（１）地域消費促進事業補助金交付申請書（様式第１号）
（２）地域消費促進事業企画書（様式第２号）
（３）収支予算書（様式第３号）
（４）見積書の写し
（５）構成員店舗名簿（様式第４号）
（６）周知するまちは劇場イベント一覧（様式第５号）
（７）商業者グループにあっては暴力団排除に関する誓約書兼同意書、身分証等
（８）その他、必要があると認める書類

＜注意事項＞
※見積書、発注書、領収書等の名義は全て申請者名（団体名）で統一してください。店舗名や
個人名など別名義で領収書等を発行しないようにお気をつけください。
※申請書の提出後、交付決定までに時間がかかる場合があります。余裕を持ったキャンペーン
の実施期間を設定するようにしてください。
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（１）補助金額の上限額

補助金額について

●次の①又は②のいずれか少ない方が上限額となります
①構成員店舗 × １０万円
②700万円

●上記の補助金上限額の範囲内で次の経費をそれぞれの割合で助成
NO. 科 目 補助率

1 構成員の共通値引券による値引きに相当する額を負担した費用 10/10

2 広告宣伝費（例：チラシ、ポスター、インターネットでの広告） 2/3

3 委託料 （例：事業の運営や管理を業者へ委託する時の委託料） 2/3

4 消耗品費 （例：キャンペーンで使用するスタンプ、シール、ポップ） 2/3

5 印刷製本費（例：クーポン券の印刷費、店舗マップの印刷費） 2/3

6 振込手数料 2/3

（２）補助率

●次の経費は補助対象外となります。
・感染防止対策経費（消毒液、マスク、ついたて 等）
・給料、報償費

【上限額の例】
例：構成員数が40店舗の場合、40店舗×10万円＝400万円
例：構成員数が90店舗の場合、90店舗×10万円≒700万円（上限700万円）

事務費は
上限200万円
まで（No.２
～６の補助金
合計額）

【補助金算出例】
例：構成員数が80店舗の場合、補助上限額は 80店舗×10万円＝700万円（上限額）
上記の団体の補助対象経費が、クーポン費用400万円、事務費350万円だった場合、
400万円＋200万円（事務費上限額）＝600万円 となります。
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値引券の額について
●取引価格の10％以上～30％以下としてください

買い物金額

1,000円

クーポン券
●●商店街
200円

価格

1,000円

プレミアム付商品券
●●商店街
1,200円分

商品券事業は対象となりま
せん。

買い物金額

1,000円

クーポン券
●●商店街
2割引券

●割引、●●％オフなどは
対象となりません。

※景品表示法についての相談は静岡県県民生活課（054-221-3690）までお問い合わせください。

【例】

●Q＆A
Q１ クーポン券の使用率を見越して余分に発行してもよいですか？
A１ 可能です。ただし、補助金上限額を超えて使用されたものは自己負担となります。

Q２ 自己負担（値引き経費含む）でクーポン券の発行枚数を増やしてもよいですか？
A２ 可能です。

A３ 自己負担で値引額を30％を超えて設定してもよいですか？
Q３ できません。

買い物金額

1,000円

景品(総付)

200円相当 景品は対象となりません。

買い物金額

1,000円 次回の来店や買い回りを促す
ものとしてください。

その場で値引き

3,000円

買い物金額 クーポン券
●●商店街
500円



要件について（その１）
●事業を実施するにあたり、次の（１）～（３）にご協力ください。
（１）チラシやクーポン券等に『静岡市地域消費促進事業』又は『静岡市

経済対策事業』と記載
（２）チラシやクーポン券等に同時期に行われている『まちは劇場

TRY’22 イベント情報』や『デジタルスタンプラリー事業』を記載
（３）店頭等にデジタルスタンプラリー事業の『QRコード』を設置

【チラシ・ポスターのイメージ】
静岡市地域消費促進事業活用

静岡商店街
得々クーポンキャンペーン！

【クーポン券 配布期間】
●月●日～ なくなり次第終了
【クーポン券 使用期間】

●月●日まで

1,000円のお買物で
200円クーポン券を進呈！

＜デジタルスタンプラリーとは＞
・対象のイベントとクーポン事業を巡ってスタンプを貯めると、抽選で地場産品が当たるキャンペーンです。
・全てのクーポン事業はデジタルスタンプラリーの対象とさせていただきます。
・スタンプ付与のQRコードをどのように設置するか等の詳細は個別にご相談ください。

デジタルスタンプラリーの詳細は、URL：https://shizuoka-mora-yell.jp/ をご覧ください。(5月下旬公開予定)

静岡市デジタルスタンプラリー開催中！
イベントを巡って景品をゲットしよう！

詳しくは
こちら

『▲▲フェスティバル』
日時：●月●日 ●:●●～
場所：●●

『■■夏祭り』
日時：●月●日 ●：●●～
場所：●●

【QR設置イメージ】
商店街にデジタルスタンプラリーの
QRコードを設置（上記（３））
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（ポイント）
※地域消費促進事業を記載（上記（１））
※同時期のイベント情報を記載（上記（２））
※デジタルスタンプラリー事業を記載（上記（２））

【クーポン券イメージ】

200円券

イベントにも参加しよう！まちは劇場TRY’22

（ポイント）
※同時期のイベント情報を記載（表面・裏面どちら
でも可）

※地域消費促進事業を記載（任意）
※デジタルスタンプラリー事業を記載（任意）



要件について（その２）
●まちは劇場TRY’22イベントとは
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まちは劇場TRY’22推進委員会が指定したイベントのこと
※ 対象となるイベントかどうかの確認は事前に商業労政課までお問い合わせください。
静岡市 まちは劇場HP  https://shizuoka.life/

商店街A（葵区） 商店街B（清水区）

イベントA

●静岡市デジタルスタンプラリーとは

商店街に
QRポスターを
１枚張るだけ！

１ポイント
ゲット！ ２ポイント

ゲット！

３ポイント
ゲット！

抽選で静岡市の
地場産品が当たる！

「商店街」と「イベント」を巡ってスタンプを貯めると地場産品が
抽選で当たるキャンペーンのこと（いろいろな商店街やイベントに足を運んでもら
うことを目的としたキャンペーンです）

応募

参加者

（イメージ）
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一般的な補助申請から交付までの流れを示しています。

補助申請のフロー図

【要件等の確認をしますので必ず事前相談をお願いします】

【申請書類の提出】

（１）地域消費促進事業補助金交付申請書（様式第１号）
（２）地域消費促進事業企画書（様式第２号）
（３）収支予算書（様式第３号）
（４）見積書の写し
（５）構成員店舗名簿（様式第４号）
（６）周知するまちは劇場イベント一覧（様式第５号）
（７）商業グループの場合、暴力団排除に関する誓約書兼同意書（全店舗分）
（８）その他、市長が必要があると認める書類

【補助金の交付決定】

クーポン券事業等の実施

【実績報告書の提出】

【補助金の交付確定】

【補助金の交付】

（１）地域消費促進事業実績報告書（様式第９号）
（２）地域消費促進事業効果報告書（様式第10号）
（３）収支決算書（様式第11号）
（４）経費の収支を証する書類、領収書等
（５）実施状況がわかるポスター、写真等
（６）その他、市長が必要があると認める書類

（交付確定後、１か月程度で振り込みます。）

※事業内容に変更が生じる場合は、速やかに商業労政課に連絡し変更申請をしてください。

静
岡
市
（
商
業
労
政
課
）

商
店
街
団
体
・
商
業
者
グ
ル
ー
プ

静岡市 経済局 商工部 商業労政課（商業・まちなか活性化係）
〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号

TEL：054-354-2306 FAX：054-354-2132

お問い合わせ先

静岡県警察
暴力団排除に
関する照会

検収（使用されたクーポン券の確認等）

※３週間前後かかります



本補助金に関するお問い合わせ

静岡市経済局商工部
商業労政課 商業・まちなか活性化係

電話：054-354-2306
FAX：054-354-2132

〒424-8701
静岡市清水区旭町６番８号

申請に必要な書類は市HPからダウンロードいただけます。
URL：https://www.city.shizuoa.lg.jp/381_000129.html
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新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、
事業期間等に変更が生じる場合があります。

ご不明な点は商業労政課までお問い合わせください。


