
 

平成 30 年度予備費予算 
商店街災害復旧等事業（商店街にぎわい創出事業） 

 
＜１次募集通常締切分 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 岐阜県 岐阜市 

柳ケ瀬通 3 丁目商店街振興組合 

日ノ出町商店街振興組合 

柳ヶ瀬通一丁目商店街振興組合 

柳ヶ瀬通 2 丁目商店街振興組合 

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 

1200005001617 

8200005001619 

3200005001615 

2200005001616 

6200005001604 

4200005001622 

豪雨・防災に関するシンポジウム及

び商店街エリア回遊スタンプラリー等

の実施 

2 岐阜県 岐阜市 岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会 2200005001624 
商店街案内マップ作成及びクリスマ

ス抽選会開催 

3 岡山県 
岡山市 

北区 
協同組合西奉還町商店会 4260005001195 

武士をコンセプトにしたマルシェ及び

祭作りのワークショップ 

4 岡山県 
岡山市 

北区 
岡山上之町商業協同組合 9260005001389 商店街でのイルミネーション 

5 岡山県 
岡山市 

北区 

協同組合連合会岡山市表町商店街連

盟 
9260005001447 

年末抽選会及び表町バスツアー等

の実施 

6 岡山県 
岡山市 

北区 
岡山駅前商店街振興組合 9260005001975 「桃太郎市」等の開催 

7 岡山県 
岡山市 

北区 
岡山駅前商店街振興組合 9260005001975 e スポーツの体験会 

8 岡山県 高梁市 高梁市成羽町観光協会吹屋支部 ― 「絆」をテーマにしたフォトコンテスト 



 

9 岡山県 高梁市 高梁市成羽町観光協会吹屋支部 ― 
SNS を活用したコスプレイベントの実

施 

10 岡山県 新見市 昭和町商店会 ― 防災に関する PR・展示販売 

11 岡山県 新見市 新見駅前商店会 ― 
新見駅前での飲食デリバリー等の実

施 

12 岡山県 備前市 片上商店街振興協同組合 9260005007675 まちゼミの実施 

13 広島県 
広島市 

中区 
シャレオテナント会 ― 

スポーツ選手によるトークショー及び

プレゼント抽選会等の実施 

14 広島県 
広島市 

安佐南区 
毘沙門通り商店街振興組合 2240005002040 

神戸ルミナリエを目指したイルミネー

ション 

15 広島県 
広島市 

安芸区 
中野駅前商店会 ― 「復活クリスマスカーニバル」の開催 

16 広島県 呉市 呉中通商店街振興組合 8240005006382 
スポーツ選手によるトークショーとチ

ャリティーオークション等の開催 

17 広島県 呉市 呉本通商店街振興組合 9240005005706 
子供向けのプログラミング花火の製

作体験 

18 広島県 三原市 三原臨空商工会 4240005012310 飲食スタンプラリー 



 

19 広島県 尾道市 尾道本通り連合会 ― 
SNS フォトコンテスト、ドローンフィッ

シング及びコンサートの開催 

20 広島県 庄原市 協同組合庄原ショッピングセンター 1240005005218 
タレントによるトークショーおよび抽選

会 

21 広島県 大竹市 大竹駅前商店街振興組合 2240005007114 特産品を活用したイベントの開催 

22 広島県 廿日市市 佐方中央商店会 ― 神楽を中心としたイベントの開催 

23 広島県 廿日市市 廿日市駅通り商店会 ― 

商店街の 50 周年を記念した写真展

及びけん玉をコンセプトにしたイベン

トの開催 

24 広島県 廿日市市 串戸商工振興会 ― 新年抽選会の実施 

25 広島県 
山県郡 

北広島町 
北広島町商工会商業部壬生地区 ― 

ユネスコ無形文化遺産「壬生の花田

植」PR イベント 

26 広島県 
山県郡 

北広島町 
北広島町商工会商業部壬生地区 ― 

地元の写真募集及びカフェギャラリ

ーでの展示 

27 愛媛県 松山市 道後商店街振興組合 1500005001215 カウントダウンイベントの開催 

28 愛媛県 松山市 

松山銀天街商店街振興組合 

松山銀天街第一商店街振興組合 

大街道中央商店街振興組合 

松山大街道商店街振興組合 

まつちか名店会 

4500005001220 

6500005001219 

3500005001213 

7500005001218 

― 

大街道・銀天街・まつちかタウンの歳

末抽選会 



 

29 愛媛県 松山市 松山銀天街第一商店街振興組合 6500005001219 新年抽選会および鏡開き等の実施 

30 愛媛県 松山市 松山大街道商店街振興組合 7500005001218 「新春くじ」の実施 

31 愛媛県 宇和島市 宇和島恵美須町２丁目商店街振興組合 8500005006174 
アマチュア歌謡ショーやキッズ得意

芸発表会等の開催 

32 愛媛県 八幡浜市 八幡浜銀座商店街振興組合 3500005003597 クリスマスセールの実施 

33 愛媛県 大洲市 大洲商店会連合会 ― 
花火の打ち上げ及び売り出しセール

の開催 

34 愛媛県 四国中央市 川之江栄町商店街振興組合 7500005005739 
アーケード天井を活用したイルミネー

ション 

35 愛媛県 四国中央市 川之江栄町商店街振興組合 7500005005739 
和太鼓演奏及びクイズラリー等の実

施 

36 愛媛県 西予市 西予市商工会 6500005003363 
復興乙亥大相撲のパブリックビュー

イング 

37 愛媛県 西予市 西予市商工会 6500005003363 復興のむら軽トラ市の開催 

38 愛媛県 
喜多郡 

内子町 
内子まちづくり商店街協同組合 8500005002826 100 円商店街および餅つき等の開催 

 


