
平成２９年度第２回さいたま市商業等振興審議会

日時：平成３０年１月２４日（水）午前１０時３０分から

場所：議会棟２階 第７委員会室

次  第

１ 開 会

２ 委員及び事務局紹介

３ 委員長・副委員長選出

４ 議 事

① さいたま市商店会連合会からの要望書について

② さいたま市空き店舗活用地域コミュニティ活性化推進事業補助

金交付要綱に基づく事業計画の認定について 

５ その他

６ 閉会



さいたま市商業等振興審議会委員名簿 

№ 職 氏名 職業 

１ 委員 江田 元之 
(一社)埼玉県中小企業診断協会

専務理事 

２ 委員  近藤 美恵子 
経営コンサルティング事務所 

代表 

３ 委員 松野 英子 
㈱ショッパー社  

編集課 

４ 委員 大郷 恒吉 
さいたま市商店会連合会 

会長 

５ 委員 日野 俊彦 
さいたま市商店会連合会 

副会長 

６ 委員 田中 泰治 
さいたま市商店会連合会 

副会長 

７ 委員 佐野 隆一 
㈱髙島屋大宮店  

副店長 

８ 委員 川井 通孝 
㈱パルコ浦和店 

総務担当店次長

９ 委員 金子 俊夫 公募委員 

10 委員 岩瀬 千潮 公募委員 

11 委員 吉沢 浩之 さいたま市経済局長 



資料１



商店街照明施設等維持管理補助事業 １９，２００千円（H29年度予算額）

商店会が維持管理している街路灯など照明施設の電気料金の一部を支援するもの。
補助率：１／２ 補助限度額：１００万円

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
平成２９年度
（予算額）

決算（予算）額 ２７，１３３千円 ２１，８７０千円 １５，４８９千円 １９，２００千円

実施商店会数 １２３団体 １２３団体 １１９団体 １２４団体

1

商店街環境整備補助事業 ２６，５７０千円（H29年度予算額）

商店街のにぎわい創出や顧客の利便性向上のため、街路灯の新設やＬＥＤ化、防犯カメラの設置な
ど共同施設を整備する商店会に対して支援するもの。
１ 施設の新設 補助率：１／２以内 限度額：２，０００万円
２ 施設の改修 補助率：１／３以内 限度額：１，０００万円
３ 街路灯のＬＥＤ化 補助率：１／２以内 限度額：灯具改修８００万円／ランプ交換５００万円

（平成２１年度より開始）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
平成２９年度
（予算額）

決算（予算）額 ２２，９７４千円 ４，６００千円 １５，０７３千円 ２６，５７０千円

実施商店会数 ８団体 ２団体 ６団体 １２団体

資料２要望事項に係る本市の補助制度について



商店街活性化キャンペーン事業補助金

平成２７年度 平成２８年度
平成２９年度
（予算額）

決算
（予算）額

６０，０００千円 ６０，０００千円 ６０，０００千円

実施方式 応募ハガキ 応募ハガキ 応募ハガキ

総事業費 ６３，４０１千円 ６３，０２０千円 －

参加店舗 １，５０１店舗 １，６９７店舗 １，６２８店舗

実施期間 ３８日間 ４２日間 ３８日間

発行枚数 ２４８万枚 ２１５万枚 ２００万枚

応募件数 ４５２，７８１件 ４９９，１６１件 ４７４，１１７件

経済効果 ３９７，８２０千円 ４２１，８７１千円 －

市内地域経済の活性化を目的にキャンペーン事業を実施する団体を支援するもの。
【事業内容】
平成２９年度においては参加店舗でのお買物６００円ごとに、海外旅行や人気家電など豪華賞品が当たる
応募はがきを１枚進呈。2017ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムに関連して早期特典を用意。

２



防犯カメラ 街路灯 LED 電気料補助

さいたま市

補助率：1/2以内
【新設】
限度額：2,000万円（21万円/
基）
【改修】
限度額：1,000万円
※ランプ交換
限度額500万円(6万円/灯)
※灯具等の改修
限度額800万円(9万円/灯)

1/2以内（限度額100万円）

札幌市
補助率：2/3以内
限度額：200万円
※新設のみ

補助率：1/3以内
限度額2.4万円
※高圧ナトリウム灯

補助率：1/2以内
限度額：2.6万円

商店街：40％
町内会：60％
※いずれも上限額なし

仙台市

千葉市

（工事請負費（設置））
補助率：2/3以内
補助額：2,000万円
（修繕料）
補助率：1/2以内
補助額：1,000万円

管理費補助金
対象経費：街路灯の電気料
補助率：75％

横浜市
補助率：50%
補助限度額：500万円
※整備計画の認定が必要

補助率：14万円／基（新設）
補助率：６万円／基（改修）
補助限度額：500万円
但し工事費の75％が上限
※整備計画の認定が必要

補助率：50%
限度額：３万円／基（街路
灯）
限度額：２万円／灯（アー
ケード、アーチ、片アーチ）
補助限度額：500万円
※整備計画の認定が必要

LED：1/2（限度額50万円）
LED以外：1/3（限度額50万円）
※年5回以上の防犯パトロール実施が補助の条件

川崎市

補助率：25%以内
【法人団体】
限度額：800万円
【任意団体】
限度額：300万円

補助率：25%以内
【法人団体】
限度額：800万円（6.25万円/基）
【任意団体】
限度額：300万円（6.25万円/基）

補助率：1/2以内
【新設】
限度額：800万円（20万円／
基）
【改修】
限度額：600万円（7.5万円／
灯）※灯数に対して補助

電気料補助ではなく管理費補助として、４月利用分
の電気料支払実績より算出した経費の６／１０を限
度

相模原市
補助率：30％
限度額：500万円

LED等高効率街路灯：90％以内
高効率街路灯以外：70％以内

新潟市
1/3以内（限度額50万円）
※ＬＥＤのみ

静岡市

浜松市

京都市
補助率：2/3以内
限度額：300万円

商店街の規模、設置灯数などに応じて、毎年度予算
の範囲内において市長が別に定める。

大阪市

堺市 1/3以内（限度額30万円）

神戸市 2,000円/灯

岡山市

広島市
LED：1,800円/灯
LED以外：2,600円/灯

北九州市
補助率：50％
限度額：500万円以内

福岡市
九州電力(株)との公衆街路灯契約があれば補助可
10W 1,000円/灯・20W 1,300円/灯
40W 1,800円/灯・60W以上 2,400円/灯

熊本市
20％以内（予算の範囲内）
※アーケードの動力に係る対象電気料の場合は10％
以内

政令指定都市　施設整備支援等一覧

【新設】
補助率：1/2以内
限度額：2,000万円（14万円/基、30基まで）
【改修】
補助率：1/3以内
限度額：1,000万円

補助率：1/2以内（県1/4、市1/4)
限度額：2,000万円(県1,000万円、市1,000万円)
※新規の街路灯設置については原則として他の施設と一体的に整備されるものに限る。

（設置補助金）
対象経費：街路灯の新規設置費用
補助率：2/3（補助額上限は16万円）
（修理費補助金）
対象経費：街路灯の修理費用（基礎工事、塗装工事、LEDからLEDの
電球交換、LED化するための電球交換に限る）
補助率：1/2（補助額上限は、基礎工事2万円、塗装工事1万円、LED
からLEDの電球交換1万5千円、LED化するための電球交換2万5千円）

補助率：30%（拠点商業地は1/2以内）
限度額：2億円　　※ＬＥＤ化も同様

補助率：30%
限度額：1,000万円
※街路灯は30万円／基・水銀灯からＬＥＤへの交換のみは対象外

補助率：15％
限度額：1億円　※国の補助金との併用のみ補助対象となる
　　　　　　　（市単独での補助はしていない・県の補助なし）

【法人団体】
補助率：20%
限度額：2,000万円
【任意団体】
補助率：10%
限度額：1,000万円

補助率：対象経費の20％以下
限度額：4,000万円
※ＬＥＤ化も上記同様

補助率：１/３以内
限度額：１００万円
※ただし、県補助との併用活用の場合は補助率２／３、上限額は県補助の上限額に２を乗じて得
た額を限度とする。

補助率：新設は2/3以内、改修または撤去は1/2以内（街路灯のみ）
限度額：なし（ただし、街路灯の改修は１基当たり10万円、撤去は５万円が上限）
※街路灯の改修・撤去は、設置後10年以上経過したものが対象

補助率：1/2以内
限度額：1,000万円

補助率：15%（県補助の場合は40%）
補助限度額：100万円（県補助の場合は500万円）
　　　　　　うちハード事業にかかる補助限度額は40万円（県補助の場合は200万円）
※任意団体は除く・商店街活性化ソフト事業と同時に行うこと

補助率：1/3以内（国補助併用の場合は1/9以内）
限度額：200万円(国補助併用の場合は5,000万円)

補助率：1/4以内
限度額：1,000万円

【法人団体】
補助率：10％以内
限度額：300万円
【任意団体】
補助率：7％以内
限度額：300万円
※水銀灯からＬＥＤへの交換のみは対象外

法人団体：1/2以内
任意団体：1/4以内

補助率：20％
補助限度額：50万円
※補修・撤去のみ（新設不可）・任意団体も可・LED化は灯具の取
替え等の補修に伴う場合のみ可

名古屋市

補助率：1/3以内
限度額：600万円
※水銀灯からＬＥＤへの交換のみは対象外

補助率：2/3以内
限度額：600万円

資料３


