
ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

1 北海道 札幌市 行啓通商店街振興組合 ハロー行啓  集客力向上魅力アップ事業

2 北海道 札幌市
札幌地下街商店会
株式会社札幌都市開発公社

フリーWi-fi・スマートフォンによる商店街情報発信事業

3 北海道 札幌市 あいの里商工振興会 あいＭＡＰ事業

4 北海道 札幌市 北都商店街振興組合 女性による活気ある商店街づくり事業

5 北海道 札幌市 美園商店街振興組合 美園商店街「みその広場」と「一店逸品・スタンプラリー」

6 北海道 札幌市 豊平商店街振興組合 豊平商店街活性化事業

7 北海道 札幌市 石山商店街振興組合 集客力アップ事業

8 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誘客促進事業

9 北海道 函館市 函館本町市場商業協同組合 函館本町市場空店舗活用事業

10 北海道 函館市 函館朝市協同組合連合会 函館朝市商店街集客力向上事業

11 北海道 函館市
函館朝市協和会商業協同組合
渡島蔬菜農業協同組合

函館朝市ひろば集客促進事業

12 北海道 小樽市 小樽サンモール一番街商店街振興組合 小樽サンモール一番街  カーニバル事業2014

13 北海道 小樽市 小樽丸共手宮市場商業協同組合 リニューアル20周年記念  手宮市場祭り

14 北海道 小樽市 小樽駅前三角市場 外国人観光客との多言語コミュニケーション促進事業

15 北海道 小樽市 稲穂大通商店会 稲穂大通商店会にぎわい事業（「ワクワク感動マップ」事業）

16 北海道 小樽市 花園銀座三丁目商店会 花三わいわいプロジェクト事業

17 北海道 小樽市 小樽入船市場組合 入船市場うまいもの祭り

18 北海道 小樽市 小樽妙見市場商業協同組合 歳末大放出祭

19 北海道 小樽市 小樽堺町通り商店街振興組合 海外おもてなし事業「小樽の笑顔を世界に」

20 北海道 小樽市 小樽中央市場協同組合 中央市場  顔・顔市（ガンガンバザール）

21 北海道 小樽市 小樽市商店街振興組合連合会 小樽  NEXT  GENERATION  プロジェクト

22 北海道 旭川市
旭川平和通商店街振興組合
旭川平和通三和商店街振興組合
緑橋ビル商店街振興組合

Ｗｉ－Ｆｉによる商店街・個店情報発信事業

23 北海道 旭川市 緑が丘商店会 緑が丘商店会「ﾏｯﾌﾟ＆WEBでの増客・増売」事業

24 北海道 旭川市 旭川銀座商店街振興組合 集客事業

25 北海道 旭川市 大町住吉商店街振興組合 地域への愛着醸成によるコミュニティづくり事業

26 北海道 旭川市 豊岡商店街振興組合 とよおかの旬コミュニティ創出事業

地域商店街活性化事業　平成26年6月27日締切分
＜採択案件一覧＞
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27 北海道 室蘭市 祝津商店会 祝津商店会、にぎわい商店街・おもてなし事業

28 北海道 釧路市 釧路ポイントカード事業協同組合 ＩＣチップ付き電子マネーの決済システム整備事業ＰＲ事業

29 北海道 釧路市 春採ひぶな商店会 春採ひぶな商店会交流型活性化事業

30 北海道 帯広市 帯広平原通商店街振興組合
とかち・帯広「平原の鹿物語」絵本とイルミネーション点灯事
業

31 北海道 岩見沢市 仲の店商工協同組合 ナカノタナ市場にぎわいづくり事業

32 北海道 岩見沢市 岩見沢市商店街振興組合連合会 まちなか商店街地域連携促進事業

33 北海道 苫小牧市 沼ノ端商店会 沼ノ端商店会周知美化事業

34 北海道 苫小牧市 花見商店会 花見商店会による地域おこし事業

35 北海道 美唄市 美唄市商店街連絡協議会 オール美バイ！びっくり収穫祭

36 北海道 紋別市 紋別昭和街商店街振興組合
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Ⅱ」

37 北海道 紋別市 紋別まちおこし塾 紋別まちゼミ事業

38 北海道 士別市 士別市中心商店街振興組合 商店街にぎわい創出推進事業

39 北海道 士別市 士別市中央会 中心市街地活性化推進事業

40 北海道 士別市 朝日商工会 朝日町ゆるキャラ「ジャンプん」を用いた地域活性化事業

41 北海道 砂川市
柳通り商店会
砂川日劇ビル振興協議会

文化芸術コミュニティ再燃事業

42 北海道 富良野市 新相生商店街振興組合 2014あいおいまつり

43 北海道 登別市 極楽通り商店街振興組合 商店街  ふれあい・めぐりあい魅力アップ事業

44 北海道 登別市 登別商店会 商店街の健康診断×観光ｺﾐｭﾆﾃｨｰ創出事業

45 北海道 恵庭市 恵み野商店会 恵み野商店街マップ作成＆イベント事業

46 北海道 恵庭市 恵庭商工会議所 恵庭商人にぎわい創出プロジェクト

47 北海道 北広島市 大曲商業・事業者振興会 店舗・事業所紹介マップ作製

48 北海道 北広島市 北広島商工会 平成２６年度  ダブルお楽しみ三角くじ事業

49 北海道 当別町 中央通り会
地域住民と大学生・近隣商店街・NPO法人との連携による
活性化事業

50 北海道 八雲町 八雲本町商店街協同組合 八雲にぎわいストリートづくり事業

51 北海道 乙部町 乙部町商工会 ふれあい通り商店街活性化事業

52 北海道 寿都町 寿都町大磯商店街協同組合 大磯にぎわいフェスタ（大にぎわい）

53 北海道 ニセコ町 ニセコ町商工会
商店マップ・飲食店マップ制作事業、商店街実態・ニーズ調
査事業

54 北海道 倶知安町 協同組合倶知安商店連合会 にぎわい商店街ＭＡＰ作成事業
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55 北海道 積丹町 積丹町商工会 積丹町美国地区商店街活性化プロジェクト

56 北海道 古平町 古平町商工会 古平町にぎわい活性化事業

57 北海道 奈井江町 奈井江町商工会 奈井江町開町70周年記念ないえまつり

58 北海道 沼田町 沼田町商工会 沼田町にぎわい事業

59 北海道 鷹栖町 鷹栖町商工会
あったかす商店街にぎわい事業（あったかす商店街飲食店
街マップ作成・あったかす商店街飲食ラリー・あったかす大
抽選会）

60 北海道 上富良野町 上富良野町商工会 サイクリストで街中にぎわい事業

61 北海道 和寒町 和寒町商工会 地域資源(ストライプペポ等)活用による活き活きプロジェクト

62 北海道 剣淵町 剣渕商工会 剣淵町商店街にぎわい創出推進事業

63 北海道 下川町 下川町商工会 下川街中魅力発揮商店街活性化事業

64 北海道 増毛町 増毛町商工会 地域商店街活性化事業

65 北海道 枝幸町 枝幸町商工協同組合 枝幸町中心商店街にぎわい活性化事業

66 北海道 斜里町 斜里町商工会
地域総合PRﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作製による商店街への交流人口拡大
事業

67 北海道 斜里町 知床温泉旅館協同組合
知床の魅力再発見事業  －商店街の集客力と地域連携の
向上に向けた戦略構築と景観照明イベント－

68 北海道 遠軽町 えんがる商工会 えんがる商工会地域  にぎわい創出事業

69 北海道 白老町 白老町商工会 白老町商店街活性化事業

70 北海道 洞爺湖町 洞爺湖町商工会 洞爺湖温泉にぎわい創出事業

71 北海道 洞爺湖町 特定非営利活動法人洞爺まちづくり観光協会 洞爺地区魅力向上ＰＲ地域連携事業

72 北海道 平取町 平取町商工会 biratori・ぶらりMAP

73 北海道 様似町 様似町商工会 賑わい創出まちあかり事業

74 北海道 鹿追町 鹿追町商工会 鹿追町商店街にぎわい再生事業

75 北海道 大樹町 大樹町商工会 「食」をテーマとした町の魅力整理・開発・発信事業

76 北海道 広尾町 広尾町商工会 商店街賑わい事業

77 北海道 池田町 池田町商工会 商店街にぎわい創出事業

78 北海道 浦幌町 浦幌町商工会 うらほろブランド推進事業

79 北海道 釧路町 釧路町商工会 「ご当地ブランドフェスティバル」支援事業

80 北海道 厚岸町 厚岸町商店会 厚岸町商店会「ちょうちんイルミネーションにぎわい」事業

81 北海道 厚岸町 厚岸町商工会 厚岸町「にぎわい商店街」支援事業

82 北海道 標茶町 標茶町商工会 2015 ｽﾉｰﾌﾙﾌｪｽﾀINしべちゃ
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83 北海道 弟子屈町 弟子屈町商工会 地元がすごい、地元をもっと知ろう！事業

84 北海道 白糠町 白糠南通り商店街協同組合 ハミングロードにぎわいプロジェクト

85 北海道 別海町 尾岱沼商工振興会 尾岱沼のそこぢから～賑わい創出事業～

86 青森県 青森市 昭和通り振興会 昭和通り  昭子と和男の物語  “帰ってきた酔っ払い”

87 青森県 八戸市 商店街振興組合三日町三栄会 三栄会誕生90周年祭

88 青森県 八戸市 ラピアテナント会
ラピアテナント会活性化事業 ～ラピア・フライデー・フェス
ティバル～（仮称）

89 青森県 黒石市 黒石商店街協同組合 謎解き体験イベント活性化実験事業

90 青森県 黒石市
こみせ通り商店街振興組合
特定非営利活動法人横町十文字まちそだて会

まち資源を活用した戦略的活性化事業

91 青森県 むつ市 むつ商工会議所 むつ雪と光のフェスティバル

92 青森県 鰺ヶ沢町 株式会社パル 鰺ヶ沢駅前商店街活性化事業

93 青森県 野辺地町 下町商店会 下町商店会にぎわい創出事業

94 青森県 横浜町 横浜町商工会 横浜町商店街賑わい活性化事業

95 青森県 三戸町 協同組合三戸スタンプ会 再発見！三戸町商店街

96 岩手県 盛岡市
盛岡駅前東口振興会
盛岡駅前商店街振興組合

盛岡駅前界隈、酒文化交流に伴う集客・販促事業

97 岩手県 大船渡市 協同組合南三陸ショッピングセンター サンリア賑わい集客イベント事業

98 岩手県 花巻市 石鳥谷中央通り商店街振興会 石鳥谷イルミネーション交流事業

99 岩手県 花巻市 中町振興会 宮澤賢治「銀河鉄道の夜」始発駅土沢・SL銀河写真展

100 岩手県 久慈市 協同組合ガタゴン 食ってみろin山形（秋の陣）

101 岩手県 滝沢市 滝沢市商工会
食育の集いによる地産地消の促進と滝沢ブランド開発によ
る商店街の活性化

102 宮城県 仙台市 一番町一番街商店街振興組合 仙台コレクション2014

103 宮城県 仙台市 なかやま商店街振興組合 なかやま商店街地域連携活性化事業

104 宮城県 仙台市

サンモール一番町商店街振興組合
名掛丁商店街振興組合
クリスロード商店街振興組合
おおまち商店街振興組合
一番町一番街商店街振興組合
一番町四丁目商店街振興組合

笑都仙台商店街「It's  笑タイム！」（仮称）

105 宮城県 仙台市 宮城県繊維製品卸商業組合 卸町繊維街活性化事業

106 宮城県 仙台市 協同組合仙台卸商センター 2014秋の卸町ふれあい市

107 宮城県 仙台市 長町駅前商店街振興組合 2014Nagamachiイルミネーション

108 宮城県 仙台市 長町商店街連合会 リアル宝探しゲームin長町

109 宮城県 塩竈市 本塩釜駅前商店会 本塩釜駅前商店街地域再生イベント
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110 宮城県 白石市 中町親商会 光のページャント・新春初売り抽選会

111 宮城県 白石市 白石中央通り商店街振興組合 冬のエキパルイルミネーションロード

112 宮城県 名取市 名取中央商栄会 神社ｄｅバザール・ほろ酔いウォークラリーの実施

113 宮城県 岩沼市 岩沼市商工会
岩沼市中心商店街回遊事業「コンタ君の倍返しﾗﾘｰ(ｽﾀﾝﾌﾟﾗ
ﾘｰ)」

114 宮城県 登米市 米川商店会 米川商店会 秋賀来福興事業

115 宮城県 大崎市 鳴子温泉旅館組合 鳴子音楽祭２０１４

116 宮城県 亘理町 鳥の海ふれあい市場協同組合 鳥の海ふれあい市場オープンイベント

117 秋田県 横手市 協同組合横手かまくらカード会 横手かまくらカード活性化事業

118 秋田県 横手市 横手商工会議所 冬の横手魅力アップ事業

119 秋田県 大館市 大館市商業連合会 Ｂｕｙ  Ｏｄａｔｅ  ～大舘の街なかで買い物を！～

120 秋田県 湯沢市 湯沢商工会議所 全国まるごとうどんＥＸＰＯ  2014 in 秋田・湯沢

121 山形県 山形市 山形駅前大通り商店街振興組合
山形駅前大通り商店街『パブリックビューイング屋台村』事
業

122 山形県 山形市 七日町一番街商店街振興組合 『デザインとコラボするいちのれんプロジェクト』

123 山形県 山形市 桧町・新江俣商店会 ゆうやけフェスティバル

124 山形県 米沢市 たつまち商店街振興組合 市のたつまち  街をプロジェクションマッピング

125 山形県 鶴岡市 鶴岡商店会連合会 鶴岡商店会連合会賑わい創出事業

126 山形県 鶴岡市 出羽商工会 あつみ温泉商店街活性化事業

127 山形県 鶴岡市 鶴岡駅前商店街振興組合 鶴岡駅前商店街「ハロウィン」と「雪氷まつり」事業

128 山形県 酒田市 酒田市商店街連合会 第３１回酒田どんしゃんまつり

129 山形県 長井市 本町大通り商店街振興組合 もとまち青空文化祭＆雪灯り歓楽街

130 山形県 天童市 天童商工会議所 商店街・個店の賑わい創出と中心市街地活性化事業

131 山形県 尾花沢市 銀山温泉組合 銀山温泉街活性化事業

132 山形県 南陽市 しんまち商店会
うさぎ商店街（宮内地区商店街連携体）うさぎが結ぶ観光ま
ちづくり

133 山形県 川西町 川西町商工会 街なか映画館開催と商店街キラキラ計画

134 山形県 小国町 小国町中心商店街協同組合 おぐに再発見！自然の恵み大感謝祭

135 山形県 飯豊町 飯豊町商工会 萩生ルネッサンス事業

136 福島県 福島市 福島市商店街連合会 ハロウィン！！！ふくしま！

137 福島県 福島市 福商けやき通り商店会 福商けやき通りｸﾘｽﾏｽﾄﾞﾘｰﾑ2014
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138 福島県 福島市 並木通り商店街振興組合 並木通り商店街  冬の陣

139 福島県 福島市 飯坂温泉観光協会 飯坂温泉活性化事業

140 福島県 会津若松市 野口英世青春通り協議会 野口英世博士千円札発行10周年記念事業

141 福島県 会津若松市 東山温泉商栄会 温泉街ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ魅力創出事業

142 福島県 会津若松市 会津若松商工会議所 商工会議所広場事業

143 福島県 いわき市
ネーブルシティかしま（いわき鹿島商店事業所
会）

医商連携事業（健康長寿で地域の活性化を図る）

144 福島県 白河市 白河市商店会連合会 白河市商店街集客力・販売力向上事業

145 福島県 相馬市 宇多川町商店街振興組合 にぎわい宇多川町商店街  2014「復興祭」

146 福島県 相馬市 相馬市駅前商店街振興組合 相馬市駅前商店街復興事業～空は海と街をつなぐ～

147 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創業15周年にぎわい事業

148 茨城県 水戸市 水戸駅前商店会
オープンスペースを活用した水戸駅北口エリア賑わいづくり
事業

149 茨城県 水戸市 南町二丁目商店街振興組合 まちで遊ぼう！商店街舞台化事業

150 茨城県 日立市 ひたちぎんざもーる商店会
地元伝統行事と地元ヒーローキャラクターとの融合によるイ
ベントによる商店街周知、活性化事業

151 茨城県 土浦市 土浦市新治商工会 新治商工こまちまつり

152 茨城県 土浦市 神立商工振興会 フェスティバル神立２０１４事業

153 茨城県 古河市
古河西口商店街振興組合
壱商会

古河公方氏姫「桃香」のまちづくり

154 茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市商工会 龍ヶ崎駅前商店街魅力発信事業

155 茨城県 常総市 宝町大通り商店会
商店街横断ハロウィンフェスタ及び新春初売りダンスフェス
タ

156 茨城県 笠間市 笠間エス・シー協同組合 秋のポレポレフェスティバル

157 茨城県 笠間市 荒町商店会 荒町商店会地域力再生事業

158 茨城県 取手市 芸大通り商店会
取手芸大通り商店会  にぎわいフェスタ及び商店会MAP作
成事業

159 茨城県 潮来市 協同組合潮来ショッピングセンター アイモア25周年記念大感謝祭事業

160 茨城県 潮来市 ララルー協同組合 大創業祭「みんなでお祭りワッショイ」事業

161 茨城県 那珂市 那珂市商工会 知名度向上「地域資源活用七運物語」

162 茨城県 筑西市 下館さくら商店街振興組合 軽トラ市ナイトバザール

163 茨城県 筑西市 笑店街プロジェクト 筑西雛祭り  ひなめぐり

164 茨城県 神栖市 大野原商店会 にぎわい商店街！「歳末福引大セール」

165 茨城県 茨城町 小鶴商店会 小鶴フラワークリスマス＆新春うまいもの祭り

6 / 43 ページ



ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

166 茨城県 大洗町 大貫商店会 大貫商店街活性化事業

167 栃木県 宇都宮市 陽東商工振興会 WINTER  ILLUMINATION  2014

168 栃木県 宇都宮市 宇都宮大学前商店会 第２回  年末感謝セール・イルミネーション事業

169 栃木県 宇都宮市 宇都宮商工会議所 宇都宮中心商店街にぎわい事業

170 栃木県 足利市 足利市坂西商工会 あしかが坂西軽トラ市

171 栃木県 足利市 足利通一商業会 まちなかイルミネーション事業

172 栃木県 足利市 足利市通２丁目東商業会 まちなか元気イルミネーション事業

173 栃木県 鹿沼市 鹿沼市商店会連合会
歳末福引大売出し2014にぎわい創出  統一ﾌﾗｯｸﾞ･ﾁﾗｼ整備
事業

174 栃木県 日光市 ライトアップNIKKO実行委員会 ライトアップNIKKO　2014

175 栃木県 小山市 小山商工会議所 小山駅西口商店街活性化連携事業

176 栃木県 小山市 間々田商工会 間々田駅西口商店街活性化事業

177 栃木県 大田原市 元町商店会 元町商店会イルミネーション事業

178 栃木県 大田原市 湯津上商工会 2014天狗王国まつり「大田原グルメフェスタ」

179 栃木県 大田原市 上町金燈龍商店会 与一まつり・金燈籠まつりイルミネーション事業

180 栃木県 大田原市 大手商店会 大手商店会イルミネーション事業

181 栃木県 那須塩原市 西那須野商工会 どきどきわくわくどまんなかフェスティバル

182 栃木県 那須塩原市 あじさい商店会 あじさい商店会  イルミネーション事業

183 栃木県 那須塩原市 門前銀座会 第一回  塩原温泉商店街交通事故撲滅フェスタ

184 栃木県 那須塩原市 旭商店会 ウィンターイルミネーション事業

185 栃木県 さくら市 さくら市琴平通り商店街協力会 さくら市琴平商店街イルミネーション事業

186 栃木県 那須烏山市 八雲商店会 Ｘ’ｍａｓイルミネーション事業

187 栃木県 芳賀町 芳賀町商工会
芳賀町制60周年記念“HAGAグルミネーションフェス＆きず
な商店街2014”

188 栃木県 那須町
黒田原駅前にぎわい商店会
特定非営利活動法人那須フィルムコミッション

「自転車映画祭-グルメ＆サイクリング・フィルム・フェスティ
バル-」事業

189 群馬県 前橋市 文天周辺商工会 「情報発信のための経営基盤づくり」事業

190 群馬県 前橋市 前橋中心商店街協同組合
集客力向上のための「学生まちなか居住」ﾆｰｽﾞ調査及びﾏｯ
ﾁﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ事業

191 群馬県 前橋市
弁天通り商店街振興組合
特定非営利活動法人群馬県スローフード協会

弁天通り商店街の広瀬川ブランディング事業

192 群馬県 高崎市 協同組合新町商店連盟 ふれ愛スタンプ発行25周年記念事業

193 群馬県 高崎市 team hana hana street
まちはみんなの遊び場だ～高崎まちなか市民プロモーショ
ン～

7 / 43 ページ



ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

194 群馬県 高崎市 高崎市新町商工会
ＳＨＩＮＭＡＣＨＩ  ＦＥＳＴＡ  2014（新町フェスタ2014）～集
え！！みんなのスマイル～

195 群馬県 高崎市 高崎レンガ通り商店街組合 高崎レンガ通り商店街  活性化計画

196 群馬県 桐生市 桐生市錦町商店街振興組合 錦町商店街  秋のにぎわい事業

197 群馬県 桐生市 桐生市本町六丁目商店街振興組合 黒留でまちおこし

198 群馬県 桐生市 桐生中央商店街振興組合 仮装DEおいでよ桐生ハロウィン

199 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎商工会議所 賑わい軽トラ市

200 群馬県 沼田市 沼田商店街連合会 沼田市市制施行60周年  商店街の秋まつり「大商業祭」

201 群馬県 沼田市 西原新町商店街 西原新町活性化事業

202 群馬県 沼田市 沼田市東部商工会 おいがみ温泉「渓谷を活かした」おもてなしのまちづくり事業

203 群馬県 館林市 茂林寺商店組合
ぽんちゃん祭りだ！分福茶釜の茂林寺へ、みんな集まれ事
業

204 群馬県 渋川市 伊香保町物産店組合 ｱｰﾄｲﾍﾞﾝﾄによる伊香保にぎわいまちづくり事業

205 群馬県 渋川市 伊香保温泉石段街振興会 伊香保カレッジウイーク

206 群馬県 藤岡市
藤岡市中央通り商店街振興組合
本通り商店街中央ブロック振興会

上州藤岡まんなか市

207 群馬県 富岡市 富岡市商店街サービス事業協同組合 富岡製糸場世界遺産登録記念セールの強化事業

208 群馬県 みどり市 「三方良し」の会 大間々アーカイブス事業

209 群馬県 みどり市 大間々町商業協同組合 プリムラ活性化事業

210 群馬県 下仁田町 下仁田町商業協同組合 「世界遺産荒船風穴」からの街中誘客事業

211 群馬県 下仁田町 下仁田町商工会
「荒船風穴世界遺産登録」を活かした下仁田町商業活性化
事業

212 群馬県 東吾妻町 東吾妻町商工会
真田忍びﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ・ﾗｲﾌﾞを核にした「忍び商店街」
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進事業

213 群馬県 みなかみ町 みなかみ町商工会月夜野支部 「ここが月夜野！」千客万来プロジェクト

214 埼玉県 さいたま市 きらら商店街振興組合 きららフェステイバル

215 埼玉県 さいたま市
土呂町二丁目商工親和会
土呂西口商工幸栄会

土呂町お役立ちガイドマップ作成事業

216 埼玉県 さいたま市 埼大通り商店会 わくわくドキドキけやき祭り

217 埼玉県 さいたま市 東仲町商店会 ウィンターイルミネーション事業

218 埼玉県 さいたま市 コスタ浦和商店会 コスタ浦和  冬のイルミネーション事業

219 埼玉県 さいたま市 北浦和西口銀座商店街振興組合 北浦和ビールまつり

220 埼玉県 さいたま市 浦和六辻商店会 イルミネーションロードin六辻

221 埼玉県 さいたま市 南高通り商店会 ふれあいイルミネーション事業
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222 埼玉県 さいたま市 南浦和商店会 うなぎのぼりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(開運さんぽ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・ﾊﾛｳｨｰﾝ)

223 埼玉県 さいたま市 岩槻商店会連合会 歳末大売り出しPR事業

224 埼玉県 さいたま市 いわつきポイントカード事業協同組合 人形のまち岩槻  まちかど雛めぐりＰＲ事業

225 埼玉県 川口市 川口市桜町商店会 ホッとステーション桜町

226 埼玉県 川口市 芝園団地商店会 『ＳＨＩＢＡＺＯＮＯにぎわいフェスタ！』アジア文化交流事業

227 埼玉県 川口市 セントラルアヴェニュー商店会 かわけんﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙinｾﾝﾄﾗﾙｱｳﾞｪﾆｭｰ商店会

228 埼玉県 川口市 川口本町共栄会 川口本町通り沿いの商店街活性化事業

229 埼玉県 川口市 鳩ヶ谷商店会連合会 商店街スタンプラリー事業

230 埼玉県 川口市 坂下町商店会 商店街マップ作り事業

231 埼玉県 川口市 合格通り商店会 合格の鍵が幸福を招く、花と輝きのまちづくり

232 埼玉県 飯能市 飯能市商店街連盟 飯能まちゼミ

233 埼玉県 飯能市 協同組合飯能銀座商店街 飯能ぎんざ100円結婚式

234 埼玉県 春日部市 春日部西口駅前商店会 春日部西口ウィンタ－イルミネ－ション事業

235 埼玉県 春日部市 春日部市上町一番街事業協同組合 1.ｱｰﾄﾌﾗｯｸﾞ事業  2.ｱｰﾄﾌﾗｯｸﾞ掲示記念抽選会

236 埼玉県 春日部市 春日部駅東口商店会連合会
商人(あきんど)ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝGuardian東商連歳末売り出し抽選
会WITHｳｰﾏﾉﾐｸｽIN春日部

237 埼玉県 春日部市 武里平成通り商店会 武里平成通りイルミネーションフェスタ

238 埼玉県 春日部市 豊春商店連合会 豊春商店連合会わくわくフェスター

239 埼玉県 春日部市 桜台商店会 商店街マップ(歴史編)

240 埼玉県 狭山市 入間川七夕通り商店街 入間川冬まつり2014ｲﾍﾞﾝﾄ事業

241 埼玉県 狭山市 新狭山北口商店会 新狭山北口商店会を核とした地域コミュニティの創造事業

242 埼玉県 深谷市 深谷商店街連合会 深谷商店街連合会秋のイベント

243 埼玉県 上尾市 尾山台商栄会 商店街スタンプラリー事業

244 埼玉県 上尾市 原市西口商店会 商店街スタンプラリー事業

245 埼玉県 草加市 わいわいロード商店街振興組合 第2期広域経済コミュニティイベント

246 埼玉県 草加市 パインアベニュー商店会 ﾊﾟｲﾝ・ｼﾞｬｽﾞ・ﾌｪｽ2014

247 埼玉県 越谷市 北越谷商店会 北越谷商店会ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ事業

248 埼玉県 蕨市 蕨西口みゆき商店会 ウィンターイルミネーション事業

249 埼玉県 蕨市
蕨西口商店街協同組合
ぶぎん通り商店会
蕨西口みゆき商店会

ふれあい商店街事業
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250 埼玉県 蕨市

蕨銀座商店街協同組合
蕨中央一番街商店会
中央商店街御殿町三丁目商和会
中央商店街共福会
中央商店会Ｇロード
中央商店街中央５丁目御殿商店会
中仙道蕨宿商店街振興組合

蕨駅西口駅前通り商店街イルミネーション事業＆にぎわい
事業

251 埼玉県 戸田市 上戸田商店会 上戸田イルミネーションセール2014

252 埼玉県 戸田市 戸田中央商店会 戸田中央商店会下戸田地区パワーアッププロジェクト

253 埼玉県 入間市 入間市商工会 アロハ～入間❁ウキウキ歳末ハッピーセール

254 埼玉県 入間市
西武入間グリーンヒルショッピングプラザテナント
会

2014年グリーンヒルショッピングプラザ秋祭り事業

255 埼玉県 志木市 ぺあもーる商店会 ぺあもーる秋冬フェスタ事業

256 埼玉県 久喜市 久喜市商工会 土師祭・恥☆アソビ  リピーター獲得事業

257 埼玉県 八潮市 けやき通り商店会 けやき通り商店会祭り

258 埼玉県 八潮市 パルコ通り商店会 設立40周年記念歳末大売り出し事業

259 埼玉県 三郷市 みさと団地センターモール協同組合 ｾﾝﾀｰﾓｰﾙ賑い発信事業

260 埼玉県 三郷市 早稲田中央共栄会
早稲田中央共栄会発足30周年  三郷市早稲田地区活性化
事業

261 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島駅西口商店会 ウィンターイルミネ－ション事業

262 埼玉県 ふじみ野市 大井商店会連合会 大井商店会連合会活性化事業

263 埼玉県 ふじみ野市 上福岡駅前名店街 ｲﾍﾞﾝﾄ『大楽市(仮)』の実施による近隣住民の集客強化

264 埼玉県 寄居町 寄居町商工会
県下統一イベント「彩の国商店街祭り」と連携した寄居町商
店街再活性化事業「ふるさとの祭典市」の開催

265 千葉県 千葉市 富士見商店街協同組合 第４回ふじみのハロウィン

266 千葉県 千葉市 ピーナッツクラブ西千葉 西千葉11プロジェクト

267 千葉県 千葉市 千葉市さつきが丘名店街 イベント事業①カラオケ大会②さんま祭り③餅つき大会

268 千葉県 千葉市 JR稲毛駅東口商店街振興組合 「がんばろう稲毛」商店街まちづくり事業

269 千葉県 銚子市 銚子駅前商店街振興組合 賑わい復活事業

270 千葉県 銚子市 銚子東銀座商店街 銚子東銀座商店街「昭和の賑わい感謝祭」

271 千葉県 市川市 根本発展会 根本発展会活性化～愛される商店街になるぞ～事業

272 千葉県 船橋市 西船橋商店会 西船橋商店会活性化事業

273 千葉県 船橋市 御滝商和会 御滝商和会  夏祭り  設立３５周年感謝祭

274 千葉県 船橋市 松が丘バス通り商店会 松が丘ご自慢逸品推進事業

275 千葉県 船橋市 船橋FACE商店会 船橋駅前まちなか市民フェスタ（仮称）
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ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

276 千葉県 船橋市 アイラブふなばし実行委員会 アイラブ夢ふるふなばし

277 千葉県 館山市 館山市商店会連合会 ぶらり館山商店街めぐり「わが街の店じまんスタンプラリー」

278 千葉県 松戸市 松飛台商店会
『お相撲さんとの餅つきイベント（協賛：佐渡ケ嶽部屋）』の
実施

279 千葉県 松戸市 伊勢丹通り商店会 伊勢丹通り活性化事業

280 千葉県 松戸市 みやまえ会 みやまえ会  商店街活性化ＰＲ事業

281 千葉県 松戸市 角町下横町商店会 角町下横町商店会  商店街活性化ＰＲ事業（仮）

282 千葉県 松戸市 東店舗商店会 東店舗商店会  商店街活性化事業

283 千葉県 松戸市 八柱駅前中央商店会 八柱駅前中央商店会  商店街活性化事業

284 千葉県 松戸市 北松戸商店会 北松戸商店会  商店街活性化PR事業

285 千葉県 松戸市 新松戸六丁目商店会 新松戸六丁目商店会  商店街活性化事業(仮)

286 千葉県 松戸市 わかば商店会 わかば商店会  商店街活性化事業(仮)

287 千葉県 松戸市 サンロード五香商店街振興組合 ｻﾝﾛｰﾄﾞ五香商店街振興組合  商店街活性化事業

288 千葉県 松戸市 松戸二丁目中通り商店会 松戸二丁目中通り商店会  商店街活性化PR事業

289 千葉県 松戸市 新松戸駅前二丁目商店会 新松戸駅前二丁目商店会  商店街活性化事業

290 千葉県 松戸市 みのり台一番街商店会 みのり台一番街商店会  活性化PR事業

291 千葉県 松戸市 春雨会 春雨会  商店街PR事業

292 千葉県 松戸市 松戸二丁目不動会 松戸二丁目不動会  活性化PR事業(仮)

293 千葉県 松戸市
新松戸四丁目商店会
新松戸駅前商店会
新松戸中央商店会

新松戸四丁目商店会、新松戸駅前商店会、新松戸中央商
店会  商店街活性化事業

294 千葉県 習志野市 津田沼南口商店会 津田沼南口商店会活性化事業

295 千葉県 習志野市 大久保商店街協同組合
学園大久保商店街ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ・習志野市制施行
60周年記念

296 千葉県 柏市 協同組合光ヶ丘商店会 わっとほーむ光ヶ丘  商店会PR大作戦事業

297 千葉県 柏市 柏銀座通り商店会 空市（そらいち）～柏銀座通りグルメ＆マルシェ～

298 千葉県 柏市 柏駅前通り商店街振興組合 柏駅前通り商店街魅力向上事業

299 千葉県 柏市 協栄商店会 光のｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ事業

300 千葉県 柏市 柏市商店会連合会 柏の魅力再発見!「柏のにぎわいＳＨＯＷ店街」

301 千葉県 柏市
南柏東口商店会
南柏商店会
南柏西口商店会

Discover  なんかし！！

302 千葉県 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷ふれあい街づくり協同組合
新鎌ケ谷ふれあい街づくり協同組合「新鎌ふれあいフェア
―２０１４」
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ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

303 千葉県 浦安市 浦安魚市場協同組合 浦安魚市場歳末大感謝祭

304 千葉県 香取市 東通り商店会 東通り商店会賑わい創出事業

305 千葉県 香取市 協同組合佐原信販 CHUKEIポイントカード普及促進事業

306 千葉県 いすみ市 夷隅商店会 苅谷地区活性化事業

307 千葉県 多古町 多古町商店街  起志回生の会 多古町商店街・風物詩活用事業

308 東京都 千代田区 九段商店街振興組合 「ＹＯＵ」とふれあう街  九段

309 東京都 千代田区
秋葉原電気街振興会
秋葉原駅前商店街振興組合
特定非営利活動法人秋葉原観光推進協会

観光客・特定目的客の商店街店舗回遊事業

310 東京都 中央区 東日本橋やげん堀商店会 東日本橋やげん堀商店会をﾑｰﾋﾞｰとﾏｯﾌﾟでPR

311 東京都 中央区 室町大通会 福徳まつり

312 東京都 港区 白金商店会 白金商店会いきいき活性化事業

313 東京都 港区 麻布十番商店街振興組合 10月10日麻布十番の日と十番マップの作成

314 東京都 新宿区 牛込中央通り商店会 裏神楽坂ときめきキャンペーン商店街活性化事業

315 東京都 新宿区 新宿西口商店街振興組合 思い出横丁  秋のよってけよいよい祭り

316 東京都 新宿区 北新宿四丁目商友会 生活サポーター実現に向けた実践マーケティング

317 東京都 新宿区 上落合発展会 上落合発展会ＰＲ事業イベント

318 東京都 新宿区 高田馬場西商店街振興組合 うきうきさかえ通り＆街バル,ダンス・ミュージックフェスタ

319 東京都 新宿区 末広通り商店会
末広通り公式ガイドブック＆公衆Wi-Fi連携ネットおもてなし
事業

320 東京都 文京区 白山上向丘商店街振興組合 商店街マップ制作および商店街HP整備事業

321 東京都 台東区 浅草北部ことぶき商店会 商店会地域活性化事業

322 東京都 台東区
アメ横通り中央商店街振興組合
アメ横プラザ商店街協同組合
アメ横センタービル協同組合

アメ横夜の賑わい創出事業

323 東京都 台東区

浅草すしや通り商店街振興組合
浅草花屋敷通り商店街
雷門仲通り会
雷門柳小路睦会
公園通り会

浅草名店めぐる『ぐるぐるめぐりん』

324 東京都 台東区 浅草国際通り商店街連合会 浅草国際通り認知度向上事業

325 東京都 台東区 谷中銀座商店街振興組合 七福猫誕生５周年記念事業

326 東京都 台東区

上野昭栄会
上野中央通り商店会
御徒町駅前通り商店会
上野御徒町中央通り会
上野中通商店街振興組合

「上野東京ライン」開業記念イベント事業

327 東京都 台東区 浅草新仲見世商店街振興組合 浅草新仲見世アーケードギャラリー（仮称）
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ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

328 東京都 墨田区 地蔵坂通り商店会 地蔵坂通り復刻「植木市」

329 東京都 墨田区 八広新中通り商店会 八広新中通り商店会  ブランドブック制作事業

330 東京都 墨田区 東向島駅前商店街振興組合 寺島なすサミット2014

331 東京都 墨田区
コンニャク稲荷通り商栄会
八広南龍通り商店会

コンニャク稲荷・南龍通り大鍋イベント

332 東京都 墨田区 本所吾妻橋商店会 ゆるキャラを活用した商店街活性化事業

333 東京都 墨田区 国技館通り商店会
両国  まるごと気仙沼ふぇすた(仮称)～被災地との連携によ
る商業交流事業～

334 東京都 墨田区 鐘ヶ渕通り商店街平和会 サンバde元気

335 東京都 墨田区 おしなり商店街振興組合 おしなり商店街振興組合  探訪来街PR事業

336 東京都 墨田区 北斎通り商店会 北斎通り商店会  探訪来街促進PR事業

337 東京都 江東区 豊洲商友会協同組合 豊洲商友会  豊洲カーニバル

338 東京都 江東区

亀戸香取大門通り会
亀戸五丁目中央通り商店街振興組合
亀戸十三間通商店街振興組合
亀戸天神通り商店街振興組合
五ノ橋豊国通り商店会

江東区亀戸地域活性化ＤＩプロジェクト

339 東京都 品川区 戸越公園中央商店街振興組合
商店街の飲食店パスポートの活用によるお客様参加型マッ
プ制作

340 東京都 品川区 戸越公園駅前南口商店会 ホッと…すとりーと南口  とごしおりんぴっく

341 東京都 品川区 不動前駅通り商店街振興組合
地域、子どもたちと歩む商店街づくり－商店街子ども仕事
体験事業－

342 東京都 品川区 中延商店街振興組合 こどもランドとメディアＰＲ事業

343 東京都 目黒区 自由が丘南口商店会 自由が丘南口商店会  マリクレールクリスマス2014

344 東京都 目黒区 目黒区商店街振興組合連合会 第2回  ゆるキャラ大集合  目黒区商店街ツアー

345 東京都 目黒区 西小山ニコニコ通り商店会
使える！つながる！！みんなのマップ～マップづくりを通し
て商店街と住人がつながるプロジェクト～

346 東京都 目黒区 都立大学商店街連合会 商店街まちあるきガイドブック作成事業

347 東京都 目黒区 自由が丘広小路会 イルミネーションを活用した賑わいの創出事業

348 東京都 目黒区 自由が丘しらかば通り会 クリスマス時期のツリー装飾による商店会の活性化事業

349 東京都 大田区 日の出銀座商店街振興組合 地域連携型商店街ｲﾍﾞﾝﾄ開発事業

350 東京都 大田区 入三商店会 不入斗ふれあいまつり～入新井第一小学校との連携事業

351 東京都 大田区 大森八幡通り商店会 商店街ホームページ開設事業

352 東京都 大田区

大岡山北口商店街振興組合
御嶽商店街振興組合
久が原銀座商店街振興組合
洗足池商店街振興組合
雪谷商店街振興組合

大田区調布地区５商店街ﾗﾘｰ(仮)

353 東京都 大田区 武蔵新田商店会 にったのまちの絆づくりとにぎわいづくり事業
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ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

354 東京都 世田谷区 喜多見商店街振興組合 和文化と光の祭典

355 東京都 世田谷区 明大前商店街振興組合 安全安心の街づくり明大前商店街  事業

356 東京都 世田谷区 経堂商店街振興組合 経堂すずらん情報誌

357 東京都 世田谷区 商店街振興組合上野毛商和会 上野毛商店街ガイドブック作成

358 東京都 世田谷区 下高井戸商店街振興組合 生活防災セールと商店街の危機管理

359 東京都 世田谷区 山下商店街振興組合 人にやさしい・元気で楽しい山下商店街

360 東京都 世田谷区 八幡山商福会商店街振興組合
わっしょい八幡山ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを立ち上げ、多角的な情報発信
にﾁｬﾚﾝｼﾞ！ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

361 東京都 世田谷区

下北沢一番街商店街振興組合
しもきた商店街振興組合
下北沢南口商店街振興組合
下北沢東会
下北沢南口ピュアロード新栄商店会
代沢通り共栄会

下北沢地域が一体となったｼﾓｷﾀ国際観光商店街に必要な
安心・安全なまちづくり情報提供事業

362 東京都 世田谷区 中里通り商店街振興組合 中里通り商店街いきいき活性化事業

363 東京都 世田谷区 桜新町商店街振興組合
スマートフォン対応ホームページと英語版ホームページによ
る情報発信力強化事業

364 東京都 世田谷区 経堂恵泉通り中央会 鹿行地域（茨城県東南部）との連携秋まつりの開催

365 東京都 世田谷区 千歳船橋商店街振興組合 千歳船橋商店街活性化事業

366 東京都 世田谷区 祖師谷商店街振興組合 ウルトラマン商店街情報誌発刊事業

367 東京都 世田谷区

尾山台商栄会商店街振興組合
尾山台振興会商店街振興組合
尾山台東栄会
二葉会商店会

尾山台駅周辺商店街イメージアップ事業

368 東京都 世田谷区
下北沢東会
株式会社パイプドビッツ

下北沢カレーフェスティバル2014

369 東京都 世田谷区 南自由が丘商店会 イルミネーション装飾による商店会の活性化事業

370 東京都 渋谷区 渋谷センター商店街振興組合 渋谷センター商店街まちづくり事業

371 東京都 渋谷区 代官山商店会 代官山商店会活性化事業

372 東京都 渋谷区 東恵比寿商栄会 2014-2015恵比寿花ＬＯＶＥ

373 東京都 渋谷区 代々木商店街振興組合
創立30周年記念ほっこり代々木1ばん＆街バル・ダンスフェ
スタ事業

374 東京都 渋谷区 六号坂通り商店街振興組合 創立40周年記念るんるん六号坂＆ワンコインフェスタ事業

375 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷大通り商店街振興組合 秋の千駄ヶ谷を装い散歩(仮)

376 東京都 渋谷区 富ヶ谷一丁目通り商店会 富一来街促進探訪PR事業

377 東京都 渋谷区 渋谷地下商店街振興組合
訪日外国人観光客を含む渋谷来訪者の商店街への来店・
売り上げ増による商店街活性化事業

378 東京都 渋谷区 渋谷青山通り商店会 渋谷青山通り商店会PR事業

379 東京都 渋谷区 渋谷中央街
訪日外国人観光客を含む渋谷来訪者の商店街への来店・
売り上げ増による商店街活性化事業
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380 東京都 渋谷区 商店街振興組合  原宿表参道欅会 原宿表参道元氣祭り「スーパーよさこい2014」

381 東京都 渋谷区 渋谷道玄坂商店街振興組合
訪日外国人観光客を含む渋谷来訪者の商店街への来店・
売り上げ増による商店街活性化事業

382 東京都 渋谷区 渋谷宮益商店街振興組合
訪日外国人観光客を含む渋谷来訪者の商店街への来店・
売り上げ増による商店街活性化事業

383 東京都 渋谷区 原宿竹下通り商店会 2014ハッピーウィンター  サンタを捜せ！

384 東京都 渋谷区 東急本店前商店会 東急本店前商店会ＰＲ事業

385 東京都 渋谷区 原宿神宮前商店会 クリスマス原宿フェスティバル

386 東京都 渋谷区 恵比寿一番会 恵比寿一番会商店会探訪来街促進ＰＲ事業

387 東京都 渋谷区 明治通り宮下パーク商店会 商店会の魅力発信事業  その２

388 東京都 中野区 白鷺商栄会 商店街ｼｬｯﾀｰ美化大作戦

389 東京都 中野区 中野サンモール商店街振興組合 中野北口にぎわい祭り

390 東京都 中野区
中野ブロードウェイ商店街振興組合
中野サンモール商店街振興組合

WELCOMＥ！中野  PROJECT

391 東京都 中野区
中野ブロードウェイ商店街振興組合
中野サンモール商店街振興組合
中野南口駅前商店街

ＭＡＧフェスタ  コスプレパレ－ド

392 東京都 中野区

中野南口駅前商店街
サンロード中野・桃商会
実業桃光会
レンガ坂商店会
もみじ山共栄千光会

まちなかのバルin中野駅南口パワ－＋(プラス)

393 東京都 中野区 レンガ坂商店会
ｳｨﾝﾀｰ(冬)ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ装飾によるﾑｰﾄﾞ作りで、往来数の向
上を図る

394 東京都 杉並区 タウンセブン会 タウンセブンこどもフェスタ事業

395 東京都 杉並区 西荻東銀座会 神明通りわくわく商店街販売促進企画

396 東京都 杉並区 妙法寺門前通り商店会 千日紅市プロジェクト

397 東京都 杉並区 高円寺北中通り商栄会 高円寺北中ﾃﾚﾋﾞ

398 東京都 杉並区

高円寺パル商店街振興組合
新高円寺通商店街振興組合
エトアール通り商店会
馬橋商興会
高円寺南商店会

高円寺ア－ト街でア－ト・ハンティング

399 東京都 杉並区 和田商店会 どすこいマルシェ

400 東京都 豊島区 池袋ロマンス通り商店会 池袋ロマンス通り商店会マップ及びホームページ作成事業

401 東京都 豊島区 大塚北口商栄会 外国人旅行者の当商店街への来訪対策

402 東京都 豊島区 東池袋ウイロード商店会 東池袋ウイロード商店会探訪PR事業

403 東京都 豊島区 長崎銀座商店会 『ﾜﾝｺｲﾝ/NEWどっきり市による地域と商店街のふれあい』

404 東京都 豊島区 椎名町本通り商店会 椎名町本通り商店会PRｲﾍﾞﾝﾄ

405 東京都 豊島区 サンシャイン通り商店会 にぎわいの秋を演出する事業
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406 東京都 豊島区 池袋平和通り商店街振興組合 平和通りと池袋の森とのコラボプロジェクト

407 東京都 豊島区 池袋乱歩通り商店街振興組合 池袋乱歩通り商店街PR事業

408 東京都 豊島区 池袋西口駅前商店会 池袋西口駅前商店会ﾏﾙｼｪｲﾍﾞﾝﾄPR事業

409 東京都 豊島区 池袋坂下通り進商会 池袋坂下通り進商会来街促進ＰＲ事業

410 東京都 豊島区 西池袋ヱビス通り商店会 西池袋ヱビス通り商店会活性化ＰＲイベント

411 東京都 豊島区 大塚駅南口盛和会 大塚ｴﾘｱ飲食店ﾏｯﾌﾟPR事業

412 東京都 豊島区 大塚商興会 「映画の街大塚」ＰＲイベント

413 東京都 北区 豊島中央通り商店街振興組合 豊島中央通り商店街活性化事業

414 東京都 北区 滝野川市場通り商店街振興組合 地域の方から愛される商店街を目指したにぎわい創出事業

415 東京都 北区 霜降銀座栄会 霜降銀座栄会にぎわい強化事業～秋フェスタ～

416 東京都 北区 東十条銀座商店街協同組合
にぎわい再生のためのブランド再構築事業（商店街マップ
作成および街ゼミ、キャラクターグッズの開発）

417 東京都 北区 赤羽西口辨天通共栄商店会 赤羽西口辨天通商店街ガイドブック作製事業

418 東京都 荒川区 熊野前商店街振興組合 第1回はっぴーもーる熊野前ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ事業

419 東京都 荒川区 べるぽうと汐入商店街振興組合 べるぽうと汐入第１回いとしのイルミネーション（仮題）事業

420 東京都 荒川区 小台橋みずき通り商店会 小台橋みずき通り商店会  イルミネーション装飾事業

421 東京都 荒川区 小台本銀座柳会 地域密着で外国人にやさしい商店街（おもてなし）事業

422 東京都 板橋区 常磐台中央通り商光会 常盤台中央通りふれあいフェスタ

423 東京都 板橋区 常盤台銀座商店街振興組合 「太鼓まつり」によるにぎわい演出事業

424 東京都 板橋区 遊座大山商店街振興組合 生鮮PR事業

425 東京都 板橋区 高島平壱番街商店街 『ダンマチ』を知ってもらおうキャンペーン

426 東京都 板橋区
赤塚一番通り商店街振興組合
赤塚銀座会

歳末ガラポン＆物産展

427 東京都 練馬区

練馬アーケード商店会
おとり様商店会
練馬駅前本通り商店会
練馬駅前中央通り商店会
練馬一の日商店会
練馬駅前商店会

「ＮＥＲＩＭＡ  ＬＯＶＥ  ＴＲＥＥ」プロジェクト2014-2015

428 東京都 練馬区 下石神井商店街振興組合 下石神井商店街振興組合  探訪来街促進PR事業

429 東京都 足立区

大谷田商店街振興組合
東和銀座商店街振興組合
綾瀬商店街振興組合
綾瀬五丁目商店街振興組合
綾瀬二丁目商店会
サンアヤセ商店街振興組合
六木団地商店街振興組合
綾瀬西口本通り会
大谷田三丁目商店会
しょうぶ沼公園商店街振興組合

足立区商店街振興組合連合会第4ﾌﾞﾛｯｸ活性化事業

16 / 43 ページ



ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

430 東京都 足立区 関三通り商店街振興組合
『地域に密接したおもてなし-笑顔の見える商店街』  ﾜﾝｺｲﾝ
祭り&音楽祭--関三写真展

431 東京都 足立区 西新井大師商栄会 西新井大師商栄会  探訪来街PR事業

432 東京都 足立区 舎人団地前商店街振興組合 イルミネーション事業

433 東京都 葛飾区 青戸公団前通り商栄会 青戸  年越し楽座２０１４ならびに商店街マップ作成

434 東京都 葛飾区 金町地区商店会連合会 第3回  花・楽・カフェ  葛飾・金町

435 東京都 葛飾区 柴又神明会 復活「寅さんの日」イベント事業

436 東京都 葛飾区

堀切菖蒲園通り商和会
堀切ラッキー通り商店街
堀切一番街商店会
堀切中央商店街振興組合

ＨＯＲＩＫＩＲＩカーニバル

437 東京都 葛飾区 立石駅通り商店会 外国人客来街プラン

438 東京都 葛飾区 まいろーど四つ木商店街振興組合 四つ木つばさフェア２０１４

439 東京都 江戸川区 篠崎新町商店街振興組合 歳末ポイント・クリスマスセール

440 東京都 江戸川区 小岩駅前通り美観商店街 小岩駅前通り美観商店街スペシャルイベント事業

441 東京都 江戸川区 パル・プラザショッピングセンター商店会 まちの駅連携によるにぎわいづくり事業

442 東京都 八王子市 中町商店会 「中町商店会イルミネーション事業」

443 東京都 八王子市 横一商栄会 マップ作成事業

444 東京都 八王子市 八幡町商店会 八幡町商店街活性化事業

445 東京都 立川市 高松町商店街振興組合 立川北口まちゼミ

446 東京都 立川市 錦商店街振興組合 錦商店街まんがパーク連携事業

447 東京都 立川市 立川市商店街振興組合連合会 立川特集広報紙制作

448 東京都 立川市 諏訪通り商店街振興組合 立川諏訪神社参道の歴史探訪事業

449 東京都 武蔵野市 吉祥寺公園通り商店会
吉祥寺公園通り商店会ガイドマップ作製＆スタッフジャン
パー作製

450 東京都 三鷹市
協同組合三鷹中央通り商店会
特定非営利活動法人  シニアSOHO普及サロン・
三鷹

三鷹中央通り日曜おもてなし散歩道

451 東京都 青梅市 河辺北商店会 河辺北・オリジナルラーメンと商店街めぐりプロジェクト！

452 東京都 青梅市 住江町商店街振興組合 住江町・昭和レトロの青梅宿  復活大作戦！

453 東京都 府中市 美好町商店会
地域商店街活性化事業によるスタンプラリー付地域マップ
の作成

454 東京都 昭島市 くじらロード商店会 『くじらロードの日』2014事業

455 東京都 調布市 調布百店街 調布百店街来街促進PR事業

456 東京都 調布市 深大寺そば組合
外国語対応深大寺そば組合マップ制作及びインターネット
情報発信、並びに観光セミナー実施事業
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457 東京都 町田市
玉川学園商店会
玉川学園南口商店会

玉川学園商店街 商店街ﾏｯﾌﾟ・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ制作・配布による活
性化事業

458 東京都 町田市
成瀬が丘商店街振興組合
南成瀬共栄会
成瀬商友会

なるせ街バルと街バル開催記念セール

459 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Ⅱ

460 東京都 小平市 花小金井商栄会 花小金井商栄会の情報発信強化事業

461 東京都 小平市 小平商工会第11支部 商店街情報発信事業

462 東京都 小平市 光が丘通り商店会
『光が丘通り商店会』寄り道感謝祭の実施及び『光が丘通り
商店会』寄り道MAP製作事業

463 東京都 日野市
高幡不動参道会
多摩平一丁目商店会

日野市街ゼミ第一弾 他

464 東京都 東村山市 青葉商店会 青葉商店会夏祭り事業

465 東京都 国分寺市 東元町商店会 国分寺  得する街のｾﾞﾐﾅｰﾙ

466 東京都 国立市 富士見台名店街商業協同組合 国立・富士見台、旧車による賑わい事業

467 東京都 福生市 福生市商工会 英語版商店街マップ事業

468 東京都 武蔵村山市 村山団地中央商店会 高齢者買物支援のための新送迎自転車完成披露イベント

469 東京都 多摩市 多摩センター商店会 多摩センター商店会宣伝及び集客事業

470 東京都 多摩市 桜ヶ丘商店会連合会
「ラスカル」スタンプラリー～聖蹟にラスカルを探しに行こ
う！～

471 東京都 羽村市
羽村東口商店会
本町西口商店会

羽村東口西口共同にぎわい事業

472 東京都 あきる野市 五日市商和会 「秋川渓谷イルミネーション街道」事業

473 東京都 西東京市 かえで通り商店会 かえで通り集客拡大にぎわい事業

474 東京都 西東京市 伏見通り商店会 伏見通り商店会発足６５周年記念事業

475 東京都 奥多摩町 奥多摩商業協同組合 奥多摩町活性化事業

476 神奈川県 横浜市 駒岡商栄会
パワーアップホームページ作成及び商店街マップ・チラシ広
告作成

477 神奈川県 横浜市 岸谷商栄会協同組合 福寿弁財天秋まつり

478 神奈川県 横浜市 大口１番街 2014大口1番にぎわい活性化事業

479 神奈川県 横浜市 反町駅前通り商店街
東横フラワー緑道やトンネルおよび駅前広場活用によるイ
ベント

480 神奈川県 横浜市 大口通商店街協同組合 大口通商店街  地域ふれあい交流事業

481 神奈川県 横浜市 横浜駅西口五番街商店会協同組合 西口五番街の歴史、今、そして未来

482 神奈川県 横浜市 野毛商店街協同組合 ｼﾞｬｽﾞde盆踊りin野毛

483 神奈川県 横浜市 一般社団法人吉田町名店街会 吉田町名店街会にぎわい創出集客事業・情報発信事業

484 神奈川県 横浜市 石川商店街協同組合 石川商店街地域参加型活性化事業
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485 神奈川県 横浜市 伊勢佐木町１・２丁目地区商店街振興組合
イセザキ・モール1・2St.えんたん（ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ×安全・安
心）プロジェクト

486 神奈川県 横浜市 山手地区商店街連合会 懐かしの黄色いハンカチ商店街  事業

487 神奈川県 横浜市 横浜橋通商店街協同組合 第2回「よこはまばしｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｪｽﾀ」

488 神奈川県 横浜市 千丸台商店会 千丸台商店会  お店めぐりとＰＲ事業

489 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷駅西口商店街 保土ヶ谷宿場まつり

490 神奈川県 横浜市 金沢八景共栄会 元気です！金沢八景共栄会ＰＲ事業

491 神奈川県 横浜市 金沢文庫すずらん通り商店会 すずらん通り「出会いをつなぐ商店会」事業

492 神奈川県 横浜市 東戸塚商店会 東戸塚商店活性化事業

493 神奈川県 横浜市 上大岡駅東口商店会 2014年GOGOﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

494 神奈川県 横浜市 左近山ショッピングセンター 左近山商店街プロレスで地域を元気に!プロジェクト

495 神奈川県 横浜市 鴨居商栄会 ｲﾍﾞﾝﾄ参加者倍増計画(豆まき参加者の倍増を中心として)

496 神奈川県 横浜市 桜台商店会 ＩＴ活用による商店会活性化事業

497 神奈川県 横浜市 都筑区商店街連合会
プロバスケットボールチームと商店街が連携した都筑区民
おもてなし事業

498 神奈川県 川崎市 川崎駅前仲見世通商店街振興組合 川崎駅前仲見世通商店街振興組合  ＰＲ事業

499 神奈川県 川崎市 チネチッタ通り商店街振興組合 イルミネーション・噴水マッピングショー

500 神奈川県 川崎市 新城南口商店街
①新城南口商店街まちｾﾞﾐﾅｰﾙ②新城南口商店街イルミ
ネーションと点灯式コンサート

501 神奈川県 川崎市
武蔵小杉駅前通り商店街振興組合
特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメ
ント

「コスギフェスタ」を活用した商店街活性化事業

502 神奈川県 川崎市 区役所通り登栄会商店街振興組合 「ハロウィンだよ!登栄会!！」＆「まちゼミ」

503 神奈川県 川崎市 川崎市中央卸売北部市場商業協同組合 《人でにぎわう市場の実現》事業

504 神奈川県 川崎市
新百合ヶ丘商店会
一般財団法人川崎新都心街づくり財団

アートと食の祭典事業

505 神奈川県 相模原市 橋本商店街協同組合
はしもとハロウィンフェスティバル＆第5回 橋本ウィンター
フェスティバル

506 神奈川県 相模原市 相模原中央商店街協同組合
絵本コンクール１０周年記念  こけ丸商店街『ペインティング
パフォーマンスフェスタin２０１４』

507 神奈川県 相模原市 相模原西商店街協同組合 アートフェスティバルinさがみはら

508 神奈川県 相模原市 にこにこ星ふちのべ協同組合 『世界が“歩く”街』にこにこ星ふちのべ  多言語マップ事業

509 神奈川県 相模原市 相模台商店街連合会 ２０１４年「サウザンロード」スタンプラリー

510 神奈川県 相模原市 東林間商店街振興組合 東林間商店街振興組合パワーアップ事業

511 神奈川県 横須賀市 馬堀商栄会 馬堀の魅力発信事業

512 神奈川県 平塚市 大門会
参道型商店街の個性を活かしたにぎわいプロモーション事
業
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513 神奈川県 平塚市 八幡商店会 ひらつか八幡  すえひろがり事業(仮)

514 神奈川県 鎌倉市 鎌倉じゃず祭実行委員会 鎌倉じゃず祭

515 神奈川県 藤沢市 湘南台東口商店街協同組合 湘南台東口商店街協同組合  お楽しみ市

516 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イベント事業「悠遊祭」

517 神奈川県 藤沢市

湘南銀座商店街振興組合
湘南辻堂商店会
辻堂元町商店会
湘南辻堂商栄会
辻堂海岸商店会
プチモールひがし海岸協同組合
辻堂新町商店会

花ﾌｪｽ from 辻堂

518 神奈川県 藤沢市 長後商店街協同組合 “キネマ長後”映像による商店街活性化事業

519 神奈川県 藤沢市 本町白旗商店街振興組合 商店街資源の再発掘と魅力の見える化・情報発信事業

520 神奈川県 小田原市 早川商工振興会 夏祭りイベントを活用した集客活動

521 神奈川県 小田原市 おだわら竹の花商店会 小田原ハロウィンウィーク実施事業

522 神奈川県 小田原市 橘商店会
顧客にｱﾌﾟﾛｰﾁする出張商店街＋店舗の認知度を高める商
店街ﾂｱｰ・ｲﾍﾞﾝﾄ

523 神奈川県 茅ヶ崎市 エメラルド会
茅ヶ崎エメロード  エメラルドプラザビル  スポーツイベント～
親子の絆と夢の創出オリンピアは夢じゃない～

524 神奈川県 逗子市 逗子なぎさ通り商業振興会 逗子なぎさ通り60周年お客様感謝セール事業

525 神奈川県 逗子市
逗子銀座商店街協同組合
新逗子通り商店会

逗子銀座商店街及び新逗子通り商店会のメディアーツ逗子
連携事業（仮）

526 神奈川県 逗子市
東逗子商栄会
東逗子駅前商店会

東逗子魅力再発見事業

527 神奈川県 秦野市 渋沢駅前商店会 渋沢駅前商店会情報発信事業

528 神奈川県 厚木市 厚木市高校通り商友会 厚木市高校通り商友会ホームページ制作事業

529 神奈川県 厚木市 旭町商工クラブ 南口お店祭り

530 神奈川県 厚木市 一般社団法人厚木市商店会連合会 第4回厚木東部ふれあい市

531 神奈川県 座間市
座間市相武台商店会
株式会社フリップアップ

座間市相武台商店会情報誌発行事業

532 神奈川県 座間市 座間市商店会連合会
地域ｲﾍﾞﾝﾄ＆ﾈｯﾄ事業「咲かせよう！！座間のひまわりｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ」

533 神奈川県 座間市 みどりとさくらの街  さがみ野 さがみ野北口ちょい呑みフェスティバル

534 神奈川県 綾瀬市 綾北商店会 ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ事業

535 神奈川県 葉山町 葉山一色大滝商店会 葉山一色商店会活性化事業

536 神奈川県 葉山町 一色商店会 多言語マップによる観光の街活性化事業

537 神奈川県 二宮町
南口駅前商店会
栄通り商店会
中央通り商店会

にのみやガラスのうさぎクリスマスイルミネーション2014

538 神奈川県 二宮町 二宮町北口通り商店会
はな通りニノス・北口通り商店街「花と音楽のフェステイバ
ル」
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539 新潟県 新潟市 豊栄下町商店街振興会 アート＆カルチャー交流事業

540 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番町間伐材等装飾事業

541 新潟県 新潟市 古町通６番町商店街振興組合 商店街に元気を取り戻せ！みんなで最高のおもてなし事業

542 新潟県 新潟市 BPC（ビルボードプレイスサークル） ビルボードプレイスアニバーサリーキャンペーン

543 新潟県 新潟市 万代にぎわい創造株式会社 BBQイベント in 4th ピアBandai

544 新潟県 新潟市 古町通五番町商店街振興組合 チンクエ・フェスタ２０１４

545 新潟県 新潟市 曽野木商工会 ふれあい曽野木まつり

546 新潟県 新潟市 小須戸商工会 HPの整備・商店街ﾏｯﾌﾟ作成事業

547 新潟県 小千谷市 小千谷市本町商店街振興組合 本町商店街イキイキ事業

548 新潟県 加茂市 加茂上町商店街振興組合 健康スポーツ集客開発事業

549 新潟県 見附市 今町ホームスタンプ会 今町にぎわい創出事業

550 新潟県 村上市 村上市中央商店街振興組合
「城下町村上の町屋」利活用調査による商店街魅力再発見
事業

551 新潟県 燕市 協同組合燕市商店連合会
つばめの商店街は楽しいヨ！「燕日(えんにち)」大作戦  事
業

552 新潟県 上越市
上越市本町三丁目商店街振興組合
上越市本町四丁目商店街振興組合
上越市本町五丁目商店街振興組合

本町商店街逸品創出プロジェクト２０１４

553 新潟県 佐渡市 相川町商工会 こいっちゃまつり  イベント事業

554 新潟県 南魚沼市 六日町駅前通商店街協同組合 六日町駅前通り「にぎわい屋台村」開催事業

555 新潟県 南魚沼市 牧之通り組合 着物で歩く雁木通りにぎわい創出事業

556 富山県 富山市 大手モール振興会 センバルストリート事業

557 富山県 富山市 株式会社まちづくりとやま まちなかライフプロジェクト

558 富山県 富山市 呉羽いきいきカード会 呉羽いきいきカード「2周年だよ！お客様感謝祭」

559 富山県 富山市 中滝商栄会 中滝商栄会にぎわい支援事業

560 富山県 高岡市 坂下町商店街
坂下町のシンボル高岡大仏のライトアップとフォトコンテンス
ト

561 富山県 高岡市 福岡町商業協同組合 福岡町商業協同組合商店魅力アップ事業

562 富山県 高岡市 御旅屋通商店街振興組合 オタヤ賑わい創出事業

563 富山県 高岡市
木舟町蝶々会
守山町ゑびす商盛会

土蔵造りフェスタ

564 富山県 高岡市 恵比須通り商栄会 恵比須通り神輿祭り

565 富山県 氷見市
氷見市比美町商店街振興組合
氷見市中央町商店街振興組合

比美町・中央町商店街　氷見のふるさと商店街づくり事業

566 富山県 砺波市 砺波商工会議所 砺波商工会議所６０周年記念　商店街連携活性化事業
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567 富山県 南砺市
いなみ本町通り振興会
瑞泉寺前商盛会

まちなみアートinいなみ２０１４

568 富山県 南砺市 南砺市商工会 福光まちめぐり祭

569 富山県 上市町 西中町商店街振興協同組合 西中町通り「まちなみアート事業」

570 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

571 石川県 金沢市 広坂振興会 親子と学生を「寄せてみっか」広坂ブランド向上事業

572 石川県 金沢市 金石町商店協同組合 金石商店協同組合　まちなかふれあい事業

573 石川県 金沢市 武蔵商店街振興組合 むさし再発見！商店街賑わい創出事業

574 石川県 金沢市 竪町商店街振興組合 冬のおもてなし事業

575 石川県 金沢市 柿木畠振興会
柿木畠振興会　新しいカレー博と回遊性を促す商店街MAP
事業

576 石川県 金沢市 片町商店街振興組合 片町の夜…おもてなし事業

577 石川県 金沢市 金沢中心商店街まちづくり協議会
金沢中心商店街賑わい創出事業～継続的な賑わい作りの
ためのまちなか連携施策～

578 石川県 金沢市 伏見台商店街振興組合 萬事、馬九行久　まちの寺子屋

579 石川県 金沢市 株式会社金沢商業活性化センター 金沢中心商店街回遊性向上事業

580 石川県 金沢市
駅前別院通り商店街振興組合
金沢駅前第一ビル株式会社
金沢駅前にぎわい協議会

金沢駅前にぎわい創出おもてなしイベント事業

581 石川県 七尾市 中島町スタンプ会
オール中島で　心にスタンプを！　中島町スタンプ会活性化
事業

582 石川県 小松市 小松中心商店街振興組合連合会
北陸新幹線開業カウントダウン！歌舞伎のまち小松「かぶ
きもの」交流・発信商店街キックオフ事業

583 石川県 小松市 粟津温泉商交会
①太鼓の祭典プロ奏者招待事業、②あわづハロウィンにぎ
わい事業③粟津温泉町並み景観事業

584 石川県 小松市 猫の御坊通り商店会
石川県小松市にぎわい商店街　猫の御坊商店会活性化事
業

585 石川県 輪島市 輪島市商店連盟協同組合 輪島・元気・商店連盟活性化事業

586 石川県 珠洲市 協同組合珠洲スタンプ会 珠洲スタンプ会回遊性向上事業

587 石川県 羽咋市 志賀町商業振興協同組合
志賀スタンプ会にぎわい創出事業：スタンプ会HPの製作及
び販促イベントに併せた加盟店案内マップ・パンフレット作
成事業

588 石川県 羽咋市 羽咋市商業協同組合 羽咋スタンプ会再構築事業

589 石川県 かほく市 協同組合七塚ショッピングプラザ 健康の源　家族だんらん野菜市・トマト活性化事業

590 石川県 かほく市 協同組合高松ショッピングプラザ 花が育む地域の絆「愛・アイ」おもてなし事業

591 石川県 内灘町 内灘町商業振興協同組合
スタンプラリー、新春初夢大抽選会、逸品集パンフレット発
行事業

592 石川県 志賀町 とぎスタンプ会 スタンプ会40周年記念事業

593 石川県 志賀町 地頭町商店連盟 第3回「万灯祭」　～若者と共ににぎわいの創出～

594 福井県 福井市 福井商工会議所
名店・逸品の知られざるストーリーによる中心市街地のPR・
集客事業
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595 福井県 福井市 新栄商店街振興組合 新栄商店街　集客イベント事業

596 福井県 福井市 福井駅前五商店街連合活性化協議会
食の拠点構築に向けた駅前周辺エリアにおける食のイベン
ト事業

597 福井県 福井市 田原町商店街振興組合
田原町商店街創立５０周年記念事業　第１回田原町商店街
ジャズフェスティバル２０１４

598 福井県 小浜市 大手町共栄会 ２０１４　大手町スタンプラリー

599 福井県 坂井市 三国商業振興協同組合 三國あきんど祭り

600 山梨県 甲府市 甲府城南商店街振興組合 甲府城南商店街の魅力再発見・創造事業

601 山梨県 南部町 南部町サービスシール店会 集客力向上事業

602 山梨県 富士川町 富士川町商工会 『富士川町合併5周年記念』ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券発行事業

603 長野県 長野市 三輪中央振興会
楽しい輪！美味しい輪！健康だ輪！3つの輪が咲く『三輪ま
つり』

604 長野県 長野市 松代商店会連合会
松代商店会連合会商店街活性化事業（松代商店街にぎわ
いプロジェクト）

605 長野県 長野市 大門町上商店街協同組合
2015善光寺御開帳プレイベント「善光寺表参道大門町ご開
帳」

606 長野県 長野市 長野市中央通り活性化連絡協議会 善光寺表参道商店街　ブランド力アップ事業

607 長野県 上田市
常田商業会下常田通り
一般社団法人ループサンパチ

常田活性化事業

608 長野県 上田市 上田商業２１世紀会 真田十勇士まちなか健幸ウォーク

609 長野県 諏訪市 湖明館通り商業協同組合
壱万円札大「湖明館通り商店街便利マップ」＆「Welcome
Convenient Book」事業

610 長野県 駒ヶ根市 つれてってカード協同組合
いつでも、どこでも、つれてって♪　新つれてってカード交換
イベント事業

611 長野県 中野市 中野市商店会連合会 ドキドキ　ハロウィン

612 長野県 大町市 大町駅前本通り商店街振興組合 大町駅前本通り商店街にぎわい事業

613 長野県 飯山市 飯山商工会議所愛宕町支部
新幹線開業PR事業　花フェスタまちゼミ・商店街マップ作成
事業

614 長野県 茅野市 蓼科湖畔商業会 野外フェスイベント（TATESHINA MUSIC CAMP）

615 長野県 軽井沢町 軽井澤銀座商店会 軽井澤銀座商店街活性化プロジェクト

616 長野県 軽井沢町 軽井沢町商工会中軽井沢支部 「食と学びの里　くつかけ」中軽井沢商店街活性化事業

617 長野県 下諏訪町 下諏訪商工会議所 発見！おもしろしもすわ　商店街にぎわい創出事業

618 長野県 箕輪町 みのわメープル会 箕輪町にぎわい創出事業

619 長野県 松川町 あらい商店街連合会 あらい商店街活性化事業

620 長野県 南木曽町 南木曽商工会 南木曽町商業活性化事業

621 長野県 生坂村 生坂村商工会 生坂村広報活性化事業

622 長野県 池田町 池田町商工会 池田町商業活性化事業
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623 長野県 白馬村 白馬商工会 白馬そば記念日週間の活性化事業

624 長野県 坂城町 にぎわい坂城 観光登山と旧北国街道の歴史を活用した商店活性化事業

625 長野県 野沢温泉村 野沢温泉商工会 外国人観光客おもてなしによる集客事業

626 岐阜県 岐阜市 玉宮まちづくり協議会 玉宮イルミネーションまつり

627 岐阜県 岐阜市 神田町六丁目商店街振興組合 神田六丁目　円徳寺門前町フェスティバル

628 岐阜県 岐阜市

柳ケ瀬通3丁目商店街振興組合
柳ケ瀬通一丁目商店街振興組合
柳ケ瀬通2丁目商店街振興組合
日ノ出町商店街振興組合
岐阜劇場通北商店街振興組合
小柳町商店街振興組合
スタープレイス柳ヶ瀬商店街振興組合
神田町三丁目商店街振興組合
新岐阜駅前商店街振興組合
玉宮まちづくり協議会

エンタメ祭り＆ふわふわアーケード

629 岐阜県 岐阜市 日ノ出町商店街振興組合 日ノ出町商店街アーケード完成式典

630 岐阜県 大垣市 大垣市赤坂商工会 中山道赤坂宿まつり事業

631 岐阜県 大垣市 大垣市上石津商工会 上石津にぎわい創出事業

632 岐阜県 大垣市 大垣市墨俣商工会 すのまた秀吉出世まつり事業

633 岐阜県 高山市 平湯温泉観光協会
大花餅づくりとお屠蘇散づくりイベント＝和文化の発信と和
文化の定着による活性化＝

634 岐阜県 高山市 高山本町会商店街振興組合 本町会周知大作戦　「あんきに寄ってな　本町会」

635 岐阜県 多治見市 駅前プラザ・テラ出店者協議会 地元の魅力発見　駅前プラザ・テラ　オータムフェスティバル

636 岐阜県 多治見市 笠原商業開発協同組合 ～家族で楽しもう温故知新！！～

637 岐阜県 中津川市 付知GINZA会 付知GINZAマルシェ　パンプキンフェスティバル

638 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　街コンイベント

639 岐阜県 中津川市 坂下商業開発協同組合
おかげさまで１６周年大創業祭及び歳末感謝セール大抽選
会による活性化事業

640 岐阜県 瑞浪市 瑞浪市商店街連合会 あついぜ！みずなみあきんど50・60

641 岐阜県 瑞浪市 瑞浪本町商店街振興組合 げんきなみずなみハッピーイルミネーション50・50・60

642 岐阜県 恵那市 恵那銀座商店街振興組合 恵那市合併10周年記念恵那ふるさとまちなか市

643 岐阜県 各務原市
APロード商店街
各務原商工会議所

APロード商店街・各務原商工会議所連携事業

644 岐阜県 各務原市 蘇原中央通商店街振興組合 歩行者天国　並びに　フォトコンテスト

645 岐阜県 可児市 PATIO共栄会 親子でたのしむ　クリスマスフェスティバル

646 岐阜県 郡上市 郡上商業開発株式会社 Pio　大感謝祭

647 岐阜県 下呂市 小坂町商工会
賑わいのある商店街を目指した集客作戦とリアルなお店情
報の発信
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648 岐阜県 下呂市 七日市会 七日市・十五日市活性化事業

649 岐阜県 下呂市 サンロード発展会 サンロード観光客誘致モバイル事業（下呂温泉プラスワン）

650 岐阜県 下呂市 幸田発展会 幸田発展会情報発信事業

651 岐阜県 下呂市 スパーロード発展会 名所スタンプラリー事業

652 岐阜県 下呂市 協同組合下呂ショッピングセンター
協同組合下呂ショッピングセンター　リフレッシュ閉店・オー
プンセール事業

653 岐阜県 笠松町 笠松町商工会 本町通りホコ天「昭和商店街復活祭」

654 静岡県 静岡市 商店街振興組合静岡紺屋町名店街 紺屋町テナントマッチングフェア

655 静岡県 静岡市 商店街振興組合七間町名店街
【EVOLUTION POWERS 2014《第２回  七間町ストリート
ファッションショー》】

656 静岡県 静岡市
商店街振興組合静岡紺屋町名店街
呉六名店街

駿府夢灯路

657 静岡県 静岡市
伝馬町発展会
御幸町発展会

ぐるっと御伝鷹まちあそびDEハローウィン

658 静岡県 静岡市
商店街振興組合静岡呉服町名店街
特定非営利活動法人しずおかコンテンツバレー
推進コンソーシアム

呉服町  街クリ  クリスマスディスプレイ2014

659 静岡県 静岡市 清水銀座商店街振興組合
清水中心市街地・個店の魅力発掘発信及びコミュニティ連
携事業

660 静岡県 静岡市 清水駅前商店街振興会 清水ジャズ＆シネマルシェ

661 静岡県 静岡市 清水駅前グルメ通り振興会 清水グルメ通り逸品メニュー選手権

662 静岡県 静岡市 清水駅前銀座商店街振興組合 新・商店街新規客誘客事業

663 静岡県 浜松市 亀山商工発展会 「偉人の街」亀山通り街歩きイベント事業

664 静岡県 浜松市

下神明商店街協同組合
西天発展会
つづき発展会
東町繁栄会

商店街と地元若者・高校生とのコラボによる賑わい創出事
業

665 静岡県 浜松市 小松商店連盟 フェスタ小松（仮題）

666 静岡県 浜松市 天竜サービス店会 天竜サービス店会魅力向上事業

667 静岡県 沼津市
沼津大手町商店街振興組合
雄大株式会社

沼津街中大道芸フェア

668 静岡県 沼津市 沼津ぐるめ街道振興会 沼津ぐるめ街道魅力ＰＲ事業

669 静岡県 沼津市 沼津あげつち商店街振興組合 あげつち商店街イベント事業

670 静岡県 熱海市 熱海銀座商店街振興組合 熱海銀座  体験交流によるコミュニティづくり事業

671 静岡県 島田市 島田市商工会 初倉商店街活性化プロジェクト

672 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

673 静岡県 富士市 吉原商店街振興組合 富士つけナポリタン誕生祭2014  in  吉原商店街

674 静岡県 富士市 富士駅周辺地区運営組織「富士健康印商店会」 富士山一丁目まちなか学園  開講イベント（仮称）
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675 静岡県 磐田市 見付商店会 見付を歩く～長く深い歴史の先に～

676 静岡県 焼津市 焼津駅前通り商店街振興組合 プレ・クリスマスイベント事業

677 静岡県 藤枝市 藤枝駅前商店街振興組合 駅北フェスタ「サッカーで駅前商店街を盛り上げよう!」事業

678 静岡県 湖西市 泉町発展会 新居宿の名物「きらく市」事業

679 静岡県 伊豆市 伊豆市商工会駅前支部
修善寺駅前商店街のにぎわい創出と今後求められる商店
街の調査事業

680 静岡県 牧之原市 牧之原市商工会 大出張商店街  まきのはらマキティーワクワク商店街  事業

681 静岡県 長泉町 土狩にぎわいづくりの会 とがり停車場お気楽市

682 静岡県 小山町 小山町商工会 映画の町小山町おもてなしイベント事業

683 愛知県 名古屋市 星ヶ丘商店街振興組合 星降る街　星ヶ丘イルミネーションフェスタ

684 愛知県 名古屋市 ユニモール名店会 地元誌協力のファッションスナップ撮影会

685 愛知県 名古屋市 中央市場総合食品センター販促会
創業祭に向けた親子で学ぶ食育イベント及び学生協力によ
るイベント事業

686 愛知県 名古屋市 大須商店街連盟 大須還暦祭

687 愛知県 名古屋市
大須本通商店街振興組合
大須門前町商店街振興組合

大須本町通活性化プロジェクト～OSU CENTER STREET
大須本町通～　（仮）

688 愛知県 名古屋市 協同組合中日ビルタウン 中日ビルタウン「ドラゴンズフェスタ」

689 愛知県 名古屋市 大須仁王門通商店街振興組合 仁王門通バリューアップ事業（金日～ゴールデンデイ～）

690 愛知県 名古屋市 大須門前町商店街振興組合 門前祭（仮）

691 愛知県 名古屋市 大須本通商店街振興組合 THE DAY in 本通　（仮）

692 愛知県 名古屋市 大須赤門通商店街振興組合 大須赤門推す推すプロジェクト

693 愛知県 名古屋市 大須観音通商店街振興組合
大須観音通商店街　にぎわい活性化事業　「スタンプ×ビン
ゴ×ガラガラポン」

694 愛知県 名古屋市 万松寺通商店街振興組合 年末感謝祭

695 愛知県 名古屋市 名古屋長者町織物協同組合 長者町ゑびす祭り

696 愛知県 名古屋市 あらたま商店街振興組合 あらたま商店街秋祭り

697 愛知県 名古屋市 尾頭橋西部商店街振興組合 THE　花街道　ｉｎ　尾頭橋西部（仮）

698 愛知県 名古屋市
柴田商店街振興組合
鳴浜通発展会

「名古屋市南の玄関口イメージアップ大作戦」

699 愛知県 名古屋市 原駅前商店街振興組合 「商店街2014！歳末大売出し特別編」活性化事業

700 愛知県 名古屋市 平針駅前商店街振興組合
平針ガーデンクリスマスセールオープニングイベント＆イル
ミネーション装飾

701 愛知県 名古屋市 植田商店街協同組合 植田公園クリスマスツリー点灯式　2014

702 愛知県 豊橋市 ホリデイ・シティ藤沢発展会 ホリデイ・シティ藤沢発展会　秋のレシートＤＥ抽選会
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703 愛知県 豊橋市

豊橋広小路二丁目発展会
豊橋広小路一丁目１区発展会
豊橋広小路1丁目２区発展会
豊橋広小路三丁目商店街振興組合
豊橋広小路4，5丁目商店街振興組合
豊橋駅前大通商店街振興組合
大豊協同組合
豊橋市松葉三丁目発展会
トキワ通り2丁目発展会

ラッキーでつながるTOWN

704 愛知県 岡崎市 岡崎えきまえ発展会
龍の棲むまち　えきまえ発展会　１００円ショップ街めぐり事
業

705 愛知県 岡崎市 未来城下町連合 ミュージックフェスタとマップ制作

706 愛知県 岡崎市 本町晴明ストリート 本町晴明ストリートイベント　「晴明占いストーリー」

707 愛知県 一宮市 一宮市銀座通商店街振興組合 銀座通ハロウィン

708 愛知県 瀬戸市 品野商店街振興組合 げんき・健康瀬戸品野イベント

709 愛知県 半田市 株式会社はんだ賑わいビル開発 若者たちと創り出す知多半田駅前のにぎわい事業

710 愛知県 半田市 半田商工会議所
①100店の「超お得」をGET！はんだWELCOME=BOOK2014
②ごはんだ食まつり２０１４～WE LOVE ♡KAMOSU♡～

711 愛知県 半田市
半田市亀崎商店街振興組合
立川流彫刻研究所

ミニ山車まつり2014

712 愛知県 春日井市 鳥居松広小路商店街振興組合 ゆらゆら展覧会＆とりひろ探偵団

713 愛知県 春日井市 東野商店街振興組合 ぺったん東野お餅つき　２０１４

714 愛知県 春日井市 上条ストアー協同組合
Ｊマート地域最適化事業－フィードバック型連続イベントによ
る顧客ニーズ収集と反映－

715 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

716 愛知県 豊川市 開運通商店街振興組合 開運通商店街　七福神まつり2014

717 愛知県 津島市 名古屋西流通センター株式会社 にぎわい朝市事業

718 愛知県 碧南市 新川銀座発展会 碧南ハロウィンウォークin銀座

719 愛知県 碧南市 辻通り発展会 辻通り　はためき事業

720 愛知県 刈谷市 株式会社依佐美 ラジオ局とタイアップしたオープンガーデン事業

721 愛知県 刈谷市
刈谷駅周辺連絡協議会
刈谷市刈谷駅前商店街振興組合

刈谷駅周辺にぎわいづくり事業

722 愛知県 刈谷市 ハーベストバレー商店街振興組合 ハーベストバレー商店街　納涼夏祭り開催事業

723 愛知県 豊田市 永覚新町商店街振興組合
永覚新町商店街にぎやか市を活かした永新ゼミ＆ワンコイ
ン商店街

724 愛知県 豊田市 一番街商店街振興組合 一番街　冬から春へイルミネーション事業

725 愛知県 豊田市 足助商工会 商工まつりニコニコフェスタ・足助地区ふれあいまつり

726 愛知県 豊田市 大林ヒルズ商店街振興組合 グーグーグルメフェア　開催事業

727 愛知県 豊田市 稲武商工会 稲武にぎわい創出事業

728 愛知県 豊田市 豊田市駅前商業協同組合 豊田市駅前「外国人おもてなし」にぎわい創出事業
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729 愛知県 豊田市 豊田東豊商店街振興組合 東豊ふれあい感謝祭

730 愛知県 豊田市 藤岡商工会 ふじおかにぎわい事業

731 愛知県 豊田市 小原商工会 四季桜まつりおもてなし事業

732 愛知県 安城市 高棚町商工朋友会
ルネッサンスおいでんたかたな祭とおいでんたかたなイルミ
ネーション

733 愛知県 安城市 安城市朝日町商店街振興組合
公開商売繁盛セミナーと岡菊苑を活用したまちなかアート
展と朝日町イルミネーション

734 愛知県 安城市 花ノ木商店街振興組合 花ノ木商店街七夕神社感謝祭

735 愛知県 西尾市
吾妻町発展会
高砂町発展会

年末大売り出しナンバーズくじ

736 愛知県 西尾市 本町発展会 「GET BACK！みんなの本町」アクションプラン

737 愛知県 西尾市 みどり川四九朝市組合 西尾市みどり川四九（よくばり）朝市ウォーキング

738 愛知県 犬山市 犬山しろひがし商業協同組合 キャスタ専門店　秋のお客様感謝祭/冬のお客様感謝祭

739 愛知県 犬山市 栗栖　桃太郎発展会 犬山市制６０周年記念事業　桃太郎秋祭り

740 愛知県 常滑市 常滑商工会議所 外国人旅行者が集う、消費税免税店の街「常滑」

741 愛知県 小牧市 ラピオテナント会 クリスマスフェスタ

742 愛知県 小牧市 ラピオ通り商店街振興組合 年末イルミネーション装飾事業

743 愛知県 稲沢市 祖父江町商工会 地元イベントを活用した商店街活性化事業

744 愛知県 稲沢市 稲沢市商業協同組合 稲沢まつり協賛　連合大売り出し

745 愛知県 稲沢市 稲沢商店街振興組合 稲沢商店街ふれあい創造事業

746 愛知県 大府市 大府商工会議所 健康ふれあい・おおぶdeビンゴ

747 愛知県 知立市
弘法発展会
特定非営利活動法人　バザール知立

弘法笑店街　道の市　三周年記念イベント

748 愛知県 高浜市 髙浜商店振興会
「すまいる知っ得ゼミ」活用による商店街活性化とスタンプラ
リー事業

749 愛知県 高浜市 人形小路の会 人形小路菊まつり「三河吉浜の菊人形」

750 愛知県 高浜市 高浜市観光協会 オニマルシェ・リニューアル事業

751 愛知県 田原市 清田・福江校区まちづくり推進協議会 福江つるし飾り(雛)　ロード事業

752 愛知県 田原市 田原カード事業協同組合 地域密着フリーペーパー作成事業

753 愛知県 田原市 株式会社あつまるタウン田原 いいじゃん田原！街なか応援プロジェクト

754 愛知県 みよし市 みよし商工会 保田ケ浜イルミネーションライティング事業

755 愛知県 飛島村 飛島村商工会 飛島村商業活性化事業

756 三重県 津市 津新町通り商店街振興組合
設立50周年記念イベント＆商店街HPの個店ページの充
実・強化事業
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757 三重県 津市 津市大門商店街商業協同組合 津の昭和の博覧会（仮称）

758 三重県 四日市市 四日市本町通り商店街振興組合 本町通り商店街にぎわい力発信事業

759 三重県 四日市市 四日市諏訪西商店街振興組合 四日市諏訪西商店街「出会い・触れ合い・再発見」事業

760 三重県 四日市市 四日市諏訪商店街振興組合 元気がいちばん（映画鑑賞）・達者がなにより（健康講座）

761 三重県 四日市市 四日市一番街商店街振興組合
商店街名物を作り出せ!!“四日市一番街スイーツ”創造プロ
モーション事業

762 三重県 伊勢市 伊勢市商店街連合会 「伊勢市商店街　外宮のまち山田活性化プロジェクト」事業

763 三重県 松阪市 松阪西部商工会 山間過疎地域商店のがんばりプロジェクト

764 三重県 桑名市 桑名市寺町通り商店街振興組合 桑名の秋祭りフェスティバル

765 三重県 桑名市 サンシティ同友店会
桑名星川地区活性化事業：①星川フェスティバル②年末イ
ベント・年末セール

766 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市南部商工発展会 「ザ・まつり」

767 三重県 鈴鹿市 西条発展会 西条元気まつり

768 三重県 鈴鹿市 白子駅前センター商店街振興組合 F-1　日本グランプリ　ウェルカムイベント

769 三重県 名張市 上本町商店街振興組合 上本町商店街活性化促進プロジェクト

770 三重県 亀山市 亀山市東町商店街振興組合 ３本のイベントで賑わい創出

771 三重県 伊賀市 伊賀上野商店会連合会 地域広報ＰＲ事業

772 三重県 度会町 度会町商工会
特産品販売所「いらっ茶いわたらい」～わたらいフェスタ／
わたらいのええもんプロジェクト～

773 滋賀県 大津市 膳所駅前商店街振興組合 ZeZeときめき坂ハロウィーン2014

774 滋賀県 大津市 膳所商店街振興組合 膳所商店街５０thアニバーサリー

775 滋賀県 大津市 一般社団法人大津市商店街連盟 「大津市商店街ふれあい広場」事業

776 滋賀県 大津市 長等商店街振興組合 長等商店街大感謝祭事業

777 滋賀県 長浜市 ゆう壱番街商店街振興組合 ゆう壱番街商店街まちづくり事業

778 滋賀県 長浜市 やわた夢生小路商店街振興組合 石畳完成記念プロジェクト

779 滋賀県 甲賀市 甲賀ショップチェーン協同組合
甲賀忍者を活用した販売促進と商店街マップ作成による集
客力向上事業

780 京都府 京都市 協同組合烏丸マート 鞍楽ハウディ以心伝心ネット事業

781 京都府 京都市 新大宮商店街振興組合 新大宮商店街に恋して―

782 京都府 京都市 ウエル北野協同組合 復活！北野天満宮門前商店街

783 京都府 京都市 大将軍商店街振興組合 一条通りは妖怪ストリート

784 京都府 京都市 新京極商店街振興組合 京都・新京極御朱印めぐり事業
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785 京都府 京都市 京都三条会商店街振興組合 三条会創立１００周年「商店街まるごと俵越山展」

786 京都府 京都市 祇園縄手繁栄会 （仮称）京都・鴨東　美と食の博覧会

787 京都府 京都市
松原京極商店街振興組合
有限会社　如意プロデュース

松原京極商店街ブランド発信事業「松原京極のレトロな４日
（仮）」

788 京都府 京都市 竜馬通り商店街振興組合
竜馬通り商店街　地域高齢者に向けた健康応援キャンペー
ン

789 京都府 京都市 墨染ショッピィング街 （仮称） 彩溢れる街　墨染

790 京都府 京都市 山科商店会 山科バルフェスタ

791 京都府 京都市 ラクセーヌ商店会 夏休み大作戦　家族で楽しむラクセーヌ

792 京都府 福知山市
福知山商店街連盟
福知山まちづくり株式会社

平成26年度光秀くん・ひろこさんポイントラリー事業

793 京都府 福知山市 西中筋商工振興会
日新地域商工祭・台風１８号水害復活支援イベント「田んぼ
でショウ」

794 京都府 宇治市 宇治橋通商店街振興組合 外国語対応商店街マップ

795 京都府 宇治市 御蔵山商店街振興会 金券還元セール

796 京都府 宇治市 ロクモール商店街振興会 六地蔵秋祭り　（仮称）

797 京都府 亀岡市 協同組合亀岡ショッピングセンター アミティ祭りだワッショイ全員集合！！

798 京都府 亀岡市 H商店街 城下町商店街の新資源活用による活性化の推進

799 京都府 亀岡市 北町商店街 観光客誘致のためのミュージアム商店街づくり

800 京都府 亀岡市 亀岡商業協同組合
Ⅰ.ふれ愛カード20周年記念感謝セール＆フェスタ事業　～
『ご縁』を重ねてなが～いおつきあい。地域の魅力再発見～
Ⅱ.体質強化・情報発信強化事業

801 京都府 八幡市 男山中央センター商店会 あかりの祭典＆男山秋祭り

802 京都府 八幡市 竹園商店街
家族フェスティバル in 竹園商店街 （11/15～11/24）　の開
催

803 京都府 京丹後市 峰山御旅商店会 峰山御旅商店会にぎわい創出事業

804 大阪府 大阪市 新京橋商店街振興組合
商店街キャラクター「ラブベリーちゃん」紹介冊子の作成事
業

805 大阪府 大阪市 泉尾商店街振興組合 泉尾・明るく楽しい店、街に。

806 大阪府 大阪市 アベノ橋地下センター商店街振興組合 大坂の陣400周年～レジェンド真田幸村inあべちか

807 大阪府 大阪市 南陽通商店街振興組合 新世界なつかしの昭和ヒーロー大会

808 大阪府 大阪市 難波商店会
関西の玄関なんばをきれいな街へ！　ビリケンちゃんと商
店街クリーンUP大作戦！

809 大阪府 大阪市 今里新橋通商店会 継続的なイベント実施による商店街の活性化事業

810 大阪府 大阪市 千林くらしエール館テナント会
千林くらしエール館テナント会「食の伝道食育事業」及び販
促事業

811 大阪府 大阪市 苅田ふれあい大通り会 苅田ふれあいまつり

812 大阪府 大阪市 駒川南商店会 駒川南商店会地域密着活性化事業
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813 大阪府 大阪市 針中野駅前通り商店会
針中野駅前通り商店会名物づくり、イメージ向上による賑わ
い創出事業

814 大阪府 大阪市 岸ノ里デパート協同組合 創業記念感謝祭イベント及び歳末大売り出し

815 大阪府 大阪市 協同組合新大阪センイシティー 新大阪センイシティー活性化事業

816 大阪府 大阪市 老松通り商店会 老松通り商店会１２０周年祭及び食の文化祭

817 大阪府 大阪市 天神橋三丁目商店街振興組合 『世界一長いといわれる商店街』PR漫画作成事業

818 大阪府 大阪市 天神橋筋四丁目北商店会 『天使とガラガラ』大抽選会　事業

819 大阪府 大阪市 芝田商店会 芝田商店会「にぎわい」創出事業

820 大阪府 大阪市 天神橋筋五丁目商店街振興組合 天５ハッピーハロウィン

821 大阪府 大阪市 天満南街商店会 商店会の情報発信ツールの作成事業

822 大阪府 大阪市 法善寺前本通り商店街振興組合 「道頓堀・千日前」復興・活性化事業

823 大阪府 大阪市 難波センター街商店街振興組合
（仮称）難波センター街で光マッセ!!　・　十日戎宝惠駕籠行
列

824 大阪府 大阪市 黒門市場商店街振興組合 黒門市場歳末謝恩祭

825 大阪府 大阪市 なんさん通り商店会 なんさん通り「ギャグキャッチ！ストリート」事業

826 大阪府 大阪市 南黒門会 南黒門会　得々フェスタ

827 大阪府 堺市 ジョルノ専門店商業組合 堺東　歳末ふれあいまつり

828 大阪府 堺市 堺東商店街連合会 堺東商店街フェスタ

829 大阪府 堺市 アンディ泉北長栄会 アンディのふれあい・思い出つくり事業

830 大阪府 堺市 「クロスモール」テナント会 クロスの秋まつり

831 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 はばたけ未来っ子！！「トークタウンちびっこのど自慢」

832 大阪府 岸和田市 蛸地蔵商店街
蛸地蔵駅開業100年を記念した「おもてなし拠点」PR実験事
業

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

834 大阪府 池田市 新町通り商店会 いけだまつり

835 大阪府 池田市 池田ほんまち通り商店会 池田ほんまち通り活性化事業　いけだ落語街道

836 大阪府 池田市 協同組合池田中央市場 中央市場広域告知による活性化事業

837 大阪府 吹田市
JR吹田駅周辺商店街ルネサンス事業実行委員
会

第11回すいたアジアンフェアwith～アジアの子どもたち～
＆　まちぐるみ情報発信事業

838 大阪府 吹田市 吹田市片山商店会協同組合 片山商店会活性化事業

839 大阪府 吹田市
竹見台商店会
竹見台マーケット商人会

竹見台近隣センター活性化事業

840 大阪府 泉大津市 泉大津中央商店街振興組合 泉大津中央商店街　わいわいフェスタ
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841 大阪府 高槻市 富田商業協同組合 富田商業協同組合ブランド発信事業

842 大阪府 貝塚市 貝塚市商店連合会
歳末スタンプラリー大売出しと共同サービスクーポン発行事
業

843 大阪府 貝塚市 パークタウン商店会 Parktown in live　カムバック　『昭和』

844 大阪府 貝塚市 ユニチカオークタウン貝塚テナント会
ユニチカオークタウン貝塚クリスマスフェスタ＆Ｎｅｗ　Ｙｅａｒ
フェスタ

845 大阪府 守口市 テルプラザ専門店会 キャラクター活用およびホームページ活用促進事業

846 大阪府 守口市 京阪商店街振興組合
地域（お客様）と商店街を結ぶ「わくわく★ウィーク2014」&
「こだわり逸品情報誌・店頭POPボード」事業

847 大阪府 枚方市 ひらかたサンプラザ３号館振興会 ひらかたサンプラザ３号館「さんぷら座」活性化事業

848 大阪府 枚方市 樟葉宮表参道商店会 くずはハロウィンウォーク

849 大阪府 枚方市 川原町商店会 五六呑道（ごろくのみち）・枚方まつりコラボ事業

850 大阪府 八尾市 北本町中央通商店会 北本町中央通商店会　地域魅力創出事業

851 大阪府 富田林市 喜志駅前通り商店会
喜志駅前通り商店会　安心安全と地域店舗力を高める魅
力創発イベント事業

852 大阪府 富田林市 本町商店会
富田林・まちなかアートクラフトマーケットによる賑わい創出
事業

853 大阪府 寝屋川市 アドバンス名店会事業協同組合 アドバンスねやがわ３０周年記念プレイベント

854 大阪府 寝屋川市 香里地区商店連合会 香里地区商店街にぎわい祭り

855 大阪府 寝屋川市 大利商店街振興組合 笑顔で商店街がにぎわう活性化事業

856 大阪府 寝屋川市 香里ニューセンター協同組合 交流賑わいアートタウン香里づくり事業

857 大阪府 松原市 松原市商店会連合会 松原市商店会連合会地域活性化事業

858 大阪府 大東市 大東市商業連合会
アドバルーン「見えた！」らいいことありまっせ！飯盛山城
跡アドバルーンで大東市商業連合会アピール大作戦事業

859 大阪府 和泉市 和泉府中駅前商店街協同組合 イルミネーション

860 大阪府 箕面市
みのお本通り商店街振興組合
商店街振興組合みのおサンプラザ名店会
みのおフードコンパニオン商人会

３商店街（会）合同大売り出し地域活性化事業

861 大阪府 門真市 守口市商業連盟
①誌上ワンコイン商店街開催とグルメパスポート発行事業
②ホームページによる情報発信事業　③守口市あきんど塾
の開催

862 大阪府 門真市 門真本町商店会組合 門真本町商店会　活性化事業

863 大阪府 門真市 大和田南商店会 大和田南商店会活性化事業2014

864 大阪府 門真市 古川橋本通商店街振興組合 幸せいっぱい・夢いっぱい　商店街で楽しさ倍増祭り

865 大阪府 高石市 北助松商店街振興組合 北助松商店街体質強化研修事業+近隣住民一体化事業

866 大阪府 東大阪市 東大阪中央事業協同組合 36周年ポッポ歳末セール

867 大阪府 東大阪市 イナリ前商店街振興組合 瓢箪山8の市とジンジャモールカラオケ大会

868 大阪府 東大阪市 岩田本通商店街振興組合 若江岩田　商店街・わいわい・賑わい事業
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869 大阪府 東大阪市 瓢箪山中央商店街振興組合 サンロード瓢箪山全店大売出しと８の市＆音楽祭

870 大阪府 東大阪市 フレッシュタウン鴻池商店街振興組合 東大阪・鴻池ジャズストリート2014

871 大阪府 東大阪市 布施商店街事業協同組合 冬の布施大えびす市

872 大阪府 東大阪市 サンロードタウン商人会 １０周年　記念事業

873 兵庫県 神戸市 有馬道商店会 アートある懐かしい町　神戸住吉活性化プロジェクト

874 兵庫県 神戸市 新甲南協同組合 わが街―甲南再発見！にぎわい創出事業

875 兵庫県 神戸市 六甲宮前商業協同組合 みやまえ集客増事業

876 兵庫県 神戸市 フォレスタ店舗会 フォレスタ店舗会　地域商店街活性化事業

877 兵庫県 神戸市 御旅センター市場協同組合 ジョイエール御旅食育かわら版

878 兵庫県 神戸市 新開地センター協同組合 新開地賑わい物産市

879 兵庫県 神戸市 湊川商店街振興組合 神戸湊川エリア　メディアPR等キャンペーン事業

880 兵庫県 神戸市 六間道５丁目公栄会 空き店舗活用にぎわい創出事業

881 兵庫県 神戸市 株式会社神戸ながたティ・エム・オー 新長田震災復興20周年記念事業

882 兵庫県 神戸市 大正筋商店街振興組合
人と人とのつながりを大切にする大正筋商店街　－1ｓｔ.
2014　手をつなごう－

883 兵庫県 神戸市 月見山公設市場協同組合 ジョイエール月見山「食の情報掲示板」

884 兵庫県 神戸市 モルティ垂陽会 モルティ垂水リニューアル１０周年記念誕生祭

885 兵庫県 神戸市 垂水商店街振興組合
マーケティング力向上事業-デジタルとアナログの融合（若
者から高齢者までの対応）-

886 兵庫県 神戸市 エコール・リラ店舖会 エコール・リラ　オータム　ミュージックフェスタ

887 兵庫県 神戸市 元町五丁目商店街振興組合 元町五丁目商店街魅力発信事業

888 兵庫県 神戸市 大安亭市場協同組合 お客様の本音アンケート調査及びPR事業

889 兵庫県 神戸市 神戸市小売市場連合会
神戸市小売いちば祭り～こだわり生鮮市～の開催と情報発
信事業

890 兵庫県 神戸市 元町四丁目商店街振興組合 元四みりょく創出プロジェクト

891 兵庫県 姫路市 協同組合ベネ ベネ商圏拡大・新規顧客獲得事業

892 兵庫県 姫路市 野里商店街連盟 商店街ＭＡＰ作成事業

893 兵庫県 姫路市 姫路市商店街連合会
来街促進・おもてなし推進事業（情報発信紙「Himeji Ikoka通
信」発行他）

894 兵庫県 尼崎市 さんさんタウンテナント会 さんさんタウン活性化事業

895 兵庫県 尼崎市 協同組合三和市場 三和市場チャレンジショップ事業

896 兵庫県 尼崎市 尼崎中央三丁目商店街振興組合 めでタイガーフェスティバル
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897 兵庫県 尼崎市 尼崎中央一番街商店街振興組合 尼崎中央一番街商店街振興組合　魅力向上支援事業

898 兵庫県 明石市 アスピア明石出店者会 アスピア明石　リアル恐竜ミュージアム

899 兵庫県 明石市 大久保商盛会
にぎわい商店街　ホームページ作成・タウンマップ作成・セミ
ナー事業

900 兵庫県 明石市 明石市商店街連合会
明石城　イルミネーションプロジェクト～夜空に浮かぶ光の
天守閣～

901 兵庫県 西宮市 甲子園けやき散歩道（旧国道） 甲子園けやき散歩道　商店街活性化推進事業

902 兵庫県 西宮市 フレンテ西宮専門店会 フレンテ西宮　地域コミュニティ　活性化事業

903 兵庫県 伊丹市 IMM（イム）ロード商店会 イムロード活性化事業

904 兵庫県 伊丹市 伊丹酒蔵通り協議会 伊丹酒蔵通り秋・冬のまち灯り

905 兵庫県 伊丹市
伊丹西台商店会
リータ商店会

商店街ポスター展＆ポスター展（店）スタンプラリー

906 兵庫県 豊岡市 日高町商店会連合会 日高商店街元気・にぎわい創出事業

907 兵庫県 加古川市 加古川駅前通商店街振興組合 ベルデモール商店街イルミネーション事業

908 兵庫県 加古川市 加古川廉売市場協同組合 加古川れんばいスペシャルイベント

909 兵庫県 加古川市 寺家町商店街振興組合 せいもん払い大売出し＆じけまち ドンチャカ村2014

910 兵庫県 西脇市 西脇しばざくら通り商店会協同組合 楽しい商店街復権事業

911 兵庫県 宝塚市 売布神社駅前商業協同組合 ピピアめふ活性化事業

912 兵庫県 宝塚市 ソリオ宝塚名店会 宝塚コレクション ｉｎ ソリオ　2014.11.02

913 兵庫県 三木市 サンロード商店街振興組合 サンロード商店街情報発信元気アップ事業

914 兵庫県 三木市 三木市商店街連合会
加盟商店街デジタルマップ作成及び加盟店情報充実提供
活用事業

915 兵庫県 川西市 萩原台タウンショップ商人会 萩原台タウンショップ告知活性化事業

916 兵庫県 川西市 大和商店会 それいけ大和商店会

917 兵庫県 加西市 アスティアかさいテナント会 アスティア新作劇場定期上映会

918 兵庫県 養父市 Ｙタウン商店会 ワイタウン商店会活性化プロジェクト

919 兵庫県 丹波市 コモーレ丹波の森専門店会
地域商店街活性化事業　コモーレ秋の祭典「ハッピーシー
ルキャンペーン」

920 兵庫県 朝来市 協同組合和田山ショッピングセンター エスタの秋祭り開催とフロアガイド作成事業

921 兵庫県 淡路市 淡路市商工会一宮支部 年末ぐんぐんまつり「電子マネーの推進事業」

922 兵庫県 神河町 寺前駅前銀座商店会
寺前駅前銀座商店街「冬のホタル：かみかわイルミネーショ
ン」事業

923 兵庫県 香美町 村岡商店連盟 村岡１００円商店街＆軽トラ市買い物バスツアー
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924 奈良県 奈良市

奈良もちいどのセンター街協同組合
奈良市東向商店街協同組合
三条通り橋本商親会
小西通り商店街振興組合
東向北商店街振興組合
花芝商店街振興組合
商店街振興組合三条ショッピングモール
奈良市下御門商店街協同組合

奈良中心市街地賑わい創出事業

925 奈良県 奈良市 奈良市東向商店街協同組合 ひがしむきクリスマス光のページェント

926 奈良県 大和高田市 片塩駅前商店街振興組合
①にぎわい商店街　リニューアルセレモニー　②にぎわい商
店街リニューアルセール

927 奈良県 大和郡山市 郡山柳町商店街協同組合 「知ってもらおうやなぎまち商店街」事業

928 奈良県 桜井市 グリーンクラブ 「ありがとう５０年、今後もよろしく」記念キャンペーン

929 奈良県 斑鳩町 東栄会
世界文化遺産「法隆寺」周辺における活力創出事業「常楽
市」の開催および地域の魅力発信事業「寺コン」の開催

930 奈良県 斑鳩町 法隆寺駅北口商店街
“世界文化遺産「法隆寺」への入り口”商店街にぎわい創出
事業「にゃんとく祭」の開催

931 奈良県 広陵町 エコール・マミ店舗会
エコール・マミ　GOOD　2014　オータム＆クリスマスフェス
ティバル

932 和歌山県 和歌山市
東ぶらくり丁商店街振興組合
株式会社ソラ

クライミングジムの革新的企画による東ぶらくり丁商店街の
活性化

933 和歌山県 田辺市 田辺商工会議所 田辺のまちゼミ「まなべる」

934 和歌山県 みなべ町 みなべ町商工会 みなべ町合併10周年記念事業

935 和歌山県 那智勝浦町 南紀くろしお商工会 つきじ商店会にぎわい創出事業

936 鳥取県 鳥取市 鳥取本通商店街振興組合
本通商店街「わくわくフェスタ」　パレットとっとりもうすぐ10周
年祭

937 鳥取県 境港市 元気みなと商店街 第１回　元気みなと大漁祭

938 島根県 松江市 末次町えびす商店会 末次町えびす商店会賑わい創出事業

939 島根県 松江市 協同組合東出雲ショッピングパーク
「東出雲ショッピングパーク　オータム＆ウインター誘客活性
化事業」

940 島根県 松江市 タテ町商店街協同組合 ノスタルジックな町”タテ町”昼夜魅力創造事業

941 島根県 浜田市 朝日町商店街振興組合 朝日町商店街　“次世代の風”　事業

942 島根県 浜田市 浜田駅前銀天街協同組合
銀天街どんちっちタウンまち遊びまち歩きにぎわい創出事
業

943 島根県 出雲市 出雲中央通商店街振興組合 出雲中央通商店街振興組合　　「ねがいびな」事業

944 島根県 出雲市 グリーンタウン振興会 荘原グリーンタウン活性化イベント

945 島根県 益田市 益田商店会 宗味市

946 島根県 益田市 西銀座商店会 益田駅前お元気マルシェ・秋のフェスティバル

947 島根県 益田市 雪舟さんSUNタウン
雪舟さんSUNタウンわくわくスタンプまつりWith健康ウォーキ
ングマップ

948 島根県 江津市 協同組合グリーンモール グリーンモール『食の祭典』

949 岡山県 倉敷市 児島駅前商店街連盟
『KOJIMA WHITE イルミネーションフェスタ　2014』 開催事
業
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950 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』2014　～ジーンズストリートフードコート～

951 岡山県 倉敷市 倉敷えびす商店街協同組合 歴史を活かした誘客事業

952 岡山県 倉敷市 倉敷本通り商店会 アートで彩る　倉敷本通り商店街

953 岡山県 倉敷市 常盤町商店会 常盤町商店会未来てらす事業

954 岡山県 倉敷市 玉島通町一丁目商店会
「思ひ出の商店街」～みなと玉島の地域資源を生かした昭
和のまちづくり

955 岡山県 倉敷市 玉島清心町商店街 玉島みなと朝市「みなと玉島・水辺のマルシェ」

956 岡山県 倉敷市 倉敷商工会議所 高梁川流域“域学連携”事業

957 岡山県 倉敷市 琴浦商店街連盟 琴浦商店街連盟　－店逸品運動推進事業

958 岡山県 倉敷市 児島商店街連合会 児島地区商店街マップ作成事業

959 岡山県 倉敷市 玉島栄町商店会 備中・邦楽の里フェスタ　in　玉島

960 岡山県 津山市 協同組合今津屋橋商店会 年末イルミネーション事業「まちナリエ」

961 岡山県 津山市 津山一店逸品実行委員会 出会いとおもてなしの一店逸品ゆるやか婚活応縁コンパ

962 岡山県 津山市 作州津山商工会
中山間地域の個店の経営力をアップさせるイベントと自己
啓発研修会の実施

963 岡山県 玉野市 玉野市宇野商店会 宇野港ふれあいマルシェ事業

964 岡山県 井原市 井原市商店会協同組合 地域商店街活性化事業

965 岡山県 高梁市 ポルカ通り商店会 「秋季大祭協賛イベントの開催」

966 岡山県 高梁市 協同組合ポルカ 「誕生祭・クリスマス・正月イベントの開催」

967 岡山県 備前市 福原商店会 福原商店会活性化事業

968 岡山県 備前市 片上商店街振興協同組合 片上古道アート散歩2014

969 岡山県 赤磐市 周匝商店会 周匝冬のにぎわいづくり

970 岡山県 美作市 協同組合大原ショッピングセンター 地域イベントと連携した商店街活性化事業

971 広島県 広島市 広島金座街商店街振興組合 映画館と金座街が映画でつながる商店街作り

972 広島県 広島市 江波商店街振興組合 江波商店街にぎわい創出事業

973 広島県 広島市 広島市中の棚商店街振興組合 映画館と中の棚商店街連携プロジェクト

974 広島県 広島市 広島市タカノ橋商店街振興組合 広島市タカノ橋商店街　飲食部会による物販店舗支援事業

975 広島県 広島市 祇園町商工会 たけちゃまスタンプラリー

976 広島県 広島市 高陽町商工会 にぎわい飲食店マップ作成事業

977 広島県 広島市 楽々園センター商店街振興組合 楽々園新規客招客事業
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978 広島県 広島市 八幡本通り商店街 八幡本通り商店街活性化事業

979 広島県 三原市 本町中央通商栄会 本町中央通商栄会もっと逸品事業

980 広島県 三原市 浮城東通り商栄会 浮城東通りもっとイメージアップ事業

981 広島県 福山市 福山元町通商店街振興組合
元町通商店街アーケード・カラー舗装等整備事業完了記念
イベント

982 広島県 福山市 協同組合神辺わかば会
わかばスタンプ+10（プラステン）応援キャンペーン「お得+地
域貢献＝賑わいの街〝まいど！〟ラリー」

983 広島県 福山市 福山市商店街振興組合連合会 ウォーキング活用による集客向上活性化事業

984 広島県 福山市 福山駅前商店会 第１回　ふくやま歴史まつりの実施

985 広島県 福山市 福山本通商店街振興組合 コミュニティ形成ステップアップ事業

986 広島県 府中市 協同組合　上下ショッピングセンター
「ショッピングクロスすいすい」オープン・プレ２０周年再出発
事業

987 広島県 府中市 府中商業開発株式会社 府中上下にぎわい交流イベント

988 広島県 府中市 上下町商工会 上下町商店街リピーター獲得戦略

989 広島県 府中市 府中市本通り商店街 府中市本通り商店街　次世代向け魅力発信事業

990 広島県 府中市 府中商工会議所 食で賑わう町おこし事業

991 広島県 大竹市 大竹駅前商店街振興組合
おおたけ「もぶり祭り」～商店街発　秋の収穫祭　街に新た
な賑わいを！！　～

992 広島県 廿日市市 宮島口商店会
宮島口駅前通り活性化事業「宮島口の隠れた魅力を発掘
し、宮島を訪れる観光客の方に情報発信することで、宮島
口駅前通りの活性化に繋げる事業」

993 広島県 府中町 府中町商工会 賑わい創出と商店街店舗の認知度アップ事業

994 広島県 世羅町 甲山開発株式会社 （仮称）パオパオフェスタ事業

995 広島県 神石高原町 末広シール会 末広シール会新春感謝祭

996 山口県 下関市 清末商工振興会 おいでませ！清末プロジェクト

997 山口県 下関市 小月商工振興会 小月元気アップ事業

998 山口県 山口市 阿知須まちづくり株式会社
サンパークあじす　にぎわい事業　『地域にエコの光を灯す
～ECOあかり in　あじす～』

999 山口県 山口市 山口新町商店街協同組合 けやきアヴェニュー　おさんぽマルシェ　(仮)

1000 山口県 山口市 山口市本町商店街振興組合 ～地域力を活力に！～　歴史・文化を受け継ぐ商店街事業

1001 山口県 山口市 協同組合米屋町振興会 こめこめフェスティバル

1002 山口県 山口市 中市商店街振興組合 結人祭およびＢｅCK fes

1003 山口県 美祢市 秋芳洞商店会 秋芳洞ランタン祭（仮）

1004 山口県 美祢市
美袮ランタンナイトフェスティバル実行委員会
吉則商店会

美祢ランタンナイトフェスティバル

1005 徳島県 徳島市 アミコ専門店街店主会 アミコ専門店街にぎわい事業
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1006 徳島県 小松島市 小松島商店連盟 小松島商店連盟活性化事業

1007 徳島県 阿南市 サングルポ阿南協同組合 アピカで光るあななんに会おう！プロジェクト

1008 徳島県 北島町 北高ロード商店街 『北高ロード商店街　SNS強化事業』

1009 香川県 高松市 高松田町商店街振興組合 高松田町商店街「Reチャレンジ田町商店街」

1010 香川県 観音寺市 観音寺市駅通商店街振興組合 香川県観音寺市駅通商店街活性化事業

1011 香川県 観音寺市 観音寺市中洲本通商店街振興組合 商店街魅力向上プロジェクト

1012 香川県 観音寺市 観音寺市上市商店街振興組合 上市映像祭

1013 香川県 観音寺市 観音寺市柳町通商店街振興組合 よるのまちあるき「よるしるべ2014」

1014 香川県 三豊市 もりあげよう高瀬の会 高瀬MOGI　(模擬)　商店街

1015 香川県 土庄町 土庄町商工会渕崎支部 しょうどしまフレトピアフェア拡大推進事業

1016 香川県 土庄町 小豆島「迷路のまち」づくり委員会 「迷路のまち」活性化事業

1017 香川県 土庄町 要鉄商店会振興会 要鉄商店会振興会だんじり保存事業

1018 香川県 土庄町 土庄町商工会 土庄町商工会大商業まつり

1019 愛媛県 松山市 大街道中央商店街振興組合 Ｍａｄｏｎｎａ　40's　　2014　コンテスト

1020 愛媛県 松山市 道後商店街振興組合
道後商店街活性化イベント定着事業「真暫寝哉（ましましい
ねたるかも）」

1021 愛媛県 宇和島市 宇和島商店街連盟 市民参加型商店街にぎわい創出事業「おまちカフェ」

1022 愛媛県 八幡浜市 八幡浜新町商店街振興組合 新町商店街お買い物マップ作成事業

1023 愛媛県 新居浜市 新居浜商店街連盟
生鮮食品を中心とした「食」ではじめる商店街にぎわい創出
事業

1024 愛媛県 鬼北町 鬼北町商工会
予土線宇和島―近永間開通１００周年記念　鬼北商工会商
店街活性化事業

1025 高知県 高知市 帯屋町一丁目商店街振興組合 高知家の幸せおすそわけプロジェクト

1026 高知県 高知市 菜園場商店街振興組合 菜園場買い食いアート＆ミュージックロード

1027 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2014

1028 高知県 高知市 ひろめ市場テナント会
ひろめ市場開設記念イベント「ひろめdeハロウィン＆感謝祭
２０１４」

1029 高知県 高知市 株式会社　高知市中心街再開発協議会 おまちの笑店街プロジェクト

1030 高知県 高知市

高知中央市場鮮魚仲卸協同組合
高知中央卸売市場青果仲卸業協同組合
高知市中央市場塩干魚仲卸人協同組合
高知市中央卸売市場関連事業協同組合

高知市卸売市場秋祭り

1031 福岡県 北九州市 海峡プラザ会 門司港レトロキャンドルナイト

1032 福岡県 北九州市 小倉中央銀座商店街協同組合 まちなかお遍路さんｉｎ小倉　ちゅうぎんどおり
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1033 福岡県 北九州市 小倉駅前商店街協同組合
小倉駅周辺おでかけ＆観光絵地図マップ「小倉駅前商店街
近郊絵地図」制作

1034 福岡県 北九州市 黄金地区商店連合会 黄金市場名物ご当地キャラクター制作＆黄金市場ＰＲ

1035 福岡県 北九州市 小倉中央商業連合会 小倉まちじゅうフェスタ２０１５

1036 福岡県 北九州市 魚町一丁目商店街振興組合 魚町クリスマス2014

1037 福岡県 北九州市 魚町サンロード商店街協同組合
魚町サンロード商店街アートフェスティバル鳥町リボーンプ
ロジェクト事業 2014

1038 福岡県 北九州市 八幡祇園町銀天街協同組合 秋の時代絵巻祭

1039 福岡県 北九州市 荒生田商店街協同組合 リバーサイド荒生田にぎわい祭り

1040 福岡県 北九州市 八幡中央区商店街協同組合
来て楽しい、乗って楽しい商店街～ミニ列車＆100円商店街
～

1041 福岡県 福岡市 志賀商工会 西戸崎おさんぽマーケット

1042 福岡県 福岡市 フレスタ香椎商店会 フレスタ香椎地域商店街活性化事業

1043 福岡県 福岡市 御供所名店会 博多千年門まつり

1044 福岡県 福岡市 株式会社ベイサイドプレイス博多 イルミネーション点灯式＆クリスマスイベント事業

1045 福岡県 福岡市 みのしま連合商店街振興組合 みのしま商店街　”食”の秋祭り

1046 福岡県 福岡市 協同組合唐人町プラザ甘棠館 唐人町プラザ甘棠館　にぎわい＆ふれあい交流促進事業

1047 福岡県 福岡市 みなと銀座商店街振興組合 カモメのグリル

1048 福岡県 福岡市 唐人町商店街振興組合 あなたに幸せを届けたい唐人町

1049 福岡県 福岡市 天神西通り発展会 西通り「にぎわい商店街の街づくりとイルミネーション」事業

1050 福岡県 福岡市 柳橋連合市場協同組合 博多の台所　うまかもん祭り

1051 福岡県 福岡市 天神ビブレ商店会 天神ビブレ　秋のキャンペーン

1052 福岡県 福岡市 大橋商店街 大橋にぎわい創出事業

1053 福岡県 福岡市 サンクローバー長住中央商店会 サンクローバー長住サンサンフェスタ2014

1054 福岡県 福岡市 柳瀬町商店連合会 柳瀬町商店連合会が地域を元気にするバイ！

1055 福岡県 福岡市 姪浜デイトス商店会 姪浜デイトス新規顧客誘引事業

1056 福岡県 大牟田市 三池港三川地区振興会 三池港・三川地区賑わい再生事業

1057 福岡県 久留米市 久留米南ショッピングセンター協同組合
新にぎわい創出事業～久留米南部地域の人・歴史・文化資
源を活かし新たな歴史を紡ぐ～

1058 福岡県 久留米市 久留米市西部地域発展期成会 あきない通りパワーアップフェスタ2014

1059 福岡県 飯塚市 しんいいづか商店街振興組合
健康と交流のまち　しんいいづか商店街　「ぶらり市スペ
シャル」

1060 福岡県 田川市 後藤寺商店街振興組合 空き店舗を利用した集客・入居促進事業
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1061 福岡県 田川市 伊田商店街振興組合
新観光資源、空き店舗を利用した集客事業（ふうじ市とアー
トギャングのコラボレーション）

1062 福岡県 行橋市 新美夜古商店街振興組合 恒常的な賑わいある商店街づくり事業

1063 福岡県 小郡市 小郡市商店街活性化がんばろう会 がんばろう会スタンプ事業

1064 福岡県 春日市 春日原東町朝市商店会
①春日原東町朝市商店会HP作成　②春日原東町朝市商
店会PV作成　③「ありのままで！春日原東町朝市商店会祭
り」　④スタンプラリーMAP作成

1065 福岡県 大野城市 南ヶ丘商店会 南ヶ丘商店会　花いっぱい運動

1066 福岡県 うきは市 協同組合吉井シールサービス 吉井シールサービスにぎわいづくり事業

1067 福岡県 うきは市 うきは市商工会 うきはにぎわいづくり事業

1068 福岡県 嘉麻市 かまししスタンプ会
買物応援バスツアー(①加盟店向けセミナーによる人材力
強化②本稼働に伴うコンテンツ及びＰＲ強化)

1069 福岡県 新宮町 ＪＲ福工大前駅商店会 ＪＲ福工大前駅商店会活性化事業

1070 佐賀県 佐賀市 佐賀デイトス商店会 大創業祭・クリスマスセール　集客強化事業

1071 佐賀県 佐賀市 唐人町商店街振興組合
コイマチ・ファンタジー　～街に恋する、笑顔いっぱいのサガ
の一日～

1072 佐賀県 唐津市 ミュー唐津商店会 光の駅唐津　イルミネーションウィーク2014

1073 佐賀県 鳥栖市 鳥栖市商店街連合会 とすKAPPO

1074 佐賀県 伊万里市 伊万里駅通商店街振興組合 伊万里駅通商店街　商・展・街交流事業

1075 佐賀県 鹿島市 鹿島スカイロード商店街振興組合
鹿島マルシェと鹿島15の市（商店街記念日セール）開催事
業

1076 佐賀県 鹿島市 鹿島ショッピングセンター協同組合 新生ピオ　グランドオープンフェア

1077 佐賀県 小城市 セリオテナント会 セリオにぎわい創出事業

1078 佐賀県 基山町 木山口商店会 きやまKAPPO・にぎわいづくり事業

1079 佐賀県 基山町 けやき通り商店会 けやき通り商店会　歳末イルミネーション

1080 長崎県 長崎市 長崎城栄商店街振興組合 長崎がんばらんば国体応援事業

1081 長崎県 長崎市 長崎市平和町商店街振興組合 平和町商店街再生計画２０１４

1082 長崎県 長崎市 長崎新地中華街商店街振興組合 長崎中華街中秋節

1083 長崎県 長崎市 銅座町商店街組合 銅座もっとすてき事業

1084 長崎県 長崎市 長崎駅前商店街組合 長崎駅前商店街活性化事業

1085 長崎県 佐世保市 させぼ四ヶ町商店街協同組合 2014　GC（護衛艦カレー）1グランブリ開催事業

1086 長崎県 佐世保市 佐世保俵町商店街協同組合 ホームページでの情報発信と歳末売り出し事業

1087 長崎県 佐世保市 フレスタ佐世保商店会 フレスタ佐世保活性化事業

1088 長崎県 佐世保市 相浦商工振興会 佐世保一番街・相浦にぎわいづくり事業
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1089 長崎県 島原市 協同組合口之津ショッピングセンター
地域住民が笑顔で集い、元気な街になるための住民交流
事業

1090 長崎県 諫早市 協同組合ショッピングセンターサンコー 諫早駅前商業集積にぎわい事業

1091 長崎県 諫早市 諫早市永昌東町商店街協同組合 お茶の間通りを元気に！

1092 長崎県 諫早市
諫早市中心市街地商店街協同組合連合会
株式会社まちづくり諫早

いさはや灯りファンタジア

1093 長崎県 大村市 大村市中央商店会 街の夢づくり事業

1094 長崎県 平戸市 平戸市木引田町商店街振興組合 ポイントシールと地域通貨で商店街を活性化

1095 長崎県 対馬市 厳原ショッピングセンター協同組合 ティアラ感謝まつり

1096 長崎県 雲仙市 小浜中央商店会 地元客・観光客でにぎあう商店街をつくる事業

1097 熊本県 熊本市 水道町親和会 「水曜日は水道町の日。」SPECIAL感謝祭！！

1098 熊本県 熊本市
上通商栄会
水前寺観光商栄会
水前寺参道商店会

よかばい！くまもと新魅力発見「第20回10,000歩ご利益
ウォーク」

1099 熊本県 熊本市 新町西部商店会 新町ディスコinトンネル

1100 熊本県 熊本市 ワシントン通り商栄会 街なか美術館事業「ワシントン通りユーモアート展」

1101 熊本県 熊本市 熊本市新市街商店街振興組合 声優発掘による「商店街」魅力発信事業

1102 熊本県 熊本市 熊本市下通四番街商店街振興組合 Face to Face Comunication力強化事業

1103 熊本県 熊本市 熊本ファッションストーリー実行委員会 熊本ファッションストーリー「WASSA　MODA　2014」

1104 熊本県 熊本市 京塚繁栄会 京塚地区商店街活性化事業

1105 熊本県 熊本市 フレスタ熊本会 フレスタ熊本新規顧客誘引事業

1106 熊本県 熊本市 協同組合連合会ディアライフグループ ディアライフグループ～ページェントプロジェクト～

1107 熊本県 八代市 本町二丁目商店街振興組合 「彦一とんち話」でまちづくり事業

1108 熊本県 八代市 まちなか活性化協議会 「商店街まるごとブック」事業

1109 熊本県 八代市 本町三丁目商店街振興組合 「Happy」で地域を繋げる商店街事業

1110 熊本県 水俣市 初恋通り商店会 初恋通り商店会レボリューション2014　事業

1111 熊本県 玉名市 玉名商工会議所 目指せオンリーワン！玉名市商店街活性化プロジェクト

1112 熊本県 菊池市 菊池市商店会連合会 菊池の軽トラ朝市

1113 熊本県 宇土市 宇土市商店会 設立　６０周年記念事業

1114 熊本県 上天草市 協同組合大矢野ショッピングプラザ
大矢野ショッピングプラザイルミネーション事業「天草物語
絵巻」

1115 熊本県 阿蘇市 内牧中央線門前町通り振興組合 カラコロ通り　外国人に愛される街づくり事業

1116 熊本県 山都町 馬見原まちづくり協議会 取り戻せ！「シャレタ町」馬見原のにぎわい
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1117 大分県 大分市 大分市竹町通商店街振興組合 クリスマススマイルセール

1118 大分県 大分市 大分市中心部商店街振興組合連合会 光のページェント事業

1119 大分県 大分市 西新町通共栄会 よみがえる！ウエストニュータウン昭和の映画館（仮称）

1120 大分県 別府市
B-Passage テナント会
別府BIS南館商店会

別府駅商店街活性化事業

1121 大分県 中津市 日之出町地区商店街協同組合 「軍師」官兵衛　おもてなしのランチ推進事業

1122 宮崎県 宮崎市 フレスタ宮崎商店会 フレスタ宮崎活性化事業

1123 宮崎県 宮崎市 宮崎市中央卸売市場関連店舗組合 宮崎市中央卸売市場関連店舗　活性化事業

1124 宮崎県 都城市 協同組合都城オーバルパティオ
ストリートピアノ設置による人と人とのコミュニケーションの
場づくり

1125 宮崎県 小林市 小林中央通商店街振興組合
にぎわい商店街　土曜夜市事業　「土曜夜市だョ！！全員
集合」

1126 宮崎県 日向市 財光寺商店会 財光寺商店街　活性化事業

1127 宮崎県 高鍋町 高鍋町まちなか商業活性化協議会 歩いて買って楽しい高鍋町商店街

1128 宮崎県 新富町 新富町商業協同組合 るぴーモール虹ヶ丘商店街活性化事業

1129 鹿児島県 鹿児島市 フレスタ鹿児島会
フレスタ鹿児島新規顧客誘引事業　「えきマチ1丁目鹿児島
フェスタ」　「えきマチ1丁目鹿児島クリスマス」

1130 鹿児島県 鹿児島市 いづろ商店街振興組合 「2014いづろ商店街活性化」事業

1131 鹿児島県 鹿児島市 谷山商店街通り会連合会
「第３５回谷山ふるさと祭」消費者ふれあい市＆1万人のダ
ンスイベント事業

1132 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

1133 鹿児島県 鹿児島市 照国表参道商店街振興組合 イルミネーション事業

1134 鹿児島県 鹿児島市 天文館にぎわい通商店街振興組合 イルミネーション事業

1135 鹿児島県 鹿児島市 天文館本通商店街振興組合 イルミネーション事業

1136 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県商店街Sｈｏｗ－１グルメ連合会 グルメ選手権活用による県内商店街活性化事業

1137 鹿児島県 薩摩川内市 太平橋通り商店街振興組合
平成２５年度地域商店街活性化　太平橋通り商店街・にぎ
わい＆ふれあい促進交流事業

1138 鹿児島県 霧島市 霧島温泉郷事業協同組合
●霧島温泉のにぎわい創出事業「霧島音泉の祭典ときりし
ま月市の開催」

1139 鹿児島県 中種子町 旭町通り会 旭町通り会３０周年記念イベント事業

1140 鹿児島県 瀬戸内町 せとうちポイント会 来島者回遊調査・人材育成・離島への販促活動事業

1141 鹿児島県 与論町 与論町銀座通り会 与論町銀座通り活性化事業

1142 沖縄県 那覇市 那覇市国際蔡温橋通り商店街振興組合 CARGOS周年祭イベント琉球飲茶フェス

1143 沖縄県 那覇市 サンシャイン通り会 サンシャイン通り会”温故知新”で地域を元気に！

1144 沖縄県 宜野湾市
普天間商店街振興会
NPO法人　普天間門前まちづくり期成会

平成26年度　普天間中央通り活性化事業
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ＮＯ 都道府県 市区町村 商店街名 事業名

1145 沖縄県 宜野湾市 株式会社ティ・エム・オ普天間 普天間商店街集客力向上事業

1146 沖縄県 浦添市 屋富祖通り会 (仮)小さな通りの小さな上映会～屋富祖通り映画祭～

1147 沖縄県 浦添市 浦添市役所通り会 浦添市通り会　感謝祭

1148 沖縄県 うるま市 グランド通り会 第3回グランド通り会エイサー祭り

1149 沖縄県 うるま市 コミュニティー・みどり町 第１回　みどりフェスタ

1150 沖縄県 うるま市 赤道南大通り会 第１１回　観月の夕べ

1151 沖縄県 うるま市 赤道東大通り会
平成２６年　赤道東大通り会４０周年記念事業「イルミネー
ションとなつかしの写真から未来をみてみよう！」

1152 沖縄県 金武町 金武町商工会 「金武町社交街PR事業」

1153 沖縄県 西原町 西原町坂田地域通り会 坂田地域はんたまし祭り

1154 沖縄県 南風原町 はごろも通り会 第13回　はごろも祭り

1155 沖縄県 久米島町 新興通り会
久米島ストリート夢フェスタ2014「大道芸まつりIN久米島」・
商店街マップ作成

1156 沖縄県 八重瀬町 八重瀬町こちんだ通り会 第１回やえせシーサーまつり
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