
No. 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業名

1 北海道 帯広市 帯広電信通り商店街振興組合 7460105000231
電信通り商店街活性化に向けた
インバウンドと少子化対策事業に
向けた調査事業

2 北海道 紋別市 紋別市商店街連合会 ー

紋別市商業活性化に向けた行
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

3 北海道 浦河郡
浦河町 浦河町大通商店街協同組合 7430005009409

浦河町大通地区商業活性化に
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

4 宮城県 大崎市 七日町中央通り商店街振興組合
横町商店会

9370205000031
ー

七日町中央通り商店街・横町商
店街リノベーションのための調査事
業

5 山形県 山形市 旭銀座睦商店会
特定非営利活動法人アジェンダやまがた

ー
7390005002797

旭銀座睦商店会地域コミュニティ
施設整備のための調査分析事業

6 山形県 酒田市 酒田市商店街連合会 ー

湊町にあった商店街づくりのための
ベースデータと最新データ（意向
調査事業）により21世紀型商
店街づくり事業

7 埼玉県 久喜市 栗橋ひめプラザ協同組合
一般社団法人栗商スタンプ会

3030005004726
7030005005522

栗橋地区商店街の活性化へ向
けてのリニューアル調査分析事業

8 神奈川県 横浜市
中区 ひらがな商店街 ー

ひらがな商店街、地域ブランドの
創出販売施設整備及びインキュ
ベーション施設整備、公共手洗い
等の整備に向けた調査分析事業

平成30年度 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 採択一覧



9 石川県 羽咋郡
志賀町 志賀町商業振興協同組合 2220005005433 ICカードによる商業と行政の連携

事業および地域見守り調査事業

10 三重県 鳥羽市 鳥羽商工会議所 5190005005310
”地域・観光・ビジネス交流の場”
となる複合商業施設整備のため
の総合調査事業

11 大阪府 堺市
南区 泉北光明池専門店事業協同組合 8120105000586

（仮）地域活性化及び地域交
流につながるイベントホール等改
修事業

12 大阪府 松原市 天美商店街振興組合 9120105004066 天美商店街の空き店舗を活用し
た集約型施設整備調査事業

13 兵庫県 神戸市
兵庫区 パークタウン協同組合 6140005003202

「神戸の台所・湊川市場」商業
地区活性化のための、「パークタウ
ン」新業種立地促進事業に向け
た調査分析事業

14 兵庫県 伊丹市 伊丹酒蔵通り協議会
伊丹まち未来株式会社

ー
1140001078013

伊丹酒蔵通り協議会活性化に
向けた空き店舗リノベーション事業
に関する調査分析事業

15 兵庫県 豊岡市 日高町商店会連合会 ー
文化芸術の力を活用した「体験
できる商店街・まちづくりの進化」
に向けた調査分析事業

16 愛媛県 新居浜市 新居浜商店街連盟 ー 新居浜市まちなか商業活性化調
査分析事業

17 福岡県 福岡市
中央区 新天町商店街商業協同組合 1290005001988 インバウンド向け電子決済サービ

ス等の導入に向けた調査事業



18 沖縄県 豊見城市 豊崎・美らSUN会
有限会社コノ街デザイン

ー
4360002009850

豊崎エリアにおけるポストインキュ
ベーション機能調査事業



No. 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業名

1 北海道 雨竜郡
雨竜町 雨竜町商工会 7430005007478

雨竜町商業活性化に向けた行
政連携によるIC型ポイントカード
システム導入事業

2 岩手県 北上市 協同組合江釣子ショッピングセンター 1400005003601
地域高齢者・買物困難者の生活
に優しい買物バスを目指したショッ
ピングバスの運行

3 福島県 会津若松市 神明通り商店街振興組合 3380005007834

創業者育成による商店街活性化
と多世代交流コミュニティ拠点整
備事業（神明通り商店街一体
的整備事業）

4 静岡県 静岡市
葵区

商店街振興組合静岡呉服町名店街
札の辻ビルマネジメント株式会社

2080005001513
1080001021425

静岡呉服町第二地区第一種市
街地再開発事業 ホール取得・整
備・運営事業

5 静岡県 浜松市
西区

浜名商工会
株式会社Re・lation

4080405004279
8080401020540

舘山寺地区商店街 そぞろ歩き
遊歩回廊 まちなか発酵プロジェ
クト

6 富山県 小矢部市 小矢部市商工会 3230005007709 石動駅前商店街の活性化に向
けた拠点整備事業

7 石川県 鳳珠郡
能登町 内浦商店連盟協同組合 1220005006069 お買い物カードに安心・安全を付

加する機能の構築に関する事業

8 滋賀県 守山市 守山銀座商店街振興組合
株式会社バルニバービ

9160005008907
1120001087528

ヘルスケアを核とした地域商業活
性化事業～Total health care
solution～

平成30年度 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） 支援事業 採択一覧



9 大阪府 寝屋川市 大利商店街振興組合 8120005012509
大利商店街の活性化を目指す
宅配事業と宅配ボランティアセン
ター設置等に関する事業

10 奈良県 桜井市 エルト桜井管理組合施設部会 ー
新設される公共施設と一体となっ
て賑わいと交流を生み出すテナン
トの誘致事業

11 鳥取県 倉吉市 倉吉銀座商店街振興組合
株式会社チュウブ

5270005004295
2270001004905

旧ナショナル会館跡地整備事業

12 広島県 庄原市 東城町商工会 3240005005488 地域しあわせ循環型ＩＣカード
整備事業

13 愛媛県 松山市 松山中央商店街連合会
株式会社まちづくり松山

ー
2500001005524

まつやま健幸・賑幸の実現に向け
た行政との連携による共通IC型
ポイントカードシステム整備事業

14 福岡県 北九州市
八幡西区

黒崎駅前新天街協同組合
株式会社まちづくりくろさき

9290805003929
5290801018942

黒崎駅前未利用地の活用に
向けたコミュティカフェを核とした
複合施設の整備

15 長崎県 長崎市
長崎市中央地区商店街連合会
長崎浜んまち商店街振興組合連合会
一般社団法人長崎サービスアンドディベロップメンツ

ー
4310005001454
9310005007307

中央地区商店街・浜んまち商店
街が<稼ぐ商店街・稼ぐ店・安心
して働ける街>になるための事業


