
1 北海道 札幌市 麻生商店街振興組合 街のコンシェルジュ～商店街の便利屋さん～

2 北海道 札幌市 札苗商店街振興組合 札苗商店街フェスティバル＆スタンプラリー

3 北海道 札幌市 本郷商店街振興組合 本郷商店街　街の駅“ほんぴぃ～”子育て世代・高齢者支援の便利屋さんセンター

4 北海道 札幌市 発寒北商店街振興組合 ハツキタ暮らしの安心普及啓発事業

5 北海道 函館市 函館都心商店街振興組合 シルバービジネスニーズ調査

6 北海道 函館市 函館朝市第一商業協同組合 函館朝市どんぶり横丁市場（函館市民参加型）北海道新幹線開業対策事業

7 北海道 函館市 函館本町市場商業協同組合 函館本町市場PR促進事業

8 北海道 函館市 函館自由市場協同組合 函館自由市場集客向上魅力アップ事業

9 北海道 函館市 函館朝市協和会商業協同組合 函館朝市協和会市場魅力アップ事業

10 北海道 函館市 函館駅二商業協同組合 函館駅二市場集客力加速事業

11 北海道 小樽市 小樽都通り商店街振興組合 あなたもアーティスト！商店街を飾るアイディア募集事業（アートストリート　イン　都通り）

12 北海道 小樽市 小樽花園銀座商店街振興組合 商店街及び地域コミュニティ情報発信推進事業

13 北海道 旭川市 神楽岡商店街振興会 神楽岡商店街売り上げ増強事業

14 北海道 旭川市 旭橋みずほ通商店街振興組合 旭橋みずほ通商店街コミュニティ創出活性化事業

15 北海道 旭川市 旭川平和通三和商店街振興組合 ２５三和フェスティバル事業

16 北海道 釧路市 釧路第一商店街振興組合 釧路第一商店街復活にぎわいづくり事業

17 北海道 釧路市 釧路桜ヶ岡商店街振興組合 釧路桜ヶ岡商店街賑わい再生事業

18 北海道 釧路市 釧路和商協同組合 イベントを通じたコミュニティ形成と買物弱者のための情報発信強化による宅配事業

19 北海道 釧路市 啄木通り商店会 啄木通り商店会　啄木国際観光交流事業

20 北海道 北見市 協同組合留辺蘂商業振興会 留辺蘂きごころ商店街集客　事業

21 北海道 岩見沢市 岩見沢市商店街振興組合連合会 地域商店街活性化事業

22 北海道 網走市 網走中央商店街振興組合 アプトフォー地域商店街活性化事業

23 北海道 留萌市 留萌市商店街振興組合連合会 留萌市商店街振興組合連合会　集客促進事業まちのまんなか「商店街へ　おいDay」事業

24 北海道 稚内市 オレンジ通り商店街振興組合 オレンジ通り魅力アップ向上事業

25 北海道 江別市 大麻銀座商店街振興組合 まちなかレトロミックス事業

26 北海道 江別市 野幌商店街振興組合 野幌商店街“商店街活性化計画（平成24年4月認定）”推進のためのステップアップ事業

27 北海道 紋別市 紋別昭和商店街振興組合 昭和街商店街活性化事業「街へそ発見！まちなか広場フェスタ」

都道府県名

平成２４年度補正　地域商店街活性化事業　第１次募集

No.

＜採択一覧＞

市・区名 商店街振興組合等の名称 事業名
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28 北海道 当別町 中央通り会 中央通りが主体となり学生と隣接商店街の連携による活性化事業

29 北海道 東川町 東川町商工業振興会 「行きたくなるお店づくり」推進事業

30 北海道 白老町 協同組合白老商業振興会 白老大町商店街「ようこそ！！魅（味）力再発見」事業

31 北海道 新ひだか町 協同組合静内みゆき通り商店街 みゆき通り商店街活性化事業

32 北海道 音更町 音更中央商店街協同組合 音更中央通商店街活性化事業

33 北海道 士幌町 士幌本町商店街協同組合 しほろ商店街子育て応援事業

34 北海道 広尾町 広尾町商工協同組合 「広町祭」空き店舗０化プロジェクト

35 青森県 青森市 柳町商店街振興組合 「柳町逸品・得意わざ大集合」事業～自慢の商品・サービスの提供及びPR～

36 青森県 青森市 青森市新町商店街振興組合
ご当地商店街ツアーへいこう！（仮）新町商店街　逸品観光商品化としんまちお店回りツアー
観光パッケージ化取組事業

37 青森県 弘前市 弘前下土手町商店街振興組合 したどてフリーパーキング事業

38 青森県 弘前市 弘前中土手町商店街振興組合 中土手町グローバル化大作戦

39 青森県 八戸市 八戸市十三日町商店街振興組合
トリオ★ザ★ポンチョス　手話で楽しめるライブ
八戸小学校★秋のアートフェスティバルin十三日町

40 青森県 八戸市 八戸市六日町商店街振興組合 さかなと祭りコミュニティ商店街事業

41 青森県 八戸市 十八日町商店会 十八日町商店会　絆プロジェクト

42 青森県 八戸市 鷹匠小路商業振興会 鷹匠小路イメージアップ大作戦！広報事業

43 青森県 黒石市 こみせ通り商店街振興組合 「小さなまちかど博物館と骨董通り活性化事業の相乗効果による回遊性向上事業」

44 青森県 三沢市 空街カード協同組合 「Misawa artrain」交流事業

45 青森県 三沢市 協同組合三沢ショッピングセンター ビードルプラザ賑わい創出事業

46 青森県 むつ市 協同組合むつ専門店会 大湊地区の空き店舗解消に向けたフードフェスタ＆軽トラ市

47 青森県 むつ市 田名部駅通り商店街振興組合 たなぶ七福賑わい・ふれあい事業

48 岩手県 盛岡市 盛岡駅前商店街振興組合 盛岡駅前集客力強化促進事業

49 岩手県 宮古市 宮古市末広町商店街振興組合 街なか三気ｕｐ事業

50 岩手県 宮古市 宮古市中央通商店街振興組合 中央通商店街［地域コミュニティー機能強化事業］

51 岩手県 宮古市 大通一丁目商店会 街なか賑わい再生連携事業

52 岩手県 大船渡市 おおふなと夢商店街協同組合 夢商店街賑わい創出事業

53 岩手県 北上市 北上市本通り商店街振興組合 ほんまち“結”プロジェクト事業

54 岩手県 北上市 北上市諏訪町商店街振興組合 諏訪町商店街“ｌｅａｄ　ｔｏ　ｒｅｂｉｒｔｈ”

55 岩手県 釜石市 中妻中央通り商店会 釜石シーウェイブス応援フェア事業
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56 宮城県 仙台市 本町商店街振興組合 地域意識向上の為の覚醒事業

57 宮城県 仙台市 仙台駅前商店街振興組合 仙台駅前飲食店マップ（仮）

58 宮城県 仙台市 仙台駅東口商工事業協同組合 まちのにぎわい創生イベント「仙台駅東口みやぎスーパージュライ！」

59 宮城県 仙台市 荒町商店街振興組合 荒町商店街地域活性化事業

60 宮城県 名取市 ゆりあげ港朝市協同組合 ふるさと閖上一番乗り復興市

61 宮城県 大崎市 台町商店街振興組合 台町商店街再発見事業

62 宮城県 大崎市 七日町中央通り商店街振興組合 七日町中央通り商店街再構築事業

63 宮城県 加美町 加美町中央通り商店会 “プラスワンで商店街活性化”構築プロジェクト

64 秋田県 秋田市 川反外町振興会 川反外町活性化事業

65 秋田県 秋田市 秋田市駅前広小路商店街振興組合 秋田市駅前広小路商店街振興組合『AKITAエキマエ光のテラス2013』

66 秋田県 秋田市 秋田市南通商店街振興組合 南通り街区親子ふれあい夏祭り

67 秋田県 秋田市 仲小路振興会
①「仲小路　仲の日」の開催　②「第１０回ハロウィン　マンス　イン　仲小路」の開催　③仲小
路回遊マップの作成・月１回のかわら版掲載

68 秋田県 秋田市 秋田市通町商店街振興組合 通町商店街キツネプロジェクト

69 秋田県 秋田市 秋田市大町商店街振興組合 タイムマシンプロジェクト

70 秋田県 横手市 横手駅西口駅前振興組合 横手西口駅前振興組合『横手駅西口祭』

71 秋田県 大館市 大館市大町商店街振興組合 大町商店街活性化イベント事業

72 秋田県 湯沢市 湯沢市柳町商店街協同組合 柳町商店街情報発信事業

73 秋田県 湯沢市 湯沢市大町商店街振興組合 まるごと湯沢ミュージックストリート事業

74 秋田県 大仙市 花火通り商店街 花火通り商店街集客力アップ事業　（商店街のおもてなし力アップ＆納豆サミットin大曲）

75 山形県 山形市 七日町商店街振興組合 七日町商店街ナイトマーケット推進事業

76 山形県 山形市 山形駅前大通り商店街振興組合 山形駅前商店街『魅力満載商店街ＰＲ事業』

77 山形県 山形市 山形市十日町商店街振興組合 十日町商店街魅力創出事業

78 山形県 山形市 山形市本町商店街振興組合 山形市本町商店街『魅力発掘・発信』事業

79 山形県 山形市 協同組合旭銀座のれん会 旭銀座のれん会　『オーガスタフェア・一店逸品マップ』事業

80 山形県 山形市 霞城公園前商店会 霞城公園前商店会にぎわい再生事業

81 山形県 米沢市 協同組合米沢粡町通り商店会
集客イベントと連携した店舗の魅力発信事業　独自サインを活用し、イベント集客を商店街店
舗への誘導、購買への訴求効果の調査によって店舗の魅力を発掘・発信する

82 山形県 鶴岡市 鶴岡銀座商店街振興組合 鶴岡銀座商店街振興組合マップ作成・情報発信事業

83 山形県 鶴岡市 鶴岡山王商店街振興組合 山王バザール・リノベーション事業
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84 山形県 酒田市 中町中和会商店街振興組合 中町中和会商店街酒田・ド真ん中“和み”と“賑わい”創造計画事業

85 山形県 酒田市 中通り商店街振興組合 全国食の絆 ～中通り商店街の再生～

86 山形県 酒田市
大通り商店街振興組合
酒田駅前商店街振興組合

駅からつながる“温もり”商店街『生き残り大作戦』

87 山形県 新庄市 新庄市商店会連合会 キャラクター「かむてん」を用いた商店街おこし事業

88 山形県 上山市 上十日町商店会 十日町　いろは市

89 山形県 長井市 本町大通り商店街振興組合 本町大通り商店街資源活用・発信事業

90 山形県 天童市 ニューてんどう商店街 駅前通り活性化事業～織ら田の天童「楽市楽座」～

91 山形県 尾花沢市 尾花沢市商店街協同組合 尾花沢市商店街にぎわい事業

92 山形県 山辺町 本町商店振興会 本町商店街活性化事業

93 山形県 大江町
左澤中央通り商店街
花みずき商店会

左澤中央通り商店街　花みずき商店会活性化事業

94 山形県 高畠町 昭和縁結び通り振興会 犬、猫、（ペット）と一緒に街おこし事業

95 山形県 高畠町 高畠駅前通り振興会 高畠駅前通り商店街活性化事業

96 福島県 福島市 仲見世睦会 美と健康フェスティバル　事業

97 福島県 会津若松市 会津ふれあい通り大和町桂林寺町商店会 会津ふれあい通り白壁イベント事業

98 福島県 会津若松市 神明通り商店街振興組合 神明通り50周年記念商店街活性化事業

99 福島県 会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 七日町「めぐりあい」事業

100 福島県 郡山市 郡山駅前大通商店街振興組合 商店街・一店逸品PR強化事業

101 福島県 喜多方市
喜多方市中央通り商店街振興組合、仲町商店街振興組
合、しもなん活性化協同組合

喜多方市ふれあい通り商店街　販売促進・魅力向上事業

102 福島県 相馬市 宇多川町商店街振興組合 「瓜市」復興祭　及び　「復興コンサート」

103 福島県 南相馬市 栄町商店街振興組合 買い物スタンプ事業による集客力向上と復興コミュニティサロン事業

104 福島県 本宮市 もとみや商店街協同組合 つなげよう！もとみや　～商店街賑わい事業～

105 福島県 国見町 国見町商業振興協同組合 藤田商店街活性化事業と魅力発掘事業

106 福島県 会津坂下町 仲町商栄会 仲町商店街にぎわい事業

107 福島県 塙町 はなわよんく協同組合 寺西代官横丁まつり

108 福島県 小野町 協同組合おのショッピングプラザ おのタウンコムコム共同宣伝事業

109 茨城県 水戸市 南町三丁目商店街振興組合 集客の核となるイベントと個店販促を組み合わせた集客促進事業

110 茨城県 水戸市 泉町二丁目商店街振興組合 水戸夕暮れ古書市「トワイライト・ブックスMITO 」

111 茨城県 古河市 オリオン商店街 街に人を！ 通りに人を！ 古河市オリオン商店街昭和化大計画
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112 茨城県 石岡市 御幸通り商店街振興組合 御幸通り商店街「みゆきパーキング」利用促進事業

113 茨城県 笠間市 笠間エス・シー協同組合 笠間ショッピングセンター　ポレポレシティ　夏祭り

114 茨城県 ひたちなか市 那珂湊本町通り商店街振興組合 那珂湊本町通り商店街振興組合集客向上事業 「那珂湊博覧会」事業(通称：湊博事業)

115 茨城県 筑西市 下館さくら商店街振興組合 まち絆ゼミナール

116 茨城県 稲敷市 協同組合江戸崎ショッピングセンター 共同店舗 江戸崎ショッピングセンター集客向上事業

117 茨城県 大洗町 曲がり松商店会 曲がり松朝マルシェ＆１００円商店街クイズラリー

118 栃木県 宇都宮市 宇都宮オリオン通り商店街振興組合 「“昭和”ふれあい館…古き良き、そして《こわ～い！》…」

119 栃木県 真岡市 みや通り街なみ協議会 みや通り街なみ協議会　プラチナ健康ロード事業

120 群馬県 桐生市 桐生市末広町商店街振興組合 末広ふれあい動物園

121 群馬県 桐生市 桐生市本町六丁目商店街振興組合 本六「ふれあいフリーマーケット」再生事業

122 群馬県 沼田市 沼田市中の会商店街振興組合 人にやさしい商店街づくり事業

123 群馬県 安中市 上野尻商工振興会 「新島襄ゆかりの商店街」のおもてなし体制の構築と商店見本市の開催

124 埼玉県 さいたま市 東大成町商工親和会 東大成町商工親和会の展望と町の活性化の実行

125 埼玉県 さいたま市 大宮東口商店街連絡協議会
大宮東口商店街連絡協議会による、地域ブランド「大宮オレンジ」の確立と展開による地域
活性化事業

126 埼玉県 川越市 大正浪漫夢通り商店街振興組合 大正浪漫夢通り活性化事業

127 埼玉県 川越市 川越名店街 中央通り周辺商店街集客力向上事業

128 埼玉県 川越市 川越菓子屋横丁会 「若手後継者による菓子職人の街・再生・活性化プロジェクト」事業

129 埼玉県 川越市 川越新富町商店街振興組合 新富町商店街活性化事業

130 埼玉県 川越市 川越サンロード商店街振興組合
川越クレアモールメインゲート及びクレアパークのイルミネーション装飾並びに集客イベント
「ふれあいクレアパーク」の実施

131 埼玉県 川越市 川越市角栄商店街振興組合 川越市角栄商店街振興組合　地域活性化事業

132 埼玉県 川越市 六栄会 市民や観光客と親しみづくり、六栄会の“まちコミ掲示板”

133 埼玉県 熊谷市 上熊谷商店街 ICTを使った買い物弱者への御用聞き注文事業

134 埼玉県 川口市 前川中央商店会 前川メンチで街おこし事業

135 埼玉県 秩父市 番場商店街振興組合 デジタルサイネージ情報発信事業

136 埼玉県 秩父市 東町商店街協同組合 東町わくわく商店プロジェクト

137 埼玉県 秩父市 上野町商進会 上野町商進会ｗｉｔｈウニクス秩父　「ショッピングモール商店街」

138 埼玉県 秩父市 本町商栄会 WAを広げよう！　本町知々夫ブランド館コミュニケーション事業

139 埼玉県 所沢市 所沢プロペ商店街振興組合 所沢プロペ商店街振興組合　地域コミュニティ推進事業
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140 埼玉県 春日部市 春日部駅東口商店会連合会 ①あきんどアート文化展　②羽子板羽根突き大会

141 埼玉県 草加市 草加市商店連合事業協同組合 （仮）草加グルメ街道～Ｓｙｏｋｕのほそみち～

142 埼玉県 草加市 アコス専門店会 （仮称）草加駅（アコス）発～市内商店行（買い物マップ）

143 埼玉県 草加市 パインアベニュー商店会 パインアベニュー商店街　音楽による魅力創造事業

144 埼玉県 越谷市 南越谷商店会 南越谷商店会「阿波踊り、踊る阿呆増殖」による地域活性化事業

145 埼玉県 越谷市 越谷中央商店会
歩行者化の早期実現に向けたイベント「まるななマーケット」、中心市街地活性化基本計画と
の連携事業、他

146 埼玉県 新座市 栄四丁目商店会 栄四丁目商店会さんま祭り事業

147 埼玉県 久喜市 栗橋ひめプラザ協同組合 地域資源を活用した復興支援を兼ねたイベント（静御前まつり）の開催

148 千葉県 千葉市 千葉銀座商店街振興組合 文化と歴史の街IR事業

149 千葉県 千葉市 稲毛商店街振興組合 夜灯アートフェスタ稲毛

150 千葉県 千葉市 小仲台商栄会 震災復興計画「がんばろう稲毛」稲毛をとりもどそう

151 千葉県 千葉市 高洲第一ショッピングセンター商店会 商品体験イベント・サービスと生きがいショップづくり事業

152 千葉県 銚子市 銚子銀座商店街振興組合 門前・軽トラ市発元気発信事業

153 千葉県 松戸市 馬橋本通り商店会 馬橋東口商店会合同イベント事業

154 千葉県 成田市 ひかり輝け！公津商店会
【（仮称）COZY TOWN=公津ィタウン＝居心地の良い街】
ブランド構築・発信強化事業

155 千葉県 佐倉市 レイクピアウスイ振興会 レイクピアウスイ振興会　地域人が集う『わくわく商店街』事業

156 千葉県 東金市 協同組合東金ショッピングセンター 地域商業ふれあい事業

157 千葉県 柏市 協同組合柏駅東口中央商店街連合 柏駅東口中央商店街回遊性及び集客力向上事業

158 千葉県 柏市 商店街振興組合柏二番街商店会 柏二番街　イメージアップ作戦

159 千葉県 柏市 柏銀座通り商店会 柏銀座商店会創立60周年記念事業

160 千葉県 柏市 協同組合光ヶ丘商店会 わっとほーむ光ヶ丘コミュニティ事業

161 千葉県 柏市 柏駅前通り商店街振興組合 柏駅前通り商店街振興組合設立３０周年集客力及び魅力向上事業

162 千葉県 浦安市 浦安魚市場協同組合 浦安魚市場協同組合６０周年記念事業

163 千葉県 八街市 八街駅南口商店街振興組合 八街ふれあい夏まつり　今年も熱いぜ！今年は、被災地を応援しよう！

164 東京都 文京区 地蔵通り商店街振興組合 商店経営の意識改革と若者世代による活性化事業

165 東京都 台東区 奥山おまいりまち商店街振興組合 子供歌舞伎公演と奥山六区エンターテイメントプログラムの推進事業

166 東京都 台東区 千束通商店街振興組合
地商地活（じしょうちかつ）推進事業（地元商店街で商いをし地域を生きいき活性化させるこ
と）

167 東京都 台東区 佐竹商店街振興組合 手作り体験・ものづくり佐竹商店街
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168 東京都 台東区 浅草西参道商店街振興組合 お祭りエンターテイメントとマーケティング事業

169 東京都 台東区 かっぱ橋本通り公西商店街振興組合 人と地球にやさしい商店街への再生事業

170 東京都 台東区 仲見世商店街振興組合 打ち水のパフォーマンスイベント及び商店街装飾棚の設置イベント

171 東京都 台東区 浅草ひさご通り商店街協同組合 浅草ひさご通りひょうたんキャラクター愛称募集事業

172 東京都 台東区 浅草国際通り商店街連合会 浅草国際通り活性化事業

173 東京都 台東区 みちびき花の辻商店街振興組合 みちびき　いきいき安心な街事業

174 東京都 台東区 いろは会商店街振興組合 いろは会商店街集客力アップ事業

175 東京都 江東区 亀戸香取大門通り会 亀戸香取大門通り会　来街者促進のためのレトロ・イベント事業

176 東京都 江東区 豊洲商友会協同組合 豊洲商友会　イベント事業（豊洲カーニバル）

177 東京都 品川区 荏原町商店街振興組合 （仮称）荏原町バルイベント事業

178 東京都 品川区 青物横丁商店街振興組合 あおよこ情報発信事業

179 東京都 品川区 戸越銀座銀六商店街振興組合 戸越銀座商店街観光ツアー事業

180 東京都 品川区 北品川本通り商店会 品川宿をつなごう、未来へ！

181 東京都 品川区 新馬場商店街振興組合 「新馬場商店街ほろよいマップ」事業

182 東京都 品川区 中延商店街振興組合 中延商店街「商店街から楽店街へ」－買い物だけでなく、遊びや学びを楽しめる街へ

183 東京都 目黒区 目黒平和通り商店会 愛込めレシピのお料理パフォーマンスとマネジメント計画事業

184 東京都 目黒区 自由が丘商店街振興組合 オフィシャルガイド2014

185 東京都 大田区 大森柳本通り商店街振興組合 商店街を軸とした地域活力結集企画づくり事業

186 東京都 大田区 キネマ通り商店会
「キネマ＝映画」をテーマとした「キネマフェス」と空き店舗を活用したコワーキング＆コミュニ
ティカフェ「キネマフューチャーセンター」事業

187 東京都 大田区 大岡山北口商店街振興組合 北商レシート祭（仮称）

188 東京都 大田区 大田区商店街振興組合連合会 子供たちのポスター展覧会～商店街通りの活用事業～

189 東京都 世田谷区 下北沢一番街商店街振興組合 下北沢一番街商店街デジタルサイネージ事業

190 東京都 世田谷区 商店街振興組合上野毛商和会 上野毛あっぱれ！ｔｏ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ　プロジェクト

191 東京都 世田谷区 烏山駅前通り商店街振興組合 烏山駅前通り商店街振興組合設立５０周年記念事業

192 東京都 世田谷区 烏山商店街振興組合 烏山商店街ガイドブック制作事業

193 東京都 世田谷区 太子堂商店街振興組合 太子堂商店街ガイドブック事業

194 東京都 渋谷区 商店街振興組合原宿表参道欅会 来街者にエリアを回遊してもらうイルミネーション事業

195 東京都 中野区 川島商店街振興組合
地域コミュニティと若者を商店街がつなぐ、ストリートイベントと拠点づくり～I　LOVE　NY
（Nakano　Yayoicho)プロジェクト～
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196 東京都 中野区 中野ブロードウェイ商店街振興組合 中野ブロードウェイ商店街　復興支援大物産展

197 東京都 中野区 中野南口駅前商店街 中野南口駅前商店街　集客向上事業

198 東京都 中野区 鷺宮商明会 鷺宮商明会活性化事業

199 東京都 中野区 都立家政商店街振興組合 「かせいチャン七福神像」の制作設置と「七福神巡り」大会

200 東京都 中野区 鍋横大通商店会 鍋横アプリ開発事業

201 東京都 中野区 薬師あいロード商店街振興組合
地域資源の活用による集客向上事業　新井薬師梅照院　参道商店街の賑わい復活への取
り組み

202 東京都 中野区 北口十字路商店会
地域資源活用による集客向上事業新井薬師梅照院　門前商店街の賑わい復活への取り組
み

203 東京都 中野区 中野北口一番街商店会 東北復興支援事業　新井薬師１２神将開眼記念企画“一番街のちょっといい一品”

204 東京都 杉並区 西荻窪商店会連合会 西荻地域観光基盤整備事業

205 東京都 杉並区 高円寺南商店会 高円寺南商店会活性化事業【串串バトル　（商店街競技会）】

206 東京都 杉並区 永福町商店街振興組合 縁起のいい町・永福町　ブランドアップ大作戦

207 東京都 杉並区 高円寺銀座商店会協同組合 純情商店街のブランド開発・ＰＲ事業

208 東京都 杉並区 川端新興会 阿佐ヶ谷もちより食堂＋

209 東京都 豊島区 南長崎ニコニコ商店街 マンガによるトキワ荘通り商店街活性化事業

210 東京都 板橋区 上板南口銀座商店街振興組合 上板まもりん坊トリプルＡ事業

211 東京都 板橋区 遊座大山商店街振興組合
商店街連携による情報発信とコミュニティ支援としての商店街自主運営店舗の機能強化事
業

212 東京都 葛飾区 亀有中央商店街振興組合 観光・活力そして亀有！みんなでワイワイ亀あり街おこし事業

213 東京都 八王子市 館ヶ丘団地名店街 館ヶ丘団地名店街サンキュー＆ベロタクセール

214 東京都 八王子市 八幡上町商店街くらま会 八幡上町商店街くらま会ワクテカ活性化事業

215 東京都 八王子市 八幡町商店会
八幡町商店会“地域のみなさまとのふれあいを創出する”事業～「体験」と「のぞきみ」と「ご
案内」ができる、みなさまの商店会をめざして～

216 東京都 武蔵野市 武蔵境駅前商店街協同組合 すきっぷ通り商店街マップ作成「（仮称）　すきっぷまっぷ事業」

217 東京都 武蔵野市 武蔵野市中央地区商店連合会 「緑町一番街プロジェクト」～アートと交流による賑わい創出～

218 東京都 昭島市 三多摩綜合食品卸売市場協同組合 三多摩市場商店街「新・まごころ市」事業

219 東京都 調布市
調布百店街、上布田商栄会、国領商盛会、布田南商店
会、不動商店会、調布中央商店会、天神通り商店会、小
島商栄会、調布銀座商栄会協同組合

調布市中心市街地９商店会「まちゼミ」事業

220 東京都 町田市 アレサ商栄会 2013アレサふれあいプロジェクト

221 東京都 小金井市 東小金井南口商店会 ヒガコ・ココカラ・プロジェクト

222 東京都 国分寺市 東栄会 地域コミュニティ力の強化事業

223 神奈川県 横浜市 鶴見銀座商店街協同組合 ベルロードつるみ　医療機関マップ　の作成
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224 神奈川県 横浜市 一般社団法人吉田町名店街会 吉田町名店街会集客事業

225 神奈川県 横浜市 野毛地区振興事業協同組合 USTREAMを活用した地域コミュニティ情報発信事業

226 神奈川県 横浜市 協同組合伊勢佐木町商店街 「いせブラ」復活プロジェクト

227 神奈川県 横浜市 一般社団法人横浜市商店街総連合会 平成２５年度地域交流活性化事業

228 神奈川県 横浜市 石川商店街協同組合 石川商店街滞留型活性化事業計画

229 神奈川県 横浜市 横浜橋通商店街協同組合 横浜橋通商店街　高齢者にやさしい、外国人にやさしい“いきな下町”展開事業

230 神奈川県 横浜市 和田町商店街協同組合 和田地蔵まつりパワーアップ事業

231 神奈川県 横浜市 洪福寺松原商店街振興組合 松原商店街ナイトバザール

232 神奈川県 横浜市 金沢商業センター協同組合 ユニオンセンター夏祭り

233 神奈川県 横浜市 金沢八景共栄会 金沢八景共栄会　活性化事業

234 神奈川県 横浜市 たまプラーザ駅前通り商店会 「街ゼミ＝商店街店舗とママのコラボレーション」企画による商店会集客事業

235 神奈川県 横浜市 一般社団法人　たまプラーザ中央商店街 たまプラーザ軽トラ元気市　地域住民出店への拡大と情報発信拡充事業

236 神奈川県 横浜市 仲町台商業振興会 仲町台夏祭り協賛「仲町台・元気市」

237 神奈川県 川崎市 溝ノ口駅前商店街振興組合 下町的賑わいの復活「地元広場＋地域連携型イルミネーション点灯式」

238 神奈川県 川崎市 チネチッタ通り商店街振興組合 Xmas２０１３　チッタのイルミネーション

239 神奈川県 川崎市 川崎銀座商業協同組合 『銀座街から　つながる空　君に届け！』

240 神奈川県 川崎市 川崎市東田商店街商業協同組合 東田商店街　地域で創る！東田にぎわいプロジェクト

241 神奈川県 川崎市 川崎銀柳街商業協同組合 川崎銀柳街　プラチナ・プロジェクト

242 神奈川県 川崎市 モトスミ・オズ通り商店街振興組合 「３．１１を忘れない」　今、商店街ができる東日本大震災復興支援

243 神奈川県 川崎市 モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合 震災復興支援物産展と地域交流イベント　ブレーメン・サマーセール　ｉｎ　２０１３

244 神奈川県 川崎市 区役所通り登栄会商店街振興組合 がんばろう！日本！！東日本応援イベントⅢ

245 神奈川県 川崎市 民家園通り商店会 民家園通り商店会「夏まつり」

246 神奈川県 川崎市 川崎市多摩区商店会連合会 多摩区から発信するアートの祭典　「ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｔ．Ａ．Ｍ．Ａ．　ＦＥＳＴＩＶＡＬ」（仮題）

247 神奈川県 相模原市 相原二本松商店街 相原二本松商店街　地域の便利帳ガイドマップ集客事業

248 神奈川県 相模原市 橋本商店街協同組合 『街にアートを！！　橋本美術館プロジェクト』

249 神奈川県 相模原市 にこにこ星ふちのべ協同組合 『銀河を“歩く”街』にこにこ星ふちのべ　ムーン・ウォーク事業

250 神奈川県 相模原市 西門商店街協同組合 西門商店街相模原市特産物等委託販売事業

251 神奈川県 相模原市 相模原中央商店街協同組合 誰もが笑顔で暮らす街を作ります！「こけ丸」プロジェクト
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252 神奈川県 相模原市 相武台商店街 相武台商店街　２０１３ザ・年末虹の市

253 神奈川県 相模原市 相模大野銀座商店街振興組合
「二宮神社」とのコラボレーションを活かした商店街のＰＲと、多彩なダンスを取り入れたイベ
ントの開催

254 神奈川県 横須賀市 久里浜商店会協同組合 久里浜商店街コミュニティーガイド制作事業

255 神奈川県 横須賀市 横須賀市本町商店会 「毎日がアメリカンなストリートづくり事業」

256 神奈川県 横須賀市 協同組合追浜商盛会 追浜メディア商店街化事業

257 神奈川県 平塚市 大門会 参道型商店街としての回遊性能を向上するための戦略づくり事業

258 神奈川県 藤沢市 協同組合柳通り睦会 柳通り睦会　年末年始イルミネーション装飾事業

259 神奈川県 藤沢市 遊行通り４丁目商店街振興組合 ①第８回遊行の盆　②歳末大売出し　③LOVE藤沢

260 神奈川県 藤沢市 公益社団法人藤沢市商店会連合会 公益社団法人藤沢市商店会連合会　社会福祉活動事業

261 神奈川県 藤沢市 プチモールひがし海岸協同組合 プチモールひがし海岸協同組合　イベント事業

262 神奈川県 藤沢市 湘南地域振興会 似顔絵のある街　笑顔の見える商店街事業

263 神奈川県 藤沢市 サンパール藤沢商店会 サンパール藤沢誕生３５周年記念感謝祭

264 神奈川県 藤沢市 湘南台東口商店街協同組合 湘南台東口商店街　おたのしみ市

265 神奈川県 藤沢市 ３９１ビル商店会 ３９１ビル商店会　活性化事業

266 神奈川県 藤沢市 湘南台商店連合会 湘南台商店連合会　防災機能を持った商店会事業

267 神奈川県 藤沢市 藤沢南口らんぶる商店会 「知ってた？　行ってみよう、楽しもう　らんぶる街」

268 神奈川県 藤沢市 長後商店街協同組合 長後商店街協同組合　長後まつり

269 神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸商店街振興組合 鵠沼商店街振興組合　商店街活性化強化プロジェクト

270 神奈川県 三浦市 協同組合三浦市商店街連合会 三浦の達人になろう！商店街活性化プロジェクト～三浦ウォークガイド作成事業～

271 神奈川県 秦野市 東海大学駅前商店会協同組合 『サマーフェスタ』・『夜市（仮称）』

272 神奈川県 伊勢原市 駅前中央商店会 駅前中央商店会１．イベント事業　２．観光客に関する調査・研究

273 神奈川県 座間市 座間駅前商店振興会 座間駅前商店振興会商店街活性化事業

274 神奈川県 座間市 座間市相模が丘商店会連合会 ６つの商店会の統合および地域活性化事業

275 神奈川県 座間市 みどりとさくらの街さがみ野 花いっぱいの街づくりとイベントの一体化事業

276 神奈川県 座間市 相武台南口商店会 ひまわり交流事業

277 神奈川県 山北町 山北商店振興会 山北駅前商店街　三河屋さんプロジェクト

278 神奈川県 真鶴町 宿浜通り会 東北へつなぐ　海神の町　湊商店街活性化事業

279 神奈川県 真鶴町 真鶴おおみちジョイナス商店会 東北へつなぐ　「真鶴生活」おもてなし・感謝還元事業
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280 神奈川県 湯河原町 湯河原町商店街連合会 駅前通り明店街＆宮下商店街＆温泉場商店街による　「夜の湯河原商店街活性化事業」

281 新潟県 新潟市 豊栄下町商店街振興会 葛塚市場連携事業

282 新潟県 新潟市 豊栄商店会連合会 葛塚まつりアーカイブ事業

283 新潟県 新潟市 新潟市古町七番町商店街振興組合 新潟市古町7番町型コミュニティ促進事業

284 新潟県 新潟市 新潟駅前弁天通商店街振興組合 弁天七福神まつり

285 新潟県 新潟市 新潟市上古町商店街振興組合 『カミフルアーケード改築5周年記念事業』とスタンプラリー・ポイントカード事業

286 新潟県 新潟市 古町通五番町商店街振興組合 商店街広報ツール（情報誌）の発刊・配布及びラック付き案内看板の設置事業

287 新潟県 三条市 三条中央商店街振興組合 三条中央商店街魅力開発事業

288 新潟県 柏崎市 柏崎市諏訪町商店街振興組合 ガラクタ市　２０周年スペシャル

289 新潟県 小千谷市 小千谷市平成商店街協同組合 小千谷市平成商店街協同組合街なか賑わい創出事業

290 新潟県 小千谷市 小千谷市中央通商店街振興組合 中央通商店街振興組合ふれあい事業

291 新潟県 小千谷市 小千谷市本町商店街振興組合 本町商店街活性化事業

292 新潟県 加茂市 加茂本町商店街振興組合 加茂本町商店街　まちなかつきなかニコニコデー事業

293 新潟県 加茂市 加茂市五番町商店街振興組合 加茂市五番町商店街振興組合　「納涼祭」、「五番町ごっつぉまつり」

294 新潟県 十日町市 十日町市本町五・六丁目商店街振興組合 ①ビアビア夏まつり　②新たな商業施設についての研修・視察

295 新潟県 十日町市 十日町市商店街振興組合連合会 中心商店街魅力アップ・おもてなし・賑わい創出事業

296 新潟県 十日町市 十日町市高田町１丁目商店街振興組合 絆を強め、復興支援夏まつり事業

297 新潟県 村上市 協同組合村上商業開発 開店２０周年記念事業

298 新潟県 糸魚川市 糸魚川本町通り商店街振興組合 糸魚川本町通り商店街振興組合　にぎわい創出事業

299 新潟県 妙高市 街なかにぎわい推進委員会 にぎわいの風 街なか地域コミュニティ強化事業　「街祭」

300 新潟県 上越市 直江津駅南商工会 鉄道資産の活用による商店街活性化事業

301 新潟県 上越市 上越市本町四丁目商店街振興組合 「城下町高田花ロード」第15回記念事業

302 新潟県 上越市 直江津中央商店街振興組合 『なおえつ物語』

303 新潟県 津南町 大割野商工協同組合
①おでかけデマンドバス運行　②環境づくりイベント（ペットボトル、空き缶回収）　③商店街Ｌ
ＥＤイルミネーション設置

304 富山県 富山市 総曲輪商店街振興組合 総曲輪スイートストリート事業

305 富山県 富山市 千石町通り商店街振興組合 千石町通り商店街振興組合ムービームーヴメント事業

306 富山県 富山市 中央通商店街振興組合 とやま「場のチカラ」プロジェクト

307 富山県 富山市 西町商店街振興組合 トヤマパフォーマーフェスタ
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308 富山県 高岡市 御旅屋通商店街振興組合 オタヤ願い道オープンカフェ事業

309 富山県 高岡市 中田商盛会 中田商店街“既存イベントと連携した”集客力向上事業

310 富山県 高岡市 戸出町商店街連盟 第50回戸出七夕まつり記念事業

311 富山県 魚津市 銀座通り商盛会 魚津銀座ファーマーズマーケット事業

312 富山県 黒部市 寺町商盛会 黒部市三日市商いチャレンジフェス2013

313 富山県 南砺市 協同組合福光商業会
協同組合福光商業会集客向上事業　①商店街　de　わくわく事業（ふくみつ街中文化祭）　②
２９３２街中リレーマラソン（スイーツマラソン）

314 富山県 南砺市 協同組合城端西町商店会
じょうはな和美（わび）コレクション　－越中小京都城端から「和美活（わびかつ）」ブランド発
信事業

315 富山県 射水市 千成商店街協同組合 千成イイモノ再発見！～千成ワクワク大作成～

316 富山県 入善町 中町共栄会 中町商店街にぎわい創出事業

317 富山県 朝日町 泊中央商店会協同組合 「まちなか滞在時間」大幅増加プロジェクト

318 石川県 金沢市 片町商店街振興組合 新拠点誕生イベント事業

319 石川県 金沢市 新竪町商店街 新竪町商店街魅力アップ事業

320 石川県 金沢市 広坂振興会 「いってみっか広坂」広坂ブランド向上事業

321 石川県 金沢市 せせらぎ通り商店街振興会 せせらぎMarcheによる地域コミュニティ再生事業

322 石川県 金沢市 金石町商店協同組合
金石町商店協同組合設立６０周年記念事業－かないわの歴史とブランドに親しむ地域イベ
ント－

323 石川県 金沢市 金沢中心商店街武蔵活性化協議会
「武蔵まちなかゼミナール」開催事業～金沢らしさを活かした個店のファンづくりと顧客ロイヤ
リティを高める～

324 石川県 金沢市 近江町市場商店街振興組合 近江町鍋大会誘致キャンペーン事業

325 石川県 金沢市 堅町商店街振興組合
「タテマチ・ハーバー・厨房　タテカフェ」開催事業～　上質で知るマイライフ・マイスタイルの街
づくり　～

326 石川県 輪島市 輪島市まんなか商店街振興組合 まんなか商店街誘客向上イベント

327 石川県 加賀市
本町振興会、南町ゆげ街道振興会、湯の出町商店街振
興会、湯の本町商店振興会、山中温泉中央振興会

加賀山中温泉商店街　芭蕉の湯のまち　振興事業

328 石川県 加賀市 山代温泉通り商店街振興組合
開湯１３００年の文化が薫る　スパーク！やましろ※スパーク＝Spa（温泉）＋（きらめき）の造
語

329 福井県 福井市 福井駅前商店街振興組合 福井駅前商店街「えきまえ特招会」開催事業

330 福井県 福井市 田原町商店街振興組合 田原町商店街まるごとうまいもの市＆食べ歩きレストラン事業

331 福井県 敦賀市 敦賀駅前商店街振興組合 夢と希望と癒しの街づくり事業

332 福井県 小浜市 小浜駅通り商店街振興組合
「もしりじ」もしもアナタが商店街の理事長だったら・・・・住んでみたい　こんな街　あったらい
いな　こんな商店街

333 福井県 大野市 春日通り商店街振興組合 「来（樹）て見て触れて良縁の樹春日通り商店街」良縁の日事業

334 福井県 大野市 六間通り商店街振興組合 六間通り商店街振興組合冬の灯り～街路イルミネーション事業

335 福井県 大野市 大野市商店街振興組合連合会 大野市商店街振興組合連合会事業（仮）
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336 福井県 大野市 七間商店街振興組合 七間朝市連携事業

337 福井県 大野市 五番商店街振興組合 タッチ・ハート五番～誰もが誰にも暖かい五番商店街～事業

338 福井県 越前市 まちなか商店街 まちなか商店街賑わい市事業

339 山梨県 甲府市 甲府城南商店街振興組合 甲府城南商店街振興組合コミュニティ機能強化事業

340 山梨県 甲府市 銀座通り商店街協同組合
銀座通り商店街活性化の核創出プロジェクト～空き店舗を活用した情報と人が交わる仕掛
けづくり～

341 長野県 長野市 長野市権堂商店街協同組合 生き生きとした権堂まちづくり事業

342 長野県 長野市
協同組合ナガノ駅前センター、長野銀座商店街振興組
合、長野市北石堂町商店街振興組、南石堂町商店街振
興組合、協同組合長野駅前商店会

①「長野びんずる」前夜祭広報事業　②長野駅前周辺バル街並びにバル街応援セール事業

343 長野県 松本市 上土商店街振興組合 上土商店街「大正ロマンの街・リメイク＆コミュニティづくり事業」

344 長野県 上田市 商店街振興組合うえだ原町一番街商店会 「日本一の兵　真田幸丸プロジェクト」による商店街活性化事業

345 長野県 岡谷市 岡谷市童画館通り商店街協同組合
岡谷市童画館通り商店街マスコットキャラクター（ゆるキャラ）と「まち歩きＭＡＰ」による商店
街活性化事業

346 長野県 諏訪市 上諏訪商店街振興組合 「地域の力、商店街マップ」が運ぶ「１００円商店街」“絆”事業

347 長野県 諏訪市 湖明館通り商業協同組合 ゆるキャラ“こめ吉”と歩こう商店街事業

348 長野県 伊那市 中央区商店会 「中央区商店会活性化イベント」事業

349 長野県 大町市 九日町銀座商店街 商店街活性化事業（商店街元気だそうよ頑張ろうよ！事業）

350 長野県 塩尻市 塩尻大門商店街振興組合 塩尻大門商店街ファン獲得のための情報発信及びまち歩きイベント事業

351 長野県 佐久市 中込商店会協同組合 AC長野パルセイロホームゲーム開催に伴う商店街再活性化事業

352 長野県 佐久市 相生町商店会 「高校生復興支援市」事業

353 長野県 佐久市 岩村田連合商店会
商店街　地酒でカンパイフェスタ　あつまれ５０００人
集まれ若者！商店街　ｄｅ　街コン！

354 長野県 佐久市 岩村田本町商店街振興組合
「ありがとう」を伝えるプロジェクト
日本一に挑戦！　『がんばれ商店街川柳・めざせ３９３９首』

355 長野県 千曲市 屋代駅前通り商店街協同組合 “まちなかキャンパス”事業

356 長野県 下諏訪町 御田町商業会 御田町商店街　未来的文化祭事業

357 長野県 栄村 森商工振興会 長野県栄村商店街・日本一の“絵手紙商店街”プロジェクト

358 岐阜県 岐阜市 岐阜市金宝町1丁目発展会 金宝町1商店街文化創出活性化事業「ぎふJAZZストリート」

359 岐阜県 岐阜市 岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会 柳ヶ瀬ジュラシックアーケード2013

360 岐阜県 岐阜市 美殿町商店街振興組合
美殿町イラストマップ・ガイドブックの作成・配布、「美殿町秋祭」「みとのまちハロウィン」開催
による集客向上事業

361 岐阜県 大垣市 大垣市商店街振興組合連合会 中心市街地商店街情報誌発行事業

362 岐阜県 高山市 高山市商店街振興組合連合会 あんきな街なか講座（まちゼミ）

363 岐阜県 多治見市 多治見銀座商店街振興組合 多治見銀座商店街まちづくり・まち歩き事業
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364 岐阜県 多治見市 多治見ながせ商店街振興組合
『多治見ながせ商店街ファンづくり』事業来街者、商店主、創業希望者が地元を好きになる為
の活動

365 岐阜県 中津川市 本町商店街振興組合 秋の中山道まつりにあわせたウォークラリーの開催及び空き店舗活用事業

366 岐阜県 中津川市 中津川駅前商店街振興組合 ウインドギャラリー展及び空き店舗活用夏休み市民教室開催事業

367 岐阜県 中津川市 中津川西太田町通り商店街振興組合 西太田町通り商店街　街コンイベント事業

368 岐阜県 恵那市 恵那銀座商店街振興組合 恵那まちなか市「冬物語」サブタイトル「あの大震災を忘れかけていませんか？」

369 岐阜県 恵那市 恵那市商店街連合会 まごころサービス宅配便及び商店街こだわりマップ製作

370 岐阜県 飛騨市 古川町商工会 ぐるっとマルシェ

371 岐阜県 下呂市
若宮通発展会、SPAロード発展会、サンロード発展会、
松原発展会、本町発展会、桜町発展会、六ツ見橋発展
会、幸田発展会、小川商工発展会

下呂温泉商店街活性化事業

372 静岡県 静岡市 商店街振興組合静岡呉服町名店街 呉服町名店街集客力アップ事業

373 静岡県 静岡市 伝馬町発展会 伝馬町商店街　まちを歩いて楽しむ（仮称）伝馬の冬の夜の夢事業

374 静岡県 静岡市 清水港町商店街　振興組合 清水みなとの雰囲気を活かした「みなと・夢・マルシェ」ｗｉｔｈ東北復興支援

375 静岡県 静岡市 草薙商店会 草薙商店街活性化事業

376 静岡県 静岡市 清水銀座商店街　振興組合 個店の魅力磨き！その情報の発信強化事業

377 静岡県 浜松市 田町東部繁栄会 商店街のファンを創出・育成する商店街ガイドツアー事業

378 静岡県 沼津市 商店街振興組合沼津アーケード名店街 創立６０周年アニバーサリーイベント

379 静岡県 三島市 三島商店街連盟 三島商店街　誘客・販売促進事業

380 静岡県 島田市 島田市商店街連合会
島田中心地商店街　にぎわい創出事業　①年金支給日連動　シニアに向けて　冬の暮らしの
とくとくマップ＆セール　②今、島田が熱い　若手経営者による「しまあつ」来店体験企画　③
よってらっしゃいコミュニティバザール　島田元気市

381 静岡県 焼津市 商店街振興組合焼津市昭和通り発展会 焼津市昭和通り商店街『春夏秋冬物語』

382 静岡県 焼津市 ゴールデン街共栄会 ゴールデン街「焼津精霊流し」事業

383 静岡県 焼津市 西町通り商店会 西町通り商店会「えびす講」事業

384 静岡県 御殿場市 協同組合森の腰商栄会
①「ごてんバル」（街バル）への参加、出店　②御殿場夏祭りにおける商店街内お化け屋敷の
開催、運営　③クリスマス時の「夢と笑顔を配達します・サンタとトナカイ」事業の実施

385 静岡県 袋井市 袋井駅前商店街協同組合 子供を育み、活気のある商店街へ～魅力ある個店を増やす取り組み～

386 愛知県 名古屋市 池下本通商店街振興組合 冊子・マップの制作による池下本通商店街広報事業

387 愛知県 名古屋市 柳原通商店街振興組合 柳原通商店街　２０１３年・やなぎはら夏祭り事業

388 愛知県 名古屋市 仲田本通商店街振興組合 仲田本通商店街「夏まつり」

389 愛知県 名古屋市 今池商店街連合会 今池商店街連合会「いきいき今池お祭りウイーク」

390 愛知県 名古屋市 大曾根本通商店街振興組合 大曽根本通商店街再生＆大曽根七夕まつり事業

391 愛知県 名古屋市
円頓寺本町商店街振興組合
円頓寺商店街振興組合

①第58回円頓寺七夕まつり　②円頓寺郡上おどり
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392 愛知県 名古屋市 栄町商店街振興組合 栄町商店街アートストリート推進事業

393 愛知県 名古屋市 名古屋市商店街振興組合連合会 商店街逸品名品テストマーケティング

394 愛知県 名古屋市 広小路商店街振興組合 広小路夏まつり（2013）

395 愛知県 名古屋市 広小路中央商店街振興組合 秋の広小路市および連動したオープンカフェ事業

396 愛知県 名古屋市 大須商店街連盟 大須商店街改革・イメージアップ事業

397 愛知県 名古屋市 名古屋大須東仁王門通商店街振興組合 ①東仁王市の開催　②大須ファッションストリート

398 愛知県 名古屋市 日比野商店街振興組合 日比野商店街観光まちづくり推進事業

399 愛知県 名古屋市 金山商店街振興組合 金山南イメージアップによる集客力強化事業

400 愛知県 名古屋市 笠寺観音商店街振興組合 新たなPR手段やイベントを活用した来街者の客層の拡大

401 愛知県 名古屋市 藤が丘中央商店街振興組合 藤が丘中央商店街藤が丘・育みタウン祭

402 愛知県 名古屋市 植田商店街協同組合 植田商店街「店を知る、物を知る、味を知る、顔を知る」事業

403 愛知県 名古屋市 原駅前商店街振興組合 原駅前商店街販売促進パワーUP事業

404 愛知県 名古屋市 八事商店街振興組合 八事五寸人参で広がる人・街育て支援事業

405 愛知県 名古屋市 平針駅前商店街振興組合
創立30周年記念事業シニアにやさしい安心安全な街づくり平針駅前商店街シニア応援プロ
ジェクトバリバリ・シニア・サポート事業

406 愛知県 豊橋市 広小路一丁目商店街振興組合 『豊橋まちなかお店マップ』による店舗集客拡大事業

407 愛知県 一宮市 一宮市銀座通商店街振興組合
①銀座通商店街夏祭り　②銀座通商店街秋祭り　③銀座通商店街ウインターイルミネーショ
ン

408 愛知県 一宮市
一宮市駅西商店街振興組合
一宮市御朱印地商店街振興組合

第58回おりもの感謝祭一宮七夕まつり

409 愛知県 一宮市 木曽川町銀座街発展会 木曽川町銀座街発展会木曽川町一豊まつりパレード事業

410 愛知県 一宮市 一宮市伝馬通3丁目商店街振興組合 七夕まつり＆イルミネーション短冊飾り

411 愛知県 一宮市 一宮市萩原商店街振興組合 秋の萩原商業感謝祭

412 愛知県 一宮市 一宮市本町通一丁目商店街振興組合 一宮市本町通一丁目商店街オープンモール記念事業

413 愛知県 瀬戸市 銀座通り商店街振興組合 銀座通り商店街　出会い、支え合い、元気になるまちづくり事業

414 愛知県 半田市 半田駅前商店街振興組合 新美南吉生誕１００年記念おいでんナイト！南吉メルヘンロード

415 愛知県 半田市 半田市成岩南部商店街振興組合 商店街　地域資源　発掘・活用・実践事業　あおやま　なにかみつかる　食べ歩き

416 愛知県 春日井市 味美商店街振興組合 安全・安心味美商店街のPR事業

417 愛知県 春日井市 東野商店街振興組合 東野ぺったんお餅つき

418 愛知県 春日井市 鳥居松本通商店街振興組合
春日井市市制70周年記念事業はっぴーサボテン商品券発行協賛「お得が4倍！鳥居松本通
商店街夏まつり」とりいまつ下街道シール委員会共催

419 愛知県 春日井市 勝川駅東商店街振興組合 勝川駅東商店街夏まつり
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420 愛知県 春日井市 勝川駅前通商店街振興組合 勝川親子ハロウィンフェスティバル

421 愛知県 刈谷市 かりがね発展会
歴史ある刈谷名物「いもかわうどん」を活用した地域活性イベントとそれによる地域の絆の構
築～かりがね発展会２０周年記念行事～

422 愛知県 刈谷市 東刈谷商店街協同組合 「東刈谷味噌街道事業」「ワイワイフェスタ開催事業」

423 愛知県 刈谷市 刈谷市商店街連盟 刈谷城築城４８０年記念　サマーフェスタ事業

424 愛知県 豊田市 みゆき商店街振興組合 「みゆき夏まつり・チャリティ・バザール」

425 愛知県 豊田市 足助中央商店街協同組合 足助商店街スタンプラリー事業

426 愛知県 豊田市 永覚新町商店街振興組合 永覚新町商店街ふれあい夏祭りを活用した個店の魅力アップ事業

427 愛知県 安城市 安城中央商店街連盟 きーぼーまちなかアクションプラン

428 愛知県 西尾市 西尾市商業協同組合 本町商店街EBISU町市事業

429 愛知県 大府市 大府市共和商業協同組合 平成25年度金メダルのまち共和推進事業

430 愛知県 武豊町 みゆき通り発展会 みゆき通り・ほのぼのおやこマルシェ

431 三重県 津市 津市大門大通り商店街振興組合 津市大門大通り商店街情報発信事業

432 三重県 津市 一身田商工振興会 一身田商店街魅力発信事業

433 三重県 四日市市 四日市本町通り商店街振興組合 本町通り商店街振興組合情報発信力強化事業

434 三重県 四日市市 四日市諏訪西商店街振興組合 こどもの交流拠点施設構築事業

435 三重県 伊勢市 伊勢市商店街連合会 伊勢市商店街まちの魅力再発見プロジェクト

436 三重県 伊勢市 浦之橋商店街振興組合 うらのはし若返り作戦

437 三重県 松阪市 松阪市商店街連合会 多様な市民・市民団体参加の商店街にぎわい事業

438 三重県 桑名市 桑名市寺町通り商店街振興組合 寺町ふれあいフェスティバル（桑名の文化を体感しよう！）

439 三重県 亀山市 亀山市東町商店街振興組合 3つのイベント開催と若手人材育成で年中にぎわい創出

440 三重県 熊野市 ゆうゆうスタンプ会
「地域の商店街の魅力UP」と「熊野古道等の世界遺産」・「高速道路ネットワークの延伸」等
の機会を活かす地域活性化事業

441 三重県 熊野市 熊野市記念通り商店街振興組合 熊野市記念通り商店街くまの三尺玉ストリート事業

442 三重県 紀北町 紀北町商工会 熊野古道世界遺産登録10周年記念事業

443 滋賀県 大津市 膳所駅前商店街振興組合 ZeZeときめき坂「子ども将棋大会」

444 滋賀県 長浜市 大手門通り商店街振興組合 大道芸人大集結！毎週末は大手門！【ザ・エンタメインカレ】（仮称）

445 滋賀県 長浜市 協同組合きのもと北国街道商店街 木之本商店街にぎわい創出事業

446 滋賀県 長浜市 黒壁グループ協議会 黒壁25周年記念ライトアップイベント

447 滋賀県 長浜市 ながはま御坊表参道商店街振興組合 花と灯りの祭典
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448 滋賀県 草津市 草津市商店街連盟 草津市商店街連盟　商店街再生・活性化事業

449 京都府 京都市 北山街協同組合 北山街ブランディングプロジェクト

450 京都府 京都市 神宮道商店街組合 神宮道商店街【神宮道活性化プロジェクト】事業

451 京都府 京都市 新京極商店街振興組合 京まちなか映画祭

452 京都府 京都市 寺町京極商店街振興組合 “寺ブラマップ２０１３版”４ヶ国語対応及び“てらぼん”LED装飾

453 京都府 京都市 三条名店街商店街振興組合 人・地域・世代をつなぐ歓交イベントと広報事業

454 京都府 京都市 京都三条会商店街振興組合 三条会商店街　さぁ！朝から晩まで楽しんで頂きましょう！

455 京都府 京都市 三条小橋商店街振興組合 三条小橋商店街　「京のお入り口」個性伸長事業

456 京都府 京都市 今熊野商店街振興組合 今熊野猿楽（申楽）復活公演と共に今熊野商店街復活・活性化事業

457 京都府 京都市 祇園商店街振興組合 祇園商店街振興組合「（仮称）祇園大茶会」開催事業

458 京都府 京都市 祇園縄手繁栄会 祇園縄手繁栄会「（仮称）京都・鴨東まちなか美術館」開催事業

459 京都府 京都市 七条中央サービス会 七条中央サービス会「梅小路いきいきフェスタ」事業

460 京都府 京都市 嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議会 嵐山ウォーキングツアー＆嵐響夜舟（舟からの月見）

461 京都府 京都市 深草商店街振興組合 深草商店街「名店、名品、名人紹介冊子」作成事業

462 京都府 京都市 中書島繁栄会 伏見バル＆マルシェ

463 京都府 京都市 納屋町商店街振興組合 納屋町商店街　顧客にやさしい　安心安全お買物環境づくり事業

464 京都府 亀岡市 亀岡駅前商店街振興組合 石田梅岩の教えを活かす　心学の道のれん街　梅岩まつり

465 京都府 亀岡市 北町商店街 平日型商店街から休日対応型商店街への脱皮

466 大阪府 大阪市 新京橋商店街振興組合 商店街の情報発信ツールの作成事業

467 大阪府 大阪市 京橋中央商店街振興組合
京橋中央商店街　井戸端交流ミクス事業
～かつての京街道のまちの賑わい往来交流を今に～

468 大阪府 大阪市 京阪京橋商店街振興組合 京橋ええとこバル＆夏祭り

469 大阪府 大阪市 野田阪神駅前通商店会 新たな地域の核となる野田阪神駅前通商店会事業

470 大阪府 大阪市 野田新橋筋商店街振興組合 野田阪神新橋筋商店街50周年記念事業

471 大阪府 大阪市 九条新道駅前商店街振興組合 キラキラプロジェクト　キララ九条定期市＆夏祭り

472 大阪府 大阪市 東淡路商店街振興組合 東淡路商店街にぎわい再生事業

473 大阪府 大阪市 東淀川区商店会連盟 「みのりちゃんくじ」を媒介とした「ひと」・「みせ」・「まち」の交流促進事業

474 大阪府 大阪市 千林商店街振興組合 千林商店街地域ふれあいお祭りイベント事業（仮）

475 大阪府 大阪市 文の里商店街協同組合 文の里商店街　商業振興事業
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476 大阪府 大阪市 王子商店街振興組合 モノを売るよりまず店を売る

477 大阪府 大阪市 駒川商店街振興組合
商店街と地域が交流・連携したお客様参加型イベント事業（①駒川まつり「ハイタッチで世界
記録（ギネス）に挑戦！」　②パパママと子供が主役「駒川コンテスト2013」）

478 大阪府 大阪市 駒川駅前商店街振興組合 田辺大根フェスタ（地域密着の商店街になろう）

479 大阪府 大阪市 玉出本通商店街振興組合
大阪市西成区玉出　まちづくり一体型商店街活性化事業―地域課題を解決しながら地域が
買い支える商店街を目指して―

480 大阪府 大阪市 飛田本通商店街振興組合 動物園前一番街　サイエンスカフェ

481 大阪府 大阪市 西成区商店会連盟 西成区商店街　にぎわい祭り事業

482 大阪府 大阪市 三津屋商店街振興組合 みつやわいわいサマーフェスタ

483 大阪府 大阪市 淀川中央市場商業協同組合 スマイルよどがわ活性化事業

484 大阪府 大阪市 粉浜商業協同組合
地域連携と商店街の来街者増加を目指した情報事業商店街情報誌「はったつ福～ポンチラ
シ」制作

485 大阪府 大阪市 粉浜商店街振興組合
個店の魅力創出、来街者増加を目指した情報事業、情報発信ツール「粉浜あなろぐ焦点」リ
ニューアル制作

486 大阪府 大阪市 天神橋三丁目商店街振興組合 商店街の情報発信ツールの作成事業

487 大阪府 大阪市 曽根崎お初天神通り商店街会 お初天神の観光地PRを柱とした観光客誘致

488 大阪府 大阪市 天神橋筋四番街商店街振興組合 天神橋筋四番街商店街　近代化推進事業

489 大阪府 大阪市 法善寺前本通り商店街振興組合 法善寺前本通り商店街　親子を対象とした文化事業

490 大阪府 大阪市 千日前商店街振興組合 千日前商店街賑わいアート事業

491 大阪府 大阪市 千日前道具屋筋商店街振興組合 「第28回／道具屋筋祭り＆巨大たいやきでギネスに挑戦！」

492 大阪府 堺市 ジョルノ専門店商業組合 歳末大感謝祭みゆき通りふれあいまつり

493 大阪府 堺市 堺山之口連合商店街振興組合 晶子のふるさと山之口―CIづくり・情報発信事業

494 大阪府 堺市 しらさぎ310商友会 綺麗で安心の出来る優しい街づくり

495 大阪府 堺市 深井プラザ商店会 クリスマスイベント事業

496 大阪府 堺市 アンディ泉北長栄会 アンディ泉北長栄会活性化事業

497 大阪府 堺市 ベルヒル店主会 ベルヒル北野田　ハロウィン・クリスマス・新年フェア

498 大阪府 堺市 鳳本通商店街振興組合 鳳本通商店街活性化事業

499 大阪府 堺市 泉ヶ丘北専門店会 泉ヶ丘北専門店会　オープンサロン事業

500 大阪府 堺市 中百舌鳥駅前通商店街振興組合 中百舌鳥フェスティバル

501 大阪府 堺市 堺市駅東商店街振興組合 ２０１３年夏のちびっこ祭り＆ビンゴゲームフェスティバル

502 大阪府 堺市 美原本通り商店街振興組合 “みっぱら”空き店舗解消プロジェクト

503 大阪府 岸和田市 ニューキャッスルショッピングデパート協同組合 未来っ子に夢を！「トークちびっこのど自慢」（仮称）
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504 大阪府 岸和田市 蛸地蔵商店街 空き店舗の期間限定借用による手作り市常設実験事業

505 大阪府 豊中市 豊中市商店会連合会 豊中市内商店街・魅力発信プロモーション事業

506 大阪府 豊中市 庄内本通商店街振興組合 庄内まつりと地域連携イベント

507 大阪府 池田市 新町通り商店会 新町通り商店街認知度アップ事業

508 大阪府 吹田市 ディオス北千里専門店会 ディオス北千里専門店会　「地域になくてはならない商店街を！」事業

509 大阪府 高槻市 高槻城北通事業協同組合 集客力向上事業～大人も子どもも“めっちゃ”楽しめる商店街の創造

510 大阪府 高槻市 芥川商店街事業協同組合 芥川宿店舗ガイドマップ

511 大阪府 高槻市 富田商業協同組合 （仮称）富田で“たんと”遊ぼう　事業　～地域住民との共生・協働～

512 大阪府 高槻市 高槻センター街商店街振興組合
ナイスガイ　センター街　～　高槻の魅力大発信事業　～　（夏の大抽選会、歳末大抽選会、
夜まつり　アーケード内装飾及び魅力発信の冊子発行　等）

513 大阪府 守口市 テルプラザ専門店会
地域活性化ボランティア、大学との連携によるオリジナル商品開発事業およびテルストー
リーイベント事業

514 大阪府 守口市
新開地商店街振興組合、三和商店会、新開地中央商店
会、万来商店会、西郷通商店会

新開地商店街等販売力向上・体質強化事業

515 大阪府 守口市 京阪東通商店街振興組合 京阪東通商店街振興組合が主催する研修会事業「商店街・ドイノミクス大学」※仮称

516 大阪府 守口市 土居商店街振興組合
①商店街ダンスコンテスト　②日曜市等の開催　③夜店の開催　④商店街情報発信強化事
業　⑤守口（土居）あきんど塾の開催

517 大阪府 枚方市 宮之阪中央商店街振興組合 「七夕まつり」と「あきない祭り」

518 大阪府 枚方市 御殿山渚商店会 御殿山渚商店街魅力創出・イベント開催事業

519 大阪府 枚方市 樟葉宮表参道商店会
樟葉宮表参道商店街活性会事業
（ポイントカードを使用した商店街IT化と、イベント等支援プロジェクト。）

520 大阪府 茨木市 総持寺本通商店街振興組合
総持寺本通商店街振興組合
夜店、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ集客向上イベント事業

521 大阪府 八尾市 ペントモール八尾協同組合 ペントモール八尾まちゼミプラス事業（個店発信お客様参加型事業）

522 大阪府 八尾市 八尾市商業協同組合 お逮夜+（プラス）まけへんもん事業

523 大阪府 富田林市 本町商店会 富田林本町商店街　アート＆クラフトまつり事業

524 大阪府 寝屋川市 大利商店街振興組合 安全で楽しいにぎわいのある街づくり

525 大阪府 寝屋川市 香里駅前通商店街 香里駅前商店街等販売力・体質強化事業

526 大阪府 寝屋川市 寝屋川トップ通り商店会
商店街のグルメブランド商品の開発とその啓発（はちかづき商品の開発と地域バル・商店街
単独バル）

527 大阪府 松原市 天美商店街振興組合 天美商店街活性化事業

528 大阪府 大東市 住道本通り商店街協同組合 地域住民とつくる商店街の憩いの場「ほんどおりステーション」事業

529 大阪府 大東市 野崎参道商店街振興組合 のざきほんわかスタジオから世界に情報発信！

530 大阪府 和泉市 和泉市商店連合会 JR和泉府中駅新駅舎完成記念商店街活性化事業

531 大阪府 和泉市 和泉府中駅前商店街協同組合 実験店出店による集客力強化事業＆店舗診断による個店力強化事業
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532 大阪府 門真市 守口市商業連盟 ２０１３　ダンスのチカラ選手権

533 大阪府 藤井寺市 藤井寺駅前北商店街振興組合 各種団体等との連携による商店街賑わい創出事業

534 大阪府 東大阪市 瓢箪山中央商店街振興組合 ひょうたんやま小冊子製作＆瓢箪山音楽祭　仮称　「ひょっこり瓢箪山」

535 大阪府 東大阪市 東大阪稲田商店街振興組合
「昭和再会発大作戦」（昭和の商店街回帰事業）　～縁日、昭和の町なび、ロボット・プラモ
etc～

536 大阪府 東大阪市 サンロード小阪商店街振興組合 小阪サンサンまつり＆ちびっこ絵画コンクール

537 大阪府 交野市 交野駅前商店会 交野駅前商店街販売力・体質強化向上事業：織姫の里　天の川七夕イベント

538 大阪府 交野市 星田駅前商店会 星田駅前商店街イベント・店舗魅力アップ事業：永続的な集客の実現

539 兵庫県 神戸市 岡本商店街振興組合 岡本商店街の住民票をとろう事業

540 兵庫県 神戸市
フォレスタ店舗会,六甲本通商店街、六甲宮前商業協同
組合

六甲道北地区商業者＆学生交流促進事業

541 兵庫県 神戸市 平野商店街振興組合 平野商店街ゆるキャラ「きよもん」による商店街活性化事業

542 兵庫県 神戸市 湊川五連合会 湊川夜市

543 兵庫県 神戸市 大正筋商店街振興組合 大正筋わがまちふるさと再生事業～つなぐプロジェクト～小さなまちの大きなネットワーク

544 兵庫県 神戸市 垂水商店街振興組合 めざそう！「新・古き良き時代の商店街」活性化事業

545 兵庫県 神戸市 神戸元町商店街連合会 「元町ショップガイド」10万部の制作

546 兵庫県 神戸市 乙仲通界隈プロジェクト委員会 乙仲通界隈プロジェクト委員会タウン情報活性化事業

547 兵庫県 姫路市 二階町商店街振興組合 笑顔に出会える街の楽しい！おいしい！二階町ふれあい新鮮市

548 兵庫県 尼崎市 大島事業協同組合
～いつまでも地域で元気に楽しく暮らそう・WizとYou～買物困難者の固定客化による販売基
盤構築事業：With　Youプロジェクト

549 兵庫県 尼崎市 塚口商店街振興組合 顔の見える商店街発信事業

550 兵庫県 洲本市 洲本市本町商店街振興組合 コモード・アートフェスティバル

551 兵庫県 伊丹市 伊丹郷町商業会 伊丹郷町商業会・中心市街地一帯による子どもの就労体験事業「いたみ和っかデイ」

552 兵庫県 豊岡市 豊岡駅通商店街振興組合 個店の魅力UPと新しい顧客の創出事業

553 兵庫県 加古川市 カピル２１専門店会 カピルde元気まつりVol.9

554 兵庫県 加古川市 寺家町商店街振興組合 じけまちどんちゃか村２０１３

555 兵庫県 西脇市 西脇しばざくら通り商店会協同組合 地域交流謝恩夏祭り（仮称）

556 兵庫県 宝塚市 ソリオきた山手商店会 ソリオきた山手商店街ふれあいまつり事業

557 兵庫県 宝塚市 アピア名店会 アピア名店会活性化事業

558 兵庫県 宝塚市 清荒神参道商店会
清荒神参道商店街地域資源発掘・イベント開催事業～地域住民の認知度向上と集客のため
に～

559 兵庫県 高砂市 アスパ専門店会 アスパ専門店会体質強化・イベント開催事業
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560 兵庫県 高砂市 伊保駅前商店会
伊保駅前商店街買物弱者に対応した地域コミュニティ連携事業～地域と一体となった販売基
盤の確立のために～

561 兵庫県 高砂市 高砂商店連盟協同組合 ・商店街夏祭り　・万灯祭楽市

562 兵庫県 丹波市 柏原町商店街連合会 柏原町商店街活性化事業

563 兵庫県 香美町 村岡商店連盟 100円商店街＆軽トラ市

564 奈良県 奈良市 奈良市下御門商店街協同組合 下御門商店街「流しそうめん」イベント事業

565 奈良県 奈良市 商店街振興組合奈良三条通ショッピングモール 地域住民をターゲットとした商店街活動の情報告知事業

566 奈良県 奈良市 小西通商店街振興組合
小西さくら通り商店街　魅力発掘さくら書紀事業～各店のちょっといいところの現代版日本書
紀～

567 奈良県 天理市 天理市三島本通商店街協同組合 天理市三島本通商店街　光と緑のファンタジックな商店街

568 奈良県 天理市 天理市本通り商店街協同組合 天理市本通り商店街　活力強化事業

569 奈良県 橿原市 八木駅前商店街振興組合 八木駅前商店街　まほろば大和市事業

570 奈良県 斑鳩町 東栄会 世界文化遺産「法隆寺」周辺まちあるき観光創出＆地域コミュニティ活性化事業

571 和歌山県 海南市 海南駅前一番街商店街振興組合 市民参加による空き店舗の活用

572 和歌山県 御坊市 御坊駅前商店街振興組合 御坊駅前商店街PR事業

573 島根県 松江市 松江市南殿町商店街振興組合 南殿町商店街活性化事業

574 島根県 松江市 松江京店商店街協同組合 京店商店街星ふる街・恋する街事業

575 島根県 松江市 松江学園通り商店街振興組合 松江学園通り商店街　誕生25周年感謝祭

576 島根県 松江市 協同組合松江天神町商店街 天神マルシェを核とした商店街再生事業

577 島根県 松江市 松江新大橋商店街振興組合 松江新大橋商店街　伊勢宮界隈にぎわい創出事業

578 島根県 浜田市 紺屋町商店街振興組合
地域コミュニティを豊かにする商店街活性化事業～大学生と地域を商店街がつなげる協働
事業～

579 島根県 出雲市 平田本町商店街振興組合 復刻版　雲州平田「商売繁栄双六」開催事業

580 島根県 出雲市 出雲中央通商店街振興組合 出雲市中央通商店街「高瀬川　えんむすび　ねがいびな」事業

581 島根県 出雲市 協同組合 中町商店会 協同組合中町商店会　サンロードなかまち活性化事業

582 島根県 川本町 弓市商店会 医・商連携による高齢者等に対する買物支援事業

583 岡山県 岡山市 岡山駅前商店街振興組合 火曜ジャズナイト＆ジャズフェスティバル

584 岡山県 岡山市 岡山市表町南部商店街振興組合 時計台周辺商店街の市民ふれあいイベント

585 岡山県 岡山市 協同組合岡山市栄町商店街 おもてちょうSHOW店街～ウィークエンド　フェス～

586 岡山県 岡山市 奉還町商店街振興組合 地域コミュニティ創生によるストリートイベント『奉還Ⅲ（スリー）』（仮称）

587 岡山県 岡山市 協同組合中之町商店会 協同組合中之町商店会集客向上事業
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588 岡山県 倉敷市 倉敷商店街振興連盟 商店街まるごと美術館

589 岡山県 倉敷市 児島ジーンズストリート協同組合 アートとデニムの祭典『KOJIMA BLUE International Art Festival』開催事業

590 岡山県 津山市 協同組合津山一番街 つやま学生の夢　実現プロジェクト

591 岡山県 津山市 津山一店逸品運動実行委員会
ゆるやかな婚活コンパ事業コラボレーション（略して‘ゆるコン’）『‘ゆるコンコラボ’出会いの
一店逸品運動！！』

592 岡山県 笠岡市 笠岡本通商店街振興組合 商店街ネットワークを活かした「防災の絆」づくり事業

593 広島県 広島市 うらぶくろ商店街振興組合 「うらぶくろ探検ツアー」～まち記者育成・メディア活用による誘客と地域コミュニティ形成～

594 広島県 広島市 広島市中央部商店街振興組合連合会 「イノコ大福フェスタ(仮称)」の開催と広島市センターエリア年間イベントガイドの作成事業

595 広島県 広島市 広島市タカノ橋商店街振興組合 復活！ばたばた秋祭り

596 広島県 竹原市 竹原駅前商店街振興組合 ももねこ様祭－熱いけど竹原で燃えようぜ！！－

597 広島県 三原市 三原駅前商店街振興組合 三原駅前商店街活性化事業

598 広島県 三原市 帝人通り商店街振興組合 帝人通り商店街活性化事業

599 広島県 尾道市 せとだ本町商店街協同組合 しまなみ海道ブランド向上推進事業

600 広島県 尾道市 尾道駅前本町一番街商店街振興組合 林芙美子生誕110周年記念事業

601 広島県 福山市 福山本通商店街振興組合
空き店舗活性化事業
・とおり町・食の祭典事業　・空き店舗バンク事業

602 広島県 福山市 福山久松通商店街振興組合
ひさまつ通り商店街・技ギャラリー＆ストリートファッションショー福山久松通商店街振興組合
集客向上事業

603 広島県 福山市 福山宮通り商店会 福山宮通り商店会集客向上事業

604 広島県 庄原市 協同組合庄原ショッピングセンター にぎわい！ふれあい！わらいあい！R４３２西大通り！三日の市

605 広島県 大竹市 大竹駅前商店街振興組合 ≪ふるさと再発見≫つながりん祭・きてみん祭

606 山口県 下関市 長府商店街協同組合 長府商店街活性化ソフト事業

607 山口県 下関市 グリーンモール商店街振興組合 グリーンモール商店街中心市街地シェイクハンド事業

608 山口県 下関市 シーモールしものせき協同組合 駅周辺魅力創出事業

609 山口県 下関市 協同組合 唐戸商店会 唐戸商店街おもてなしプロジェクト

610 山口県 下関市 豊前田OIRAN会 豊前田商店街活性化事業

611 山口県 山口市 山口市本町商店街振興組合
お祭りで地域も家族もイキイキ！元気！～「西門前めでたい“えびす祭り”」～1.地域の力が
輝く商店街事業2.家族の元気をつくる商店街事業3.子どもイキイキ商店街思い出事業

612 山口県 山口市 山口市商店街連合会 山口市商店街連合会「夏の山口デー」

613 山口県 山口市 中市商店街振興組合 「学生文化祭」および商店街による学生支援イベント

614 山口県 山口市 協同組合　米屋町振興会 米屋町商店街　こめこめフェスティバル事業

615 山口県 萩市 萩市田町商店街振興組合連合会 萩はおいしい！田町「食の祭典」による賑わい事業
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616 山口県 防府市 天神町銀座商店街振興組合 250ｍの幸せます探し

617 山口県 防府市 ルルサス会 ルルサス防府で幸せます～新たな出会いで幸せ増します～

618 山口県 下松市 星プラザテナント会 星プラザ20周年親子3世代、いきいき・わくわくフェア

619 山口県 周南市 銀南街商店街振興組合 銀南街リニューアル実験イベント事業

620 徳島県 徳島市 徳島市東新町一丁目商店街振興組合 共通掲示板を利用して街の告知力を高め、東新町から文化・芸術・歴史を発信する事業

621 徳島県 徳島市 ポッポ街商店街振興組合 ポッポ街専用番組放送事業（イベント事業）

622 徳島県 鳴門市 鳴門市大通商店街振興組合 花の百円商店街事業

623 徳島県 三好市 協同組合阿波池田銀座街 まちなか交流スペース「よしニャン」(仮称)のオープニングに係る広報・販促活動

624 香川県 高松市 高松南新町商店街振興組合 「街なか　シアターと憩いの教室」　商店街コミュニティの確立

625 香川県 高松市 高松ライオン通商店街振興組合 「ライオンまち塾」みんなで楽しく学ぼう！！

626 香川県 高松市 高松常磐町商店街振興組合
「街中サーカス／みんなのサーカス」　商店街のすみずみまでサーカス！さらに町の人たち
が思いっきり体験出来るサーカス！

627 香川県 高松市 高松兵庫町商店街振興組合 ・ひょこタウン“いいことポイント”獲得事業「ひょこひょこでトクトク」　・ひょこたんのお誕生会

628 香川県 観音寺市 観音寺商店街連合会 まちなか活性プロジェクト　Re:born.K

629 香川県 三木町 讃岐三木商業協同組合 地域活性及び地域交流文化事業

630 愛媛県 松山市 松山ロープウェー街中央商店街振興組合 ロープウェー商店街地域活性化事業　「媒体による情報発信」及び「城山門前日曜市」

631 愛媛県 松山市 松山大街道商店街振興組合 広域商店街間物産交流コラボイベント

632 愛媛県 松山市 大街道中央商店街振興組合 キッズダンスコンテスト・小学生スポーツ選手権・ダンスバトル

633 愛媛県 今治市 今治商店街協同組合 今治商店街まちなかにぎわい創出事業

634 愛媛県 八幡浜市 八幡浜新町商店街振興組合 新町　三輪車レース

635 愛媛県 新居浜市 新居浜中央商店街振興組合 昭和通り四丁目「環境に配慮した商店街にぎわい創出事業」

636 愛媛県 西条市 西条紺屋町商店街振興組合 西条商店街『みんな集まれ』元気なコミュニティづくり事業

637 愛媛県 四国中央市 川之江栄町商店街振興組合 栄町商店街　賑わい創出ネットワーク構築事業

638 愛媛県 久万高原町 くまタウン連盟 久万町商店街にぎわい再生事業

639 高知県 高知市 京町・新京橋商店街振興組合 京町・新京橋イルミネーションとクリスマスイベント

640 高知県 高知市 菜園場商店街振興組合 歴史と文化に根差したさえんばイベント～半平太まつり2013～

641 高知県 高知市 壱番街商店街振興組合 商店街空きスペースを活用した芸術・文化イベント事業

642 福岡県 北九州市 旦過市場商店街 旦過弁当わいわい総選挙

643 福岡県 北九州市 京町銀天街協同組合 新旧の文化を繋ぐ商店街：京町銀天街劇場化プラン
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644 福岡県 北九州市 魚町商店街振興組合 （仮称）「魚町商店街　魅力再発見」事業

645 福岡県 北九州市 戸畑中本町商店街協同組合 戸畑中本町商店街屋台村フェスティバル

646 福岡県 北九州市 黄金地区商店連合会 黄金市場周辺絵地図制作と情報紙作成

647 福岡県 福岡市 花みずき通り商店会 花いっぱいイベント開催事業・及びこれに連動した情報発信事業

648 福岡県 福岡市 香椎商工連盟 香椎　グルメ・スイーツ食べ歩き探訪～地域の多世代が交流する香椎に向けて～

649 福岡県 福岡市 吉塚商店連合組合 吉塚地蔵尊がとりもつ　ほしの＆よしづかフェスタ

650 福岡県 福岡市 竹下商店街振興組合 竹下駅前フェス２０１３（竹下まつり＆竹下駅前ふれあい市）

651 福岡県 福岡市 小笹商店会 小笹商店会認知度アップ事業

652 福岡県 福岡市 新天町商店街商業協同組合
地元スポーツ団体との地域協働イベントと商店街PR活動～新たな顧客の獲得と観光客の街
内交流の促進事業～

653 福岡県 福岡市 平尾商工連合会 平尾商工連合会「情報発信多角化」事業

654 福岡県 福岡市 天神ビブレ商店会 天神Collection2013

655 福岡県 福岡市 唐人町商店街振興組合 唐人町魅力紹介による地域＆商店街活性化事業

656 福岡県 福岡市 大橋西部商店街 「ここに来たら笑顔になれるよ大橋」事業

657 福岡県 福岡市 長住大通り商店街
長住大通り商店街　ふれあい促進交流事業（・“地域住民と街なか交流”の「まちゼミ」開催
・“まち（街）といなか（農山村）交流”の「２０周年玖珠町フェア＆長住フェスタ」（イベント）開
催）

658 福岡県 福岡市 井尻商店街振興組合 いじりカルチャーフェスタ事業

659 福岡県 福岡市 壱岐・野方商店連合会
商店会賑わいづくり事業（・商店会の魅力アップ賑わいの広報戦略　・花で賑わい商店会　・
商店連合会連携で買い物応援の賑わいづくり　・まちの賑わいをつくる商店会祭り）

660 福岡県 福岡市 高取商店街振興組合
高取商店街と紅葉八幡を中心とした地域と商店街活性のための「温故知新メイブツ発信計
画」

661 福岡県 久留米市 久留米一番街商店街振興組合 一番街ウィンターフェスタ事業

662 福岡県 直方市 明治町商店街協同組合 明治町商店街五日市イベント事業

663 福岡県 飯塚市 しんいいづか商店街振興組合 リ・ボーン（新生）しんいいづか創生事業

664 福岡県 飯塚市
飯塚市商店街連合会

みんなが知ってるみんなの商店街事業

665 福岡県 飯塚市 吉原町商業団 吉原町商業団トワイライト・フリーマーケット・フェスティバル事業

666 福岡県 飯塚市 飯塚東町商店街振興組合
東町商店街空地を活用した恒常的な集客イベントの実現のためのマーケティング調査・分析
事業

667 福岡県 柳川市 柳川商店街振興組合 柳川商店街地域コミュニティ新生プロジェクト

668 福岡県 筑後市 羽犬塚商店街協同組合 羽犬塚商店街恋のくに夫婦えびす幸せ商店街事業

669 福岡県 大川市 大川商店街協同組合 大川商店街（協）「ヴィラベルディ」地域ネットワーク構築事業

670 福岡県 筑紫野市 二日市中央通り商店街協同組合 歴史の街「二日市」ＰＲイベント

671 福岡県 朝倉市 甘木本通り商店街振興組合 甘木本通り商店街　甘木門前町復活事業
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672 佐賀県 佐賀市 唐人町商店街振興組合 唐人町商店街振興組合　アフレルアートプロジェクト

673 佐賀県 佐賀市 佐賀市白山名店街協同組合 白山名店街アーケード・リニューアル記念事業

674 佐賀県 唐津市 唐津中央商店街 唐津まちなかフェスティバル

675 佐賀県 鳥栖市 鳥栖本通筋商店街振興組合 鳥栖本通筋商店街振興組合　「毎月なにかやってる商店街」　事業　（ナイトバザール事業）

676 佐賀県 神埼市 櫛田通り商店会 櫛田通り商店会　中心市街地賑わい再生事業

677 長崎県 長崎市 長崎市中通り商店街振興組合 長崎歳時記あわせ

678 長崎県 長崎市 長崎市新大工町商店街振興組合 長崎市新大工町商店街ワイワイにぎわい大作戦

679 長崎県 長崎市 銅座町商店街組合 銅座塾開設及びイベント開催による商店街活性化事業

680 長崎県 長崎市 滑石総合ショッピングセンター商店会 滑石総合ショッピングセンター商店街魅力PR事業

681 長崎県 長崎市 りかちゃん通り向上委員会 りかちゃん通り活性化事業

682 長崎県 長崎市 浜市商店連合会 浜んまちからの文化発信による集客増とまちづくり事業

683 長崎県 長崎市 長崎浜んまち商店街振興組合連合会 浜振連　サンタフェスタ　＆　夏まつり　他

684 長崎県 佐世保市 佐世保福栄会協同組合 商店街からの食育による健康生活の提案事業

685 長崎県 佐世保市 佐世保俵町商店街協同組合 食べて歩いて楽しくお買い物百縁笑店街

686 長崎県 佐世保市 佐世保三ヶ町商店街振興組合 佐世保三ヶ町商店街イメージアップ推進事業

687 長崎県 諫早市 喜々津商店街振興会 喜々津商店街「たらみ市」（朝市）賑わい事業

688 長崎県 大村市 大村市中央商店会 チャレンジ屋台村事業

689 長崎県 松浦市 志佐商工振興会 H２５志佐町商店街まちなか夕市事業

690 長崎県 五島市 本町通り名店街協同組合 「めざせ集客！！お客様を笑顔に」事業

691 長崎県 五島市 新栄町通り商店街振興組合 イベントスケールアップによる賑わい創出と売上ＵＰ事業

692 長崎県 時津町 なづみ野商店会
イベント「なづみ野マルシェ」定期開催によるなづみ野商店会への集客力向上、顧客定着事
業

693 熊本県 熊本市 熊本市上通五丁目商店街振興組合 上通うわさプロジェクト

694 熊本県 熊本市 熊本市上通町三・四丁目商店街振興組合 上通スタンダード事業

695 熊本県 熊本市 下通二番街商店街振興組合 モバイル（スマートフォン）活用促進による店舗の魅力発信強化事業

696 熊本県 熊本市 熊本市下通三番街商店街振興組合 下通まちなかインフラ整備事業

697 熊本県 熊本市 上通１．２丁目商店街振興組合 百年商店街上通まちゼミ「老舗の匠達が教えてくれる、生活に役立つ講座」

698 熊本県 熊本市
子飼繁栄会商店街振興組合
子飼商店街振興組合

平成２５年度子飼商店街活性化事業

699 熊本県 熊本市 熊本市下通四番街商店街振興組合 下通インフラ整備マーケティング事業
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700 熊本県 熊本市 新市街商店街振興組合 漫画「商店街」による活性化事業

701 熊本県 熊本市 レイクサイド繁栄会 レイクサイド繁栄会謝恩祭事業

702 熊本県 熊本市 安政町商興会 安政町商興会感謝祭事業

703 熊本県 熊本市 熊本市下通新天街商店街振興組合 肥後のつりてまり　オープンワークショップ

704 熊本県 熊本市 新鳥町繁栄会 「空き店舗を利用した新鳥町拠点づくり事業」　サブタイトル（新鳥町チャレンジショップ）

705 熊本県 熊本市 健軍商店街振興組合 鹿屋体育大学の協力支援による貯筋運動事業

706 熊本県 熊本市 島崎繁栄会 島崎繁栄会活性化事業　（シマサキサマーフェスティバル）

707 熊本県 熊本市 川尻商店街連合会 川尻商店街　来街者向上及び創業支援事業

708 熊本県 八代市 本町二丁目商店街振興組合 本町2にぎわい益々事業

709 熊本県 八代市 本町１丁目商店街振興組合 本町１丁目商店街”○○の集い”事業

710 熊本県 八代市 まちなか活性化協議会 歩いて楽しいまちづくり事業

711 熊本県 八代市 本町三丁目商店街振興組合 本町３丁目商店街～売上レシートで生活応援事業

712 熊本県 人吉市 人吉東九日町商店街振興組合
進化し続ける、人吉ふれあい１００円商店街！～健康・音楽・郷土文化の融合とふれあいを
演出！～

713 熊本県 水俣市 ふれあい一番街商店会 ふれあい一番街商店会・「村下孝蔵、初恋通り、コンサート事業」

714 熊本県 水俣市 あさひまち商店街 あさひまち商店街　ライジング・ストリート２０１３事業

715 熊本県 玉名市 西部地区繁栄会 やっぱり地元！玉名西部商店街！暮らし安心協働事業！

716 熊本県 阿蘇市 内牧温泉街繁栄会 内牧温泉街をアートで描く商店街活性化事業

717 熊本県 菊陽町 三里木商工繁栄会 地域住民との連携強化によるエコな商店街造り

718 大分県 大分市 西新町通共栄会 西新町　季節のプチ旅あれこれマップ

719 大分県 大分市 サンサン通り商店街振興組合 サンサン通り商店街賑わい創造事業

720 大分県 大分市 大分市中央町商店街振興組合 商店街魅力の発信強化と再発掘と創造事業

721 大分県 別府市 別府銀座商店街振興組合 新たな視点から商店街の活性化を考える

722 大分県 別府市 別府やよい商店街振興組合 別府温泉[やよい天狗通り]商店街活性化事業

723 大分県 中津市 日之出町地区商店街協同組合 日ノ出町商店街活性化事業（日ノ出町五日市事業）

724 大分県 中津市 中津市新博多町商店街振興組合 南部自由市場を核とした生活支援型いきいきわくわく商店街再生事業

725 大分県 臼杵市 臼杵市中央通り商店街振興組合 八町大路リニューアル１０周年記念事業

726 大分県 臼杵市 臼杵市商店街連合会 臼杵＆気仙沼友好都市・復興応援活性化事業

727 大分県 竹田市 竹田町商店街振興組合 婚活サポート事業～八幡山の婚活キツネが恋愛成就をお手伝い～
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728 大分県 宇佐市 四日市商店街振興組合 四日市商店街振興組合集客向上事業

729 大分県 由布市 ゆふいん花の木通り商店街協同組合 花の木ゆかたまつり（第１５回記念イベント）

730 大分県 九重町 協同組合ここのえショッピングセンター 共同店舗『ショッピングパーク　アミ―』の活力向上事業

731 宮崎県 宮崎市 宮崎駅前商店街振興組合 ①「あみ～ろ～ど」認知度向上イベント　②「あみ～ろ～ど文化講座」　③「十日えびす祭り」

732 宮崎県 宮崎市 宮崎市商店街振興組合連合会 『空き店舗を活用したにぎわい創出』事業　～空き店舗有効活用プロジェクト～

733 宮崎県 宮崎市 南宮崎商店街振興組合 ①空き店舗活用商店街体質強化事業　②南宮崎商店街 「街ゼミ」

734 宮崎県 都城市 都城中央通り１２番街協同組合 １２番街かっぱげんき市

735 宮崎県 延岡市 幸町商店街振興組合 小さなハコものづくりから始める商店街の市民活動サポート事業

736 宮崎県 日向市 上町商店街振興組合 上町七福神＋αプロジェクト

737 鹿児島県 鹿児島市 いづろ商店街振興組合 いづろ商店街「はちみつプロジェクト」事業

738 鹿児島県 鹿児島市 天文館一丁目商店街振興組合 天文館一丁目商店街「テンパーク通りオープンマーケット」事業

739 鹿児島県 鹿児島市 宇宿商店街振興組合
「食と商のコラボレーションで商店街活性化」事業～冬灯篭・笑門来福全国商店街連携物産
展開催による地域密着事業～

740 鹿児島県 鹿児島市 慈眼寺通り会 慈眼寺通り会グルメタウンＰＲ大作戦

741 鹿児島県 鹿児島市 天文館銀座通り会
天文館　銀座通り会・輝き新生プラン事業～にぎわいと優しさのある通り会の知名度アップを
目指す～

742 鹿児島県 鹿児島市 天文館はいから通商店街振興組合 ２５年はいから地域商店街活性化事業

743 鹿児島県 鹿児島市 天文館二本松馬場通り会 「２０１３サマーナイト　イン天文館二本松馬場通り」事業

744 鹿児島県 鹿児島市 天文館文化通り会 天文館文化通り活性化事業

745 鹿児島県 鹿児島市 天文館にぎわい通商店街振興組合 音と光のファンタスティックイルミネーション事業

746 鹿児島県 鹿児島市 天文館本通商店街振興組合 イルミネーションショー事業

747 鹿児島県 鹿児島市 西伊敷商店街通り会 銀河ロード２０周年記念事業

748 鹿児島県 鹿児島市 天文館千日通り会 天文館千日通り会　大人の文化祭事業

749 鹿児島県 鹿児島市 上町南風通り会 地域特性を生かしたイベントによる上町南風通り会活性化事業

750 鹿児島県 鹿児島市 天神おつきや商店街振興組合 イルミネーション事業

751 鹿児島県 枕崎市 枕崎市通り会連合会 まくらざき秋の市＆キャンドルフェスタ

752 鹿児島県 西之表市 西之表市商店街振興協同組合 「ガンつく１」で島おこし大作戦

753 鹿児島県 薩摩川内市 太平橋通り商店街振興組合 夏祭り・歳末プレミアム商品券発行・大規模空き店舗対策事業（マーケティング調査・分析）

754 鹿児島県 南さつま市 加世田本町通商店街振興組合 ポシェット広場にぎわいづくり事業

755 鹿児島県 姶良市 かもだ通り商店街協同組合 かもだ通り商店街「師走市」活性化事業
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756 鹿児島県 さつま町 虎居町事業協同組合 平成１８年７月「鹿児島県北部豪雨災害」からの復興

757 沖縄県 那覇市 那覇市平和通り商店街振興組合 那覇市平和通り商店街アーカイブス事業

758 沖縄県 那覇市 栄町市場商店街振興組合 栄町市場「屋台祭り」事業

759 沖縄県 那覇市 那覇市中心商店街連合会 第２回　全国おばあちゃんサミットｉｎ那覇　～おばぁパワーを次の世代へ～

760 沖縄県 那覇市 ガーブ川中央商店街組合 まちぐゎーイルミネーションinガーブ川

761 沖縄県 石垣市 石垣市中央商店街振興組合 モノづくり支援モデル工房＆ショースペース運営事業

762 沖縄県 名護市 名護大通り会 名護大通りトランジットモール実施事業

763 沖縄県 糸満市 糸満市公設市場周辺商店通り会 糸満市中央市場通り会活性化事業

764 沖縄県 沖縄市 沖縄市センター商店街振興組合 商店街機能強化事業

765 沖縄県 沖縄市 プラザハウス　テナント会 クリエイティブ・クラフトショー

766 沖縄県 沖縄市 沖縄市一番街商店街振興組合 沖縄民謡ストリートライブイベント

767 沖縄県 宮古島市 宮古市場通り商店街振興組合
商店街共同店舗の再生に関わる調査及び研修事業と同店舗活性化イベントによる実証実験
実施
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