
都道府県 市・区 商店街組織 事業名

1 北海道 札幌市 発寒北商店街振興組合 魅力アップ地域連携向上事業

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

3 北海道 小樽市 小樽花園銀座商店街振興組合 花銀水天市

4 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　元気な個店づくり事業

5 北海道 室蘭市 輪西商店街振興組合 ２０１４わにしお元気プロジェクト事業

6 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

7 北海道 根室市
緑町商店街振興組合
梅ヶ枝町商店街振興組合
広小路商店街振興組合

根室したまち商店街にぎわい事業

8 北海道 江差町 江差町歴まち商店街協同組合 いにしえ蔵語り～北前の歴史と職人技が生きる蔵探訪イベント事業

9 青森県 黒石市 黒石商工会議所 歩行空間有効活用による集客力アップのための戦略づくり事業

10 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〕ver2

11 岩手県 大船渡市 おおふなと夢商店街協同組合 夢商店街季節感あふれるイベント開催事業

12 岩手県 久慈市 久慈商工会議所 久慈市中心市街地商店街販売促進・回遊性向上事業

13 岩手県 陸前高田市 高田大隅つどいの丘商店街 平成26年度　高田大隅つどいの丘商店街活性化事業

14 秋田県 秋田市 秋田市駅前広小路商店街振興組合 ふるさと駅前カーニバル・秋田駅前秋のうまいもの市

15 秋田県 横手市 横手駅西口駅前振興組合 横手駅西口祭りと横手駅西口駅前街づくり調査事業

16 秋田県 大館市 大館市大町商店街振興組合 大町にぎわい創出事業

17 山形県 山形市 七日町商店街振興組合 七日町商店街プレミアム商品券発行事業

18 山形県 米沢市 協同組合　米沢市商店街連盟 米商連リバイバル事業

19 山形県 上山市 かみのやま温泉旅館組合 かみのやまワインまつり2014「かみのやま温泉城下町バル」

20 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創出事業　～子供たちの未来に元気な街
を～

21 山形県 高畠町 昭和縁結び通り振興会 わんにゃん高畠ペット祭り

22 福島県 福島市 株式会社仲見世 MUSIC FAIR（秋の感謝祭）事業

23 福島県 会津若松市 会津若松市役所通り商店街振興組合 路地裏寄り道促進事業

24 福島県 郡山市 郡山駅前大通商店街振興組合
①商店街ニーズ・マーケティング調査事業　②商店街ＰＲ強化事業
③一店逸品おもてなしイベント事業

25 栃木県 宇都宮市 宇都宮東部商工振興会 宇都宮東部商工振興会　イルミネーション事業

26 群馬県 前橋市 馬場川通り親交会 文化施設を活かした馬場川通り誘客事業

27 埼玉県 さいたま市 さいたま北商工協同組合 ふれあいフェスタ　in 宮原 2014 「明るく　楽しく　元気よく」

28 埼玉県 さいたま市

県庁通り商友会
商店街振興組合　高砂共栄会
県庁通り商栄会
コルソ商店会
商店街振興組合　浦和銀座誠商会
仲一街商店会

ＪＲ浦和駅西口前 中ノ島クリスマスイルミネーション2014

29 埼玉県 さいたま市 高砂二親会 ウラワサマーミュージック＆ダンスフェスタ

30 埼玉県 草加市 草加市商店連合事業協同組合 街グルin草加&百縁商店街～そして、市内全域のにぎわいへ～

31 埼玉県 蕨市 塚越商店会 四季（季節感）と生活を楽しむ塚越商店会まつり

32 埼玉県 入間市 入間市商工会扇町屋支部 夏の大どんちゃかまつり

33 埼玉県 入間市 アポポ商店街振興組合 アポポ・ダンスフェスティバル事業

34 千葉県 船橋市 船橋市本町通り商店街振興組合 船橋市本町通り商店街　リアル宝探しでの活性化事業

35 千葉県 旭市 旭本町通り商店会 旭本町通り商店街　七夕イベント・七夕セール事業

地域商店街活性化事業 平成２５年度補正１次先行募集
＜採択案件一覧＞
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36 千葉県 柏市 商店街振興組合柏二番街商店会 柏二番街　オータム・フェスティバル

37 千葉県 香取市 香取市佐原商店会連合会 佐原地域商店街活性化事業

38 東京都 港区 白金商店会 「白金最後の下町」魅力再発信プロジェクト

39 東京都 新宿区 神楽坂商店街振興組合 神楽坂商店街振興組合　PR事業

40 東京都 新宿区 早稲田商店会 早稲田の達人ポイントラリー

41 東京都 台東区 浅草北部商店街連合 浅草北部・祭りまち、したまち店主大集合事業

42 東京都 江東区 亀戸香取大門通り会 亀戸香取大門通り　来街者促進のためのイベント展開

43 東京都 品川区 青物横丁商店街振興組合 あおよこ情報発信マップ制作事業

44 東京都 品川区 荏原町商店街振興組合 荏原町にぎわい商店街「夏休みふれあいこどもまつり」事業

45 東京都 大田区 蒲田東口商店街商業協同組合 さかさ川通り・おいしい道計画

46 東京都 世田谷区 太子堂商店街振興組合 太子堂商店街外国語対応サイト事業

47 東京都 世田谷区 しもきた商店街振興組合
商店街ガイドブック作成事業・組合店が必要とするマーケティングリ
サーチ

48 東京都 世田谷区 経堂農大通り商店街振興組合 経堂農大通り商店街　NFC活用＆小冊子作成事業

49 東京都 世田谷区
世田谷駅前商店街振興組合
桜栄会
上町銀座会

せたがや代官お膝もと"食"の総選挙＆"物理美サ店"の総選挙

50 東京都 世田谷区 上町銀座会 ガイドブック・マップの制作

51 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の国際化に対応した情報提供及び人材育成
事業

52 東京都 世田谷区 赤堤商店街振興組合 「赤堤商店街・夏の盆踊り大会」

53 東京都 中野区 中野ブロードウエイ商店街振興組合 中野ブロードウェイ　にぎわい大作戦

54 東京都 中野区

薬師あいロード商店街振興組合
中野北口十字路商店会
薬師柳通り高新会
薬師柳通り親交会
平和公園仲通り商店会

「新井薬師　夏の盆踊り大会」

55 東京都 荒川区 荒川仲町通り商店街振興組合 おいでよ仲町へ！三河島の台所商店街巡り事業

56 東京都 板橋区 ハッピーロード大山商店街振興組合 ハッピープロジェクト

57 東京都 葛飾区 亀有地区商店街協議会 亀有地区商店街協議会　リアル宝探しでの活性化事業

58 東京都 国分寺市 本多中央商店会 本多中央商店会イルミネーション事業

59 東京都 国分寺市

東栄会
国分寺北口駅前商店会
八日会商店会
国分寺北口西通り商店会
本町四丁目商店会

ぶんじマルシェ

60 東京都 福生市
福生商店街協同組合
銀座商栄会

第２回ハッピーBAR（バル）タウン福生

61 神奈川県 横浜市 洪福寺松原商店街振興組合 2014松原ナイトバザール　「スマホで知る松原」

62 神奈川県 川崎市 モトスミ・オズ通り商店街振興組合
時代環境変化に左右されない価値を創り出す～安全・安心と楽しさ
が共存する街づくり～

63 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
ブレーメンサマーセール2014＆震災復興支援物産展＆地域交流イ
ベント

64 神奈川県 横須賀市 上町商盛会商店街振興組合 商店街＋若者＋起業者による街の魅力発掘・情報発信事業

65 神奈川県 鎌倉市 鎌倉由比ガ浜中央商業協同組合 鎌倉由比ガ浜集客拡大事業（魅力の再構築）

66 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎ショッピングセンター商店会 茅ケ崎ショッピングセンター空店舗活用賑わい創出事業

67 新潟県 新潟市 協同組合とよさかシール会 とよさかシール会トキメキ川柳大会

68 新潟県 新潟市 下本町商店会
外国人観光客を呼び込むICTを活用したスマート下本町にぎわいづ
くり事業

69 新潟県 三条市 三条マルシェ実行委員会 三条マルシェ事業

70 新潟県 小千谷市 小千谷市中央通商店街振興組合 東小千谷夏祭り大売出し事業

2 / 4 ページ



都道府県 市・区 商店街組織 事業名

71 新潟県 村上市 協同組合村上商業開発 地域の絆づくり！　村上プラザおもてなしプロジェクト

72 新潟県 南魚沼市 湯沢温泉通り事業協同組合 温泉通り商店街の″オンリーワン作戦″事業

73 富山県 入善町 入善町商工会
商工会結成100周年記念　入善町中心商店街活性化事業（夏、秋の
陣）

74 石川県 金沢市 金沢駅前第一ビル株式会社 金沢駅通り線イルミネーション事業「ほしあかり」

75 石川県 輪島市 輪島商工会議所 新交通システムによる誘客促進商店街活性化事業

76 石川県 加賀市 片山津商工振興会 片山津温泉商店街　紫灯路とまち歩きスタンプラリー

77 石川県 加賀市 協同組合加賀ターミナルセンター アビオスマイルキッズプロジェクト2014

78 石川県 能美市 のみ商業協同組合 新規ポイントカードＰＲ事業

79 福井県 福井市 協同組合福井ショッピングモール 地域密着のための　福井が誇る伝統工芸品・物産品展示販売会

80 福井県 鯖江市 古町商店会
古町商店会　ぶらり古町めぐり＆さばえこども商店街「akinD's」　開催
事業

81 福井県 あわら市 六日区繁栄会 六日大通りＬＥＤ街路灯設置記念　「六日あきん道フェスタ」

82 福井県 坂井市 協同組合春江ショッピングセンター 健康を通じて地元コミュニティを形成・提案する事業

83 福井県 越前町 越前町商工会 空き店舗を活用したコミュニティ型共同販売事業

84 福井県 おおい町 おおい町商工会 おおい町商工会地域商店活性化事業

85 福井県 若狭町 わかさ東商工会 わかさ東あきんど祭り

86 長野県 上田市 海野町商店街振興組合 海野町にぎわいまちづくり事業

87 長野県 佐久市 中込商店会協同組合
AC長野パルセイロと商店街と市民が三位一体となった中込商店街
再活性化事業

88 岐阜県 岐阜市 柳ヶ瀬通3丁目商店街振興組合 テレビが街にやって来る！！

89 岐阜県 高山市 高山安川商店街振興組合 やすかわ縁が和市

90 静岡県 浜松市 浜松商工会議所 第62回浜松七夕祭り

91 静岡県 沼津市 沼津仲見世商店街振興組合 沼津仲見世七夕まつり

92 静岡県 富士宮市 富士宮駅前通り商店街振興組合
富士山世界文化遺産登録一周年記念　「富士山のあるまち」にぎわ
い事業

93 愛知県 名古屋市 円頓寺商店街振興組合 円頓寺商店街「都心の文化通り」事業

94 愛知県 名古屋市 中川東部商店街連合会 第59回中川金魚まつり

95 愛知県 名古屋市 笠寺観音商店街振興組合
購買決定権を持つ女性を中心とした地域生活者と商店街との対話
による活性化

96 愛知県 瀬戸市

末広町商店街振興組合
中央通商店街振興組合
銀座通り商店街振興組合
效範西部商店街振興組合

瀬戸げんき商店街「まちゼミ」事業

97 愛知県 瀬戸市 末広町商店街振興組合 末広町商店街　地域にぎわい事業

98 三重県 松阪市 松阪市商店街連合会
個店の魅力を伝えるための情報とＩＴ促販を強化するにぎわい発信
事業

99 京都府 京都市 堀川商店街協同組合 堀川商店街来街者おもてなし事業

100 京都府 京都市 祇園商店街振興組合 宵宮神賑奉納

101 京都府 宮津市 宮津商業協同組合 宮津商業協同組合創立60周年記念イベント　Lカードフェスティバル

102 大阪府 大阪市 九条東商店街振興組合
「ナインモール発信　九条大好き～安全で人に優しい商店街宣言」
九条ウｫークとスポーツフェスタ

103 大阪府 大阪市 三国新道商店街振興組合
１．コミュニティスペースを活用した商店街活性化事業　２．日本一！
風鈴ストリート事業

104 大阪府 堺市 泉ヶ丘北専門店会 泉ヶ丘北専門店会　第2次　オープンサロン事業

105 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地域活性化インターネット番
組「外国人さん土居へようこそ」番組制作

106 大阪府 枚方市 枚方市商店連合会 枚方市内広域商店街による「まちゼミ」事業

107 兵庫県 神戸市 元町三丁目商店街振興組合 元町３丁目コレクションズギフト
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108 兵庫県 伊丹市 伊丹阪急駅東商店会 泣き虫ムラシゲ地酒フェスタ（仮称）

109 兵庫県 豊岡市 豊岡駅通商店街振興組合 賑わいの創出と個店の魅力発信事業

110 兵庫県 丹波市 株式会社タンバンベルグ 賑わい創出事業

111 和歌山県 海南市 海南駅前一番街商店街振興組合 情報発信センターとコミュニティースペースの設置

112 島根県 江津市 江津万葉の里商店会 江津うわさプロジェクト

113 島根県 奥出雲町 協同組合横田ショッピングセンター 横田蔵市「100円まつり」

114 岡山県 岡山市 岡山駅前商店街振興組合 桃太郎市（ももたろういち）＆ジャズナイト

115 岡山県 津山市 協同組合津山銀天街
「まちなか博物館＆まちなか模擬オークション」事業と「縁日村＆お
宝鑑定会」事業

116 広島県 東広島市 協同組合東広島ショッピングモール ときめきタウン地域のがんばる人応援事業

117 山口県 防府市 潮彩市場ほうふ振興事業協同組合 潮彩市場防府にぎわい創り事業

118 徳島県 鳴門市 鳴門市大道商店街振興組合 得する街のゼミナール「まちゼミ」事業

119 徳島県 阿南市 富岡商店街協同組合 あなんまちなみ芸術祭

120 香川県 三木町 讃岐三木商業協同組合 ガーリックフェスティバル

121 高知県 安芸市 安芸本町商店街振興組合 全国「商い甲子園」大会

122 福岡県 北九州市 協同組合折尾商連 オイデヨ おりおカーニバル

123 福岡県 福岡市 西新商店街連合会 サザエさんと海平さんを活かした賑わい創出事業

124 佐賀県 基山町 きのくに祭り振興会 きのくに祭り2015

125 熊本県 熊本市 熊本市下通二番街商店街振興組合 KUMAMOTO STREET X'mas 2014

126 熊本県 熊本市 熊本市下通三番街商店街振興組合 人にやさしいまちづくり事業

127 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２６年度子飼商店街にぎわい事業

128 熊本県 熊本市 健軍商店街振興組合 アーケードリニューアル記念事業

129 熊本県 熊本市 日吉商興会
テレビで観る回覧板・ラジオで聞く回覧板・紙で読む回覧板『日吉
チャンネル』事業

130 熊本県 人吉市 人吉東九日町商店街振興組合 challenge to the next stage 「人吉ふれあい100円商店街」

131 熊本県 天草市 本渡中央商店街振興組合 平成26年度銀天街活性化事業

132 大分県 臼杵市 臼杵市中央通り商店街振興組合 お八栄ちゃん知名度促進活性化事業

133 大分県 竹田市 竹田町商店街振興組合 空店舗活用活性化事業～アートと食のチャレンジショップ

134 宮崎県 宮崎市 宮崎市商店街振興組合連合会 高校生商店街

135 宮崎県 宮崎市 一番街商店街振興組合 大人の文化祭～音とお酒とアートの祭典～

136 鹿児島県 鹿屋市 北田・大手町商店街振興組合 北田・大手町商店街活性化事業

137 鹿児島県 大崎町 大崎中央通り会 大崎中央通り会活性化事業
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