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応募する際の注意点

① 通常募集では、先行募集の募集要領から内容に変更があります。
本募集要領をよくお読みいただき、ご理解の上ご応募ください。

② 募集要領の変更に伴い応募書類等にも変更があります。
先行募集時の応募書類で応募いただいた場合、通常募集の応募書類での再提出が
必要となりますのでご注意ください。

③ 応募いただく全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述
を行わないでください。

④ 本事業を採択後の事業者の実態調査、イベント等実施時の新型コロナウイルス感染症
対策の実施状況など、必要に応じて事務局が現地調査等を実施します。調査の受入れ
および、協力が事業実施の条件となります。

⑤ 申請や事業実施において虚偽・不履行、概算払い制度を悪用した不正な事業費受領
など不正行為が認められたときは、本事業の採択決定の取消、契約の取消、事業費用
の支払い停止や概算払いによる支払済みの事業費用の返金求める場合があります。
併せて、当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。

⑥ 不正行為に対しては、刑事罰等を科す場合があります。

⑦ 事務局との契約前の着手において発生した経費については、本事業の対象となりま
せん。

⑧ 本事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは事業の一部を第
三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額100万円
未満のものを除く）にあたっては、経済産業省から他事業における補助金交付等停止措
置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できませ
ん。

⑨ 応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、不開示情報（個人情報、
法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承
ください。

⑩ 都道府県等から商店街等におけるイベント開催の自粛要請が発出された場合等、
新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、契約締結後であっても、事務局より
イベント等実施の中止を指示する場合がございます。

⑪ 通常募集では概算払いを行います。概算払いをご希望の場合は一定の資料提出、
保証関係手続、事務局関係スタッフによる事業者への対面ヒアリング等が生じます。

※あらかじめ本事業の規定を十分に理解した上、応募手続を行ってください。
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１. 事業概要

 本事業は、3密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、

商店街がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす

消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識する

きっかけとなる取組を実施するものです。

 各地域で、消費者や生産者との接点を持つ「商店街」が、率先

して「地元」の良さの発信や、地域社会の価値を見直すきっか

けとなる取組を行い、地域に活気を取り戻していくことを通じて

商店街の活性化につなげることがねらいです。

政府の基本的対処方針等の遵守や商店街ガイドライン、業種別ガイド

ライン等を踏まえた感染症対策の徹底が実施の条件となります。

１－１．Go To 商店街事業とは



4Go To 商店街事業 募集要領（通常募集）

１－２．本事業の流れ

１. 事業概要

事務局から実施するイベント等について、提案を募集（本募集）

① 事業者から事務局に対して、事業内容を提案、申請

② 事務局が審査を経て提案を採択、事業者へ通知

～事務局と事業者にて事業実施に関する契約締結～

③ 事業者は、契約内容に基づき事業を実施

④ 消費者が事業者の実施するイベント等へ参加

⑤ 事業者から事務局に対して、事業を実施した旨、報告

⑥ 報告内容に基づき、事務局から事業者に対し精算

※通常募集から概算払いを導入します。詳しくは17ページをご確認ください。

本事業は補助金を交付するものでありません。事務局と事業者との請負

契約により、事業者にイベント実施等を実施していただき、それに要した費用を事務

局からお支払いすることになります。

①応募

②採択 ③事業実施

④参加・利用⑤報告

⑥精算

事務局（※１） 事業者（※２） 消費者

※１ Go To 商店街事務局
※２ 「２－２．対象となる事業者」において対象となる商店街等
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１－３．本事業の目指すもの

１. 事業概要

 商店街自らイニシアチブをとり、地域への愛着と信頼と活気を

取り戻すことで、地域の暮らしと商店街を活性化。

 そのために大切なことは、商店街が主役となって、以下それぞれに

ついて、「気づき」、「伝え」、「次につなげる」取組を進めていくこと

ではないでしょうか。

① 地域の魅力を深く知る

② 新しい生活様式へシフトする

③ 地域の絆を深める

 これらの考え方について、以下にて動画解説しております。

URL: https://youtu.be/GmNOxb0IMBo

 また、取組事例を以下にとりまとめております。

URL： https://gotoentry.meti.go.jp/

「動画解説」や「取組事例」も参考の上、応募してください。
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２－１．対象事業及び募集期間

２. 募集要件

（対象事業）
令和2年12月1日（火）～令和3年2月14日（日）
に開始する事業
※令和3年2月14日（日）までに事業終了すること

（募集期間）

募集開始日 ： 令和2年10月30日（金）
募集終了日 ： 予算がなくなり次第、終了
※終了の約1週間前を目途に、Go To 商店街事業者向けホームページ等
にてアナウンス致します。

（応募締切）

事業開始日の4週間前までにご応募ください
（例．令和2年12月8日（火）に開始する事業の場合

→ 令和2年11月10日（火）までに応募）

※期限を過ぎてのご応募は受け付けかねます。

※郵送の場合、期日の消印有効となります。
※ただし、12月1日（火）～7日（月）に開始する事業については、

11月9日（月）まで（郵送の場合、当日消印有効）受け付けます。

通常募集

予算
7割程度

ご応募に際して、以下の点についてご注意ください。

※事業開始日とは、イベント、プロモーション等の準備開始日も含みます。提案書にはお

間違いのないよう、記載してください。

・ 今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況によって、事業全体の中止、募集期間の

短縮等が想定されます。

• 全国地方ブロックごとに募集を締め切らせていただくことがございます。

• 応募書類が事務局に届いてから、審査・採択・契約に至るまで概ね4週間要します。

また、応募書類の不備や書類に誤りが生じた場合、再提出を求めることがあり、時間を

要する場合がございます。

• 事業実施は、事務局との契約締結後となります。応募者の都合により、審査・契約等の

日程を早めることはできません。

• なお、応募書類の審査で不採択になる場合があります。
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２－２．対象となる事業者

特定の商店街等（商店街その他の商業の集積）の活性化につながる

取組を実施できる以下の事業者

① 法人格を有する商店街等の組織

② 民間事業者 （中小企業・小規模事業者に限る。ただし、NPO法人等を除く。）

③ その他法人化されていない上記①に類する組織

a.構成員数・会員数が原則10者以上（R2.3.31時点）
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者（R2.3.31時点）
c.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
【例.商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所、連合会など】

a.まちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された
企業であることが定款等で確認でき、特定の商店街等において、
まちづくりや商業活性化の担い手としての活動実績を有していること。

【例.まちづくり会社、DMOなど。※イベント会社・広告会社は対象となりません】

a.構成員数・会員数が原則10者以上（R2.3.31時点）
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者（R2.3.31時点）
c.定款、約款、会則、規約 等により代表者の定めがあること。
d.財務諸表等があり、資金、財産の管理等を適正に行えること。
e.設立して1年以上経過していること。

または、設立1年未満であってもそれと同等の前身組織が存在すること。
f.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
【例.商店会、温泉街、飲食店街など】

①～③いずれも、以下の要件を満たす必要があります。

a. 日本に拠点を有していること。

b. 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

c. 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について

十分な管理能力を有していること。

d. 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者

ではないこと。

２. 募集要件
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２－３．対象となる事業

特定の商店街等（商店街その他の商業の集積）の活性化につながる

以下の取組 ※事業者が売上をあげる収益事業は対象外です。

①地元の商店街の良さを再認識するきっかけとなるような商店街イベント

等の実施（オンラインを活用したイベント実施も含みます）

②地域の良さを再発見を促すような、新たな商材の開発やプロモーションの制作

２. 募集要件

２－４．事業実施場所

申請者の所在エリア及び隣接するエリア
（オンラインイベント、商材開発、プロモーションの場合はエリアの制限はありません）

※隣接エリアとは、イベント実施により申請者の所在エリアへの直接

の来街があり、活性化が見込めるエリアを指します。

２－５．上限額

300万円（税込330万円） × 申請者数

＋ 500万円（税込550万円） ※2者以上で連携し事業を実施する場合に限ります

※１応募あたりの上限額は1,400万円（税込1,540万円）とします。

中小企業者の定義は下記のとおりです。

（業種・従業員規模・資本金規模）

○ 製造業・その他の業種 ⇒ 300人以下または、3億円以下

○ 卸売業 ⇒ 100人以下または、1億円以下

○ 小売業 ⇒ 50人以下または、5,000万円以下

○ サービス業 ⇒ 100人以下または、5,000万円以下

連携し事業を実施する場合の500万円（税込550万円）の追加について

連携でご応募いただく際は、以下の内容の提示をしていただきます。

1. 連携をする理由、必要性について

2. 連携することによって得られる相乗効果について

審査にて、必要性および相乗効果が見込めないと判断された場合、

追加の500万円（税込550万円）が認められないことがあります。
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２－６．２者以上で連携し事業を実施する場合について

２者以上の複数の事業者が連携して応募することも可能です（応募の際、

代表者を1者決めてください。）。その場合、１申請あたりの上限額の考え

方は以下のとおりであり、1,400万円（税込1,540万円）を上限とします。

※事業者間での経費の流用は可能です。

※審査にて連携の必要性、相乗効果が見込めないと判断された場合、

追加の500万円が認められない場合があります。

２. 募集要件

事業者数 上限額

1者 （300万円×1） ＝300万円（税込330万円）

2者 （300万円×2） ＋500万円 ＝1,100万円（税込1,210万円）

3者以上 （300万円×3） ＋500万円 ＝1,400万円（税込1,540万円）(上限）

2者以上で連携して事業を実施する場合は、以下の点について

注意が必要です。

• 2者以上の複数の事業者が連携により一度申請した事業者は、単独もしくは

他の連携により、応募することはできません。

• 事業者間の経費の流用も可能ですが、各事業者に実質的な役割があることが

条件となります。応募の際、事業内容、事業実施場所、経費内訳等、各事業者

者の役割がわかるように記載してください。

• 同時期かつ近隣地域で類似の事業に関する応募があった場合、事務局から、そ

れらを連携して事業実施することを提案する場合がございます。

• 連携の地理的な範囲について、市町村単位等の具体的な限定はしておりません。

連携により地域全体に事業実施の効果の波及が期待できるのであれば、その区

域を対象範囲として、捉えることで問題ございません。

２－７．応募回数

※先行募集期間で採択をされていても応募可能
※募集期間内において、不採択となった場合も、再応募可能１申請者１回まで



10Go To 商店街事業 募集要領（通常募集）

２. 募集要件

２－８．対象経費

対象となる経費は、次の①～④の条件をすべて満たすものとなります。

① 商店街イベント等を実施するために必要なP11、P12に掲げる経費

② 商店街イベント等実施のみの使用が特定・確認できる経費

③ 事務局との契約日以降に発生し契約期間中に支払が完了した経費

④ 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費

※対象経費の詳細につきましては、P11、P12をご確認下さい。
※提案書に積算の根拠となる資料（参考見積、単価、人員数等）の添付が

必要となります。
（相見積もりは応募時点では必須ではございませんが、契約締結時は、
原則として必要となります。相見積もりがない場合、理由書を提出いた
だきます。 ）

※提案書に請負契約（外注）、委託契約（委任、準委任）別の記載が必要です。
（契約締結時、請負契約（外注）、委託契約（委任、準委任）に要する費用が

契約金額に対して50%を超える場合、理由書を提出いただきます。）
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２. 募集要件

２－８．対象経費

経費項目 内容・条件

イベント会場費
イベント実施のために必要な会場借料、施設借料
※本事業のみの使用が特定･確認できるものに限る。

イベント設備等の借料
本事業を行うために必要なイベント設備等のリース・レンタルに係る費用
※当該事業期間中のリース等に要した費用（支出が確認できるもの）のみ計上可能
※既に別事業のためにリース等を行っているものは対象外。

イベント運営費
イベント実施のために必要な警備費、光熱水費、運送料
※本事業のみの使用が特定･確認できるものに限る。

機材、ステージ等の設置・撤去費 イベント実施のために必要な機材及び会場・ステージ等の設置・撤去費

商材開発等に要する
コンサルティング費、デザイン費

地域オリジナル産品等の商材開発のために要するコンサルティング費、デザイン費及び試作
品の作成に必要な材料費
※販売を目的とした製品、商品等の生産･調達に係る経費は対象外。

感染予防用品の購入費

イベント実施のために必要な感染症予防対策に要する費用
※単独・連携応募にかかわらず合計20万円（税込）以下であること。
※消毒液、マスク、フェイスシールド、アクリル板等の本事業内に消費することができる用品
であること（空気清浄機、サーモカメラ、体温計及び消毒液スタンド等は対象外）。

コンテンツ作成費
事業を効果的に実施するために必要なコンテンツ制作に関する費用（例：映像コンテンツ
制作費、放送枠購入費、雑誌コンテンツ制作費）

広報費
広告物等の作成、広告掲載等の広報活動に関する費用
※事業実施期間中の広報活動に係る経費のみ対象。

印刷製本費
事業実施に必要なパンフレット・リーフレット、商店街マップ等の印刷製本に係る費用。
※パンフレット等の配布物は、事業実施期間中に配布もしくは使用できる数量にすること。

意匠権、商標権等の使用料
事業実施に必要な意匠権、商標権等の無体財産の使用に係る費用。
※本事業のみの使用が特定･確認できるものに限る。
※権利の購入費及び特許庁への登録手数料等は対象外。

ソフトウェア等の使用料

事業実施に必要なアプリケーション、分析システム等の使用のために、開発企業等に支払う
費用。
※開発企業等との使用契約期間が、本事業期間内であること。
※既に導入しているソフトウェア等の更新料は対象外。

ウェブサイト・ウェブコンテンツ作成費用 ウェブサイト・ウェブコンテンツの作成にかかるプログラム構築、ドメイン取得等に係る費用。

＜対象経費一覧＞
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２. 募集要件

２－８．対象経費

経費項目 内容・条件

デリバリープラットフォーム等への
掲載費

デリバリー・テイクアウトイベント等を効果的に実施するために活用するデリバリープラット
フォーム等への情報の掲載料。
※デリバリープラットフォームとは、注文受付→配達→集金までをトータルで行う
仕組みのことをいう。

※掲載にかかる契約期間が、本事業期間中であること。

地域産品を活用した景品・
販売促進費

商店街またはイベント会場等への誘客等につなげることを目的に、不特定多数に広く配布
するための地域産品購入費。
※地域産品とは、地域の農水産物、名産品及び陶芸品等をいう。
（地域産品活用に関する理由書（様式４）の提出が必要です。）

※事業費申請額（合計）の３０％、もしくは１５０万円（税込）のいずれか低い
金額を上限とする（連携による応募の場合も同様）。

パフォーマー等の出演費

イベント等を実施するために必要なパフォーマー等への出演費。
※パフォーマー等の出演費の合計が、事業費申請額（合計）の１０％、
もしくは５０万円（税込）のいずれか低い金額を上限とする
（連携による応募の場合も同様）。

専門家、プロデューサー等派遣費

イベント支援及び広報等を実施するために必要な専門家、有識者、プロデューサー等への
派遣費（謝金及び旅費）。
※専門家等の派遣費の合計が、事業費申請額（合計）の１０％、もしくは
合計５０万円（税込）のいずれか低い金額を上限とする（連携による応募の
場合も同様）

※提案書（様式３ ３．事業費見込額等）に、専門家等の人数、時間単価及び
予定従事時間を記入すること。

※謝金の単価は、各事業者の内規等によりその単価の根拠が明確であり、
その金額が社会通念上妥当なものであること（審査対象になります）。

※移動に要する経費(旅費)は、公共交通機関を用いた最も合理的な経路により算出
された実費とする（タクシー代、ガソリン代、高速道路交通料金、レンタカー代等と
いった公共交通機関以外の利用による旅費及びグリーン車、ビジネスクラス等の特別
に付加された料金は対象経費にならない）。

アルバイト雇用のために要する
補助員人件費

事業実施に必要な業務・事務を補助するために事業実施期間中に臨時的に雇い入れた
者のアルバイト代。
※補助員は「商店街等組織の役員、組合員、組合員の雇用者及び組合員の家族
（同一生計世帯）」でないこと（契約前に名簿等を提出していただきます。）
※提案書（様式３ ３．事業費見込額等に、補助員の人数、時間単価及び予定
従事時間を記入すること。

※時間単価は、社会通念上妥当な範囲内で設定すること（審査対象になります）。

その他、事務局が個別に認める
経費

＜対象経費一覧＞
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２. 募集要件

２－８．対象経費

＜計上できない経費＞

・事務局との契約日よりも前に発注、購入、契約等を行ったもの

・事業実施後に発生した経費

・提案書等の応募書類及び実績報告書等の作成費

・金券類の購入費

・プレミアム付き商品券、バルチケット、割引券等の原資分

・各種ポイント還元分

・人件費（商店街等の組織の役員、組合員、組合員の雇用者及び組合員の家族
（同一生計世帯）への賃金）

・商店街等の組織の役員、組合員、組合員の雇用者及び組合員の家族
（同一生計世帯）への旅費、交通費

・備品、消耗品の購入費（対象経費に記載の感染予防用品の購入費は除く）

・運営スタッフのTシャツ・ジャンパー等の作成に係る経費

・各種保険料

・行政機関に支払う使用料や、それに伴う事務手続き費用等

・銀行等への振込手数料

・金融機関への振込手数料、支払利息、遅延損害金

・一般管理費

・事業に関係ない経費、対象経費として記載している項目以外の経費

・上記の他、国の公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
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２－９. 新型コロナウイルス感染症対策の徹底 ①

本事業において事務局と契約し商店街イベント等を実施する場合には、政府の基本的

対処方針、商店街ガイドライン（商店街における感染症防止対策に向けた基本的な方

針）や業種別ガイドライン等の趣旨・内容を十分に理解・遵守し、基本的な感染症対策の

実施および業種ごとの感染拡大予防等を踏まえた対応等が求められます。

また、イベント等の実施準備段階においても、新たな生活様式等に基づき、感染症対策

を徹底していただくようお願いします。

「政府の基本的対処方針」 （新型コロナウイルス感染症対策本部決定）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf

「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡」
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

「商店街ガイドライン」（商店街における感染症防止対策に向けた基本的な方針）

http://www.syoutengai.or.jp/news/2020/covid19_gl_syoutengai.pdf

「業種別ガイドライン」
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200827

※応募の際には、基本的対処方針等を遵守する旨の宣誓書の提出が必要です。

２. 募集要件

２－９. 新型コロナウイルス感染症対策の徹底 ②

「Go To 商店街事業 感染症対策 実施マニュアル」「商店街新型コロナウイルス感染症対
策パンフ」は、 上記、基本的対処方針等を踏まえ、本事業における感染症対策のポイント
を事務局においてまとめたものです。事業計画段階からよくお読みになり、感染症対策を
徹底していただくようお願いします。

◆Go To 商店街事業 感染症対策 実施マニュアル ◆商店街新型コロナウイルス感染症対策パンフ

https://gotoentry.meti.go.jp/assets/other/manual.pdf https://gotoentry.meti.go.jp/assets/other/goto_shoutengai_a4panf.pdf
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２－９. 新型コロナウイルス感染症対策の徹底 ④

新型コロナウイルス接触確認アプリ

「COCOA」の活用

本事業による商店街イベントの実施にお

いては、「COCOA」の積極的な活用を推奨

します。

本アプリは、利用者ご本人の同意を前提

に、スマートフォンの近接通信機能（ブルー

トゥース）を利用して、お互いに分からない

ようプライバシーを確保して、新型コロナウ

イルス感染症の陽性者と接触した可能性

について、通知を受けることができるアプ

リです。

App StoreGoogle Play

２. 募集要件

※その他、各地域及び施設運営者による通知サービス等のダウンロード・活用も推奨します。

２－９. 新型コロナウイルス感染症対策の徹底 ③

本事業で採択された事業に関して、感染症対策の実施状況の調査を目的に、イベント等を実

施する事業者に対して、イベント等の開催日時に合わせて事務局の調査員が個別訪問し、感

染症対策の実施状況を確認し改善を求める等、事務局が現地調査を行う場合がございます。

※調査員は商店街イベントの責任者を訪ね、感染症対策の調査で来訪の旨を伝えます。

※チェックリストを携行し、各所実施状況のチェックおよび写真撮影を行います。

写真撮影は、事業者の責任者の了解のもと撮影します。
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□ イベント来街者やスタッフが業務中に発熱や感冒症状などがあり、新型コ

ロナウイルス感染症の感染が疑われる場合は、最寄りの保健所に連絡し、

指示に従って対応してください。

その後、事務局に速やかに報告してください。

□ また、感染者が出た場所は、可能な限り共用を中止し、保健所の指示に

従って、消毒を行う等の対応を実施してください。

イベント期間中に感染者が発生した場合

□ イベント来街者やスタッフが後日、新型コロナウイルス感染症の検査を受

診し、陽性と判明した場合、接触のあった方々に保健所による調査（積極

的疫学調査）が行われます。

行動履歴に商店街等におけるイベントが含まれ、保健所から商店街等に

連絡があった場合には、事務局に速やかに報告してください。

イベント終了後に感染者が判明した場合

２－９. 新型コロナウイルス感染症対策の徹底 ⑤

２. 募集要件

＜各地域及び施設運営者による通知サービス等の例＞

もしサポ滋賀

滋賀県HPより

広島コロナお知らせQR

広島県HPより

所在する都道府県のHP
等をご確認ください。
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３． 事業費の支払い

３－１．支払時期

◆事業費の支払いは、原則、事業終了後の精算払いとなります。

なお、事業者の利便を考慮し、一定の要件を満たす場合、概算払いによる
即時支給を行うことが可能です。契約時に概算払申請書をご提出いただきます。

契約締結後、イベント等の事業の準備の着手が可能になりますが、並行して
概算払いの対面ヒアリング等を実施させていただきます。

上記の結果、追加の確認事項等がなければ、概算払申請書が事務局に到着後の
約3週間以内に概算払いの金額が支払われます。

① 概算払いする金額は、採択事業費（契約金）のうち７割を上限とします。
（事業費（契約金）の７割から10万円未満を切り捨てた金額）

② 残りの事業費については、実施後の精算払いになります。

※事務局関係スタッフによる事業者への対面ヒアリング等の結果によっては、
ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。



18Go To 商店街事業 募集要領（通常募集）

３． 事業費の支払い

３－２．支払額の確定方法

事業完了後、30日以内または令和3年2月26日（金）のいずれか早い期日までに、実績報告

書、事業精算書を事務局まで提出してください。

提出いただいた実績報告書、事業精算書に基づき、支払額を確定します。

支払額は、対象経費のうち契約額の範囲内であって、実際に支出を要したと認められる費用

の合計となります。

また、本事業の完了予定日までに支出を完了することができないことが明らかとなった場合に

は、速やかに事務局に相談してください。

全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書

類が必要となります。

また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、

支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。

なお、指定口座への事業費の振り込みは、

◆事業終了後の精算払いの場合：実施報告書、事業精算書が事務局に到着後、約3週間後。

◆概算払いの場合：①採択事業費の7割を概算払申請書が事務局に到着後、約3週間以内。

②残りの事業費は実施報告書、事業精算書が事務局に到着後、約3週間後。

※精算払いおよび概算払い②の支払いについては実施報告書、事業精算書を精査の上、
対象外経費の経費が計上されていないかなどの精査をさせていただき、金額調整をする場合
があります。

※振込のタイミングは、応募件数、報告件数により多少前後する場合があります。

なお、事業者の責めに帰すべき事由（※）により事業を中止した場合、キャンセル料等は本事業

の対象となりません。 ※新型コロナウイルス感染症拡大、地震等の災害等は除きます。
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３－３．精算処理

※見積書・請求書・領収書等の宛名は、すべて事業者の正式名称で記載してください。

２者以上で連携し事業を実施する場合、応募する事業者ごとの名称を連名すること

で構いません。

事業完了後、30日以内または令和3年2月26日（金）のいずれか早い期日まで

に、実施報告書、事業精算書を事務局まで提出してください。

《 提出書類（必須） 》

３． 事業費の支払い

提出

◎原本
〇写し

1 様式1
実施報告書および
事業精算書等チェックシート □

提出する書類の一覧です。提出する前に必ずご確
認ください。

様式指定 ◎

1枚目 □

1）実施事業の種別
2）事業実施団体名（商店街名等）
3）事業名
4）事業実施期間
5）実施した事業内容
6）事業の実績

様式指定 ◎

2枚目 □
7）本事業に期待した効果と自己評価
8）新型コロナウイルス感染症への具体的対策

様式指定 ◎

3 様式3 事業精算書 □ 本事業の対象となる経費内訳を記載してください。 様式指定 ◎

4 経費按分表 □
２者以上で連携して事業を実施した
場合は提出してください。

様式自由 ◎

5 様式4 領収書 □
本事業の対象となる支払いを証明できる領収書を
貼り付けてください。

様式指定 ◎

6 請求書 □

本事業の対象となる請求書を添付してください。
請求書は明細(項目、単価、数量)が記載されてい
るものに限ります。
また、単価、数量が「一式」で記載されている請求
書は不可となります。

様式自由 〇

7 納品書 □

委託先等から受け取った納品書は全て添付してく
ださい。
納品書は宛名、納品月日、納品物、数量、受取印
(サイン可)が記載されているものに限ります。

様式自由 ◎

8
チラシ・ポスター等の
制作物 □

A4サイズ以上の製作物は封筒に入るサイズに折っ
て入れてください。
大きな製作物は写真等で示してください。

様式自由 ◎

9 様式5 記録写真 □
取組の様子や支援対象経費の確認をするため、記
録写真を撮影のうえ提出してください。

様式自由 ◎

内容 様式

実施報告書

NO. 提出書類名

2 様式2

様式
番号

チェック
欄



20Go To 商店街事業 募集要領（通常募集）

支払いを確認するために領収書の提出が必要です。

領収書の記載内容は提出前に必ず確認してください。

（領収書の記載例）

①宛名

※事業者（複数連携の場合は代表事業者）の正式名称で記載。

「上様」「会長や会計担当の個人名」は不可。

②発行日

※契約締結日以降で、事業終了日までの日付になっているか。

③購入金額

※支払総額で、請求金額と同額になっているか。

④但書（購入内容）

※品名が正しく記載されているか。

⑤収入印紙

※５万円以上の場合には貼付が必要です。

⑥発行者情報

※領収者の住所、氏名（社名）、印鑑が正しく記載、押印されているか。

① 領収書について

① ②

③

④

⑤
⑥

３． 事業費の支払い
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取組の様子や支援対象経費の確認をするために、記録写真を撮影のうえ

提出いただきます。

実施する場合は、取組実施日に忘れずに撮影しておくようにお願いします。

【提出する写真例】

①ポスター等掲示物の貼り出し写真

②イベントの状況がわかる写真

・抽選会場、ステージイベント、各種コーナー 等

特に、「無料配布品（販促品）」や「抽選会の景品一覧」の掲示は内容、数量が確認で

きるように大きくはっきりと撮影してください。

③現物提供が難しい制作物や会場装飾の写真

・立て看板、手持ち看板、横断幕、懸垂幕、街路灯バナーなど、ステージ、照明・音響

設備、本部、休憩スペース 等

④出演者が演技・披露している写真

・出演料がかかっている場合は必ず必要です。

⑤その他、購入・レンタルした物品等に係る写真

・音響機材、照明機材、テント、テーブル、調理器具等、案内・誘導スタッフ、警備ス

タッフ 等

⑥感染症対策の状況がわかる写真

・スタッフがマスクやフェイスシールドを装着している状況、消毒液が設置されている

状況、密を回避している整列方法 等

※記録写真提供のための費用は、本事業の対象にはなりません。

※原則として提出された写真は返却しませんので、原本が必要な場合は写しを提出してください。

② 記録写真について

３． 事業費の支払い
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４． 審査・採択・契約

４－１．審査方法

専門家等で構成する審査委員会にて適否を審議します。

※審査は原則として応募書類に基づいて行い、必要に応じてヒアリング、追加資料の提出を

求めることがあります。

４－２．審査基準

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。ただし、審査基準①から③までを満た

していない事業については、他項目の評価にかかわらず採択いたしません。

① 「２．募集要件」の「２－２．対象となる事業者」の内容を満たしているか。

② 提案内容が本事業の対象となりうるか。

③ 新型コロナウイルス感染症対策への取組が適切になされているか。

④ 事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。

⑤ 必要となる経費・費目を過不足無く、適正な積算が行われているか。

⑥ 提案内容が特定の商店街等や地域の活性化につながる事業であるか。

⑦ 提案内容が本事業の目指す方向性に合致しているか。

⑧ 事業の実施方法、実施スケジュールは現実的か。

⑥ 収支見通し・支出内訳の根拠が具体的に示されているか。４－３．採択結果の決定及び通知

採択された申請者に対しその旨を書面により通知します。

また、審査委員会での審査の結果、申請額の減額等を求め、当該変更に応じることを条件と

した条件付き採択とする場合があります。

なお、確認事項等がある場合、お電話等で連絡をする場合があります。

採択された申請者に対して事務局から採択決定通知書とともに、契約書を送付します。

その後、契約書の締結を持って事業の開始となります（契約前において、発注や着手した経費

については、本事業の対象となりませんので、ご注意下さい。なお、見積もり等は事務局との

契約前に取得いただいても構いません。）。なお、採択決定後から支払決定までの間に、事務

局との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。

また、条件が合致しない場合には、支払決定ができない場合もありますのでご了承ください。

４－４．請負契約の締結
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□ 応募書類を郵送・宅配便にて、P27の応募書類提出先までお送りいた
だくか、Go To 商店街事業者向けサイトから応募ください。

□ 申請書に不備がある場合は、受付できない場合があります。
送付前に書類を再度お確かめいただきますようお願いいたします。

応募書類の送付
または、WEB応募

４． 審査・採択・契約

□ 事務局に届いた応募書類は、募集期間の早いものを優先して確認を行い
ますのであらかじめご了承ください。なお、申請者が計画される事業実施
日に合わせ、書類のチェック、審査・採択、契約を早めることはありません。

□ 書類上に不備がある場合、審査委員会に上げることができません。
その場合、事務局から応募書類の返却または、ご連絡を差し上げることが
あります。

事務局到着・
書類チェック

□ 第三者による審査委員会で提出いただいた応募書類の審査を行います。
採択された申請者には採択決定通知書をもってお知らせするとともに、契
約書類、事業実施後に提出いただく書類等一式をお送りします。
また、不採択となった申請者にも通知させていただきます。

□ あわせてGo To 商店街事業者向けサイトにて採択事業一覧を公表致します。

審査・採択

《 応募～事務局との契約までの主な流れ 》

□ 採択された申請者と事務局の間で契約書を取り交わします。

□ 契約前において、発注や着手した経費については、本事業の対象となり
ませんので、ご注意下さい。

事務局との契約

《 契約以降（事業開始以降）の主な流れ 》

□ 採択された事業を開始してください。事業開始～事業終了

□ 事業完了後、30日以内または令和3年2月26日（金）のいずれか早い期
日までに、実施報告書、事業精算書を事務局まで提出してください。

□ 事業完了とは、納品・検収・請求・支払まで完了した時点を指します。

「実施報告書」
「事業精算書」
作成～提出

□ 実施した事業について、書類検査を行います。この時点で、支払金額が確
定します。確定された事業者に確定通知書を送付します。

書類検査
確定通知書送付

□ 様式に従って、精算払請求書を事務局まで提出してください。
精算払請求書
作成～提出

□ 指定口座に事業費を入金します。事業費の入金

事
業
実
施
前

事
業
実
施
後

※精算払いの場合
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４． 審査・採択・契約

応募書類の送付
または、WEB応募

事務局到着・
書類チェック

審査・採択

《 応募～事務局との契約までの主な流れ 》

事務局との契約

《 契約以降（事業開始以降）の主な流れ 》

事業開始

□ 事業完了後、30日以内または令和3年2月26日（金）のいずれか早い期
日までに、実施報告書、事業精算書を事務局まで提出してください。

□ 事業完了とは、納品・検収・請求・支払まで完了した時点を指します。

「実施報告書」
「事業精算書」
作成～提出

□ 実施した事業について、書類検査を行います。この時点で、残りの支払
金額が確定します。確定された事業者に確定通知書を送付します。

書類検査
確定通知書送付

□ 様式に従って、精算払請求書を事務局まで提出してください。
精算払請求書
作成～提出

□ 指定口座に残りの事業費を入金します。残りの事業費の入金

事
業
実
施
前

※

精
算
払
い
と
同
様

事
業
実
施
後

※概算払いの場合

事
業
実
施

事業終了

□ 契約締結後、概算払申請書に必要事項を記入し事務局あてに提出。概算払い申し込み

□ 事務局関係スタッフによる対面ヒアリング等の実施。
※ヒアリング等への協力体制が必須

対面ヒアリング等

□ 対面ヒアリング等の結果をもとに、概算払いが可能か判断。
対面ヒアリング等の

結果確認

□ 追加の確認事項等がなければ、概算払申請書が事務局に到着後の約3
週間以内に採択金額の7割を上限に概算払いの金額が支払われます。

概算支払金額の入金
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５． 応募手続き

５－１．申請方法

□ 応募は、郵送・宅配便または、WEB応募にて受け付けます。

□ 応募書類は、Go To 商店街 事業者向けサイト（https://gotoentry.meti.go.jp）

からダウンロードください。

□ 応募書類の用紙の大きさはＡ４とし、片面印刷とします。

□ 郵送・宅配便での送付の際は、応募書類１部を一つの封筒に入れて提出してく

ださい。

□ 封筒の宛名面には、「Go To 商店街事業応募書類」と記載してください。

□ 応募書類に不備のある場合は、受付できない場合があります。

送付前に書類を再度お確かめいただきますようお願いいたします。

□ ＦＡＸによる提出は受け付けません。

５－２．応募書類について

□ 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査・契約以外の目的には使用しません。

□ 応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、不開示情報（個人情報、法人

の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。

□ 採択・不採択の結果を問わず、応募書類等の作成費用は支給されません。

□ 応募書類に記載する内容は、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で

実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合に

より記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。
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６. 応募書類提出一覧

下記の書類をNO.順に整え、提出してください。

応募書類に不備のある場合は、受付できない場合があります。

送付前に書類を再度お確かめいただきますようお願いいたします。

1 様式１ 応募書類チェックシート □ ・提出する書類の一覧です。応募する前に必ずご確認ください。 様式指定

2 様式２ 申請書 □ ・原本を提出してください。 様式指定

3枚目 □
（２）事業実施地域
（３）実施体制
（４）本事業に期待する効果

様式指定

4枚目 □ （５）新型コロナウイルス感染症感染防止対策 様式指定

5枚目 □ （６）連携応募の必要性と相乗効果 様式指定

6枚目 □
2. 申請者概要
※２者以上で連携し応募する場合は、構成する全ての事業者の名
簿が必要です。

様式指定

7枚目 □ 3. 事業費見込額等 様式指定

4 様式４ 地域産品活用に関する理由書 □
・景品等として、地域産品を活用する場合、本事業での活用がふさ
わしいと判断した理由を記載し提出していただきます。

様式指定

5 様式５ 直近の役員名簿 □
・２者以上で連携し応募する場合は、構成する全ての事業者の名簿
が必要です。

様式指定

6 様式６ 宣誓書 □

・感染症対策への取組について宣誓書を提出いただきます。
・２者以上で連携し応募する場合は、構成する全ての事業者の宣誓
書が必要です。
・出力をし署名欄に自署して提出してください。

様式指定

7 別添１ 申請者の定款等 □

・代表者の決定、総会等の運営、財産の管理等について定めたも
のを添付してください。
・２者以上で連携し応募する場合は、構成する全ての事業者の定款
等が必要です。

様式自由

8 別添２ 申請者の合意形成を証する書類 □

・本事業実施にあたり、申請者の組織内の合意形成がとれているこ
とが分かる資料（議事録等）が必要です。
・２者以上で連携し応募する場合は、構成する全ての事業者の議事
録等が必要です。

様式自由

9 別添３ 財務諸表等 □
・直近2年分の財務諸表等を提出してください。設立後、２年未満の
事業者は１年分の財務諸表等を提出してください。

様式自由

10 別添４ 商店街等の写真 □
・商店街の状況等が確認できる写真を複数地点から撮影して添付し
てください。

様式自由

11 様式７ 銀行口座登録用紙 □
・事業費の振込先となる銀行口座の情報、その他必要事項を記入
して提出してください。

様式指定

12 様式８ 消費者向けホームページ掲載用紹介原稿 □ ・実施事業の紹介文となる原稿を記入いただき提出してください。 様式指定

13 その他 様式３「提案書」を具体的に説明する企画書等 □ 様式自由

3 様式３

様式
番号

チェック
欄

□

□

1. 事業の目的及び内容（事業の実施方法）
（１）事業の実施方法
　１）応募事業の種別
　２）事業名
　３）事業実施期間
　４）申請希望額
　５）事業説明

　６）取組にあたっての考え方 様式指定

様式

提案書

1枚目 様式指定

2枚目

NO. 提出書類名 内容
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７.  応募書類の送付先、お問い合わせ先

Go To 商店街事務局

〒107-6105
東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル3階＜Ａ扉＞

通常募集 応募書類提出先

●応募書類提出先
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-4-3
NBF池袋イースト2F
アイビーシステム㈱内「Go To 商店街」お問合せ窓口 宛

※封筒の宛名面には、「Go To 商店街事業応募書類」と記載してください。

〈 電話 〉 0120-304-060 （フリーダイヤル）

〈 お問合せ時間 〉 10：00～18：00
（12月以降の土日祝日、年末年始12/29～1/3を除く）

【Go To 商店街 事業者向けサイト】
https://gotoentry.meti.go.jp

募集要領・申請様式等のダウンロードやサイトからの応募も可能です。


