
 
 

浜松市空き店舗等利活用事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 市長は、商店街の活性化及び商業の振興を図るため、空き店舗等へ出店する事業

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、浜松

市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号。 以下「規則」という。）及びこ

の要綱の定めるところによる。 

 

（定義）  

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

（１）商店街 小売業、飲食業、サービス業等の店舗が集まり、又は連なっている地域で

あって、商店会の存するものをいう。 

（２）商店会等 浜松市商店街の活性化に関する条例施行規則第２条に定めるところによ

り市長に届け出たものその他商店街の活性化を目的として組織し、及び活動している団

体であって、当該商店街において事業を営む者を１人以上含むものをいう。 

（３）市中心部 浜松市中心市街地活性化基本計画（平成２７年１月２２日内閣総理大臣

認定）において認定された別図の区域をいう。 

（４）空き店舗等 商店街又は市中心部内に存する建物の全部又は一部であって、貸主が

店舗等として貸し、又は売る意思があるものの、現に１か月以上借主又は買主が存しな

いものをいう。ただし、集合住宅（マンション、アパート等をいう。）の住居専用部分

を除く。 

（５）空き店舗等利活用事業 商店街の空き店舗等に新しく出店すること又は市中心部の

区域内の空き店舗等に新しく出店することをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）空き店舗等利活用事業を実施する事業者であること。 

（２）市税を完納していること。 

（３）納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴

収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があ

ること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

（１）暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」と

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

（２）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員等と密接な関係を有する者 

（４）前３号に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監

査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その

他の団体 

（５）前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体 

 

（補助対象事業） 

 第４条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業

（以下「補助事業」という。）とする。 

（１）出店する店舗の業種が、別表第１に掲げる業種のいずれかに該当すること。 

（２）商店街の空き店舗等に出店する場合にあっては、その商店会に加盟すること。 

（３）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小企

業者であること。 



 
 

（４）週３日以上営業する店舗であること。 

（５）店舗の面積が１，０００㎡以上の大型店内のテナントとして出店するものでないこ

と。 

（６）申請者が過去３年間に空き店舗等利活用事業費補助金の交付を受けていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としな

い。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業 

（２）特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業 

（３）公序良俗に反するおそれがあると認める事業 

（４）市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業 

（５）国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業、

又は受ける見込みのある事業 

 

（補助対象経費）  

第５条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費のうち、別表第２に掲げ

るものとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の２分の１以内の額(当該額に  

１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、別表第

２に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を限度とする。 

 

（交付の申請）  

第７条 空き店舗等利活用事業を実施しようとする者は、補助金の交付の申請をしよう

とするときは、補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

（１）空き店舗等出店概要書（第２号様式） 

（２）収支計画書（第３号様式） 

（３）出店する空き店舗等の登記事項証明書の写し 

（４）個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿謄本又は登記事項証明書の写し 

（５）市税納付・納入確認同意書（第４号様式） 

（６）納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税特別徴収

義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書（第５号様式） 

（７）暴力団排除に関する誓約書（第６号様式） 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの 

２ 原則として、交付申請書の提出は、事業開始前に行うものとする。ただし、市長が事

業開始前に申請することが困難であると判断した特別な事由に限り、事業開始後の申請

を行うことができる。 

 

（交付の決定及び条件）  

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金を交付す

べきであると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請者に対し、補助金交付

決定通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）補助金は、当該補助事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業の内容の変更又は経費の変更をする場合は、あらかじめ市長の承認を得な

ければならないこと。ただし、市長が軽微であると認める変更又は補助金額の２０％



 
 

以下の変更を除く。 

（３）補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報

告してその指示を受けなければならないこと。 

（４）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならないこと。 

（５）市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従う

こと。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、

市長の承認を受けなければならないこと。 

（７）補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する調査

に協力しなければならないこと。 

（８）補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合において

は、当該補助金交付の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は一

部に相当する金額を市に納付しなければならないこと。 

（９）第１４条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、同条第３項の規

定により期限を定めて当該補助金の返還の命令を受けた場合において、当該返還の期限

までに納付しなかったときは、規則第１８条の２の規定に基づき加算金又は遅延損害金

を市に納付しなければならないこと。 

（１０） 第１４条第３項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当

該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第

１８条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又

は未納額との相殺をすること。 

（１１）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件 

３ 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金を交付すべき

でないと認めたときは、当該申請者に対し、補助金交付不決定通知書（第８号様式）に

より通知するものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第９条 申請者が、補助金交付申請の取下げを行う場合は、補助金交付申請取下届出書

（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 交付決定通知書の交付を受けた後に取下げを行う場合は、交付決定通知書の交付を受

けた日の翌日から起算して３０日を経過する日までに、前項に規定する届出書を市長に

提出しなければならない。 ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 

３ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定

は、なかったものとみなす。 

 

（補助事業の変更等） 

第１０条 交付決定通知書の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、補助事

業の内容の変更又は経費の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なけ

ればならない。ただし、市長が軽微であると認める変更又は補助金額の２０％以下の変

更を除く。 

２ 前項の規定による承認の申請は、補助事業変更承認申請書（第１０号様式）により行

わなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると

認めたときは、補助事業者に対し、補助金変更交付決定通知書（第１１号様式）により

通知するものとする。 

 

（補助事業の実績報告） 



 
 

第１１条 空き店舗等利活用事業を実施した補助事業者は、補助事業完了の日から起算し

て３０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の３月３１日の

いずれか早い日までに、実施報告書（第１２号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

（１）収支決算書（第１３号様式） 

（２）補助事業を実施した状況が分かる写真 

（３）領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類（名宛人が申請者

と同一名義のものに限る。） 

（４）空き店舗等の賃貸借契約書、売買契約書その他当該空き店舗等を使用収益する権原

を設定する契約書の写し 

（５）商店会への加盟等に関する当該商店会との覚書の写し（第１４号様式）（商店街の

空き店舗等に出店する場合に限る。） 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に係る補助事業の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを

調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により確定した補助金の額を、補助事業者に対し、補助金交付額

確定通知書（第１５号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の請求）  

第１３条 前条第２項の補助金交付額確定通知書の交付を受けた補助事業者は、市長に対

し、請求書（第１６号様式）により補助金を請求することができる。 

 

（交付決定の取消し等）  

第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第８条第１項の規定

による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（２）補助金の交付の決定の内容、これに付した条件又はこの要綱に基づく指示その他法

令若しくはこれらに基づく市長の処分に違反したとき。 

（３）第３条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

（４）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（５）補助金の交付を受けてから原則として６か月以内に営業を開始しないとき、若しく

は１年以内に当該事業を廃止し、又は当該店舗を移転したとき。  

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。  

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事

業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対

し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。  

４ 市長は、第１項の規定よる交付決定の取消し及び前項の規定による補助金の返還命令

を決定したときは、補助事業者に対し、補助金交付決定取消通知書及び返還命令書（第

１７号様式）により通知するものとする。 

 

（加算金及び遅延損害金）  

第１５条 補助事業者は、前条第３項の規定による補助金の返還の命令を受けたときは、

規則第１８条の２第１項の規定に基づき加算金を市に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還の請求を受け、これを納期限までに納付しなかったとき



 
 

は、規則第１８条の２第４項の規定に基づき遅延損害金を市に納付しなければならない。 

 

（公表）  

第１６条 市長は、補助事業の概要その他第１条の目的を達成するために必要な事項を公

表することができる。 

 

 （その他）  

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度から令和５年度までの補助金

に適用する。  



 
 

別図（第３条関係）  

平成２７年１月２２日内閣総理大臣認定「浜松市中心市街地活性化基本計画認定区域」 

２２０ha 

 
  



 
 

別表第１（第４条関係） 

対象業種一覧 

大分類 中分類 小分類 

小売業 各種商品小売業 いずれが主たる販売商品であるかが判別できな

い事業所 

織物・衣類・身の回り品小

売業 

呉服、服地、衣服、寝具、靴、帽子、洋品雑

貨、小間物、その他身の回り品を小売する事業

所 

飲食料品小売業 野菜、果実、食肉、鮮魚、酒、菓子、パン、そ

う菜、乾物、その他飲食料品を小売する事業所 

機械器具小売業 自動車、自転車、電気機械器具、電気事務機械

器具、それらの部分品、付属品を小売する事業

所 

その他の小売業 家具、金物、医薬品、化粧品、書籍、文房具、

スポーツ用品、娯楽用品、楽器、時計、その他

商品を小売する事業所 

飲食 

サービス

業 

飲食店 食堂、レストラン、専門料理店、居酒屋、喫茶

店等 

持ち帰り飲食サービス業 飲食することを主たる目的とした設備を有さ

ず、客の注文に応じその場所で調理した飲食料

品を持ち帰る状態で提供する事業所 

生活関連 

サービス

業 

洗濯・理容・美容・浴場業 クリーニング業、理容店、美容室、銭湯業、エ

ステティック業、リラクゼーション業、ネイル

サロン、その他身の回りの清潔を保持するため

又は心身のリラックス並びにリフレッシュを促

進するためのサービスを提供する事業所 

娯楽業 映画館、劇場、スポーツ施設 

教育、 

学習支援

業 

その他の教育、学習支援業 学習塾、教養・技能教授業（音楽、書道、生

花・茶道、そろばん、英会話、スポーツ等） 

備考 対象業種は、統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類を参

考とする。 

 

その他 上記に属するもののほか、リノベーションスク

ールで提案され、かつ、特に市長が認めたも

の。 

 

  



 
 

別表第２（第５条関係） 

補助対象経費 内    容 補助金限度額 

空き店舗等契約に係

る初期費用等 

(1) 前払い家賃(契約時に一括して前払 

いするものに限る。) 

(2) 敷金 

(3) 礼金 

(4) 保証料 

(5) 不動産購入経費 

５０万円 

空き店舗等建築改装

費 

(1) 床工事 整備に係る経

費（作業経

費、設備機器

経費を含

む。） 

５０万円 
(2) 天井工事 

(3) 壁・間仕切壁・窓・ 

出入口工事 

空き店舗等設備改修

費 

(1) 電気設備工事 整備に係る経

費（作業経

費、設備機器

経費を含

む。） 

５０万円 
(2) 空調・換気設備工事 

(3) 給排水衛生設備工事 

(4) ガス設備工事 

 

備考 

 １ 不動産の仲介手数料を除く。 

２ 補助金の交付を申請した年度内に契約したものに限る。 

３ 領収書又は支払いを証する書類（名宛人が申請者と同一名義のものに限る。）が提

出できない経費は、補助対象経費から除外する。 


