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瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業 

空き店舗活用アイデアコンテスト 

募集要項 

 

１．趣旨及び目的 

JR 穂積駅は毎日１万７千人を超える乗降客が利用する駅ですが、駅周辺には時間やお

金を消費する場が少なく、賑わいが低下している状況にあります。また、駅周辺には空

き店舗が散見され、これらの都市ストックの活用が期待されています。 

このため、瑞穂市 JR 穂積駅圏域拠点化構想協議会では、空き店舗の利活用に係るアイ

デア及び社会実験としての実施主体を募集支援し、取組みの効果を計測することで、JR

穂積駅利用者の利便性に即した駅周辺の新たな賑わいづくりに寄与する取組みの可能性

を検証したいと考え、本コンテストを実施します。 

 

２．コンテストの概要 

（１）募集内容 

穂積駅周辺の空き店舗において、地域の課題に対応し、潜在的な需要を導き出すビジ

ネスアイデアを募集します。選定された方には、活動に係る費用の一部を補助します。 

 

（２）主催者 

瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議会 

事務局：昭和株式会社 名古屋支社 

 

（３）募集対象者 

下記の①もしくは②に該当する方が応募資格を有します。 

① 満２０歳以上で瑞穂市内に在住・在勤・在学中の方 

② 瑞穂市内で活動を行っている法人の方 

※１グループで応募する際は代表者（個人の場合は満２０歳以上）を選出してくださ

い。 

※２募集は１組１案とします。 

※３複数の事業者がグループを組織し、特定の店舗で複数の事業を行うことを計画し

応募することは可能です。（その際は１つの提案応募申込書に計画する全ての事業

内容をまとめてください。） 

 例：A＝柿を使った自家製スイーツ、B＝自然食品のお惣菜で A、B がグループを組

織して 1 つの店舗を共同で利用するかたちで応募 
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（４）空き店舗の活用期間 

平成２９年１月 ～ 平成２９年３月２４日（金）前後 

※１営業開始時期について、平成２８年１２月下旬～平成２９年１月中旬に予定して

いる審査会で選定された後に、開店準備→開業という流れになります。審査会の

日程については決まり次第４（３）のホームページに掲載します。 

※２詳細な営業開始日・営業終了日については選定後、事務局と協議します。 

 

（５）採用件数 

２件 

 

（６）募集対象物件（詳細は別紙「参考資料」を参照） 

①白木店舗 〒５０１－０２２２ 瑞穂市別府８７１－２ 

（本巣縦貫道沿い、スギ薬局向かい、現在利用なし） 

②旧駅南公民館 〒５０１－０２２２ 瑞穂市別府９２８－１ 

（館内入口の土間部分及び隣接する駐車スペースを活用、現在利用なし） 

  

  

①白木店舗 ②旧駅南公民館 

400ｍ

北口

南口 

２

１

100ｍ 

スギ薬局 
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（７）応募の条件 

① 提案内容がコンテストの趣旨及び目的に合致していること。 

② 空き店舗の活用期間終了（平成２９年３月２４日（金）前後）まで安定して事業を継

続すること。 

②－１ 具体的かつ現実的な事業計画が記載されていること 

②－２ 補助金以外の資金の額・調達方法が現実的であること（借入金が営業期間終了

までに返済し得る額であること、等） 

③ １日のうち午前７時から午後９時までの間に概ね３時間以上営業し、かつ、１週間の

うち４日以上営業すること。（上記時間帯以外での営業も可能であるが、上記時間帯

以内で３時間以上営業すること。） 

④ 空き店舗利活用の方法と営業時間が「JR 穂積駅利用者の利便性に即した駅周辺の新

たな賑わいづくりに寄与する取組みの可能性の検証」という趣旨及び目的を踏まえた

上で効果的に設定されていること。 

⑤ 店舗における下記の行為を行わないこと。下記の行為が店舗において行われる可能性

があると主催者が判断した場合は、選考対象から除外します。また、下記の行為が確

認された場合、事業を実施中であっても事業の中止を求める場合があります。 

イ 火気の使用 

ロ 食材の加工（別の場所で加工したものを販売することは可能です。） 

ハ 騒音が発生する行為 

二 娯楽施設の営業 

ホ 無人店舗の営業 

ヘ その他、危険な行為や近隣の迷惑となる行為 

⑥ 効果測定の内容・方法を適切に設定し、客観的に事業の効果を評価すること。 

※効果測定の内容・方法の設定については、以下の点に留意してください。 

イ 課題の設定と対応、期待される効果とその測定に一貫性があること。 

ロ 可能であれば定量的な評価と定性的な評価の両方を実施すること。 

ハ 利用者へのアンケート等も効果測定の方法として認めます。 

⑦ 事業を行うにあたり、資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資

格等を有する見込みであること。 

⑧ 店舗に過度な改修を施さず、開店・閉店時の出費を抑えること。 

⑨ 市民税等の滞納がないこと。 

 

３．活動資金の補助について 

（１）補助対象費用 

事業の準備や運営等に係る経費及び仕入費（別紙「参考資料」を参照） 

※空き店舗活用期間終了までの店舗家賃、礼金、仲介手数料は事務局で負担します。 
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（２）補助期間 

補助対象事業として決定後、事業が終了し店舗の引き渡しが完了するまで 

※補助対象事業として決定される前に発生した経費及び仕入費は補助対象となりません

のでご注意ください。 

 

（３）補助限度額 

１件あたり３０万円 

 

（４）補助金額の決定 

毎月末もしくは事業終了後等に補助申請を事務局に提出して頂き、事務局で申請内容

を審査し、合格したものについて補助限度額を上限として交付します。 

※１補助申請手続きの内容及び時期や補助対象費用の事前交付については選定後、事務

局と別途協議することとします。 

※２補助対象費用の事前交付について、必要に応じて、最大１０万円を補助申請前に支

度金として交付することが可能です。その後、補助申請額を事前交付額から差し引

いていきます。（事前交付後、交付された金額を使い切らなかった場合は残額を事務

局に返還するものとします。） 

 

４．応募について 

（１）募集期間 

平成２８年１２月１６日（金）まで 

※郵送の場合は必着とします。持ち込みの場合は提出先①：当日１７時３０分まで、提

出先②：当日１６時３０分までの受付とします。（提出先①、提出先②については４（４）

を参照） 

 

（２）提出書類 

① 提案応募申込書（様式１）（グループで応募する場合は代表者名で提出） 

② 添付書類ⅰ  ・個人・・・履歴書（様式２）及び現住所がわかり、かつ顔写真が付

いている身分証明書（運転免許証など）の写し 

※グループで応募する場合もしくは従業員が確定している場合は

関係する方全員について添付書類ⅰを用意 

・法人・・・登記事項証明書の写し（発効から３ヶ月以内のもの） 

③ 添付書類ⅱ  ・納税証明書（グループで応募する場合は代表者のみ） 

④ 添付書類ⅲ  ・資格や許認可を必要とする業種の場合、当該資格等を証明する書類

または取得の計画（様式任意） 

                 ※資格、許認可が不要な業種の場合は添付書類ⅲは不要です。 



5 
 

（３）提案応募申込書等の入手方法 

以下のページから様式をダウンロードしてください。 

瑞穂市魅力発信サイト http://www.city.mizuho.lg.jp/appeal/ 

なお、提出書類の作成及び４（５）の質問書については手書きでなくても結構です。 

 

（４）提出方法 

正本１部を下記の場所に提出してください。（郵送、もしくは持ち込み） 

提出先① 昭和株式会社 名古屋支社 担当：西村 根本 片山 

〒４５０－０００２ 愛知県名古屋市中村区５丁目２８番１号 

名駅イーストビル ５階 

持ち込みの受付時間：平日８時３０分～１７時３０分 

 

提出先② 瑞穂市 JR 穂積駅圏域拠点化構想協議会 駅前拠点事務所 

〒５０１－０２２２ 岐阜県瑞穂市別府６５８番地１４ 

（下記写真、位置図参照） 

持ち込みの受付時間：平日９時３０分～１６時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）募集についての質問 

① 質問受付期間 

平成２８年１１月２９日（火）～平成２８年１２月８日（木）まで 

② 質問回答日 

平成２８年１２月１２日（月）までに⑤の方法により回答します。 

③ 提出方法 

質問書（様式３）を④の提出先まで FAX 又は電子メールにて提出 

（質問書（様式３）は４（３）のホームページで入手） 

④ 質問書の提出先 

駅前拠点事務所外観 位置図 
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ア 昭和株式会社 名古屋支社 （担当：西村 根本 片山） 

  FAX  ０５２－５３３－２７５２ 

  E-Mail norio_katayama@sho-wa.co.jp 

イ 瑞穂市 JR 穂積駅圏域拠点化構想協議会 駅前拠点事務所 

  FAX  ０５８－３２９－５５２１ 

  E-Mail hozumiekishu@gmail.com 

⑤ 回答方法 

質問者へ FAX 又は電子メールにて回答します。 

但し、質問が多数であった場合は、②の日までに４（３）のホームページに掲載しま

す。 

 

（６）店舗見学会の実施 

平成２８年１２月５日（月）前後に、店舗及び周辺の状況の見学会を実施します。 

店舗見学会の日程等については決まり次第４（３）のホームページに掲載します。 

参加を希望される場合は事前に事務局までご連絡下さい。（連絡先は募集要項 p10【問

合せ先】を参照） 

 

５．審査について 

（１）審査の概要 

審査については、事務局による一次書類審査と、瑞穂市 JR 穂積駅圏域拠点化構想協議

会委員を中心として組織する「（仮）瑞穂市 JR 穂積駅圏域拠点化構想空き店舗利活用ア

イデアコンテスト審査委員会」にて行う二次書類審査の２段階による選考を行います。 
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（２）審査のポイント 

以下のポイントを踏まえ、書類審査を実施します。 

① コンテストの趣旨及び目的を的確に理解し、それに応じた提案内容となっているか。 

② 課題を的確に認識しているか。 

③ 計画する事業内容が、課題解決に貢献すると期待されるか。 

④ 地域の資源や特性を活かす等、独自性を感じる提案となっているか。 

⑤ 現実的な事業計画となっているか。 

・売り上げ目標や資金繰り等事業計画が現実的で、無理のない運営が可能か。 

・効果的な販促活動が計画されているか。 

・店舗スペースを有効に活用しているか。 

・申請者の能力・経歴等が事業の現実性の裏付けとなっているか。 

⑥ 本事業の終了後も自立した経営が期待できるビジネスモデルとなっているか。 

⑦ 効果測定の内容・方法が的確に設定されているか。 

⑧ 事業に対する意欲・熱意が感じられるか。 

 

（３）一次書類審査 

平成２８年１２月下旬に実施する予定です。審査日時については、決まり次第４（３）

のホームページに掲載します。 

２（７）「応募の条件」及び５（２）「審査のポイント」に従い審査を行い、２（７）「応

募の条件」を満たす上位得点者３名（利活用希望店舗の選択の状況によっては通過人数

に変更がある可能性あり）が二次書類審査に進みます。 

合否については審査後速やかに応募者全員に通知します。 

なお、審査結果の公表は予定していません。 

 

（４）二次書類審査 

平成２８年１２月下旬～平成２９年１月中旬に実施する予定です。審査日時について

は、決まり次第４（３）のホームページに掲載します。 

５（２）「審査のポイント」に従い採点を行い、事業者を選定します。 

合否については審査後速やかに二次書類審査対象者全員に通知します。 

また、審査結果は合格者のみ４（３）のホームページに掲載します。 
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６．空き店舗活用アイデアコンテスト 事業完了までの流れ（予定） 
 
  応募者 瑞穂市ＪＲ穂積駅前圏域拠点化構想協議会 

事務局（昭和㈱） 

一次書類審査（事務局） 

二次書類審査（審査会）・対象者決定 

応募資料の作成 

応募 

事業準備 

公募 

事業実施 

中間報告 報告①（第３回協議会） 

活動費補助（30 万円） 

通知

アドバイス・支援 
１月～３月

１月中（予定） 

１２月～１月

１１月２９日～１２月１６日 

１２月下旬～１月中旬 

１２月下旬 

 

質問受付 見学会実施 

受付：１１月２９日～１２月８日 

回答：１２月１２日まで １２月５日前後に実施 

報告②（第４回協議会） 

事業完了 

２月中（予定） 

３月２４日前後 

最終報告 

さらなる活動展開へ 
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７．注意事項 

（１）審査対象からの除外 

次の要件のいずれかに該当した場合は、審査対象から除外します。 

① 審査に関して不当な要求などを申し入れた場合 

② 提出書類に過不足、虚偽又は不正があった場合 

③ 応募資格を満たしていない場合 

 

（２）事業の停止及び補助事業の取り消し 

補助事業として決定し、事業が開始した後でも、以下のような場合は事業の停止及び

補助の取り消しを行い、交付した補助金の全部又は一部を返還させる場合があります。 

また、事業が完了し補助金額が確定した後に以下の内容が判明した場合についても、

同様の措置をとる場合があります。 

加えて、空き店舗活用のために事務局（昭和㈱）が支払った家賃、礼金、仲介手数料

その他店舗開設にかかった費用についても事業者に請求することがあります。 

① 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

② 補助金の申請に虚偽又は不正があった場合 

③ 補助事業として決定した内容に違反した場合 

 ※「計画内容どおりの事業を行っていない」などが該当します 

④ 補助事業としての決定の際に付した条件や法令に違反した場合 

⑤ その他事務局の指示に従わなかった場合 

※上記理由により事業を平成２９年３月２４日（金）前後の営業終了予定日まで継続し

なかった場合、補助の取り消し及び補助金の変換を行いますが、次に掲げる場合はこ

の限りではありません。 

イ 補助事業者が死亡したこと又は身体機能の一部を失ったことにより事業の継続が

できない場合 

ロ 天変地異等により事業の継続が困難である場合 

ハ その他事業を継続できないことがやむを得ないものと主催者が認める場合 

 

（３）補助対象費用 

補助金の対象となる費用は、補助事業として決定後に発生した費用のみです。 

補助事業として決定する前に発生した費用は補助対象費用となりませんのでご注意く

ださい。 
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（４）事業内容の変更 

補助事業として決定後、事業内容等の変更を行う場合は、事務局に届け出をお願いし

ます。なお、軽微な変更については届け出は不要ですが、勝手に判断せず、変更が生じ

る場合は、早めに事務局へ相談するようにしてください。 

 

（５）損害が発生した場合の対応について 

事業に関連して損害が発生した場合、主催者は一切責任を負いません。事業者で保険

などの備えをお願いします。（保険料は補助対象の経費として申請可能です。） 

※保険については昭和㈱が加入している保険で適応できる部分もあるため、保険加入前

に事務局と調整を行うこととします。 

 

（６）白木店舗の賃貸契約について 

白木店舗の利用にあたっては、白木店舗所有者と事務局（昭和㈱）が賃貸契約を結び、

事業者は事務局（昭和㈱）と使用貸借契約を結んで頂きます。 

※使用貸借契約の内容については選定後事務局と協議 

 

（７）旧駅南公民館の利活用に関する手続きについて 

旧駅南公民館の利用にあたっては、事務局（昭和㈱）が瑞穂市に使用許可申請を提出

し、事業者は事務局（昭和㈱）と使用貸借契約を結んで頂きます。 

※使用貸借契約の内容については選定後事務局と協議 

 

（８）店舗の改装について 

店舗の改装については、現状復旧費用がなるべくかからないよう、既存の内外装に傷

をつけない範囲でのみ認めます。店舗の改装にあたっては、着手前に内容を事務局に相

談し、事務局の許可を得てから着手するようにしてください。 

 

（９）事業終了後の事業継続の可能性について 

補助期間の終了後も事業の継続を望む場合は、平成２９年４月以降、当該店舗の所有

者と事業者の間で協議し、直接賃貸契約等を結んで頂くことになります。 

 

（１０）事業の全部または一部の委託について 

コンテストで採用された事業の全部を委託することは禁止します。また、一部の委託

については委託内容について主催者と協議し、認められた場合についてのみ許可します。 
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（１１）経営状況及び事業効果の報告について 

効果的に空き店舗の活用を行って頂くために、瑞穂市 JR 穂積駅圏域拠点化構想第３回

協議会（平成２９年１月中開催予定）で中間報告、第４回協議会（平成２９年２月中開

催予定）で最終報告を行って頂く予定です。（事業は平成２９年３月２４日（金）前後ま

で継続して頂きます。） 

 

（１２）その他 

① 応募するビジネスプランは、国内外未発表のものに限ります。 

② 他社の著作権等を侵害する恐れのある内容のものは、主催者の判断により入賞を取り

消すことがあります。また、侵害した場合の責任、賠償等は応募者が追うこととし、

主催者側は一切の責任を負いません。 

③ 応募するビジネスプランの著作権は応募者に帰属しますが、ビジネスプランの発表に

関する優先的権利および発表に際して作成する製作物（コンテスト成果集等）の著作

権は主催者が有するものとします。 

④ 選定された事業に係る効果測定の結果データ、これに基づく協議会への報告のために

作成する資料の所有権及び全ての著作権は主催者が有するものとし、効果測定の結果

データの他、協議会への報告のために作成する資料のため、本コンテストにおける経

営において応募者が取得した情報を主催者へ提供することに応募者は同意するもの

とします。 

⑤ 応募いただいた書類等は返却いたしません。 

⑥ 応募にあたりご提供いただいた個人情報は、主催者が適切に管理し、本コンテスト以

外の用途で使用することはありません。 

⑦ 本企画提案に係る経費は全て、応募者負担とします。 

⑧ 採点の詳細等審査に係る質問については一切お答えしません。 

 

 

 

【問合せ先】 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅５丁目２８－１ 名駅イーストビル５階 

昭和株式会社 名古屋支社 技術室 担当：西村 根本 片山 

TEL ：０５２－５３３－２７５３ 

FAX ：０５２－５３３－２７５２ 

E-Mail：norio_katayama@sho-wa.co.jp 

    

 


