
平成２８年度 前橋市買い物弱者対策支援事業補助金交付要項 

 

平成２８年４月１日から適用 

取扱担当課 

 前橋市役所にぎわい商業課（前橋プラザ元気２１ １階） 

                   電話 ０２７－２１０－２２７３（直通） 

 

この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 

交付目的  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

向上を図り、補助事業者が実施する事業の一部を補助することによ

り、もって本市の商業振興に寄与することを目的とします。 

内

容 

補助事業者 市内に店舗若しくは事務所を有し、次のいずれかに該当する者と

します。 

(1) 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づく商

店街振興組合 

(2) 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づ

く事業協同組合 

(3) 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に基づく商工会

議所 

(4) 商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づく商工会 

(5) 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特

定非営利活動法人 

(6) 原則として、１０人以上の中小商業者等の商店等が集積し、

団体の構成員の２分の１以上が中小商業者であり、定款や会則

等の規定を有し、かつ適切な財産管理や事業運営を行うことが

できると認められる団体 

(7) 法人格を有し、適切な財産管理や事業運営を行うことができ

ると認められる中小企業者 

(8) その他市長が適当を認める団体 

交付の対象

となる事業

及び経費 

対象事業 対象経費 

補助事業者が買い物困難地域にお

いて買い物の利便性の向上を図るた

めに実施する次の事業とします。 

(1) 店舗設置・改修 

(2) 宅配・買い物代行 

(3) 移動販売 

(4) 買い物送迎 

(5) その他市長が買い物弱者の支

援に資すると認められる事業 

 

 補助対象事業を適切に 

実施するための次の経費 

とします。 

・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 

・備品購入費 

（自動車は除く） 

・車両改造費 

・店舗改装費 



 上記の事業で次のいずれかに該当する場合は、交付の対象にはな

りません。 

(1) 前橋市その他の団体の補助金の交付決定を受けている場合

（ただし、群馬県買い物弱者支援商業モデル事業の補助を受ける

場合は、この限りではありません。） 

(2) この補助金の申請以前に着工し、又は着手している場合 

(3) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）、建築基準法（昭和２ 

 ５年法律第２０１号）、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３ 

 号）、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及びその他の 

 法令に違反する事業 

(4) 従前から実施されている継続事業（事業内容の拡充を図るも 

 の及び事業の必要性が高いと認められるものを除く。） 

(5) 主として補助事業者の利益の向上を目的とし、公共性が低い 

 と認められる事業 

 

また、上記の経費で次のいずれかに該当する場合は、交付の対象 

にはなりません。 

 (1) 不動産の取得及び取得に伴う補償に係る経費 

 (2) 各種許認可の申請に係る経費 

 (3) 宗教性を有する又は信仰の対象となるもの又は行為に係る 

経費 

 (4) 政治活動に係る経費 

 (5) 契約や支出の手続きに要する経費 

 (6) 補助事業者の運営にあたり恒常的に要する経費（人件費、光 

  熱水費等） 

 

・その他市長が必要と認め

る経費 

交付金額  

補助率 補助限度額 

対象経費の２分の１以内 １００万円 

交付金額は、１，０００円未満の端数を切り捨てた額とします。 

 

ただし、群馬県買い物弱者支援商業モデル事業費補助金の交付を 

受ける事業は、次の表のとおりとします。 

補助率 補助限度額 

対象経費の３分の２以内 

（ただし、市と県が３分の１以内

ずつ負担します。） 

２００万円 

交付金額は、１，０００円未満の端数を切り捨てた額とします。 

 



交付条件 １ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがな

い場合は、速やかに報告しなければなりません。 

２ 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書

類、帳簿等を常備し、補助事業終了後５年間保存し、提出を求め

られた場合は、これに応じなければなりません。 

３ 補助事業者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規

則第３４号）、この要項及び交付決定通知書に記載の交付条件を

遵守し、事業を行わなければなりません。 

４ 補助事業者は、事業収支報告書（総会資料等）を、総会後、速

やかに提出しなければなりません。 

５ 補助事業者は、事業実施後５年間は補助事業により取得したも

のについて、この補助金の目的に反して使用し、貸し付け、又は

担保に供してはなりません。 

６ 補助事業者は、補助事業により取得したものについて補助事業

者の責任において維持管理しなければなりません。 

７ 補助事業者は、補助金交付申請に当たって、当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税として控除で

きる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額

に補助率を乗じて得た金額。以下「消費税等仕入控除税額」とい

います。）を減額して申請しなければなりません。ただし、申請

時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかで

ない場合は、この限りでありません。 

 

交

付 

申

請

の

手

続

等 

交付申請の

方法、時期

等 

 事業計画策定後、速やかに次の書類により申請してください。 

１ 交付申請書 

２ 事業計画書 

３ 収支予算書 

４ 補助事業者の団体調書 

５ 誓約書 

６ 補助事業者の団体概要に関する書面 

 (1) 共通 

・会員名簿（役員の記載のあるもの） 

  ・団体の定款・会則 

  ・団体の予算・決算等の収支状況が分かる書面 

 (2) 特定非営利活動法人 

  ・特定非営利活動団体認証書の写し等 

 (3) 法人格を有する中小企業者 

  ・法人の登記を証する書面（履歴事項全部証明書の写し等） 

７ 事業実施場所等を示した地図 

  ・事業実施場所や施設設置場所及び事業実施場所の周囲１㎞ 



  程度の範囲の営業店舗を示した地図 

８ 施設の仕様に関する書面 

  ・仕様図、平面図等 

９ 事業経費の積算に関する書面 

 ・見積書等の積算書類（委託契約、工事請負契約及び１件５０

万円以上の契約の場合） 

１０ 法令許認可等が必要な場合の書面 

  ・許可書等の写し等 

１１ その他市長が必要と認める書類 

 

交付決定の

時期等 

 申請書類等の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以内

に、交付の可否、金額等を決定し、通知します。 

 

請 求 の 方

法、支払時

期等 

１ 実績報告書を提出し、補助金額が確定した後、次に書類により

請求してください。 

 (1) 補助金交付請求書 

 (2) 交付決定通知書の写し 

 (3) 補助金額確定通知書の写し 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払

います。 

 

対 象 事 業

が、変更、

中止又は廃

止となった

場合の手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、

市長の承認を得なければなりません。 

  (1) 補助事業に要する経費を変更（補助対象経費における１０％

以内の減額変更を除きます。）しようとする場合 

   (2) 補助事業の内容を変更（補助事業の目的及び効果に影響しな

い程度の軽微の変更を除きます。）しようとする場合 

   (3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

 ２ 変更を行う場合は、次の書類を提出してください。 

  (1) 変更承認申請書 

  (2) 変更事業計画書 

  (3) 変更収支予算書 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

３ 中止又は廃止を行う場合は、次の書類を提出してください。 

 (1) 中止（廃止）承認申請書 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 

変更等承認

決定の時期

等 

 変更等承認申請書を受理した日から３０日以内に、承認の可否を 

決定し、通知します。 

 

実績報告書

の提出 

１ 事業が完了した日から３０日以内又は翌年度の４月５日のい

ずれか早い日までに、次の書類により報告してください。 



 (1) 実績報告書 

 (2) 事業実績書 

(3) 収支決算書 

(4) 支出一覧表 

(5) 取得財産明細表（取得財産がある場合） 

(6) 支出に関する書類 

 ・領収書、口座振込書、通帳等の写し 

 (7) 契約に関する書類 

  ・契約書等の写し（委託契約、工事請負契約及び賃貸借契約等  

  で契約を締結している場合） 

 (8) 収入に関する書類 

・通帳、現金出納帳等の写し（事業による収入がある場合） 

 (9) 事業実施場所を示した地図 

 (10) 施設の仕様に関する書面 

  ・仕様図、平面図等 

 (11) 事業実施の写真 

  ・事業の実施状況及び施設の設置・改修に係る施行前、施工中、 

  施工後の状況が分かるもの 

 (12) 事業による成果物 

  ・宣伝用ちらし、ポスター、冊子、情報誌、報告書等の成果物   

  で添付が可能なもの 

 (13) その他市長が必要と認める書類 

２ 上記により提出された書類等の審査及び調査を行い、補助金額

を確定し、通知します。 

 

交付決定の

取消し又は

補助金の返

還 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されま

す。 

 (1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたと

き。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反した

とき。 

２ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなければ 

なりません。 

(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消された

場合 取消しに係る部分の金額 

(2) 交付を受けた補助金額が、交付の対象となる事業及び経費の 

  実績額に基づき積算し、確定した金額を超える場合 超える部

分の金額 

 

維持管理体

制の変更 

 補助事業者は、補助事業により取得したものについて、譲渡し、

交換し、設置場所を移転し、又は廃棄しようとする場合には、速や

かに市長の承認を得なければなりません。ただし、事業を実施した



年度の翌年度から５年間を経過した場合は、この限りでありませ

ん。 

様

式 

申請書等の

様式 

 

１ 交付申請書（様式第１号） 

２ 事業計画書（様式第２号） 

３ 収支予算書（様式第３号） 

４ 団体調書（様式第４号） 

５ 誓約書（様式第５号） 

６ 交付決定通知書（様式第６号） 

７ 変更承認申請書（様式第７号） 

８ 変更後の事業計画書（様式第８号） 

９ 変更後の収支予算書（様式第９号） 

10 変更承認通知書（様式第１０号） 

11 中止（廃止）承認申請書（様式第１１号） 

12 中止（廃止）承認及び交付決定取消通知書（様式第１２号） 

13 実績報告書（様式第１３号） 

14 事業実績書（様式第１４号） 

15 収支決算書（様式第１５号） 

16 支出一覧表（様式第１６号） 

17 取得財産明細表（様式第１７号） 

18 補助金額確定通知書（様式第１８号） 

19 補助金交付請求書（様式第１９号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


