
新・がんばる商店街 77選（一覧表） 

 

No 都道府県名 市町村名 商店街等 

1 北海道 岩内町 岩内町名店街 

2 〃 室蘭市 輪西商店街 

3 〃 白老町 白老大町商店街（NPO法人白老消費者協会） 

4 青森県 弘前市 下土手町商店街 

5 岩手県 花巻市 東和町土沢商店街 

6 宮城県 石巻市 アイトピア商店街・橋通り商店街 

7 〃 南三陸町 志津川おさかな通り 

8 秋田県 大館市 大町商店街（ゼロダテ） 

9 山形県 鶴岡市 鶴岡山王商店街 

10 〃 長井市 本町大通り商店街 

11 福島県 いわき市 いわき駅前商店街 

12 茨城県 つくば市 北条商店街 

13 栃木県 鹿沼市 まろにえ 21 

14 群馬県 館林市 たてばやし下町通り商店街 

15 埼玉県 入間市 アポポ商店街 

16 千葉県 千葉市 稲毛せんげん通り商店街 

17 東京都 墨田区 鳩の街通り商店街 

18 〃 品川区 戸越銀座商店街 

19 〃 あきる野市 五日市商和会（ヨルイチ実行委員会） 

20 神奈川県 横浜市 鶴見銀座商店街 

21 新潟県 新潟市 上古町商店街 

22 〃 上越市 高田本町商店街 

23 富山県 富山市 上新町商店街 

24 〃 高岡市 高岡市中心商店街（末広開発株式会社） 

25 石川県 金沢市 武蔵地区商店街 

26 〃 加賀市 山中温泉南町ゆげ街道 

27 福井県 小浜市 小浜駅通り商店街 

28 〃 越前市 越前市まちなか商店街 

29 山梨県 身延町 身延駅前しょうにん通り商店街 

30 長野県 駒ヶ根市/飯

島町/中川村 

駒ヶ根市周辺 3市町村内商店街（つれてってカード） 



31 〃 佐久市 岩村田本町商店街 

32 岐阜県 岐阜市 岐阜柳ヶ瀬商店街 

33 〃 高山市 高山市中心商店街 

34 静岡県 富士市 吉原商店街（NPO法人東海道・吉原宿） 

35 愛知県 名古屋市 桜山商店街 

36 〃 一宮市 一宮市本町商店街 

37 〃 豊田市 桜町本通り商店街 

38 三重県 四日市市 四日市諏訪西商店街 

39 〃 伊勢市 伊勢髙柳商店街 

40 滋賀県 多賀町 多賀門前町商店街 

41 京都府 京都市 京都三条会商店街 

42 〃 京都市 伏見大手筋商店街 

43 大阪府 大阪市 空堀地区商店街（からほり倶楽部） 

44 〃 大阪市 千日前道具屋筋商店街 

45 〃 東大阪市 スマイル瓢箪山 

46 兵庫県 神戸市 新長田地区商店街 

47 〃 豊岡市 宵田商店街 

48 奈良県 奈良市 奈良もちいどのセンター街 

49 〃 天理市 天理本通商店街 

50 和歌山県 田辺市 田辺市内商店街 

51 〃 湯浅町 湯浅町内商店街（湯浅町 TMO） 

52 鳥取県 米子市 元町通り商店街・本通り商店街 

53 〃 倉吉市 本町通商店街（あきない中心倉） 

54 島根県 松江市 松江まちづくり株式会社 

55 〃 浜田市 紺屋町商店街 

56 岡山県 岡山市 表町商店街 

57 〃 津山市 津山市内 5商店街 

58 広島県 三原市 三原帝人通り商店街  

59 〃 三次市 三次本通商店街 

60 山口県 山口市 山口道場門前商店街 

61 〃 萩市 田町通り商店街 

62 徳島県 徳島市 徳島市中心部商店街（紺屋町歩道における朝市・日曜市実行

委員会） 

63 香川県 高松市 常磐町・南新町・田町商店街 



64 愛媛県 四国中央市 川之江栄町商店街 

65 高知県 高知市 万々商店街 

66 〃 四万十市 四万十市 6商店街（女性部） 

67 福岡県 久留米市 六ツ門商店街 

68 佐賀県 大町町 大町商店街 

69 長崎県 長崎市 長崎浜んまち商店街 

70 〃 対馬市 対馬市交流センター 

71 熊本県 熊本市 健軍商店街 

72 大分県 別府市 別府市中心部 8商店街（NPO法人ハットウ・オンパク） 

73 宮崎県 宮崎市 宮崎市内商店街（Doまんなかモール委員会） 

74 〃 川南町 トロントロン商店街 

75 鹿児島県 鹿児島市 宇宿商店街 

76 沖縄県 沖縄市 一番街商店街 

77 〃 沖縄市 銀天街商店街 

 


