千葉市商店街共同施設整備事業 事例集
平成２９年度
商店街に来街される方の安全・安心な環境維持のために、アーチ、アーケード、防
犯カメラなどの設置・修繕を行う際の補助事業として実施している「商店街共同施設
整備事業」を利用した各商店街の事例を集めました。制度利用の参考として下さい。
■商店街共同施設整備事業の概要
補 助 対 象 者

以下の要件を満たす商業団体。
○市内に主たる事業所を有すること。
○任意の商業団体は、会員の全部が市内に事業所を有しており、団体設立から１年以上を
経過し相当の事業実績を有すること。
商店街共同施設…アーチ、アーケード、防犯カメラ、カラー舗装、駐車場、放送設備、
映像設備、商店街全体の案内看板など

補助対象事業
補助対象経費
補
助
率
補 助 限 度 額

１ 商店街共同施設の設置
補助対象経費
工事請負費（設置費）
補助率
2／3 以内
補助限度額
20,000 千円（但し、予算の範囲内）
２ 商店街共同施設の修繕
補助対象経費
修繕料
補助率
1／2 以内
補助限度額
10,000 千円（但し、予算の範囲内）

補助対象外事業

○土地取得及びこれに伴う移転補償。
○道路法、建築基準法その他法令に違反する施設。
○市の他の補助金等交付の対象施設。
○その他市長が補助事業として不適当と認めるもの。

備 考

○補助金交付申請には、「工事請負契約書又は見積書の写し」、「設計図書」、「建築許可
書等の写し」、「定款又は規約」、「役員及び組合員名簿」を添付。
○事業に着手するときは、千葉市経済振興関係事業着手届（様式第１１号）を、事業が完了
したときは千葉市経済振興関係事業完了届（様式第１２号）を市長に提出。
○補助金実績報告には、「事業を実施した位置を示した平面図等」、「事業の実施前及び実
施後の状況を示した写真」、「請求書及び領収書（銀行振込受領書）の写し」を添付。
○国、地方公共団体、その他公的団体等からの補助金等を受ける場合には、これらの補助
額等を総額より控除した額を補助対象経費とする。なお、この場合、補助金の交付決定に
係る書類及び確定に係る書類の通知を受けたときには、それぞれの写しを市長へ提出。
○補助対象経費には、公租公課（印紙税、消費税及び地方消費税等）は含まない。
○補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

※例年 7 月に次年度予算に盛り込むための意向調査を実施しています。
※応募の際には、「仕様書」と「見積書」の添付が必要となります。
※防犯カメラ等の設置については、道路法上公道には設置できず「民地」への設置が基本となります。道路（歩道を含む）上へ
の設置物については、道路管理者等との事前協議の上要望願います。
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■共同施設導入事例
１．さつきが丘名店街（花見川区さつきが丘）

▼防犯カメラ

▼修繕したアーチ

＜商店街の紹介、活動状況など＞
・緑豊かな中にある商店街
「名店街は専門店のグル―プ集団」の誇りと
自信をもって、工夫・努力を続けています。
来街者の家族構成や趣向を覚えてきめ細
かな販売をしています。
＜補助金活用状況＞
平成 25 年 防犯カメラ設置（5 台）
商店街アーチ修繕（2 基）
＜効果・課題＞
・アーチ修繕は太陽光発電で動く時計 2 基に費用がかかりました。
・カメラは警察との連携で使用しています。実際の事件が発生した際には役立っています。

２．花見川団地商店街振興組合（花見川区花見川）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
・安心･安全な商店街
昭和 43 年から続く安心・安全・元気なショッピングモー
ルです。高齢者や商店街まで歩いてのお買いものが不
自由な高齢者には、無料送迎自転車でお迎えに行き、
お買いものが済んだら玄関先まで荷物と一緒にお送りし
ます。

▼防犯カメラ

▼駐車場

＜補助金活用状況＞
平成 22 年度 防犯カメラ設置（15 台）
平成 24 年度 放送設備修繕
平成 26 年度 防犯カメラ設置（7 台）
平成 29 年度 駐車場精算機、発券機設置、
保護屋根設置、カーゲート設置
＜効果・課題＞
・防犯カメラは防犯に役立っている実感がある。特にトイレ前の防犯カメラは有効。自分の店舗前に設置して欲しい
という要望が多い。但し目立つ所にある防犯カメラはいたずらされることがあります。

３．越智はなみずき台商店街振興組合（緑区越智町）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
千葉東角栄団地（1200 戸、4700 人計画。現在は越智はなみずき台団
地）内の商店街として昭和 60 年に発足。
＜補助金活用状況＞
平成 26 年度 階段修繕
平成 27 年度 スロープ設置、階段修繕
平成 28 年度 階段修繕
＜効果・課題＞
スロープが増えたことにより、来街者の利便性が向上し、
美観も向上しました。
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４．高洲第一ショッピングセンター商店会（美浜区高洲）
▼緑化施設

＜商店街の紹介、活動状況など＞
・日常生活応援商店街
都市整備公団“高洲団地”の中の商店街です。
日常生活に役に立つ商品がまとめて買い物が
できる便利な商店街です。
＜補助金活用状況＞
平成 27 年度 緑化施設設置

＜効果・課題＞
・ショッピングセンター外側の緑化施設は目立つため、
利用者からも好評。
・空き店舗対策として、格安のテナント料で気軽に事業を開始できるチャレンジ制度を導入しています。

５．稲毛商店街振興組合（稲毛区稲毛）

▼屋外映像設備

▼放送設備

＜商店街の紹介、活動状況など＞
浅間神社と海辺の記憶が残る町のがんばる商店街ゆっくりした
買い物ができるお年寄りに優しい商店街を目指しています。
人と町をつなぐ地域コミュニティサロンの「あかりサロン稲毛」が
平成 27 年 3 月に京成稲毛駅前にオープンさせ、多くの人が
気軽に利用しています。千葉大生の活動など域内の活性化活
動が活発化しています。
＜補助金活用状況＞
平成 26 年度 防犯カメラ設置（2 台）、屋外映像設備設置
平成 27 年度 放送設備設置
平成 28 年度 放送設備設置
＜効果・課題＞
・防犯カメラは、警察との連携など交通事故が起きた際の証拠として役立っています。
・屋外映像設備は民間企業の広告のみならず警察、消防、市の情報提供も行っており、特に放送設備の活用も
含め、総合的に犯罪抑止活動を行っているとして表彰されました。
・放送設備は地元 FM の放送、夜灯などイベント時の迷子落し物放送のほか、警察、消防、安心ケアセンター、保
健福祉センターの情報も放送し非常に役立っています。

▼放送設備

６．富士見商店街協同組合（中央区富士見）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
・にぎやかな中心商店街です
各種携帯ショップ、宝石やアクセサリー、ファッション衣料（古着も含む）、
飲食などが多く、市道沿いは、「昼の顔」、横道の飲食街は、「夜の顔」と
2 つの顔を持つ商店街です。
＜補助金活用状況＞
平成 26 年度 放送設備設置
＜効果・課題＞
設置当初は BGM を流していたが最近はイベント時の交通規制や緊急
放送時に使用しています。商店会の会員からも好評です。
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■防犯カメラの導入事例
▼防犯カメラ

１．千種町商店会（花見川区千種町）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
・多様な業種の商店街
商店会会員は、多様な業種を含み建築業、土建業、
畳屋、コンビニ店、ガソリン スタンド、飲食店等で構成
しています。商店街運営は順調。会員数は少しずつ
増えていて、どの店舗もそれなりに商売が成り立ってい
るところです。
＜補助金活用状況＞
平成 26 年度 防犯カメラ設置（13 台）
＜効果・課題＞
・警察署との接点が多くなりました。
・防犯または、犯罪後の捜査協力に役立っています。

２．こてはし台中央商店会（花見川区こてはし台）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
・住宅団地の中の地域密着の商店街
地域住民の方々の買物ニ―ズにお応えしてきた地域密着型
商店街です。高齢のお客様が多ですが、それなりに賑わって
いて、地域の日常の買物場としてお客様をお迎えしています。
＜補助金活用状況＞
平成 19 年度 駐車場修繕
平成 26 年度 防犯カメラ設置（6 台）
＜効果・課題＞
・カメラは順調に稼働。警察署とも情報共有しています。

３．西銀座商店街振興組合（中央区富士見）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
JR 千葉駅東口正面に位置し、電気店、ゲ―ム店等の
アミュ―ズメントや多種多様の飲食店が軒を並べ 365
日を通じて来客の多い商店街です。
＜補助金活用状況＞
平成 25 年度 防犯カメラ設置（8 台）
平成 28 年度 車止め修繕
＜効果・課題＞
・防犯カメラの設置は商店会会員からも好意的に受け止めら
れています。
・千葉ショッピングセンターや近隣のパチンコ屋なども独自に防
犯カメラを設置しているため、地域一帯にはかなりの防犯カ
メラが稼働しており、防犯に役立っています。
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４．稲毛海岸通り商店会（美浜区稲毛海岸）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
・稲毛の歴史がある商店街
稲毛海岸通り，国道 14 号線の海側に入った住宅街の中
にあり，東京歯科大学病院にも近い商店街です。
＜補助金活用状況＞
平成 27 年度 防犯カメラ設置（2 台）
＜効果・課題＞
・見通しの良い、人通りの少ない道路がメインストリートのため、
速度超過する車が多く危なかったが、防犯カメラにより警察
との連携ができました。

５．大森商栄会（中央区松ヶ丘町）
＜補助金活用状況＞
平成 27 年度 防犯カメラ設置（2 台）
＜効果・課題＞
防犯カメラを設置する場所が高すぎたため、映す範囲が狭くなってしまった
ので設置する際は注意が必要。今のところ役に立ったということは無いが、
防犯にはなっていると思われる。

６．小仲台商栄会（稲毛区小仲台）
＜商店街の紹介、活動状況など＞
・必要なものがある商店街
JR 稲毛駅東口商店街振興組合とともに敬愛大学との
包括協定を締結し、現在は経済学部の教員と学生が中
心となり、小仲台商栄会(商店街)の活性化に向け、「町
おこしプロジェクト」に取り組んでいます。
＜補助金活用状況＞
平成 23 年度 防犯カメラ設置（4 台）
平成 24 年度 緑化施設
平成 25 年度 防犯カメラ設置（4 台）、緑化施設
＜効果・課題＞
・防犯カメラは警察との連携で使用しています。
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2020 東京オリンピック・パラリンピックの市内開催など本市を訪れる外国人を対象
に、多言語化、ハラル対応、免税店化、wi-fi 環境の整備等に取り組まれる商店街・個
店の方向けの補助事業として実施している「外国人環境受入整備等支援事業」を利
用した事例を集めました。現在も募集中でありますので、ご利用の参考として下さい。
■外国人環境受入整備等支援事業の概要

補 助 対 象 者

補助対象事業
補助対象経費
補
助
率
補 助 限 度 額

飲食事業者、宿泊事業者、小売事業者、商店街振興組合、商店街協同組合、商業団体
※同一年度に当該事業の補助金交付を受けたことがないこと
※同一事業において、過去に当該事業の補助金交付を受けたことがないこと
（異なる事業であれば、補助対象となる）
①多言語表記をしたパンフレット、リーフレット、周辺マップ等の作成
②メニュー表示の多言語化事業
③補助対象事業者が自ら開設するウェブサイトの多言語化事業
④免税店化に必要な申請に係る費用（コンサル費用など）
⑤ハラール認証に必要な申請手続きに関する費用（コンサル費用など）
⑥施設内外に設置される看板又は案内板の多言語化事業
⑦インターネットへのアクセスポイントの整備
⑧国際的に対応可能なクレジットカード決済システムの導入
⑨その他外国人観光客の受入環境の整備に資すると市長が認める事業
補助対象経費

消耗品費、備品購入費、印刷製本費、通信運搬費、
筆耕翻訳料、手数料、委託料、工事請負費、その他、補助事業の実
施に必要な経費であると市長が認めるもの
補助率
1/2 以内
補助限度額
150 千円（千円未満は切り捨て）
※複数年度にわたり異なる補助対象事業で補助金交付を受ける場合は、過年度の補助金交
付額を含め、その合計額の上限を 50 万円とする。

・事業者等の管理運営に係る経費（事務所の家賃、光熱水費、備品購入費等）
・事業者等の構成員に対する人件費、謝礼等
・事業者等の構成員及び関係者による会合等の飲食費
・補助金交付決定日前に支出された経費
補助対象外経費
・補助対象経費で領収書のないもの
・領収書の内容が不明確なもの及び領収者の氏名、住所、押印がないもの
・この補助金の目的とは直接関係のない活動に係る経費
・その他市長が不適当と認めた経費
※例年 7 月に次年度予算に盛り込むための意向調査を実施しています。
※応募の際には、「仕様書」と「見積書」の添付が必要となります。
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■環境整備事例
１．ホームページを多言語化
割烹 駿河（中央区新町）

▼ホームページ（英語、フランス語、アラビア語）

＜導入経緯など＞
・海外に直接当店の PR を図る。
・英語、フランス語、アラビア語表記のウェブサイトの開設
＜補助金活用状況＞
平成 28 年度 経費 約３０万円（内補助１５万円）
＜補助金を利用した効果＞
・来店を考えている外国人観光客の利便性が向上しました。

２．メニューの多言語化
季節料理まさむね（中央区新宿）

▼メニュー（マレーシア語、英語）

＜導入経緯など＞
・外国人観光客の利便性向上
・ハラール対応食材は従来営業のものと違い、一定の集客が
見込めないと食材ロスにつながるため、パンフレット・ショップ
カードの多言語化（英語、マレーシア語）を行い、集客に
繋げる。
＜補助金活用状況＞
平成 28 年度 経費 約３０万円（内補助１５万円）
＜補助金を利用した効果＞
・近隣店舗や外国語学校に配布し、ムスリムのお客様の
来店数が倍増しました。
・利用したお客様から紹介などしていただき、記念日での
利用や、新婚旅行の観光客も来店されました。

３．Wi-fi の設置
ホテルサンシティ千葉（中央区新千葉）
＜導入経緯など＞
・外国人観光客の利便性向上
＜補助金活用状況＞
平成 28 年度 経費 約１４２万円（内補助１５万円）
＜補助金を利用した効果＞
・継続するインバウンド団体のお客様に満足頂いている。
・中国団体が減少するなか、リピート予約も来ています。
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▼客室 Wi-fi 環境

【お問い合わせ先】

千葉市商店街共同施設整備事業 事例集
平成２９年７月 発行

千葉市経済農政局経済部産業支援課 商業流通班
〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1 番 1 号
電話 ０４３‐２４５‐５２７７
ｍａｉｌ sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp
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