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１ まちなか店舗開店支援事業補助金  

 まちなかの空き店舗等を利用して、新たに出店し、3年以上継続して営業

する店舗を対象に、改修費用の一部を補助します※1。 
 

 ◇補助対象者：対象区域内（4㌻参照）にある空き店舗等※2に新たに 

   出店※3し、３年以上継続して営業する意欲のあるもの※4。 

 ◇補助対象経費：店舗の改修工事費用（内装、外装、空調、給排水設備工事 

   等）※5  

     ※備品・機材購入費は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限100万円） 

 
２ まちなか店舗ホスピタリティ向上支援事業補助金 

 まちなかで1年以上営業する店舗が、来街者に対して「おもてなし」の観

点から、店舗を改修する場合に、改修費用の一部を補助します※1※6。 
 

 ◇補助対象者：対象区域内（4㌻参照）で、1年以上営業を行う店舗で、   

   おもてなし向上のために改修工事を実施するもの※7。 

 ◇補助対象事業：来街者のおもてなし向上に資すると認められる以下に 

   類する事業 

    ①トイレ・洗面所の改修（多機能トイレへの改修を含む） 

    ②看板・ファサード・サッシ等の修繕、壁面塗装等の外観改修 

    ③クロス張替、間仕切り設置、段差解消等の内装改修 

    ④親子連れの店舗利用を促進するおむつ交換台や休憩所の設置等 

    ⑤Ｗｉ-Ｆｉ設備の設置 

    ⑥その他、市長が認めるもの 

    ※専ら従業員が使用する店舗部分（厨房、休憩室、倉庫等）の 

    改修工事は対象外です。 

 ◇補助対象経費：上記事業にかかる店舗の改修工事費用※5  

      ※備品・機材購入費は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（昼間主※8の上限は100万円 

                  夜間主の上限は30万円） 

 

 

 

 

 

 

商業サポートガイド 
 各サポートメニューの詳しい内容は、にぎわい商業課商業振興係（前橋プラザ元気

21内℡027-210-2273）へお問い合わせください。なお、すべての補助メニューは事前

申請が必要です。 

事業者の皆さんへの補助メニュー 

商 業 

新 平成30年度からの 

新規補助メニュー 

記号の意味 

※1 3年以内の退店又は 

大幅な業態変更があっ

た場合、補助金返還の

義務が発生します。 

 

※2 直前店舗等の退去

日から概ね3か月以上が

経過している30㎡以上

のものに限ります。 

 

※3 指定区域内の移転 

は新規開店・開業とは

見なしません。 

※4 小売業・飲食業・

サービス業等（風俗関

連業種は除く）を営む

店舗を対象とします。 

テナント管理のみ行う

事業者は対象外です。 

なお､週４日以上の昼間

営業（10:00～14:00の

間に2時間以上）を条件

とします。  

 

※5 市内事業者が施工

するものに限ります。 

 

※6 他の空洞化対策事

業の補助を受けて開業

したものは対象外です｡ 
 

※7 小売業・飲食業・

サービス業等を営む店

舗を対象とします。 

なお、信用保証協会の 

保証対象業種に限り、

夜間主事業者も対象と

します。 
 

※8 昼間営業（10:00～

14:00の間に2時間以

上）を週4日以上行う店

舗を昼間主、それ以外

を夜間主と見なしま

す。 
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３ まちなかオフィス開業支援事業補助金 

 まちなかの空き店舗や空きオフィス等※2にオフィスを開業し、3年以上継

続して事業を行う事業者に対して、改修費用の一部を補助します※1。 

 ◇補助対象者：対象区域内（4㌻参照）の空きオフィス等を利用して 

   新規開業※3し、3年以上継続して事業を行う意欲のあるもの※9。 

 ◇補助対象経費：オフィスの改修工事費用（内装、外装、空調、給排水設 

   備工事等）※5 

    ※備品・機材購入費は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限100万円） 
                

４ まちなかオフィス競争力向上支援事業補助金 

 まちなかで1年以上営業するオフィスが、自社の競争力向上の観点か

ら、オフィスを改修する場合に、改修費用の一部を補助します※1※6。 

 ◇補助対象者：対象区域内（4㌻参照）で、1年以上事業を行うもの※10。 

 ◇補助対象経費：オフィスの改修工事費用（内装、外装、空調、給排水設 

   備工事等）※5 

    ※備品・機材購入費は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限100万円） 

 

５ まちなか創業支援事業補助金 

 「前橋市創業センター」に入居する者が、まちなかの空き店舗や空きオ

フィス等※2で新規開店・開業する場合（複数の事業者による共同設置型の

店舗・オフィス等を含む）に、 改修費用の一部を補助します※1。 

 ◇補助対象者：前橋市創業センターに入居する者で対象区域内（4㌻ 

   参照）の空き店舗・空きオフィス等を利用して新規開店・開業し、 

   3年以上継続して事業を行う意欲のあるもの。 

 ◇補助対象経費：改修工事費用（内装、外装、空調、給排水設備工事等）※5       

    ※備品・機材購入費は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限100万円） 
 

６ まちなか店舗事業承継支援事業補助金 

 長期的展望に立ち、店舗の事業承継（経営引継）を行おうとする事業者

に対して、店舗の改修工事や設備機器の入替等にかかる費用の一部を補助

します※1。 
 

 ◇補助対象者：対象区域内（4㌻参照）において、同一の代表者で10年     

   以上店舗を営むもの※4。ただし、本事業に伴い代表者変更※11※12を 

   条件とします。 

 ◇補助対象経費：店舗の改修工事（内装・外装・空調・給排水設備工事 

   等）及び据付型の設備機器の入替等にかかる費用※5 

   ※備品や移設可能な機材購入費は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限150万円）  

 

 

 

※9 補助制度１の対象

業種は除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

※10 補助制度２の対象

業種は除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※11 実績報告時に事業

承継の確認書類の提出

を求めます。 

 

※12 著しい業態変更を

伴う場合は事業承継と

して認めない場合があ

ります。なお、同一の

屋号の使用を条件とし

ます。 

新 

新 
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７ まちなか低未利用地等活用促進事業補助金 

 長期的展望に立ち、まちなかの低未利用地等において、自ら事業を行う

ために建築物を新築するものに対し、建築費用の一部を補助します※1。 
 

 ◇補助対象者：対象区域内（4㌻参照）の低未利用地等※13を取得の 

   うえ、建築物を新築し、自ら事業を行うもの※4。 

 ◇補助対象経費：店舗の建築工事費用※5  

   ※調査･設計費用、解体費用及び備品・機材購入費は対象外です。 

   ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限は下表を参照） 
 

  補助上限金額表 

 

８ 空洞化対策事業ＵＩＪターン加算補助金 

 前橋市外から前橋市内にＵＩＪターンをして、まちなかで事業を行うも

のに対して、本人及び同居家族の転入支援費用を補助します。 
 

 ◇補助対象者：補助事業1～7を利用する事業者で、前橋市外から市内に 

   転入するもの※14。 

 ◇補助金額： 

   ①転入先が中心市街地の場合 １人あたり10万円×3人まで加算 

   ②転入先がその他市内の場合 １人あたり 5万円×3人まで加算  

   ※補助事業1～7に係る補助上限金額とは別に、上記①又は②で 

   求められる金額を補助するものとします。 

※14 本市への転入日

から起算して、１年以

内に工事を完了してい

るか、又は工事完了日

から６ケ月以内に、本

市に転入することを条

件とします。 

店舗面積 上限金額  

30㎡以上 150㎡未満 200万円  

150㎡以上250㎡未満 375万円  

250㎡以上 500万円  

※13 申請時点におい

て、概ね5年以上、建築

物の建っていない

300㎡以上の駐車場又

は空き地、若しくは老

朽化等を理由に、概ね5

年以上（建築基準法の

旧耐震基準で建設され

た物件は概ね2年以

上）、貸出のない店舗

等を対象とします。 
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 事業者向け補助メニュー１～８ 対象区域図（太枠内） 

※道路中心線を境界とする区域にあって、境界線の外側に接する区域対

象外の店舗（オフィス）等については、道路両脇の店舗（オフィス）等

が、一体的な商業（業務）環境を構成していると認められる場合に限

り、対象区域に含めます。 

前橋駅 

前橋プラザ元気21 

馬場川 

中央前橋駅 

広瀬川 

群馬 

県庁 

群馬 

県庁 

前橋市役所 

国
道
17
号 

国道50号 
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１ チャレンジ商店販路拡大支援事業補助金 

 市内で営業している事業者※1が販路拡大のために、市外・県外で開催さ

れるイベントや、合同での商談会などへ参加する際にかかる経費の一部

を補助します。 

 ◇補助対象経費：出店料、物品借上料、交通費等 

   ※燃料費、宿泊費用は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（1事業者あたり年間上限5万円） 

 

２ 商店街街路灯電気料補助金 

 商店街団体等が管理している街路灯等の維持管理にかかる経費の一部

を補助します。 

 ◇補助対象経費：街路灯等の維持管理にかかる経費（電気料）※2 

 ◇補助金額：対象経費の30％以内  

 

３ 商店街リフレッシュ（新設）事業補助金 

 商店街団体等が新たに施設整備等を行う際にかかる経費の一部を補助

します。 

 ただし、既存施設の補修は対象外です。また、県との協調補助のた

め、平成30年度の群馬県商店街活性化支援事業費補助金の補助対象とし

て採択されることが必要です。 

 ◇補助対象経費：施設整備、設備整備（店舗外観統一改装、休憩 

   施設等設置、ポケットパーク設置、情報関連設備導入、アーケー 

   ド改修、街路灯等の省電力化整備・改修等）にかかる経費 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限1,000万円） 

   ※ただし、街路灯等の省電力化整備・改修については、1基あたり 

   補助上限額を6万円とします。 
 

４ 商店街リフレッシュ（補修）事業補助金 

 商店街団体等が管理している街路灯及びアーケード等の既存施設の補

修等経費の一部を補助します。 

 ◇補助対象経費：①既存施設の補修工事※3、②街路灯の撤去工事、 

   ③既設街路灯の省電力化（LED電球等への交換など）改修工事に 

   かかる経費 

 ◇補助金額①：対象経費の1/3以内（上限50万円） 

      ②：対象経費の1/3以内（上限50万円） 

      ③：市内業者発注…対象経費の50%以内（上限625万円） 

        市外業者発注…対象経費の40%以内（上限500万円） 

     ※ただし、③については、1基（街路灯1本）あたり補助上限額を 

   新設34万円、改修20万円とします。 

商店街の皆さんへの補助メニュー 

調 

調 

※2 原則として、平成

30年9月使用分の電気

料金に12をかけて計算

します。 

記号の意味 

調 事前要望 調査実施 

※1 卸売業・小売業・

飲食業・サービス業等

（風 俗 関 連 業 種 は 除

く）を営む店舗を対象

とします。 

※3 街路灯の塗装、公

共用道路カラー舗装、

アーケードその他顧客

へ の 便 利 供 与 共 同 施

設、街なか案内看板、

花壇等の改修工事とし

ます。 
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５ いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金 

 商店街団体等が行うイベントや地元商店街などで買い物を促進させる

取組み等にかかる経費の一部を補助します。 

 ◇補助対象経費：事業費、広告宣伝費、外部専門家等への謝礼、委託 

   費等 

 ◇補助金額：対象経費から収入額※4を除いた1/2以内（上限13万円） 
   

６ 買い物弱者対策支援事業補助金 

 日常の買い物が困難又は不便な地域における買い物の利便性の向上を

図る事業※5にかかる経費の一部を補助します。 

 ◇補助対象経費：店舗改装費、車両改造費、通信運搬費、広告宣伝費等 

   ※自動車購入費は対象外です。 

 ◇補助金額：対象経費の1/2以内（上限100万円） 

   ※群馬県買い物弱者支援商業モデル事業補助金の交付を受ける事 

   業は、対象経費の2/3以内（上限200万円）となります。 
  

７ 魅力あふれる商店街づくり事業補助金 

 商店街団体等が商店街の活性化のために実施するソフト事業（イベン

ト開催、商店街マネジメント事業、人材育成事業等）にかかる経費の一

部を補助します。 

 県との協調補助のため、平成30年度の群馬県商店街活性化支援事業費

補助金の補助対象として採択されることが必要です。 

 ◇補助対象経費：専門家謝金及び旅費、施設及び機器等使用料、通信 

   運搬費、広告宣伝費、消耗品費、印刷製本費等 

 ◇補助金額：対象経費の2/3以内 
 

 

※5 店舗設置・改修、

宅配・買い物代行、移

動販売、買い物送迎等

が補助対象事業となり

ます。 

調 

調 

※4 差し引くべき収入額

とは､イベントに伴う売

上げ収入等を指します。 
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前橋市の商業施策に関する情報や申請書のダウンロード、 

まちなかの情報等、詳しくは以下ホームページをご覧ください。 

◇補助金情報などが掲載されているページへはこちらから 

掲載場所：ホーム>施設・組織>産業経済部>にぎわい商業課 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyoukeizai/nigiwai/index.html 

◇まちなか、広場の情報などが掲載されているページへはこちらから 

掲載場所：まちづくり公社 まちなか広場 

http://www.maebashi-cc.or.jp/machinaka/ 

◇前橋プラザ元気２１にぎわいホールの情報などが掲載されているページへはこちらから 

掲載場所：ホーム>事業者の方へ>産業振興・仕事>中心市街地・商店街 
       >前橋プラザ 元気21活用推進>前橋プラザ元気21施設案内 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/338/345/p002588.html 

◇イベント情報などが掲載されているページへはこちらから 

掲載場所：イベントまえばし ｉｇｏｏ（イグー） 

http://www.igoo.info/ 


