
  

平成 28 年度第 2 次補正予算 商店街・まちなか集客力向上支援事業 

（商店街集客力向上支援事業）第 1 次募集 採択案件一覧 

No. 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業名 

1 北海道 釧路市 釧路和商協同組合 5460005000259  
外国人観光客が楽しく、安心、安全に来街、

体験できる和商市場づくり事業 

2 北海道 芦別市 芦別ポイントカ－ド協同組合 1430005007335  

「行政連携、地域密着一体型街づくり」 地域

にやさしい、健康、子育て支援を目指したポ

イントシステムの構築 

3 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 IC 型ポイントカ－ドシステム整備事業 

4 北海道 ニセコ町 ニセコ綺羅カ－ド会 － 
IC 型多機能ポイントシステム・クラウドシステ

ム導入事業 

5 北海道 下川町 下川町商工会 4450005002364  
下川町内共通 ICポイントカ－ドシステム導入

事業 

6 北海道 美幌町 協同組合スマッピ－カ－ドびほろ 1460305001035  
地域に貢献する IC 型ポイントカ－ドシステム

導入事業 

7 北海道 厚真町 
厚真町商工会 

株式会社あつまスタンプ会 

1430005008820 

2430001054933 
IC 型ポイントカ－ドシステムの導入事業 

8 北海道 士幌町 士幌本町商店街協同組合 1460105001251  
IC 型多機能商店街ポイントカ－ドシステム導

入による集客力・販売力向上事業 

9 宮城県 仙台市 なかやま商店街振興組合 7370005001594  
IC 型ポイントカ－ドシステム・キャッシュレス

端末の導入 



10 山形県 大江町 協同組合大江町商業振興会 1390005007744 
山形県大江町消費喚起につながる IC 型ポイ

ントカ－ドシステム端末等整備事業 

11 福島県 下郷町 下郷町商工会 7380005009769 
下郷町と連携した共通 IC 型ポイントカ－ドシ

ステムの導入 

12 福島県 南会津町 南会津町商業振興協同組合 8380005009743 商店街インバウンド推進事業 

13 埼玉県 川越市 川越市鐘突堂通り商店街 － 
川越市鐘突堂通り商店街 

外国人観光客の集客及び環境整備事業 

14 東京都 中野区 中野ブロ－ドウェイ商店街振興組合 6011205001470 中野ブロ－ドウェイ インバウンド促進事業 

15 神奈川県 川崎市 モトスミ・ブレ－メン通り商店街振興組合 5020005008098 
インバウンド促進の為のＷｉ-Ｆｉ設備設置と外

国人向け体験ツア－実施事業 

16 神奈川県 藤沢市 ３９１ビル商店会 － 
地域密着、高齢者見守り、安心安全機能等

有する、IC 型ポイントカ－ド事業 

17 神奈川県 秦野市 協同組合秦野エ－ススタンプ会 8021005004373 

地域の子供たちや高齢者の安心・安全性を

高めるための機能を搭載した IC 型ポイントカ

－ドシステムの導入事業 

18 新潟県 見附市 ミツケダイヤシ－ル － 
スタンプシ－ルのポイントカ－ド化による商

店街等活性化推進事業 

19 富山県 高岡市 
福岡町商業協同組合 

株式会社ウエルカム福岡 

9230005006556 

5230001011324 

アンテナショップの整備による外国人観光客

増加推進事業 

20 石川県 加賀市 湯の本町商店振興会 － 
インバウンドに～街なかコンシェルジュと「旅

みち案内人」育成事業 
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21 石川県 羽咋市 羽咋市商業協同組合 3220005005630 

商店街の活性化と高齢者・学童の安心安全

生活環境づくりのための ICチップ対応型カ－

ド導入事業 

22 石川県 志賀町 とぎスタンプ会  8700150049750 
地域組織や施設と連携し健康増進や安心シ

ステムを構築する 

23 岐阜県 関市 
協同組合せき商連 

STAMP フ・フ・フ会 

8200005007500 

－ 

健康増進・経済振興・投票率向上施策と連

携した商店街の売り上げ伸長のための IC 型

ポイントカ－ド導入事業 

24 静岡県 静岡市 

商店街振興組合静岡呉服町名店街 

呉六名店街 

商店街振興組合静岡紺屋町名店街 

商店街振興組合七間町名店街 

両替町二丁目発展会 

けやき通り発展会 

I Love しずおか協議会 

2080005001513 

－ 

7080005001517 

9080005001515 

－ 

－ 

－ 

静岡“おまち”ストリ－トWi-Fi環境整備 及び 

地域情報システム構築事業 

25 静岡県 御殿場市 
協同組合森の腰商栄会 

株式会社アクティブモコ 

4080105001188 

5080101003939 

IC 型ポイントカ－ドシステムの導入運用と、

健康ポイント付与による高齢者見守りサ－ビ

スの実施 

26 愛知県 名古屋市 
金山商店街振興組合 

有限会社磨里書房 

3180005003300 

1180002020804 

インバウンド需要取り込みに向けた地域滞

留サ－ビス事業 

27 愛知県 豊川市 本町商店街振興組合 4180305008403 
Wi-Fi 環境整備、ホ－ムペ－ジ多言語化、防

犯カメラ設置事業 

28 滋賀県 甲賀市 甲賀市カ－ド事業協議会 － 
自律的な地域循環型経済の構築に寄与する

ＩＣ型ポイントカ－ドシステム整備事業 

29 京都府 京都市 伏見大手筋商店街振興組合 3130005004534 

伏見大手筋商店街 外国人見込み客の拡

大・創出プロジェクト もう一つの京都「伏見」

の伝承による地域と商店街への新規見込み

客の集客と整備事業 

30 京都府 京都市 龍安寺参道商店街 － 
龍安寺参道商店街「まちなか集客・安心安

全・おもてなし」事業 
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31 京都府 京都市 四条大宮商店街振興組合 3130005004575  四条大宮商店街 地位向上プロジェクト 

32 大阪府 大阪市 せんば心斎橋筋協同組合 4120005005978  
せんば心斎橋筋商店街 外国人観光客への

情報提供事業 

33 大阪府 大阪市 駒川商店街振興組合 1120005004215  

インバウンド対策のためのインフラ整備事

業：Wi-Fi 環境、およびホ－ムペ－ジ、SNSペ

－ジの運用による集客向上 

34 大阪府 大阪市 千林商店街振興組合 7120005004259  
地域資産と IT を活用した新たな魅力発信に

よるインバウンド対策事業 

35 大阪府 大阪市 十三東二仲町商店会 － 
デジタルサイネ－ジ設置、多言語化コンテン

ツ構築、防犯カメラ増設事業 

36 大阪府 大阪市 
うえほんまちハイハイタウン管理組合店

舗等部会 
－ 

多言語での施設ガイドブック兼ク－ポンブッ

クの制作及び配布 

37 大阪府 岸和田市 泉州卸商業団地協同組合 4120105005845  

フリ－Wi-Fi を利用したインバウンド向け広報

宣伝事業とそれに伴う防犯カメラの増設によ

る安全安心の商店街づくりの推進 

38 大阪府 枚方市 枚方市川原町商店会 － 
外国人観光客来街増加の為の商店街国際

化事業 

39 大阪府 寝屋川市 寝屋川駅前広域ポイントカ－ド会 － 高齢者見守り・こども安心システムの構築 

40 兵庫県 神戸市 一般社団法人セルバ名店会 8140005022233  
消費喚起を目的とした IC カ－ドポイントシス

テムの整備事業 

41 兵庫県 神戸市 一般社団法人有馬商店会 6140005022094  有馬千軒プロジェクト 
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42 兵庫県 神戸市 元町１番街商店街振興組合 5140005002675  
元町１番街商店街インフォメ－ションセンタ－

整備事業 

43 兵庫県 伊丹市 伊丹商店連合会 － 
地域通貨ポイント「いたみんポイント」普及促

進による市内周辺地域への活性化波及事業 

44 兵庫県 丹波市 
柏原町商店街連合会 

株式会社まちづくり柏原 

－ 

6140001041338 

AP・WEB・MAP 整備によるインバウンド受け

入れ体制強化事業 

45 香川県 高松市 高松兵庫町商店街振興組合 4470005001059  
高松兵庫町商店街インバウンド消費需要促

進事業 

46 愛媛県 松山市 

松山大街道商店街振興組合 

大街道中央商店街振興組合 

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 

7500005001218 

3500005001213 

6500005001219 

4500005001220 

2500001005524 

松山市まちなかインバウンド誘客促進事業

～みんなでつくろう松山のまち、を世界へ発

信～ 

47 愛媛県 内子町 
内子まちづくり商店街協同組合 

特定非営利活動法人 Project A.Y. 

8500005002826 

7500005003362 

内子町古民家再生インバウンド宿泊施設整

備事業 

48 福岡県 北九州市 
魚町商店街振興組合 

魚町一丁目商店街振興組合 

3290805000048 

6290805003741 
魚町銀天街ダイバ－シティ構築事業 

49 大分県 別府市 別府やよい商店街振興組合 7320005002705  
ビジット・ベップ～やよい天狗の集客力向上

事業 

50 鹿児島県 鹿児島市 天文館商店街振興組合連合会 1340005001578  
ICT インフラ整備事業（多言語対応ポ－タル

サイト開発） 
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