
1 北海道 札幌市 北２４条商店街振興組合 に～よんフロンティア形成プロジェクト

2 北海道 函館市 美原商店街振興組合 美原商店街振興組合  地域活性化事業

3 北海道 小樽市
南小樽市場協同組合
丸市新南小樽市場協同組合

南樽市場・新南樽市場フレンドリー＆セーフティ事業

4 北海道 室蘭市 蘭北商店会 蘭北商店会『プロビデンスタウン』で街づくり事業

5 北海道 釧路市 アベニュー・クシロテナント会 アベニュー・クシロ  いきいき元気・にぎわい祭り

6 北海道 北見市 北見市自治互助会 北見市中心繁華街活性化事業

7 北海道 登別市 登別商工会議所 ＧＡＮ－ＢＡＲ（がんばる）のぼりべつ

8 北海道 北広島市 北広島中央商店街振興会 2014「冬のイルミネーション事業」

9 北海道 余市町 余市銀座商店会 黒川・よいち  フレンドリー＆セーフティ事業

10 北海道 余市町 余市町西部商店会 沢町・よいち  フレンドリー＆セーフティ事業

11 北海道 余市町 余市町五番街商店会 大川・よいち  フレンドリー＆セーフティ事業

12 北海道 洞爺湖町 一般社団法人洞爺湖温泉観光協会 wifi.スマートフォンによる温泉街・個店情報発信事業

13 北海道 士幌町 士幌本町商店街協同組合
デジタルサイネージと商店街子育て支援とのコラボによる集客
力・販売力向上事業

14 北海道 本別町 本別町商工会 商店街賑わい創出・情報発信事業（まめまかナイト事業）

15 北海道 標津町 標津町商工会 標津町にぎわい創出事業

16 青森県 三沢市 空街カード協同組合 Misawa子ども図書館

17 岩手県 盛岡市 つなぎ温泉観光協会 つなぎ温泉街魅力創出プロジェクト

18 岩手県 花巻市 中町振興会 中町商店街再生調査

19 岩手県 二戸市 二戸市金田一温泉協会 金田一温泉郷にぎわい事業

20 岩手県 紫波町 日詰商店会 日詰商店会「くらしみちフェスティバル」

21 宮城県 仙台市 名掛丁商店街振興組合 組合設立５０周年記念名掛丁商店街活性化事業

22 宮城県 仙台市 上杉中央商店会 上杉中央商店会ねこプロジェクト活性化事業

23 宮城県 仙台市 仙台駅前商店街振興組合 2014ＳＥＮＤＡＩ  光のページェントお出迎え企画

24 宮城県 仙台市 中央市場商業協同組合 新規来街者及び外国人観光客に向けた商店街情報発信事業

25 宮城県 仙台市 長命ヶ丘商店会 長命ヶ丘商店会愛の鐘光のページェント事業

NO 都道府県 市区町村

地域商店街活性化事業　平成26年8月15日締切分
＜採択案件一覧＞
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26 宮城県 石巻市
橋通り商店街
株式会社街づくりまんぼう

橋通り商店街キッチンコンテナを活用したイベント開催・出店者
育成事業

27 宮城県 気仙沼市 気仙沼復興商店街 仮設商店街から本設商店街に向けたにぎわい継承事業

28 宮城県 利府町 利府松島商工会 国内観光客及び外国人観光客に向けた商店街回遊誘導事業

29 宮城県 南三陸町 南三陸志津川福興名店街運営組合 南三陸で、みんなの心に光を灯そう

30 宮城県 南三陸町
南三陸歌津伊里前福幸仮設商店街運営
組合

「がんばる車」南三陸歌津伊里前イベント事業

31 秋田県 秋田市 新屋商店会 あらやAAAプロジェクト（Art  seed  Akita  Araya）

32 秋田県 能代市 能代市畠町商店街振興組合 融雪歩道完成記念イベント「お客様感謝祭」

33 秋田県 男鹿市 男鹿温泉郷協同組合 家族で楽しめる夜の町  癒しの竹あかり賑いづくり事業

34 山形県 寒河江市 寒河江市商工会 寒河江市中心商店街にぎわい創出事業

35 山形県 上山市 上山市商工会 上山市産業まつり

36 山形県 真室川町 もがみ北部商工会 スノーフェスティバルin金山  地域活性化プロジェクト事業

37 福島県 福島市 福島商工会議所 Fukushimaフユフェスinえきまえ2014

38 福島県 会津若松市 会津若松市本町商店街振興会 本町商店街活性化事業

39 福島県 会津若松市 神明通り商店街振興組合 神明通り商店街ライトアップイベント事業

40 福島県 会津若松市 小田垣商店街 小田垣商店街活性化事業

41 福島県 いわき市 株式会社いわき市観光物産センター いわき・ら・ら・ミュウ  にぎわい創出事業

42 福島県 喜多方市 喜多方駅前商栄会 喜多方駅前で逢いましょう

43 福島県 二本松市 竹田根崎まちづくり振興会議 城下町まちなか博覧会

44 茨城県 水戸市 泉町二丁目商店街振興組合 にぎわい商店街  コミュニティ発掘事業

45 茨城県 龍ケ崎市 佐貫商店会 佐貫商店会活性化事業

46 茨城県 つくば市 テクノパーク桜商店会 地域連携を活かした消費者参加型商店活性化事業

47 茨城県 桜川市 真壁町商店会連合会 陸の孤島の秋祭り  蔵めぐり、食めぐり

48 茨城県 神栖市 神栖市大野原美化振興組合 大野原街路灯ＬＥＤ化決定記念・災害避難周知イベント

49 茨城県 鉾田市 鉾田市商工会 鉾田にぎわい祭り

50 栃木県 足利市 足利公園商業会 足利公園商店街マップ製作事業・足利公園桜まつり

51 栃木県 足利市 足利市通三丁目商店街振興組合 愛のある街中にぎわいイルミネーション事業

52 栃木県 栃木市
栃木市商店会連合会
栃木商工会議所

新規イベント開催による観光客誘致と観光魅力アップの促進事
業
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53 栃木県 真岡市 ときわ町商店会 X'masイルミネーション事業

54 栃木県 真岡市 駅前通り商店会 X'masイルミネーション事業

55 栃木県 矢板市 矢板市商店会連合会
２０１４  がんばっぺやいた軽トラ市  秋  まだまだやるぞＡＫＢ４
８の「心のプラカード」を２，０００人で踊っちゃおう！

56 栃木県 那須烏山市 泉繁栄会
那須烏山市の観光案内と連携した商店街の特徴とおすすめ商
品のPR事業

57 群馬県 桐生市 桐生商工会議所
歴史的なまち並みを活かした商店街の活性化～桐生短大アー
ト・デザイン学科×桐生再演

58 群馬県 太田市 株式会社田園都市未来新田 歳末商戦、及び感謝祭

59 群馬県 富岡市 富岡市仲町事業協同組合 「THE 富岡おっきりこみを食べてみんべー会」事業

60 群馬県 下仁田町
下仁田町商工会
下仁田町商業協同組合
全国ねぎサミット実行委員会

全国ねぎサミット2014ｉｎぐんま下仁田

61 埼玉県 さいたま市 さいたま新都心駅東口中山道商店会
「主婦サポーターが推進する『地域ファミリーも集う』新しい駅前
商店街の生成」事業

62 埼玉県 川越市 川越市六栄会 未来商店街を炙り出せ！まちコミレポーターズ！

63 埼玉県 川口市 川口市芝地区商店会連合会 地域の人々の心をつなぐ[芝の商業まつり]

64 埼玉県 行田市 行田市商店会連合会 市民の皆様と共に創る  浮き城楽市と手づくり市

65 埼玉県 飯能市 飯能市商店街連盟 第10回記念「飯能ひな飾り展２０１５」

66 埼玉県 東松山市
若松町商店会
東松山市商工会野本支部

若松町商店会  商工会野本支部  PRイベント  国道254号線横
断ウルトラクイズラリー

67 埼玉県 鴻巣市 人形町繁栄会 人形町特産品認知度アップ事業

68 埼玉県 越谷市
だるまカード協同組合
株式会社コッコト

地域のサポーター主婦とつくる「大袋だるま祭り」事業

69 埼玉県 越谷市

北越谷商店会
大沢商店会
大沢3丁目商店会
株式会社コッコト

地域ママ・アンバサダーがご案内する北越谷「街バル」推進事
業

70 埼玉県 和光市 和光市商工会 “鍋の街”和光市によるにぎわい創出事業

71 埼玉県 新座市 新座市商工会
20年ぶりの商店会発足も祝っちゃおう！～第9回アトムが案
内！”すぐそこ新座”発見ウォーキング～

72 埼玉県 皆野町 皆野町商工会 みんなの商店まるごと見本市

73 埼玉県 小鹿野町 バンビサービス協同組合
バンビまつり  ～地域住民へ感謝を込めて～  （埼玉県内一斉
の商店街イベント）

74 千葉県 千葉市

幕張ベイタウン商店街振興組合
稲毛商店街振興組合
津田沼南口商店会
稲毛海岸通り商店会
真砂第三ショッピングセンター商店会

アニメーションの聖地めぐり（舞台めぐり）を活用した地域活性化
～総武高校ヴァーチャルテーマパーク～

75 千葉県 千葉市 高洲第一ショッピングセンター商店会
イルミネーションイベント「きらめけ高洲ショッピングセンター」事
業

76 千葉県 市川市 八幡一番街商店会 八幡一番街活性化事業

77 千葉県 市川市 南行徳メトロセンター会 歳末大感謝祭
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78 千葉県 船橋市 三山央町商店街振興組合 三山央町商店街情報発信事業

79 千葉県 木更津市 きよみ台商店街振興会 きよみ台商店街振興会  結成15周年記念  歳末感謝事業

80 千葉県 松戸市 小金商工振興会 小金商工振興会  商店義魅力発信による活性化事業

81 千葉県 松戸市 いちごマルシェ株式会社 松戸南部市場  外国人旅行客に向けた集客強化対応事業

82 千葉県 松戸市 八柱商店会 八柱商店会  商店街活性化事業

83 千葉県 松戸市 五香新町商栄会 五香新町商栄会  活性化事業

84 千葉県 野田市 野田市商店街連合会 空き店舗を活用したまちおこし大作戦

85 千葉県 佐倉市 臼井王子台商店会 商店街マップ活用による活性化事業

86 千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山いちょう通り商店会 くぬぎ山いちょう通り商店会『こども展覧会』の開催

87 東京都 千代田区

神田駅西口商店街振興組合
飯田橋商店街振興組合
九段商店街振興組合
お茶の水茗渓通り会
神田駅前商店会

地域情報アプリを活用した商店街・店舗情報発信強化事業

88 東京都 港区 六本木商店街振興組合 六本木スタンプラリー＆クリーンアップおもてなし事業

89 東京都 新宿区 新宿仲通り商店会
芸大生とともにつくる  新宿二丁目  クリスマスイルミネーション
装飾事業

90 東京都 新宿区

中井商工会
上落合発展会
旭通り商店会
目白銀座商店会
目白通り商いの会

参加型街歩きスタンプラリーイベント「落合・染め歩き」

91 東京都 文京区 追分通り三面大黒天商栄会
追分通り三面大黒天商栄会  スマートフォンと小冊子を活用した
魅力発信事業

92 東京都 文京区
白山上向丘商店街振興組合
白山下商店会
地蔵通り商店街振興組合

白山エリアと江戸川橋エリアを結ぶ来街促進事業

93 東京都 文京区 本郷商店会
「本郷百貨店」～人と街を軸とした本郷商店会ブランディング事
業～

94 東京都 文京区 よみせ通り商栄会 地域の防災・減災行動支援「よみせ通りで備えて安心」事業

95 東京都 文京区 白梅商店会 白梅商店会  探訪来街促進ＰＲ事業

96 東京都 文京区 根津銀座通り商睦会 根津銀座通り商睦会  探訪来街促進PR事業

97 東京都 文京区 えんま商盛会 えんま商盛会  街歩きマップとスマートフォンによる活性化事業

98 東京都 台東区 上野御徒町中央通り会 上野御徒町中央通り会  にぎわい事業

99 東京都 台東区 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合 かっぱのエコまちづくりとかっぱデーの賑わい創出事業

100 東京都 江東区 深川資料館通り商店街協同組合 「木の香漂う  木場の一景」再現事業

101 東京都 大田区 大岡山北口商店街振興組合 トライ～冬の大炊き出し祭り～（仮）
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102 東京都 大田区 雪谷商店街振興組合 雪谷商店街振興組合ＰＲ事業

103 東京都 大田区 長原商店街振興組合 ぱすてる長原  ウィンターワンダーランド

104 東京都 大田区 馬込文士村商店会 文士村商店会の冬を彩る  コミュニティ活性化事業

105 東京都 世田谷区 世田谷区商店街連合会玉川地区会 新聞発行による商店街活性化事業

106 東京都 世田谷区 世田谷区商店街振興組合連合会
世田谷ナンバーを持って遊びに出た「がーやん」を探せ！！（宝
探しイベント）

107 東京都 世田谷区 千歳船橋参商会商店街振興組合 千歳船橋参商会  街コン！街ゼミ！２０１５

108 東京都 世田谷区 等々力商店街振興組合 とどロッキーフェス２０１５（とどロッキー誕生１周年祭）

109 東京都 渋谷区 恵比寿新橋商栄会 恵比寿新橋商栄会魅力再発見事業

110 東京都 中野区 鍋横商店街振興組合 鍋横商店街振興組合にぎわい事業

111 東京都 杉並区

荻窪白山通り商店会
荻窪川南共栄会
寿通り商店会
杉並区天沼教会通り新栄会
タウンセブン会
荻窪北口大通り商店街振興組合
八丁通り商店会
天沼新生会
荻窪すずらん通り商盛会
荻窪南口仲通り商店会
荻窪日の出街商店会
荻窪北口駅前通商店会
荻窪駅前商店会

荻窪再発見！～安心・安全を商店街で確認！

112 東京都 杉並区 佼成会通り商店会 佼成会通り★ふれあいフェスタ事業

113 東京都 杉並区 西荻窪商店会連合会 西荻フード・ドリンク・スイーツ総覧事業

114 東京都 杉並区 東高円寺駅通り商店会 「街が明るくニコニコに」イルミネーション事業

115 東京都 豊島区

大塚北口商栄会
折戸通り商栄会
庚申塚商栄会
南大塚商店街振興組合
サンモール大塚商店街振興組合

商店会×都電落語PRイベント事業

116 東京都 北区 十条銀座商店街振興組合
十条銀座レッドカーペットウォーク  ～アーケード大改修ご協力
感謝イベント～

117 東京都 北区 滝野川馬場商店会 東北復興支援「岩手フェア」

118 東京都 荒川区 間道商興会 間道商興会  探訪来街促進ＰＲ事業

119 東京都 練馬区 江古田駅北口商店会 江古田駅北口商店会  探訪来街促進ＰＲ事業

120 東京都 葛飾区

協同組合金町すずらん会
ヴィナシス金町ブライトコート商店会
金町大通り商店会
金町商盛会

金町駅南口商店街にぎわい活性化事業

121 東京都 八王子市 八幡上町商店街くらま会
八幡上町商店街安全宣言と地域の隠れた歴史的人物紹介によ
る賑わい創出事業

122 東京都 八王子市 八王子綜合卸売協同組合
一般開放の卸売市場の周知と買物困難者支援送迎バス運行
事業
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123 東京都 八王子市 大横町商工振興会 いなり大祭よこちょうマーケット

124 東京都 八王子市
三和会商店街振興組合
八王子駅前銀座通商栄会

「商店街マップを持ってお気に入りの店をみつけよう！」事業

125 東京都 八王子市
西放射線通り商店街振興組合
中町商店会

八王子・夢の花街にユーロード

126 東京都 八王子市 八王子ロマン地下商店会 八王子ロマン地下商店会３周年記念イベント事業

127 東京都 武蔵野市 吉祥寺大正通り商店会
商店会イラストマップパネルと来街者配布用ハンディマップ作成
事業

128 東京都 武蔵野市 ダイヤ街商店協同組合 吉祥寺ダイヤ街  バレンタインメッセージキャンペーン

129 東京都 武蔵野市
三鷹駅北口商店会
三谷通り商店会
八丁商和会

商店会マップ合同作成事業

130 東京都 府中市 大東京綜合卸売センター事業協同組合 府中市場活性化イベント事業

131 東京都 町田市 山崎団地名店会 ふれあいキッズパーク

132 東京都 東村山市
久米川商店会
久米川中央銀座会
久米川中央通り商店会

久米川駅南口  活性化PR事業

133 東京都 東村山市 久米川北口商店会 久米川北口商店会  クリスマスイベント事業

134 東京都 狛江市 狛江ショッピングセンター商店会 狛江ショッピングセンター商店会活性化事業

135 東京都 東久留米市 東久留米七福神めぐり実行委員会 開運！東久留米七福神めぐり

136 東京都 羽村市 マミーショッピングセンター商店会 アーリークリスマス＆昭和2丁目のマミー

137 東京都 あきる野市 秋川駅北口会 秋川駅北口会の魅力発見スタンプラリー事業

138 東京都 西東京市 柳盛会柳沢北口商店街 柳盛会柳沢北口商店街  活性化事業

139 神奈川県 横浜市 つくの商店街協同組合 つくの商店街にぎわい事業

140 神奈川県 横浜市
商店街振興組合元町クラフトマンシップ・
ストリート

元町クラフトマンシップ・ストリートにぎわいフェア

141 神奈川県 横浜市 日ノ出町駅前商店会 日ノ出町駅前商店会  長者橋水上劇場２０１４

142 神奈川県 横浜市 横浜弘明寺商店街協同組合 弘明寺商店街  節分祭復活プロジェクト

143 神奈川県 横浜市
富岡中央商店会
富岡商和会

富岡中央商店会・富岡商和会合同スタンプラリー

144 神奈川県 横浜市 協同組合戸塚旭町通商店会 戸塚ふれあいクリスマスカーニバル

145 神奈川県 横浜市 丸山台商店会 商店街周遊促進事業  丸山台いちょう坂商店会  大歩行者天国

146 神奈川県 横浜市 希望が丘商店会 希望が丘光の祭典

147 神奈川県 横浜市 市ヶ尾商栄会 市ヶ尾商栄会  イルミネーション装飾事業
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148 神奈川県 横浜市

たまプラーザ駅前通り商店会
あざみ野商店会協同組合
さぎ沼商店会
一般社団法人たまプラーザ中央商店街
たまプラーザ商店会

神奈川県北部街づくりPR事業促進

149 神奈川県 川崎市 川崎中央商店街連合会 （仮）おとな女子のかわさきKITCHEN

150 神奈川県 川崎市 新丸子西口本通り新栄会 新栄会の魅力を発信する事業

151 神奈川県 川崎市 さぎ沼商店会 ホッとする街‘さぎ沼’ＰＲ促進事業

152 神奈川県 相模原市 相模大野北口商店会 さがみおおのハロウィンフェスティバル２０１４

153 神奈川県 横須賀市 大滝商店街振興組合 大滝商店街フレンドシップ  Ｄａｙ‘ｓ事業

154 神奈川県 平塚市 平塚市中心街イベント実行委員会 七夕の街・出会いの街  平塚駅前商店街の活性化事業

155 神奈川県 平塚市 金目商店会 金目商店会マップ作成

156 神奈川県 藤沢市 遊行通り4丁目商店街振興組合 ICTを活用した商店街のブランディングによる活性化

157 神奈川県 小田原市 小田原御幸の浜通り商店会 ついて幸せ  食べて幸せ  つきたて餅大盤振舞い市

158 神奈川県 小田原市 小田原市商店街連合会 小田原市商店街連合会「商店街マップ」

159 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎サザン通り商店街 サザンカップ誕生！  サザン通りプロジェクト

160 神奈川県 茅ヶ崎市 南駅前商店会 つくる展  ちがさきのみなみぐち

161 神奈川県 三浦市 三崎朝市協同組合 三崎朝市をめぐる集客事業

162 神奈川県 厚木市 宿愛甲商工振興会 商店街周知・集客拡大事業

163 神奈川県 大和市 高座渋谷商店会 美化キャンペーン及び高座渋谷シンボルキャラクター事業

164 神奈川県 座間市 座間駅前商店振興会 座間駅前商店街マップ作成事業

165 神奈川県 南足柄市 南足柄市商工会 金太郎キャラクター活用による商店街活性化事業

166 新潟県 新潟市 新潟中心商店街協同組合
古町地域次世代商店街顧客創造事業（新カルチャー発信及び
集客事業）

167 新潟県 新潟市 味方商工会 ①アジカタ探検事業＆②味方商工会商店ＭＡＰ作成事業

168 新潟県 加茂市

加茂市商店街協同組合
加茂駅前地区商店街振興組合
加茂穀町商店街振興組合
加茂本町商店街振興組合
加茂仲町商店街振興組合
加茂上町商店街振興組合
加茂市五番町商店街振興組合
加茂新町雁木通り商店街振興組合

商店街店主の顔が見える「加茂の店と観光」ガイドブック作成事
業

169 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅前銀座商店街振興組合 アーケード完成記念！ヒスイロード賑わいプロジェクト

170 富山県 富山市 大庄商盛会 大庄商盛会空き店舗対策事業

171 富山県 高岡市 高岡商工会議所 使って得するＪＲ高岡駅周辺クーポン券付飲食店ガイド
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172 富山県 魚津市 魚津飲食業組合 おもてなしの国際化事業

173 富山県 小矢部市 小矢部市商工会 小矢部市商店街活性化推進事業

174 富山県 南砺市 協同組合井波コミュニティプラザ
ぎゃらりーアスモオープニング企画・知られざる男の友情「棟方
志功と岩倉政治」文芸展

175 石川県 金沢市 横安江町商店街振興組合 よこアグ！～みんなで育てよう！よこっちょ・プチ菜園～

176 石川県 金沢市 寺町台商興会 寺町まっすぐテレビ開局イベント

177 石川県 金沢市 泉ヶ丘商店街振興会 ビッグファミリー泉ヶ丘「世代間交流フェスタ」

178 石川県 金沢市 杜の里商店会 杜の里商店会  学生と連携したHP制作事業

179 石川県 金沢市 香林坊商店街振興組合 冬の賑わい創出事業

180 石川県 能美市 九谷焼団地協同組合 九谷陶芸村活性化と陶芸村まつり

181 石川県 能登町 内浦商店連盟協同組合 UPカード年末年始連盟祭

182 福井県 福井市 サンロード北の庄商店街振興組合 美フェス～美しくなれるまち～事業

183 福井県 小浜市 小浜商店街連盟 商店街似顔絵マップ作成事業

184 山梨県 甲府市 甲府商工会議所
甲府城復元推進と地場産業を活用した甲府中心商店街賑わい
創出事業

185 山梨県 甲府市 「ちょうちん横丁」共栄会 2014クリスマス企画  葡萄酒DE  NIGHT  IN  KOFU

186 山梨県 富士河口湖町 河口湖ショッピングセンター株式会社 地域振興推進企画「見てけし」「寄ってけし」「食べてけし」

187 長野県 長野市 協同組合ナガノ駅前センター
長野駅前改修完成記念イベント「パネル展示でにぎわい創出事
業」

188 長野県 長野市 篠ノ井駅前商店会 冬のスポーツフェスティバル  in  篠ノ井

189 長野県 松本市 上土商店街振興組合
「あげつち❤ヒューマン・パーク」食べぐるめ・街めぐり  ナビゲー
ト事業

190 長野県 上田市 鹿教湯商工会
にぎわい商店街活性化事業～湯福の里のふれあいフェスタin
鹿教湯～

191 長野県 小諸市 与良実業会 与良実業会ウインターイルミネーション

192 長野県 軽井沢町 軽井沢町商工会新軽井沢支部 軽井沢ラッキースタンプラリー

193 長野県 白馬村 エコーランド・商店会 にぎわい商店街  エコーランドウインターフェスティバル事業

194 長野県 信濃町 柏原一茶通り商店会 柏原一茶通り商店会「一茶ストリート誕生イベント」事業

195 長野県 飯綱町
飯綱町商工会
株式会社サンクゼール

飯綱町の風土と農産物を活かしたにぎわいづくり

196 岐阜県 岐阜市 高島屋南商店街振興組合
ローズ＆ピンクリボンフェスティバル～みんなの夢を繋いで、柳
ケ瀬をゲンキ色で飾ろう!!～

197 岐阜県 岐阜市 岐阜劇場通北商店街振興組合 岐阜劇場通北商店街ヒーローまつり２  ～妖怪編～

198 岐阜県 岐阜市 神室町南柳ケ瀬商店街振興組合 『2014  レンガ通り商店街へ行こう！』キャンペーン
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199 岐阜県 大垣市
協同組合平和堂同友店会アル・プラザ鶴
見支部

素敵な出会いがアル・プラザ  どきどきバレンタインフェスタ

200 岐阜県 高山市 中尾観光組合 「森の文化祭」中尾温泉活性化事業

201 岐阜県 関市 協同組合せき商連 ＭＡＰ・ＨＰ制作事業

202 岐阜県 土岐市 本町商店街振興会 「だれでも、だせる、どんぶりの、だち」D-1グランプリ事業

203 岐阜県 土岐市
ときし駅前商店街振興組合
中央商店街振興組合

ときし駅前・中央商店街合同  クリスマスフェスティバル

204 岐阜県 土岐市 Ａカード加盟店会
週末は駅前へ行こうよ！  Aカード加盟店会  まち歩きマーケット
＆まちバル

205 岐阜県 郡上市 下日吉町発展会 『歩行者天国と「嵐  歌舞伎」公演事業』

206 岐阜県 下呂市 下呂商工会 商店街での購買を促進するためのインバウンド対策事業

207 岐阜県 下呂市 萩原町商工会 飛騨街道はぎわら宿  萩原街並散策事業

208 岐阜県 下呂市 金山町商工会 にぎわい商店街事業

209 静岡県 静岡市 協同組合静岡流通センター 静岡流通センター大感謝祭

210 静岡県 静岡市 静岡浅間通り商店街振興組合 知らなきゃ損だよ！夢門前

211 静岡県 静岡市 駒形通４丁目商店街 ぼくらの、しょうてんがい旅行事業

212 静岡県 静岡市 草薙商店会 草薙商店街活性化事業

213 静岡県 浜松市 協同組合浜松卸商センター 浜松卸バザール2014  ～浜松卸商団地  秋の大販売会～

214 静岡県 富士宮市 富士宮神田商店街振興組合 神田楽市ブラッシュアップ、わくわくまちゼミ事業

215 静岡県 富士宮市 富士宮西町商店街振興組合 「昭和レトロ  ＤＥ  ＳＨＯＷ」

216 静岡県 富士市 広見ショッピング商店会 広見ショッピング商店会にぎわい事業

217 静岡県 富士市 富士本町商店街振興組合 富士本町商店街マップ作成と配布事業

218 静岡県 藤枝市 ＢｉＶｉ藤枝テナント会
「氷を使わないファンタジック・スケートリンク  ～いい夫婦になる
３日間～」事業

219 静岡県 袋井市 袋井駅前商店街協同組合
新橋上駅舎＆自由通路完成記念イルミネーション事業（光の回
廊－袋井まち歩き）

220 愛知県 名古屋市 覚王山商店街振興組合 覚王山アート観光プロジェクト

221 愛知県 名古屋市 アメ横共栄会 終わらない唄をうたおうアメ横ビル事業

222 愛知県 名古屋市 伏見地下街協同組合 伏見地下街活性化事業

223 愛知県 名古屋市 栄東まちづくりの会 ウィンターワールドフェスタ  in  池田パーク

224 愛知県 瀬戸市

中央通商店街振興組合
末広商店街振興組合
銀座通り商店街振興組合
パルティせと店舗会

中心市街地商店街等活性化事業「まるっとせとで買い物でビン
ゴ！！」
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225 愛知県 春日井市 勝川駅西発展会 勝川駅西発展会活性化事業

226 愛知県 豊川市 すわポン商店会 諏訪まち情報発信事業

227 愛知県 知立市
知立駅南振興会
一般社団法人知立青年会議所

ドリームイルミネーション２０１４【未来の光を  ～いざ燈火となれ
～】

228 愛知県 岩倉市 岩倉市商工会 交通系電子マネーを活用した商業活性化事業

229 愛知県 武豊町 サンシャインシティー北武発展会 サンシャインシティー北武発展会ＰＲマップ作成事業

230 三重県 津市 津市大門大通り商店街振興組合
三重県下で有数の歴史のある商店街にお客さんを呼び戻す毎
月イベント

231 三重県 桑名市 桑名市商店連合会 桑名市商店街  活性化事業

232 三重県 熊野市 ゆうゆうスタンプ会 熊野古道10周年記念歳末スタンプラリーと情報発信強化

233 滋賀県 大津市 大津駅前商店街振興組合 大津駅前商店街にぎわい・活き活き再生事業

234 滋賀県 彦根市 彦根商業開発協同組合
ビバシティ専門店街『お洒落なクリスマス賑わい事業』クリスマ
スに、お洒落な時間をお届けします。

235 京都府 京都市 北山街協同組合 北山ブランディングプロジェクト

236 京都府 京都市 龍安寺参道商店街 第７回龍安寺参道秋まつり並びに歳末大売出し

237 京都府 京都市 山科商店会 ぐるっとふれ愛まちフェスタｉｎ山科  軒下バザール

238 京都府 京都市 四条大宮商店街振興組合 四条大宮商店街  マンガによる商店街活性化計画

239 京都府 舞鶴市 協同組合東舞鶴商店街連盟 4商店街連携市民参加型イベントによる「だるま祭り」の再興

240 京都府 舞鶴市
平野屋商店街振興組合
特定非営利活動法人ネイバーズミーティ
ング

いす１レースがつなぐニッポン商店街～西舞鶴・平野屋～

241 京都府 綾部市 綾部商店街連絡協議会 あやべ・まちなかファンタジー事業

242 大阪府 大阪市 八幡屋商店街振興組合 地域とアートと人をつなぐ商店街に…

243 大阪府 大阪市 日本橋筋商店街振興組合 日本橋ものづくりサミット

244 大阪府 大阪市 鶴橋商店街振興組合 商店街の情報発信力強化事業

245 大阪府 大阪市 今市商店街振興組合 若者文化発信・にぎわい事業

246 大阪府 大阪市 旭区商店会連盟 『旭区満喫。商店街ふれあいマップ』作成事業

247 大阪府 大阪市 西田辺駅前商店会
屋外広告におけるQRコードを利用したwebサイトへの誘導及び
情報発信による集客事業

248 大阪府 大阪市 駒川駅前商店街振興組合 フラワーロードで癒しの街づくりをしよう

249 大阪府 大阪市 淀川中央市場商業協同組合 スマイルマップ事業

250 大阪府 大阪市 粉浜商店街振興組合 粉浜デビュー！促進プロジェクト
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251 大阪府 大阪市
天神橋筋商店連合会
駒川商店街振興組合
千林商店街振興組合

谷町筋沿線3商店街めぐりスタンプラリー

252 大阪府 大阪市 道頓堀商店会 外国人観光客も楽しめるホームページの制作事業

253 大阪府 堺市
泉北御池台市連マーケット事業協同組
合

コア(核)センター再生スタートイベント２０１４

254 大阪府 吹田市
津雲台商店会
古江台商店会
青山台近隣センター商店会

吹田（千里ニュータウン）まちゼミ事業

255 大阪府 柏原市 オガタ通り商店会 オータムフェスタ

256 大阪府 羽曳野市 白鳥商店会 「いのちキラキラ！白鳥通り2014」

257 大阪府 門真市 門真市商業連盟 門真歳末大商業まつり事業

258 大阪府 東大阪市 布施一条通り商店会 「ラグビーのまち東大阪」のイメージを活用した商業振興イベント

259 大阪府 東大阪市
東大阪長瀬駅前商店街振興組合
特定非営利活動法人地域情報支援ネッ
ト

空き店舗を利用して、高齢者の“第三の居場所と出番”づくり実
証調査の実施

260 大阪府 四條畷市 四條畷商店会 商店街マップの作成

261 大阪府 阪南市 阪南市商業会連合会 はんなんにぎわい創出事業

262 兵庫県 神戸市 岡本商店街振興組合 ひとバル事業

263 兵庫県 神戸市 協同組合湊川グルメ ２０１４  湊川グルメ市場再生スタートイベント

264 兵庫県 神戸市 湊川協同組合 ミーナとお買い物大作戦

265 兵庫県 神戸市 虹彩商業協同組合
虹彩商業協同組合買物困難者の固定客化による販売基盤構
築事業

266 兵庫県 神戸市
プレノ長田専門店街名店会
長田神社前商店街振興組合
長田公設市場協同組合

長田神社前“来て！見て！買って！”魅力発信事業

267 兵庫県 神戸市 長田中央小売市場協同組合 子育て世代を中心とした“いちば”の魅力発信事業

268 兵庫県 神戸市 須磨浦商店街振興組合 須磨浦商店街活性化賑わいづくり事業

269 兵庫県 神戸市 若宮商友会
若宮ドルフィンロード事業　①商店街パンフレットのリニューアル
②商店街ホームページ作成　③若宮ドルフィンロード誕生祭

270 兵庫県 神戸市 月見山商店会 商店街ガイドブック制作プロジェクト

271 兵庫県 神戸市 団地協同組合神戸木工センター わっしょい！木工祭

272 兵庫県 神戸市 三宮プラザ名店会
プラザル（三宮プラザ名店会マスコットキャラクター）生誕３周年
アニバーサリー事業

273 兵庫県 神戸市 元町1番街商店街振興組合
元町1番街商店街  国内外観光バス誘致事業（Welcome  to  元
町1番街）

274 兵庫県 神戸市 みなと元町タウン協議会 元町北通活性化事業

275 兵庫県 神戸市 モトコー３番街 にぎわい商店街モトコー３イベント
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276 兵庫県 尼崎市

尼崎中央五丁目商店街振興組合
立花ジョイタウン商店街振興組合
杭瀬栄町ＥＡＳＴ商店街振興組合
塚口商店街振興組合
立花商店街振興組合

尼崎商店街サミット（仮称）開催による連携強化事業

277 兵庫県 尼崎市 大島事業協同組合 商店街から“笑店街”へのブランディング化事業

278 兵庫県 芦屋市
芦屋なるみか～Ashiya narumika～
特定非営利活動法人さんぴぃす

広域分布型の新たな商店街に対するニーズ調査と認知度向上
事業

279 兵庫県 猪名川町 サピエ会 日生中央サピエ活性化事業

280 奈良県 奈良市 小西通商店街振興組合 ええもんみつけていって事業

281 奈良県 桜井市
本町通一丁目商進会
桜井市本町通２丁目商店街
桜井市本町通三丁目商店会

「アーケード撤去完了！伊勢街道本町通りの魅力再発見？」桜
井市本町通一～三丁目にぎわい創出＆継続検討事業

282 和歌山県 新宮市 丹鶴商店街振興組合 丹鶴商店街活性化プロジェクト

283 鳥取県 鳥取市 智頭街道商店街振興組合
アートと音楽で繋ぐコミュニティ  ～アーケード改修完成記念イベ
ント～

284 島根県 大田市 温泉津温泉旅館組合 神楽×回復×防災＝温泉津温泉街元気回復プロジェクト

285 島根県 大田市 三瓶商工振興会 「さんべ志学の雪あかり」事業

286 島根県 江津市 江津万葉の里商店会 江津駅前エリアガイドブック作成事業

287 岡山県 岡山市 協同組合岡山県卸センター 問屋町まつり

288 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～  栄町秋祭り

289 岡山県 岡山市 岡ビル商業協同組合 岡ビルにぎわい活性化事業

290 岡山県 玉野市 玉野マリンカード協同組合 玉野マリンカードマップ作成

291 岡山県 真庭市 協同組合落合ショッピングセンター サンプラザ大感謝祭

292 広島県 広島市 横川商店街振興組合
①横川情報統括発信型ウェルカムサイト「横川商店街‐横川の
今・未来を発信！‐」の開設　②ＭａＰ、横川のガイドを伴った横
川シネマ等施設案内（紙媒体）「横川手帳」の作成

293 広島県 広島市 広島市中央部商店街振興組合連合会 えべっさんにおけるWi-Fiエリア限定の回遊促進キャンペーン

294 広島県 広島市 広島中央通商店街振興組合
“ライトアップが奏でる中央通りの夜”～聞こえる？夜空のトラン
ペット～

295 広島県 尾道市 土生町商店街連合会 土生はナイスでぇ

296 広島県 三次市 協同組合三次ショッピングセンター ＣＣプラザ活性化事業～ＣＣプラザ大学の開設～

297 広島県 庄原市 協同組合庄原ショッピングセンター 庄原魅力再発見オリジナルソングコンテストwithジョイフル

298 広島県 東広島市
西条駅前商店街振興組合
一般社団法人東広島青年会議所

西条駅前商店街活性化事業

299 山口県 下関市 赤間本通り商店街振興組合 赤間本通りチャレンジ事業

300 山口県 下松市 星プラザテナント会 がんばろう日本フェア２０１５
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301 徳島県 徳島市 徳島市東新町一丁目商店街振興組合 新町ハッピーストリート事業

302 徳島県 徳島市 徳島商工会議所 アニメを活かした商店街活性化事業

303 徳島県 小松島市 小松島サンパーク協同組合 農・漁・商連携の朝市の実験的運営と年末イベントの実施

304 徳島県 板野町 板野町商工会 お接待の道事業

305 香川県 高松市 高松丸亀町商店街振興組合 丸亀町芸術祭

306 香川県 坂出市
坂出元町名店街商店街振興組合
坂出本通り商店街振興組合

地域の絆づくり！商店街にぎわい事業

307 香川県 三豊市 仁尾まちなみ創造協議会
屋号ART(YAGOART)と懐かし町並みを活用した仁尾にぎわい
復活プロジェクト！

308 愛媛県 松山市

大街道中央商店街振興組合
松山大街道商店街振興組合
松山銀天街第一商店街振興組合
松山銀天街商店街振興組合
株式会社まちづくり松山

中心市街地活性化活動ＰＲプロジェクト～みんなでつくろう松山
のまち、を発信～

309 愛媛県 松山市 松山市駅前商店街会 松山市駅前商店街周遊キャンペーン＆日切地蔵プロモーション

310 愛媛県 新居浜市 新居浜登道南商店会 にぎわい商店街ライトアップ事業

311 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  にぎわい創出・発信  事業

312 愛媛県 西予市 西予市商工会
西予市合併10周年記念  ここちよい小さなにぎわいフェスプロ
ジェクト

313 高知県 高知市 おびさんロード商店街振興組合
高知県西部及び仁淀川流域連携おびさんロード商店街活性化
事業

314 高知県 南国市 南国市商工会 後免町商店街賑わい創出事業

315 高知県 土佐清水市 土佐清水商工会議所 「春まち  港町マルシェ」

316 高知県 いの町 いの町商業振興会 土佐和紙と商店街を結ぶプロジェクト

317 福岡県 北九州市 協同組合大里商店連合会 みんなでつくる「大里の底ぢから」創作グルメコンテスト

318 福岡県 北九州市 旦過市場商店街 旦過市場のおもてなし  小倉「食市食座」

319 福岡県 北九州市 枝光本町商店組合連合会 一見さんいらっしゃい！ようこそ枝光本町商店街

320 福岡県 北九州市 黒崎商店組合連合会 くろさきマニア天国

321 福岡県 北九州市 二三会 来い来いマルシェinクリスマス

322 佐賀県 唐津市 唐津中央商店街 第２回  唐津まちなかフェスティバル

323 佐賀県 鹿島市 祐徳観光商店連盟 祐徳名物PR事業

324 佐賀県 神埼市 協同組合ショッパーズかんざき サピエの“よかよか祭”事業

325 長崎県 長崎市 江戸町商店街振興会 江戸町商店街ガイドマップ「はじめの一歩」事業

326 長崎県 長崎市 長崎鍛冶市商店街振興組合 鍛冶市商店街フェスタ
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327 長崎県 島原市 協同組合西有家ショッピングセンター
「健康促進、健康寿命を延ばす」をテーマにした新たなにぎわい
創出事業

328 熊本県 熊本市 上熊本商栄会 わが輩通りフェスティバル

329 熊本県 熊本市 熊本市西銀座通り繁栄会 西銀座通り繁栄会活性化事業

330 熊本県 熊本市 熊本地方卸売市場協同組合えびす会 田崎市場えびす会  朝「イチ」宣言！

331 熊本県 水俣市 あさひまち商店街
あさひまち商店街「勉強カフェ」によるたまり場づくりパイロット事
業

332 熊本県 菊池市 協同組合菊池ショッピングプラザ夢空間 夢空間感謝祭

333 熊本県 阿蘇市 坊中商店街名店会 坊中商店街活性化事業

334 熊本県 阿蘇市
内牧温泉街繁栄会
仲町通り繁栄会
坊中商店街名店会

阿蘇市スイーツde活性化事業

335 熊本県 南関町 協同組合南関ショッピングセンター ビッグオーク秋の大祭～南関大文化祭～

336 熊本県 芦北町 協同組合ショッピングプラザ芦北 プラザにぎわいセール

337 熊本県 錦町 にしきほるもん街道促進会 『にしきほるもん街道』活性化プロジェクト

338 宮崎県 宮崎市 Doまんなかモール委員会 Doまんなかちびっこ広場

339 宮崎県 宮崎市 宮崎市商店街振興組合連合会 宮崎市制９０周年ウインターイルミネーション

340 宮崎県 都城市 都城商工会議所 中央通りイルミネーション事業

341 宮崎県 延岡市
大師通り商店街振興組合
三軒家商店会
延岡市レーヨン通り商店会

商店街認知度UP大作戦

342 宮崎県 延岡市
幸町商店街振興組合
山下新天街商店街振興組合
サンロード栄町商店会

延岡駅まちエリア  3商店街共同事業  事務局統合実験から始
める「集客」と「回遊性」と「にぎわい」向上大作戦

343 鹿児島県 鹿児島市 納屋通り商店街振興組合 納屋通り４００周年事業  新春フェスタ

344 鹿児島県 指宿市
指宿駅前通り会
渡瀬通り会

指宿駅前イルミネーション事業

345 鹿児島県 霧島市

霧島温泉郷事業協同組合
高千穂通り会
日当山温泉通り会
隼人駅前通り会
浜之市通り会

project  223

346 沖縄県 石垣市 石垣市中央商店街振興組合 「詩の国、歌の島」石垣島マチノオト事業

347 沖縄県 浦添市 陽迎橋商工業者会 第7回沖縄国際映画祭IN浦添会場

348 沖縄県 浦添市 東前田振興通り会
子育て元気は地域の元気！～子育て支援フォーラム3ヶ月シ
リーズ～

349 沖縄県 恩納村
恩納村商工会
株式会社ONNA

めんそーれ“おんなサンセット海道へ”事業
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