
富士市「あなたも商店主事業」応募要綱

　「あなたも商店主事業」は、富士市の中心市街地活性化及び商業振興を目的に、富士市がまちづくり組織・富士 TMOや

地元商店街等と協力し、富士駅周辺・吉原商店街周辺のまちづくりのために、該当地区で独立開業または新規出店（多店

舗展開等）による事業拡大にチャレンジする意欲にあふれた方に、家賃や改装費等の一部を補助する事業です。

事業概要

出店（応募）の条件

審査・交付

申込先・締切

材料仕入、水道光熱費、町内会費等の諸雑費は、直接負担となります。

□事業主体
富士市役所商業労政課

□募集・運営事務局
富士TMO （事務局：富士商工会議所）

　富士健康印商店会 （富士駅周辺）

　タウンマネージメント吉原 （吉原商店街周辺）

□応募申込書・申込先
〈郵送もしくは持参の場合〉
〒417-8632　静岡県富士市瓜島町 82 番地
富士商工会議所・商業観光課内富士 TMO 事務局
TEL 0545-52-0995/FAX 0545-52-9796

□締切
令和 5 年 7 月 31 日（月）まで（郵送の場合は必着）
※持参の場合は同日 17 時まで

□その他
応募申込書は、富士商工会議所商業観光課及び富士市役所商業労政
課（5 階）に用意してあります。
また、ウェブサイトからも書式がダウンロードできます。
URL https://www.fuji-cci.or.jp
　　  https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/

□応募資格
小売業等を営む者及び営もうとする者で、次に掲げる要件のいずれに

も該当する個人又は法人とする。

□採択件数
開業がっちり応援コース

2店舗以内 （富士駅周辺 ・ 吉原商店街周辺あわせて）

開業プチサポートコース

3店舗程度 （富士駅周辺 ・ 吉原商店街周辺あわせて）

□補助対象期間・経費
補助対象は、令和5年度に実施したものとする

（交付決定日～令和6年3月末日まで）

　・店舗家賃

　・店舗改装費

　・備品購入費

　・広告宣伝費

ア　常時使用する従業員の数が50人以下であること。
イ　会社法（平成17年法律第86号）第2条第1号に規定する会社の場
　　合にあっては、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下であ
　　ること。

□補助対象となる出店
補助の対象となる出店は、次に掲げる要件の全てを満たす、富士駅周

辺及び吉原商店街周辺で出店するものとする。

（1）補助金の交付を申請しようとする年度内に空き店舗等を借用又は
　  購入するものであること。

（2）営業時間が午後5時から翌日の午前10時までの間のみでないこと。
（3）空き店舗等の出店期間が1年以上であること。ただし、「開業がっちり
　  応援コース」において出店する場合は、3年以上であること。

（4）中心市街地内の店舗の移転ではないこと。
（5）出店しようとする事業者に市税の滞納がないこと。
（6）同趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと。
（7）過去にあなたも商店主事業の補助金交付を受けていないこと。

富士商工会議所では、事業内容の相談や事業計画の書き方などについて

経営指導員による相談窓口を設置しております。お気軽にお問合せ下さい。

□審査の流れ
書類及び面接により審査決定します。

　　〈開業がっちり応援コース〉

　　　・書類審査の後、富士TMO選考委員による一次審査を経て、

　　　 事業選定委員会の最終審査にて決定。

　　〈開業プチサポートコース〉

　　　・富士TMOによる書類審査と与信調査により決定。

□審査基準
1.本事業の主旨・目的に則した事業内容であること

2.品揃えや販売方法等に新規性や独自性があること

3.出店のための資金を用意できること

4.継続して営業が可能な事業計画であること

5.原則として、申請者自身が売り場にいて営業を行えること

6.富士TMOや富士駅周辺・吉原商店街周辺のまちづくり団体と協働の

　意思があること

□補助金交付について
「富士市あなたも商店主事業補助金交付要綱」により、所定の手続き

完了後交付されます。

応募申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申し
込み下さい。（郵送可）

■お問い合わせ先

富士商工会議所　富士TMO事務局

〒417-8632　静岡県富士市瓜島町82番地　TEL.0545-52-0995／FAX.0545-52-9796

富士TMOとは…
TMOとは、 T［Town＝街］、 M［Management＝管理・運営する］、 O［Organization＝組織・団体］の略で、中心市街地の活性化の

ために活動を行う組織です。富士市では、平成15年度に富士市中心市街地活性化基本計画を策定し、「富士駅周辺地区」と「吉原地区

（吉原商店街周辺）」の2地区を中心市街地として定め、翌平成16年度には富士TMO構想を策定しました。富士TMOでは、それぞれの

中心市街地に運営組織を設立し、中心市街地の活性化事業に取組んでいます。

がっちり

予算範囲内で随時締切プチ

あなたも商店主事業 検 索

富士市
富士TMO あなたも商店主事業令和5年度

今年

商店街開業を

決意しませんか？

今年

商店街開業を

決意しませんか？
開業がっちり応援コース

開業プチサポートコース

最大

150
万円

最大

20
万円

事業主体：富士市役所商業労政課　　事務局：富士商工会議所・富士TMO（富士健康印商店会・タウンマネージメント吉原）

富士市の中心市街地活性化を目的に、

富士駅・吉原商店街周辺の空き店舗で

新規出店にチャレンジする意欲に

あふれた方を応援する事業です！

応募

締切

令和
5年 月　　 日317

（必着）

※応募締切後、採択者がなかった場合は継続して募集いたします。お問い合わせ先までご連絡ください。

※開業プチサポートコースは予算範囲内で随時募集し、定員に達し次第締切ます。

富士駅周辺・吉原商店街周辺であわせて 2 店舗以内

富士駅周辺・吉原商店街周辺であわせて 3 店舗程度

（月）



様々な支援メニューで店主を応援します！

過 去 の 採 択 店 舗こんな時代だからこそ
「いちばん大切にしたい店」と
いわれる店を1つでも多く応援したい。
私たちは「あなたも商店主事業」を通して、富士駅周辺・吉原商店街周辺で、「お店を持ちたい！」

と思う方々のチャレンジをお手伝いしてきました。この制度は家賃補助や改装費補助だけではなく、

「10 年続く店づくり」を目標に、店主の思いを尊重しながら街のひとつの機能として「お店」が根付き、

街の方々に必要とされるお店として成長できる第一歩を応援する制度です。

「小さくても強い店」を作るための２つのコース

専門スタッフによるサポート

日本政策金融公庫・銀行・信用金庫などの融資や経営の相談

店舗物件の調査や取得のお手伝い

店舗改装や施工業者手配のお手伝い

備品手配や設置・組立のお手伝い

プレスリリースや広告戦略のお手伝い

店舗の開店・運営には様々な出来事がつきもの。助成金決定から開店まではもちろ
ん、年度末まで専門スタッフが巡回指導のほか、電話相談や出張相談で日々の運営
の課題などを一緒に考え解決していきます。

一番大事なことは「お店を知ってもらうこと」開店当初は広告費も限られてきます。
様々な話題づくりやストーリーメイキングをして、お客様に伝えたい想いが効果的に
伝わるようにお手伝いします。

「自己資金が足りない」「この事業計画で大丈夫か不安」と開業時のお金の悩みは色々
あります。富士商工会議所の専門スタッフが、申請書や事業計画書の書き方などを
相談・サポートします。

店舗を探すことは、業種やオーナーの意向など様々な要素があって迷いがちです。
街に詳しい不動産業者や地主さんの物件など、あなたの業種や希望にあわせて、店
舗物件を一緒に探します！

店舗内装の工事がうまくいかない、本当にこの価格・業者でいいのか不安などお店
ができるまで様々なことに直面します。店舗づくりのプロが一緒に業者選定からお手
伝い。

店舗改装が終わっても、実際に営業を始めるためには、色々な備品・什器が必要に
なります。業者のご紹介から、必要としているものを一緒に探したり、納品後大変な
組み立て・設置もお手伝いします。

model-case
「あなたも商店主事業」で誕生した店舗を紹介します！

開業がっちり応援コース

開業プチサポートコース

最大150万円

最大 20万円

補　助　額

店舗運営

指導・相談

1

資金・経営

相談

2

店舗物件

紹介・斡旋

3

店舗・内装

設計手配

4

備品手配

5

販売促進

計画

6

店舗家賃

1

店舗改装費

2

備品購入費

3

広告宣伝費

4

〈サポートメニュー〉〈対 象 経 費〉

■申込後の流れ ： 書類審査 → 一次面接 → 最終審査 → 決定

■申込後の流れ ： 書類審査 → 与信調査 → 決定

朝食とランチのお店

富士市横割本町14-15

らん

菓子処

富士市中央町1-2-12 ドムス富士101

たかぎ

お惣菜・お弁当・カフェ

富士市水戸島元町6-11

SODALA

整体サービス

全身整体ゲンキドウ
富士市富士町3-25

お茶とお菓子処

富士市柚木４４１-１

茶房カノン

イタリア料理レストラン

Trattoria・Adriatico（トラットリア・アドリアティコ）
富士市本町11-10

女性衣料セレクトショップ

富士市富士町9-3

reine（レーヌ）

テイクアウト餃子

富士市富士町4-3 OSGビル1F

Gyoza Cafe Goat（ギョーザ カフェ ゴート）

藤田治療院
富士市水戸島元町11-5 ドミール1F

鍼灸治療専門

富士山専門ギフトショップ

富士市吉原2-13-8

東海道表富士

プリザーブドフラワースクール＆ショップ

富士市本町7-11 富士タウンビル１F 東

Berry（ベリー）

シュークリームとロールケーキの店

富士市吉原2-2-10

C-DOLPHIN（シードルフィン）

本格和食店

富士市富士町１６-１７ ささやビル 1F

和の趣 花ごよみ

紙バンド手芸スペース＆カフェ

Ｋａｍｉｌｅｏｎ Ｃａｆｅ58（カミレオン カフェ58）
富士市吉原4-2-2

Nail Salon

Ivy Nail（アイビーネイル）
富士市吉原2-10-15 ラクロス吉原１Ｆ

こだわりの焼鳥・鳥料理

焼鶏 喜心
富士市吉原4-3-5 1F 南

オーダーメイド衣装製作のお店

富士市吉原2-9-21

Atelier Techi.（アトリエ テチ）

富士の恵みごはん

富士市平垣本町6-4 西側1F

双葉

イタリア厨房セミナーレ
富士市富士町7-2 リーブビル1F

自家製野菜のPIZZA＆PASTA

富士市吉原2-13-6

イースターバニーイングリッシュスクール
英会話スクール

アートスタジオ

FUJIYAMA FUTURE Studio（フジヤマフューチャースタジオ）
富士市本町8-5

極み豚骨ラーメン

青達真（あおだるま）
富士市中央町3-5-20

七輪焼き専門店

7RIN YAKI 5Lab（シチリンヤキファイブラボ）
富士市富士町15-5

イタリア食堂

トラットリアさんりんしゃ
富士市富士町19-5

ペットのお墓

石恵（いしけい）
富士市吉原2-2-10

パーソナルトレーニングジム

ATLED（エイトレッド）
富士市吉原2-10-16 ラクロス吉原1Ｆ

コーヒーショップ

トロニカ珈琲焙煎所
富士市吉原2-11-11

量り売り焼豚専門店

豚喜
富士市吉原2-13-5

セルフホワイトニング＆セルフ脱毛

Beauty Salon Magoi（ビューティーサロン マゴイ）
富士市本町7-11 富士タウンビル2Ｆ西

TakeOut専門の焼肉店

肉処 牡丹苑
富士市富士町9-6

卸直売＆BBQ

富士市吉原4-2-3　松栄ビル1F

活貝センター富士吉原漁港

家族葬サービス

かぐやの里メモリーホール吉原
富士市吉原1-2-13

コミュニティスペース

ＡＮＴＥＲＡ（アンテラ）
富士市吉原1-3-1　ＷＡＫＡＯビル

一時預かり事業

Baby Resort 菜桜（ベビーリゾートナオ）
富士市富士町13-16　さくら館Fuji1Ｆ

女性向けセレクトショップ

富士市富士町17-8

kusukusu（クスクス）


