
 

平成 28 年度予算 地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商業自立促進事業） 
 

＜調査分析事業 採択案件一覧＞ 

NO. 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業概要 

1 北海道 札幌市 発寒北商店街振興組合 9430005002948
空き店舗の掘り起こし及び新規出店による

新陳代謝の促進に向けた調査事業 

2 北海道 根室市 緑町商店街振興組合 7460405000039
商業機能とコミュニティ機能の向上に向け

た調査分析事業 

3 北海道 富良野市 
新相生商店街振興組合 

ふらのまちづくり株式会社 

8450005002146

8450001006605

新相生商店街活性化に向けた空き店舗コ

ンバージョン整備に係る調査分析事業 

4 北海道 森町 森商店会 3700150033016

森商店街活性化に向けた行政連携による

共通ポイントカードシステム等導入に向け

た調査分析事業 

5 北海道 東川町 東川町商工会 4450005000491
東川町商業活性化次世代ポイント制度導

入調査分析事業 

6 北海道 下川町 下川町商工会 4450005002364 下川町内お買物ニーズ調査分析事業 

7 北海道 猿払村 猿払村商工会 6450005002940 猿払村まちなか商業活性化調査分析事業 

8 北海道 滝上町 滝上町商工会 9450005003523 滝上町地域商業自立促進調査分析事業 



 

9 山形県 鶴岡市 
鶴岡山王商店街振興組合 

山王まちづくり株式会社 

3390005003898

6390001008428

山王商店街にある伝統的な町家づくりの店

舗を「起業チャレンジ道場」「参加型住まい

づくり」拠点として活用するための事前調査

10 福島県 福島市 並木通り商店街振興組合 8380005000025

商店街ワイナリーによる交流人口増加に関

する各種ニーズ及びマーケティングリサー

チ 

11 千葉県 柏市 柏銀座通り商店会 9700150015545
多世代交流・多文化交流による銀座通り賑

わい創出事業 

12 東京都 港区 

青山外苑前商店街振興組合 

特定非営利活動法人アップタウン青山コン

シェルジェ 

9010405001914

2010405004460

 

青山外苑前商店街における 2020 年東京オ

リンピック・パラリンピック開催に向けた訪日

外国人受入整備事業に向けた調査分析事

業 

13 東京都 台東区 吉原商店会 ‐ 吉原地区「地域資源活用」調査 

14 東京都 三鷹市 
三鷹コラル商店会 

三鷹商工会 

‐ 

8012405001572

外国人旅行者に対する魅力度向上 360 度

施策の実施事業（フェーズ 1：調査分析事

業） 

15 長野県 阿智村 阿智村商工会 5100005009526
阿智村の高齢買い物弱者向け送迎型販売

方式の開発に向けた調査分析事業 

16 富山県 小矢部市 小矢部市商工会 3230005007709
石動駅前商店街活性化に向けた拠点整備

に関する調査分析事業 

17 京都府 笠置町 笠置町商工会 1130005008339

笠置町駅前商店街創生のための空店舗等

を活用した魅力店舗づくりに向けた調査分

析事業 

18 大阪府 堺市 

堺東駅前商店街協同組合 

堺銀座南商店街 

堺東商店街商業協同組合 

7120105000637

‐ 

3120105000632

ガシ横エリアを核とした堺東商店街活性化

プロジェクト調査分析事業 



 

19 大阪府 枚方市 香里ピーコック通り商業協同組合 9120005012838 高齢者向けの無料送迎サービス導入調査

20 兵庫県 神戸市 

新開地二丁目商店街振興組合 

特定非営利活動法人新開地まちづくりＮＰ

Ｏ 

9140005002655

2140005002876

 

新開地商店街活性化のための演芸場整備

に向けた調査分析事業 

21 島根県 松江市 協同組合東出雲ショッピングパーク 9280005000380
地域資源を活かした経営展開とそれに伴う

店舗改善に向けた調査分析事業 

22 島根県 雲南市 加茂町商工業振興協議会 ‐ 

マイクロスーパーを核とした加茂まちなか

の「小さな拠点」の整備に向けた調査分析

事業 

23 岡山県 倉敷市 水島栄町商店会 ‐ 
水島栄町商店街リノベーション計画に関す

る調査分析事業 

24 山口県 山口市 
湯田地区商工振興会 

特定非営利活動法人ゆだかつ 

‐ 

2250005008053

地域産品・サービスの商品開発・販売する

アンテナショップと外国人コンシェルジュ機

能、託児所機能を合わせ持つおもてなし拠

点施設整備に向けた調査分析事業 

25 高知県 四万十市 東下町商店街振興組合 2490005002313
東下町商店街活性化に向けた東下町会館

改築に関する調査分析事業 

26 鹿児島県 阿久根市 
阿久根駅前通り会 

一般社団法人あくね夢のまちプロジェクト 

‐ 

3340005008282

あくね夢のまちビジョン２０５０阿久根駅前

通り会調査分析事業 

 
  



 

＜支援事業 採択案件一覧＞ 

NO. 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業概要 

1 北海道 旭川市 中央市場組合 ‐ 
ホームページの多言語化、ＳＮＳとの連携

による外国人観光客の来店促進事業 

2 北海道 江別市 野幌商店街振興組合 8430005005621

地産地消をテーマとしたカフェ・レストラン、

地場産品を使った販売スペース等整備事

業 

3 北海道 沼田町 
沼田町商工会 

株式会社まちづくりぬまた 

1450005001609

4450001006170

地域住民のニーズに応じた不足業種店舗、

コミュニティ施設等の中核施設整備事業 

4 秋田県 横手市 横手駅前商店街振興組合 9410005004954
地域資源を活かした商店街オリジナル商品

の開発、販売、広報事業 

5 山形県 山形市 
七日町商店街振興組合 

山形七日町まちづくり株式会社 

9390005000881

6390001013956

子育て支援施設、街なか案内所、地場産品

アンテナショップ等の交流拠点整備事業 

6 山形県 鶴岡市 
鶴岡駅前商店街振興組合 

株式会社 Fu-Do 

7390005004100

7390001014078

ユネスコ食文化創造都市であることを活か

した飲食、物販施設等整備事業 

7 福島県 会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 ‐ 
歴史的建造物を活かしたテナントミックス事

業 

8 埼玉県 越谷市 
越谷新町商店会 

有限会社釘清商店 

‐ 

3030002085752

創業支援事業、情報発信事業の拠点とな

るコミュニティ＆ベーカリーカフェ整備事業 

9 神奈川県 横浜市 ひらがな商店街 ‐ 
コミュニティカフェ施設整備及び空き店舗へ

の新規事業者誘致事業 



 

10 静岡県 静岡市 

伝馬町発展会 

御幸町発展会 

鷹匠１丁目商業発展会 

御伝鷹まちづくり株式会社 

‐ 

‐ 

‐ 

5080001019110

地域内駐車場利用における共通割引利用

システムの導入事業 

11 石川県 金沢市 
竪町商店街振興組合 

学校法人金沢文化学園 

1220005002183

6220005007979

ファッション専門学校との連携によるインキ

ュベーション及び交流拠点整備事業 

12 滋賀県 大津市 

菱屋町商店街振興組合 

丸屋町商店街振興組合 

株式会社百町物語 

4160005000455

5160005000462

6160001018441

高齢者・子育て世代向けコミュニティ施設整

備事業 

13 兵庫県 神河町 寺前駅前銀座商店会 ‐ 
地域資源を活かした地域特産品カフェ、ア

ンテナショップ整備事業 

14 鳥取県 北栄町 北栄町商工会 8270005004672
地域資源である漫画のキャラクターや世界

観を活かした飲食、物販施設整備事業 

15 島根県 海士町 
隠岐國商工会 

株式会社島ファクトリー 

7280005005860

5280001006443

島内食材流通のハブ機能を担うセントラル

キッチンシステムを兼ねた交流カフェ及びイ

ンフォメーションカウンターの整備事業 

16 岡山県 岡山市 岡山駅前商店街振興組合 9260005001975
市や商工会議所等と連携したインキュベー

タショップ整備事業 

17 岡山県 矢掛町 
備中西商工会 

筒井木材工業株式会社 

8260005005762

5260001018093

古民家活用による地域物産店及び飲食店

の整備事業 

18 広島県 福山市 
福山本通商店街振興組合 

特定非営利活動法人わくわく街家研究所 

6240005007820

4240005009249

商店街及び市民との地域連携拠点となる、

空き店舗を活用したコミュニティ施設整備事

業 

19 広島県 庄原市 株式会社トーエイ 6240001025074
世代間交流スペース、地域産品販売スペ

ース等整備事業 



 

20 山口県 下松市 
星プラザテナント会 

下松商業開発株式会社 

‐ 

2250001009468

一時預かり機能を持った子育て支援施設

及び子育て世代向けカルチャーセンターの

整備事業 

21 香川県 高松市 

高松常磐町商店街振興組合 

高松南新町商店街振興組合 

高松田町商店街振興組合 

高松市南部商店連合会 

株式会社高松南部３町商店街プロジェクト 

6470005001057

8470005001055

1470005001061

‐ 

8470001013517

バーチャル商店街による商業空間としての

魅力発信等事業 

22 熊本県 熊本市 

熊本市中心商店街等連合協議会 

熊本商工会議所 

株式会社鶴屋百貨店 

‐ 

6330005001632

9330001003051

地元百貨店、商工会議所と連携した広域商

店街による復興応援事業 

23 大分県 別府市 

別府 BIS 南館商店会 

B-Passage テナント会 

JR 九州ビルマネジメント株式会社 

‐ 

‐ 

8290001020267

国際観光温泉文化都市の玄関口として情

報発信コーナー及び交流スペースの整備

事業 

24 沖縄県 那覇市 
波之上通り会 

株式会社沖縄映像センター 

‐ 

7360001000394

空き店舗を活用した、外国人観光客にも対

応できるコミュニティカフェ整備等事業 

25 沖縄県 豊見城市 
豊崎・美らＳＵＮ会 

有限会社コノ街デザイン 

‐ 

4360002009850

インキュベーション施設、情報発信拠点、保

育施設等の地域経済プラットフォーム施設

整備事業 

26 沖縄県 北谷町 デポアイランド通り会 ‐ 
地域の子ども達が芸能を学び、発表の場と

する地域交流施設の整備事業 

 


