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※本書は、補助事業をより効率的に、かつ適切に実施していただくためのポイン

トや留意点を記したものです。関係者の皆様は一通り目を通すようにしてくだ

さい。 

○ 提出期限 

・認定申請書を令和３年３月５日までにご提出ください。 

 

○ 令和３年度の注意点 

・補助対象期間内に支払われた費用のみ補助対象となります。 

・効果測定の実施が必須となりました。 

・「商品開発モデル支援枠」は単年度型、３年計画型に集約しました。ただし、団体と

してのみ利用できます。 

・支払いの根拠となる資料として領収書の他、原則、支払い内容の分かる請求書を添

付してください。（ただし、報償費、アルバイト代を除く。） 

・消耗品を購入した場合は領収書に補助事業のみに使用した旨を記載し、代表者によ

りサインをしてください。 

・クレジットカードによる支払いは、領収書に補助事業にのみ使用した旨を記載し、

代表者がサインをしてください。 

 

○ 提出・問い合わせ先 

神戸市経済観光局商業流通課 

〒６５１－００８７ 神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号三宮ビル東館４階  

T E L：０７８－９８４－０３４６ 

F A X：０７８－９８４－０３４５ 

E-mail：shogyo@office.city.kobe.lg.jp 

 

mailto:shogyo@office.city.kobe.lg.jp
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１．事業の趣旨 

  商店街・小売市場は、商品・サービスの提供の場であるとともに、地域の安全・安心や地

域住民の交流の場など、地域の生活面における様々な役割が期待されています。 

一方で、商店街・小売市場にはその地域ならではの課題やニーズがあり、これらに対応し

ていくためには、各地域の特色・個性を伸ばす仕掛けづくりや取組みが必要となります。 

商店街・小売市場等の団体が「集客力向上・売上向上・地域課題解決」をめざして自ら企

画・提案する事業をまとめて支援することで、地域の個性を活かしたまちの魅力とにぎわい

の創出をはかります。 

 

２．補助金交付規則・要綱の確認 

  補助事業は、神戸市補助金等の交付に関する規則（以下「補助金規則」という。）及び神

戸市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に則して実施する必

要がありますので、補助金規則・要綱をしっかりと確認してください。補助金規則、要綱に

ついては、ホームページをご覧いただくか、商業流通課までお問い合わせください。 

 

３．不正・不当な行為に対する処分 

補助事業者は適正に事業を実施する必要があります。不正・不当な行為に関しては、補助

金規則に基づき、以下のような処分が定められています。 

○ 交付決定等の取消 

○ 補助金の返還 

○ 加算金及び延滞金の賦課 

○ 本補助金及び他の補助金等の一時停止 

 

４．計画的な資金繰り 

補助金は事業完了後の支払いとなります。事業を実施する場合、資金計画を立てていただ

く必要があります。 

 

５．補助事業の会計処理 

補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳票類（見積書・発注書・納品書・請求

書・領収書等）は、常に整備し、管理する必要があります。 

保存期間は、補助事業等を完了し、補助金の支出が行われた日の属する年度（４月１日か

ら翌年の３月３１日まで。）の翌年度から起算して５年間です。 

また、補助事業にかかる備品台帳と資産台帳を備え、その処分制限期間内は保存してくだ

さい。 

Ⅰ．事業実施にあたって 
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１．対象団体 

市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体 

 

２．対象事業 

事業例 内  容 

賑わいイベント 
・地域の賑わいづくりや集客拡大のために商店街・小売市場等が行うイベント 

例） 季節のまつり、イルミネーション、ＳＮＳ加入促進キャンペーン etc 

個店の強化 

・個々の店舗への誘客を通じて商店街・小売市場全体の活性化を図る取組み 

・個店の魅力を発信する取組み 

例） まちゼミ、一店逸品運動 etc 

組織強化 

計画策定 

・商店街・小売市場の将来を見据えた人材育成・計画策定の取り組み 

例） 勉強会、マーケティング調査 etc 

魅力発信 
・商店街・小売市場の情報・魅力を発信する紙媒体やデジタル媒体等を作成・発行する取り組み 

例） ガイドブック、マップ作成、ホームページ作成、アプリ etc 

空き店舗活用 
・空き店舗を活用した地域商業活性化の取り組み 

例） 店舗誘致、店舗継承 etc 

キャッシュレス化 
・キャッシュレス決済の導入 

例）キャッシュレス決済端末の導入、キャッシュレス決済端末の周辺機器の導入 etc 

その他 ・上記類型に該当しないもののうち、地域商業の活性化に資すると市長が認める取組み 

 

    ※マーケティング調査について 

     単にマーケティング調査をするだけでは、補助の対象とはなりません。必ず調査結果を

踏まえた考察とそれに基づく計画策定などをセットで行ってください。 

※キャッシュレス化について 

各店舗にキャッシュレス決済端末や周辺機器を導入する場合補助対象金額は、１店舗に

つき１万円を上限とします。 

※宅配事業は、原則、販路拡大事業枠をご利用ください。 

３．補助率・補助限度額  

補助率 補助限度額 

２分の１以内 １００万円 

※千円未満の端数切り捨て。 

  ※補助対象経費から、国・兵庫県等の助成金を控除した額に対して、上記、補助率・補助

限度額により予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

 

Ⅱ．支援内容 
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１．提出締切 

 令和３年３月５日（金）までに、認定申請書をご提出ください。 

２．提出書類一覧（書類は、原則としてＡ４サイズに統一してください。） 

認定申請のとき 

 

①認定申請書（様式３－１） 

②事業概要書（単年度型）（様式３－３） 

③収支予算書（様式３－８） 

④その他参考となる資料 

以下の資料は初めて当補助金を使用する団体のみ申請時に提出し

てください。 

⑤団体の概要が分かる資料（定款または会則等） 

⑥構成員名簿 

事業の変更・中止のとき 
①変更等承認申請書（様式６） 

②変更内容が分かる資料 

交付申請のとき 

事業完了日から 

３０日以内もしくは、 

令和４年３月３１日（木） 

のいずれか早い日までに、交

付申請書をご提出ください。 

①交付申請書（様式８） 

②実績概要書（単年度型）（様式８－３） 

③収支決算書（様式８－７、８－７－２、８－７－３） 

④収入のわかる資料（領収書（写）等） 

⑤支払いの根拠となる資料（領収書（写）等） 

⑥実施内容が分かる資料（状況写真、広報印刷物など） 

⑦効果測定の内容がわかる書類（アンケートの集計表等） 

⑧当該補助金を利用して増えた資産・備品を記載した台帳の写し 

⑨その他参考となる資料 

⑩団体の概要が分かる資料（定款または会則等） 

⑪構成員名簿 

※⑩と⑪は、同一年度内に、既に商業流通課へ提出されている 

場合、提出の必要はありません。 

補助金請求のとき 
①交付請求書（様式１３） 

②振込先口座の通帳（写） 

※見積書について 

１契約で、1０万円（税込）を超える見込みがある場合は、契約前に必ず２者以上の見積合わ

せを実施してください。見積合わせは、見積もり対象が同じもののみで比較してください。

交付申請時に、２者以上の見積書をご提出ください。 

ただし、出演者等にかかる報償費については、２者以上の見積合わせは必要ありません。 

Ⅲ．補助金申請の手続き 
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３．注意事項 

（１）事業着手は「認定通知日」以降に、事業完了は「終了予定日」までに 

① 補助金の対象となるのは「認定通知」があった日以降に行う事業です。それ以前に着

手（発注・支払等）した経費は補助対象外となります。 

② 認定申請書に記載された「終了予定日」までに、支払行為を含む全ての事業を完了さ

せてください。 

 

 

 

 

 

（２）報告等が必要な項目 

補助事業の実施に当たっては、Ｐ６の補助金申請の手続き（フロー図）に沿って進

めますが、以下の事項については、報告等が必要となりますので、ご注意ください。 

① 事業内容の変更 

補助事業として認定を受けた内容以外のことを行うことはできませんが、やむを得

ず変更が必要な場合は、すべてにおいて必ず事前に当課へ相談のうえ、必要な指示を

受けてください。  

ア）補助事業について、事業内容に関する「重要な変更」を行おうとする場合は、市

の変更承認を事前に得ることが必要です。 

＜「重要な変更」の例＞ 

・補助目的及び事業効果に影響のある事業計画の変更である場合 

・事業の「終了予定日」を延長する場合 

※「重要な変更」に該当するかどうか、必ず事前に当課へご相談ください。 

イ）以下の場合は、「軽微な変更」として取り扱い、市の変更承認等を得る必要はあ 

りませんが、事前に当課へ報告が必要です。 

・事業の「開始予定日」を早める場合（認定通知日以降に限る） 

・事業の「終了予定日」 を短縮する場合 

・補助目的及び事業効果に影響のない事業計画の変更を行う場合 

②事業の中止 

ア）補助事業を、やむを得ず中止する場合には、速やかに当課へご相談ください。 

４．書類提出先 

神戸市 経済観光局 商業流通課 

住 所：神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号 三宮ビル東館４階 

電 話：０７８－９８４－０３４６ ＦＡＸ：０７８－９８４－０３４５ 

・「事業着手」は、発注・物品購入等を行った状態をいいます。 
・「事業完了」は、全ての支払行為が完了した状態をいいます。 
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手続きの流れ 

申 請 団 体 神 戸 市 

要件審査 
提 出 

 

適 当 

通 知 

 
内容審査 

交付決定通知書 

適当 

通 知 

交付請求書  
補助金支出手続 

提 出 

補助金交付 

認定通知書 事業の着手 

提 出 

 

認定申請書類一式（P.４） 

 

交付申請書類一式（P.４） 

適 当 

内容審査 

承認通知書 

Ⅳ．補助金申請の手続き（フロー図） 

事業の完了 

変更等承認申請書 
提 出 
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１．「単年度型」について 

｢単年度型｣を利用して毎年同じ目的・内容の事業を実施する場合は、「昨年度 
からの工夫、改善点、新しい取り組み」などを取り入れるよう努めてください。 
 

 

 

○補助対象経費 

 経費科目 対象範囲 

報償費 
・講師やアドバイザー、出演者等への謝金  

・講師やアドバイザー、出演者等への謝礼に相当する粗品代など 

旅費 
・専門家の派遣や補助対象団体の役職員の出張に対する旅費 

（公共交通機関にかかる実費のみ対象。タクシー代は対象外。） 

消耗品費 
・事務用品等消耗品に要する経費 

（１品２万円未満又は耐用年数１年未満のもの） 

印刷製本費 ・文書、図面、パンフレット、冊子等の印刷代 

広報費 ・チラシ、HP 制作（HP の維持管理費を除く。）、新聞折り込み広告料など 

通信運搬費 ・郵券代、運送契約等の運搬に要する経費など 

委託料 ・業務委託契約に基づく経費 

使用料 
・施設の使用料、物品の使用料・リース料 

・光熱水費（イベント時等の一時的なものに限る。） 

賃借料 ・空き店舗等の賃借料（共益費・光熱水費を除く。） 

工事費 

・店舗ファサードや空き店舗等の内外装設備工事費など（設備については据

付工事が必要なもののみ対象。行政機関の許認可に係る手数料及びその

代行手続き費を含む。） 

（ただし、代行費については、補助団体関係者が行うものは対象外） 

雑役務費 
・短期、臨時のアルバイト代（１人 8,000 円/日まで）、その他請負費など 

（ただし、補助対象団体の構成員に対するアルバイト代は対象外） 

その他 ・市長が特に必要と認める経費 

※以下の経費については、当該事業の目的を達成するために著しく効果があると認められる場合に限り補助対象経費とする。 

備品購入費 キャッシュレス決済導入にかかる事業のみの使用が証明できるもの 

原材料費 

新商品の試作品開発に伴う原材料にかかる経費のみ 

 (注１)補助対象となるのは、試作品の生産に必要な経費のみ。購入する原

材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業完

了時には使いきることを原則とする。未使用分に相当する価格は、補助対象

外。 

(注 2)原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿（「受払簿の

記載例」を参照）を作成し、その受け払いを明確にしておくこと。 

（注３）試作品開発の経過がわかるもの（写真）を残しておくこと。 

試作品開発の経過を確認する場合があります。 

Ⅴ．補助金申請のルール 

Ⅵ．補助対象経費等 
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１．収入について 

補助事業にかかるすべての収入を交付申請の際に収支決算書に記載してください。 
・協賛金、広告費、出店料は必ず領収書を添付してください。 
・売上金については、売上の明細が分かる根拠書類を提出してください。 

 

２．有効な領収書等について 

（１）領収書の必要事項（原則、支払い内容の分かる請求書を添付してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  受領日 ：事業期間内の日付のもののみが対象、請求書の請求日についても同様 

②  宛名  ：商店街等の団体宛または商店街等の代表者宛 

③  但し書き：支払いの内容がわかる品名等の記載（但し書の記載等）及び、支払いの内容

のわかる請求書の添付 ※報償費及びアルバイト代を除く。 

④  受領者名：受取人の住所・会社名（氏名）押印（アルバイト代の場合は、押印の代わり 

に自筆のサインでも可） 

×補助対象外経費 

 当該事業用であることが特定できない経費 

補助対象団体の構成員に対する謝礼、記念品等 

金券、賞品、景品、粗品の購入費（イベント出演者等への謝礼に相当する経費は補助対象とする。） 

補助対象団体の構成員に対する飲食に係る経費 

商品券等のプレミアム部分の経費 

空き店舗の賃借契約に係る権利金（礼金）、保証金（敷金） 

消費税 

領収書等の支払根拠書類がないもの 

清掃費（日常管理的なもの） 

委託料に含まれる上記経費 

宅配にかかる委託料、使用料、賃借料、雑役務費 

領 収 書 

令和○年○月○日 

○○商店街振興組合 理事長 △△ 様 

 

金 １０，０００ 円 

但し、○○イベント（○月○日）ステージ出演料として 

 

神戸市△△区◇◇１２３－４ 

神戸 太郎  印 

① 
② 

③ 

④ 

収入 
印紙 

（補助事業に関する注意事項） 

補助対象経費は、補助金認定通知後、補助対象期間内に補助事業に対して支出する（実際

に支払が行われる）費用に限られます。認定通知前に支出（発注を含む）した費用や、補助

対象期間を過ぎて支出（手形決済を含む）した費用は補助対象外となりますので、ご注意く

ださい。 
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（２）銀行振込の必要事項 
・金融機関の受付印のある振込依頼書 
・補助対象経費の請求書（内訳が記載されているもの） 

（３）消耗品等を購入した場合のレシートについて 
・宛名の記載がない場合でも、品目の詳細が印字されており、実績報告の収支決算書の内

容等と齟齬がないものについては、認める場合もあります。ただし、補助事業のみに使

用した旨の記載をし、代表者がサインをしてください。 
（４）代引きでの支払いについて 

・発注先からの領収書が発行されていても、代引きで支払っている場合は、運送会社の受

領書の提出が必要です。 
（５）クレジットカードやスマートフォン等での支払いについて 

・クレジットカードやスマートフォン等での支払いの場合は、必ず領収書をもらい、補助

事業のみに使用した旨を記載し、代表者がサインをしてください。 
・原則、支払いは団体が行うこととしていますので、個人のクレジットカードなどで立て

替えることは避けてください。やむを得ず、個人のクレジットカードで支払う場合でも、

代表者や役員など団体の会計担当者に限ります。 
・購入した現物の添付もしくは、写真を添付してください。 

（６）インターネットバンキングでの支払いについて 
・インターネットバンキングでの支払いの場合は、送金結果がわかる資料および通帳の写

し（または、領収書）を提出してください。 
 

３．委託料について 

・業務委託契約書が必要です。委託内容・委託期間・委託金額等が記載され、契約者双方

の押印がされたものの写しを提出してください。 
・委託期間については、補助事業期間内としてください。 
・委託契約は、補助事業にかかるものだけの契約にしてください。 
・委託料の請求には、必ず明細が必要で、「一式」は不可です。 
・アルバイト代も含めて委託する場合、１人あたり 8,000 円／日までが対象経費です。 
・委託料の中に含まれる補助対象外経費については、対象外となります。 
【対象外経費の例】 
・景品、粗品、夏祭り・もちつき大会等の材料費（綿菓子・金魚すくい・スーパーボール・

もち米等）、広報用のうちわ、ティッシュ、体験教室の材料費など 
 

４．広報物及び印刷物等について 

・商店街・小売市場やそのお店を紹介する冊子やパンフレットやマップ（売り出しやセー

ルのチラシは除く）は対象です。 
・補助金を活用し、広報物を作成する場合は、地域商業活性化支援事業補助金を活用して

いる旨を広報物に記載してください。 
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５．実施内容が分かる資料について 

（１）機材機器レンタル及び会場設営 

・内訳が記載された請求書と写真の提出が必要です。 
（２）イベント出演者への謝礼 

・写真及び出演スケジュール（チラシ等）の提出が必要です。 
 ※出演スケジュールがあれば、いずれかの出演者の写真でも可。 

（３）警備費（警備会社によるイベント警備など） 
・警備会社の請求書及び領収書が必要です。 

（４）備品購入 
・備品の写真及び当該補助金を利用して増えた備品を記載した台帳の写しが必要です。 
・備品とは「１品２万円以上または耐用年数１年以上のもの」で神戸市の備品の区分に定

められるもの（机、椅子等）を指します。 
（５）資産の取得等 

・補助事業により財産を取得した場合、または効用を増加させた場合は、当該補助金を利

用して増えた資産を記載した台帳の写しの提出が必要です。 
（６）広報物及び印刷物等について 

・印刷物は実物を提出してください。（特別な理由があり実物がない場合は、印刷物の写

真を提出してください。） 
・印刷物等のデザインを委託した場合は、納品されたデータを印刷し、提出してください。 
・ホームページやアプリを開発した場合は、業者が作成した取扱説明書や仕様書を提出し

てください。 
（７）SNS による広告（クリック課金広告含む）について 
  ①見積書 
    予算をいくらで計上していたのかが確認できる管理画面や操作履歴画面などを提出

してください。 
  ②発注 

    広告登録日が確認できる管理画面や操作履歴画面などを提出してください。発注は補

助期間内に行ってください。 

  ③納品・完了・検収 

    広告がいつからいつまで掲載され、その広告に対し発生する費用の分かる管理画面を

提出してください。 

  ④請求書、領収書 

    請求明細書や支払い明細書を提出ください。補助期間内に支払ったことの分かる領収

書を提出してください。 

  ⑤掲載広告の写真等 

    広告の掲載イメージ、広告のサイト画面などを提出してください。 
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補助金の交付の対象となる事業を実施する団体（以下「補助団体」）は、必ず補助事業の効

果を測定するためいずれかの効果測定を実施してください。（１）～（３）は全ての事業に対

して選択していただけますが、事業内容等によっては、（４）～（８）の効果測定も選択でき

ます。 
なお、事業効果の測定を行わなかった場合、補助金は交付されません。 

 

１．効果測定の方法 

（１）来店者数調査（来店者数とは、レジ通過数（購入者数）をさします。） 
・補助事業実施前、実施後の各１日の、団体に所属する各店舗における来店者数を調査し 
てください。 

・調査は、補助事業実施日でない平常時に行ってください。 
・調査の条件（平日・休日の別、時間、場所、対象者等）は、補助事業実施の前後で変え 

ないでください。 
・回答は、補助事業実施前比（減少、変化なし、５％未満増、５％以上～10％未満増、10％

以上増）の選択式で行ってください。 
※別紙１、２アンケート参照（P.13、P.14） 

 
（２）歩行者通行量調査 

・補助事業実施前、実施後の各１日の歩行者数を調査してください。 
・調査は、イベント等を実施していない平常時に行ってください。 
・調査の条件（平日・休日の別、時間、場所、対象者等）は、補助事業実施の前後で変え

ないでください。 
 
（３）売上高調査 

・補助事業実施前、実施後各１週間の、団体に所属する各店舗における売上高を調査して

ください。 
・回答は、補助事業実施前比（減少、変化なし、５％未満増、５％以上～10％未満増、10％

以上増）の選択式で行ってください。 
※別紙３、４アンケート参照（P.15、P.16） 

 
（４）組合店舗数調査、賛助会員店舗数調査 

・補助事業実施前、実施後の組合店舗数、賛助会員店舗数を調査してください。 
※組合員および賛助会員を増やす取り組みを行った場合のみ選択可 

 
（５）カード会員数調査 

・補助事業実施前、実施後のカード会員数を調査してください。 
※商店街・小売市場共通カードがある場合のみ選択可 

 
（６）配達件数調査 

・補助事業実施前、実施期間中、実施後の配達件数を調査してください。 
  

Ⅶ．効果測定 
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（７）HP、SNS 等閲覧数調査 
・補助事業実施前、実施後の HP、SNS 等の閲覧数を調査してください。 

   ※HP、SNS に関する取り組みを実施した場合のみ選択可 
 
（８）その他 

・（１）～（７）による効果測定により、事業実施の効果が測定しがたい場合は、申請前に

効果測定の方法を地区担当者に相談してください。 
 
２．効果測定結果の報告  

補助団体は、上記の効果測定の結果について、交付申請時に市へ報告してください。 
※なお、事業効果の測定を行うための経費は、補助の対象となります。 

 
３．既存の効果測定結果の利用 

補助団体が、前年度に上記効果測定を実施している場合は、前年度の補助事業実施後の効

果測定結果を、その翌年度の補助事業実施前の効果測定結果として利用することができます。 
 
４．効果測定結果等の保存 

補助団体は、効果測定の概要（調査日、時間、場所、対象者、アンケート票等）及び効果

測定結果を記録し、帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類とともに補助金の支出が行われた

日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存してください。 
 

 
１．調査 

地方自治法第 221 条第２項及び規則第 25 条に定める調査のほかに、当補助金要綱に基づい

て、法令、条例又は要綱に違反していないか、補助事業の内容が適正であるか確認するため、

毎年、数団体の帳簿や証拠書類を調査します。 

（１）本調査は、補助団体の任意の協力を得て行われるものです。  
（２）本調査については、補助団体はいつでも拒むことができます。  

（３）本調査は、神戸市から委託を受けた者により実施されます。 

 
２．財産処分の制限について 

・財産処分の制限の期間内に補助金の目的に反して使用、譲渡、取壊し、廃棄等をした場合

は、補助金を返還しなければなりません。 
・処分を制限された所得財産を処分しようとするときは、財産処分承認申請書（様式 17）を

提出し、補助金財産処分承認通知書により承認を得る必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅷ．その他注意事項 
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別紙１ 
団体集計用 

 
「神戸市地域商業活性化支援事業」の効果測定（来店者数調査）に関するアンケート 

 
 

団体名 （             ） 
組合員数（             ） 
回答数 （             ） 

 
各店舗用のアンケートの集計結果を下記に記入ください。 
 
１．地域商業活性化支援事業を活用した事業を実施する前後※1で、１日当たりの来店者数※2に変化はあ

りましたか。 

□減少    □変化なし   □５％未満増  □５％以上～10％未満増 □10％以上増 
（   ）店 （   ）店  （   ）店  （   ）店      （   ）店 
 
※１ 実施前  令和  年  月  日時点 
   実施後  令和  年  月  日時点 
 
※２ 来店者数とは、レジ通過数（購入者数）をさします。 
 

その他、気がついた点やご意見等あれば、お聞かせください。 
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別紙２ 
個店用 

 
「神戸市地域商業活性化支援事業」の効果測定（来店者数調査）に関するアンケート 

 
 

店舗名（              ） 
 

神戸市地域商業活性化支援事業の効果の測定のため、下記の質問の該当する欄にチェックをつけてく

ださい。 
 
１．地域商業活性化支援事業を活用した事業を実施する前後※1で、１日当たりの来店者数※2に変化はあ

りましたか。 

□減少  □変化なし  □５％未満増  □５％以上～10％未満増 □10％以上増 
 
※１ 実施前  令和  年  月  日時点 
   実施後  令和  年  月  日時点 
 
※２ 来店者数とは、レジ通過数（購入者数）をさします。 
 

その他、気がついた点やご意見等あれば、お聞かせください。 
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別紙３ 
団体集計用 

 
「神戸市地域商業活性化支援事業」の効果測定（売上高調査）に関するアンケート 

 
 

団体名 （             ） 
組合員数（             ） 
回答数 （             ） 

 
各店舗用のアンケートの集計結果を下記に記入ください。 
 
１．地域商業活性化支援事業を活用した事業を実施する前後※で、１週間の売上高に変化はありました

か。 

□減少    □変化なし   □５％未満増  □５％以上～10％未満増 □10％以上増 
（   ）店 （   ）店  （   ）店  （   ）店      （   ）店 
 
※  実施前  令和  年  月  日～令和  年  月  日時点 

実施後  令和  年  月  日～令和  年  月  日時点 
 
 

その他、気がついた点やご意見等あれば、お聞かせください。 
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別紙４ 
個店用 

 
「神戸市地域商業活性化支援事業」の効果測定（売上高調査）に関するアンケート 

 
 

店舗名（              ） 
 

神戸市地域商業活性化支援事業の効果の測定のため、下記の質問の該当する欄にチェックをつけてく

ださい。 
 
１．地域商業活性化支援事業を活用した事業を実施する前後※で、１週間の売上高に変化はありました

か。 

□減少  □変化なし  □５％未満増  □５％以上～10％未満増 □10％以上増 
 
※  実施前  令和  年  月  日～令和  年  月  日時点 

実施後  令和  年  月  日～令和  年  月  日時点 
 

その他、気がついた点やご意見等あれば、お聞かせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 


