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1 北海道 札幌市 行啓通商店街振興組合
行啓通商店街振興組合　創立５０周年記念事業「商店街と学生によ
る街づくりワークショップ」

2 北海道 札幌市 札幌狸小路商店街振興組合 広域商店街間物産交流コラボイベント

3 北海道 札幌市 北２４条商店街振興組合 に～よん地域連携エンジョイプログラム

4 北海道 函館市 函館梁川商興会 「秋の梁川　ＲＹＯＵＳＥＮ　フェスト」

5 北海道 函館市 函館朝市協同組合連合会 函館朝市商店街集客力向上事業

6 北海道 函館市 美原商店街振興組合 ２０１３美原商店街Ｘ’ｍａｓ賑わいフェスタ・イルミネーション事業

7 北海道 函館市 五稜郭商店街振興組合 五稜郭街づくり構築推進事業

8 北海道 小樽市 小樽堺町通り商店街振興組合 小樽堺町通り「おもてなし散歩事業」

9 北海道 小樽市 小樽サンモール一番街商店街振興組合 サンモール一番街　にぎわいの街づくり事業

10 北海道 旭川市 旭川平和通商店街振興組合 買物公園座談会・商店街情報誌の発行

11 北海道 旭川市 豊岡商店街振興組合 豊岡商店街コミュニティ創出事業

12 北海道 北見市 北見市商店街振興組合連合会 北見市中心商店街イルミネーション・ビュー事業

13 北海道 留萌市 留萌駅前大通商店街振興組合 留萌駅前地域×観光コミュニティ創出事業

14 北海道 名寄市 商店街振興組合名よせ通り 名よせ通りウエルカム事業

平成２４年度補正　地域商店街活性化事業 第２次募集

＜採択一覧＞

事業名都道府県名 商店街振興組合等の名称市区町村
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15 北海道 千歳市 北新商店街振興組合 北新商店街＆北新コミュニティ新聞の発行

16 北海道 深川市 深川市商店街振興組合連合会 商店街活性化イベント＆空き地・空き店舗チャレンジ事業

17 北海道 富良野市 新相生商店街振興組合 ＡＩＯＩまちなかコミュニティ事業（まちコミ）

18 北海道 下川町 下川町商工会 地域コミュニティー力発揮商店街活性化事業

19 北海道 清里町 清里町中央商店街協同組合 人と地域資源が集まる商店街事業

20 北海道 滝上町 滝上町商工会 童話村たきのうえ　地域商店街再生事業（調査・イベント事業）

21 北海道 洞爺湖町 洞爺湖町商工会 洞爺駅前大通りにぎわい創出事業

22 北海道 陸別町 陸別町商工会 陸別市街地活性化事業

23 青森県 弘前市 弘前上土手町商店街振興組合 上土手町秋のにぎわい事業

24 青森県 八戸市 協同組合　八食センター 客数ボトム月・平日客数増加事業

25 青森県 八戸市 商店街振興組合三日町三栄会 三日町商店街「三の市いきいきライフ」事業

26 青森県 三戸町 協同組合三戸スタンプ会 三戸町商店街「子供いきいきにぎわい事業」

27 岩手県 盛岡市 盛岡市肴町商店街振興組合 肴町金曜倶楽部

28 岩手県 北上市 協同組合江釣子ショッピングセンター 江釣子ショッピングセンター・パル　開店32周年キャンペーンイベント

29 岩手県 北上市 ツインモールプラザ　テナント会 ツインモールプラザ街なか活性化プロジェクト
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30 岩手県 陸前高田市 高田大隅つどいの丘商店街 陸前高田　五の市まぢの日活性化事業

31 岩手県 奥州市 水沢駅通り商店街振興組合 みずさわ駅通り楽市開催事業

32 宮城県 気仙沼市 一般社団法人復興屋台村 ONE-LINE　気仙沼クリスマスイルミネーションプロジェクト

33 秋田県 秋田市 秋田市広小路商店街振興組合 ＨＩＲＯＫＯＪＩ―冬のエンジェルプロムナード

34 秋田県 秋田市 なかいちテナント会 「なかいちグルメフェア２０１３」

35 秋田県 秋田市 協同組合　秋田市民市場 秋田市民市場味覚フェスティバル

36 秋田県 秋田市 秋田ベイパラダイス協同組合 みる冬　きく冬　さわる冬　ベイパラ輝き大作戦

37 秋田県 秋田市 秋田パティオ協同組合 サン・パティオ大町集客力アップ事業

38 秋田県 大館市 大館市御成町二丁目商店街振興組合 大館雪まつり

39 秋田県 湯沢市 湯沢市大町商店街振興組合 湯沢市大町　まちの駅プロモーション

40 秋田県 鹿角市 かづの花通り商店街振興組合
「かづのシャイニングストリート２０１３　ｉｎ花通り商店街」～輝きアッ
プ！「光と笑顔の集う花通り、再発見！？」～

41 山形県 山形市 南十日町商店街 南十日町観光・誘客促進事業『山形まちのにぎわい祭り』

42 山形県 山形市 七日町一番街商店街振興組合 「コミュニティ・プロデュースによる繋がりデザイン創造」事業

43 山形県 米沢市 米沢市平和通商店街振興組合
西條天満公園のイベントスペースを活用した中心市街地活性化事
業

44 山形県 最上町 もがみ南部商工会 まちなか図書館づくり事業
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45 山形県 高畠町 庁舎通り商店街振興会 街路灯に設置したオブジェを活用した商店街活性化事業

46 山形県 川西町 川西町商工会 商店街キラキラ計画（表参道・五日町商店会活性化事業）

47 福島県 福島市 福島駅前通り商店街振興組合
福島駅前通り商店街設立５０周年記念～福島市街地の賑わいは福
島駅前から～ワイン・ヴァン・ヴィーノ　フクシマ　事業

48 福島県 会津若松市 芦ノ牧商栄会 芦ノ牧温泉大芋煮会事業

49 福島県 会津若松市 ＯＲＰ（大町通り活性化協議会） 大町通り　リノベーションプロジェクト

50 福島県 会津若松市 会津若松市役所通り商店街振興組合 路地裏アートプロジェクト　ｉｎ　市役所通り

51 福島県 会津若松市 会津若松市商店街連合会 （仮称）あいづ商業まつり

52 福島県 郡山市 郡山市中央商店街振興組合 郡山市中央商店街ウィンターフェスティバル２０１３

53 福島県 白河市 白河市商店会連合会 白河市商店街集客力・販売力向上事業

54 福島県 相馬市 田町商店街振興組合 田町商店街にぎわい魅力アップ事業

55 福島県 伊達市 保原町商工会 保原町中央商店街　集客力・利便性アップ事業

56 福島県 川俣町

鉄炮町商店会
瓦町商店会
中丁商店会
本町商店会
駅前商店会

新絹市

57 茨城県 水戸市 南町二丁目商店街振興組合 南町メインストリート活性化プラン

58 茨城県 水戸市 南町三丁目商店街振興組合
「みなさん巡り」　商店街オフィシャルマガジン発行とオフィシャルサ
イト開設等広報による商店街来街及び個店来店向上事業

59 茨城県 水戸市 本局前商店会
学生と商店街の協働による空き店舗活用事業　「co-laboプロジェク
ト」
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60 茨城県 日立市
ひたちぎんざもーる商店会
日立銀座中央商店街振興組合
パティオモール商店会

商店街の街歩きを目的としたイベント開催と後継者育成のための若
手育成塾事業

61 茨城県 取手市 取手駅東口商店会 取手街道　商人縁日　（とりでかいどう　あきんどえんにち）

62 茨城県 ひたちなか市 協同組合　那珂湊ショッピングセンター
那珂湊ショッピングセンター　ピアポート　魅力アップ事業（消費者動
向調査に基ずく長期存続型テナントリーシングおよび地元密着型販
促イベントの実施）

63 茨城県 潮来市 ララルー協同組合 大創業祭「ふれあい広場」作り事業

64 茨城県 常陸大宮市 中心商店街活性化推進協議会 おしゃらぐ常陸大宮！！中心商店街から元気とどけっぺプロジェクト

65 栃木県 宇都宮市 日野町商店街振興組合 ひのまち秋まつり

66 栃木県 宇都宮市 宇都宮大学前商店会 年末感謝セール・イルミネーション事業

67 栃木県 宇都宮市 ミネ銀座商店会 夜も明るい街づくり！街路灯新装1周年記念福引大抽選会事業

68 栃木県 足利市 足利市通1丁目商業会 輝きイルミネーション事業

69 栃木県 足利市 足利市通２丁目東商業会 まちなか元気イルミネーション事業

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

71 栃木県 日光市 日光市商店連合会 （仮称）ひかりの郷日光国体歓迎大売出し

72 栃木県 大田原市 大田原商店連盟 賑わいフェスタ

73 栃木県 那須烏山市 金井商栄会 金井商栄会謝恩まつり・イルミネーション事業

74 群馬県 前橋市 桂萱商工振興会 桂萱商工振興会活性化事業
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75 群馬県 前橋市 前橋中心商店街協同組合 テーマ別まちなかウォーキングコース策定、及びウォークラリー開催

76 群馬県 前橋市 駅前通り商交会 前橋駅前通り活性化事業

77 群馬県 前橋市 文天周辺商工会
文天周辺商工会　「　地域の絆でつくる、いきいきにぎわい創造事業
」

78 群馬県 高崎市 高崎卸商社街協同組合 高崎問屋町情報発信事業

79 群馬県 富岡市 富岡市仲町事業協同組合 「まちなかすいせんまつり」

80 群馬県 みなかみ町 猿ヶ京ネットワーク三国街道商店会
猿ヶ京ネットワーク三国街道商店会「歴史ある良きふる里」町づくり
事業

81 埼玉県 さいたま市 さいたま北商工協同組合
「宇宙までライトアップ！　ＫＩ－ＴＡくんも応援！！　商店街が元気で
ナイト！！！」事業

82 埼玉県 さいたま市 北浦和西口銀座商店街振興組合 ハローハローハロウィーーン！変身大作戦

83 埼玉県 さいたま市 南浦和商店会
うなぎのぼりプロジェクトとコミュニケーションワークショップ・ウオー
キング

84 埼玉県 さいたま市 いわつきポイントカード事業協同組合 岩槻わくわくカード・さいたまクリテリウム連携事業

85 埼玉県 さいたま市 岩槻商店会連合会 岩槻商店街ガイドブック作成事業

86 埼玉県 川越市 アトレテナント会 アトレテナント会販売促進事業

87 埼玉県 川越市 川越一番街商業協同組合
川越のイベント等の収集、整理、発信による集客のための情報基盤
の確立

88 埼玉県 熊谷市 星川通り商店街振興会 マイ・クリスマスツリーｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｓｔａｒ　ｒｉｖｅｒ

89 埼玉県 川口市 川口銀座商店街振興組合 「被災地復興支援を中心にした地域間交流拠点の創造」
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90 埼玉県 川口市 芝園団地商店会
芝園団地商店会　『ニーハオ！ＳＨＩＢＡＺＯＮＯ！フェスタ』（中国人
文化交流事業）

91 埼玉県 川口市 川口青五商店会 川口青五商店会　ありがとう祭りの集い事業

92 埼玉県 秩父市 中町商栄会 中町を歩こう！歩いて楽しい街づくり事業

93 埼玉県 秩父市 上町商栄会 上町商栄会　イルミストリート事業

94 埼玉県 所沢市 所沢ファルマン通り商店街
商店街イルミネーション装飾・埼玉西武ライオンズ選手による点灯式
選手直筆サインプレゼント

95 埼玉県 飯能市 協同組合　飯能銀座商店街 埼玉Ｂ級ご当地グルメ大会記念「１００円商店街」

96 埼玉県 東松山市 ぼたん通り商店会 ぼたん通り　イルミネーションにぎわいフェスティバル事業

97 埼玉県 深谷市 深谷商店街連合会 華の宿場まつり

98 埼玉県 草加市 わいわいロード商店街振興組合
益子と草加の広域経済交流コミュニティ事業　益子陶器市ｉｎわいわ
いロード商店街

99 埼玉県 越谷市 越谷新町商店会 越谷新町商店会越ヶ谷宿魅力共有事業

100 埼玉県 蕨市 蕨西口みゆき商店会 蕨西口みゆき商店会

101 埼玉県 蕨市 中仙道蕨宿商店街振興組合 中仙道蕨宿「光と音のページェント」

102 埼玉県 戸田市 戸田中央商店会 戸田中央商店会集客力向上事業

103 埼玉県 入間市 町屋通りまちづくり商店街振興組合 笑う門には福来る！　「東日本復興支援市」「招福町屋寄席」事業

104 埼玉県 志木市 ぺあもーる商店会 ぺあもーる市
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105 埼玉県 富士見市
つるせよさこい祭り実行委員会（鶴瀬西商店会
連合）

第８回　つるせよさこい祭り

106 埼玉県 富士見市 鶴瀬駅前通り商店会 第２回　夢灯り大市（灯篭祭り）

107 千葉県 千葉市 富士見商店街協同組合 第３回ふじみのハロウィン事業

108 千葉県 松戸市 松戸駅周辺商業協同組合 「まつど歳時記」及び「まつど街なか音楽祭」

109 千葉県 成田市 成田空港通り活性化協議会 「成田空港通り」アクティブ化推進事業

110 千葉県 佐倉市 佐倉城下町商店会
佐倉城下町商店街マップ作成事業＆金毘羅縁日ふれあいマーケッ
ト拡大事業

111 千葉県 東金市 東金商店街連合協同組合（東商連）
徳川家康来訪400周年祭＆歳末売出期に併せた東商連ワンコイン
マーケット＆プロジェクションマッピングまたはデジタル掛軸

112 千葉県 柏市 協栄商店会 協栄商店会　プロジェクション・マッピング事業

113 千葉県 柏市 松葉中央商店会 松葉町地域住民との協働による地域活性化事業

114 千葉県 柏市 柏市商店会連合会
柏市商店会連合会『地域商店会ＰＲ大作戦及び被災地復興支援イ
ベント』

115 千葉県 八千代市 八千代市村上中央商店街振興組合 ＰＩＰネットカフェコミュニティー事業

116 千葉県 香取市 協同組合佐原信販 「ふるさとフェスタさわら２０１３」スタンプラリー事業

117 東京都 千代田区 九段商店街振興組合 九段商店街　まちあるき促進事業

118 東京都 千代田区 秋葉原電気街振興会 既存マップを活用した秋葉原電気街会員店舗への誘導強化事業

119 東京都 港区 赤坂一ツ木通り商店街振興組合 赤坂一ツ木通り商店街　ＰＲ拠点開発事業
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120 東京都 港区 青山三丁目商店会 ウエディング町コン及びガイドブック・マップ制作

121 東京都 新宿区 早稲田商店会 早稲田商店会　絆（きずな）プロジェクト

122 東京都 新宿区 荒木町商店会 荒木町PR事業

123 東京都 台東区 浅草すしや通り商店街振興組合 浅草すしや通りアーケード改修3周年事業

124 東京都 台東区 御徒町駅南口商店会 おかちまちパンダ広場開場一周年記念『クリスマスイベント』

125 東京都 台東区 上野中央通り商店会 うえの谷中秋の吟行

126 東京都 台東区 谷中銀座商店街振興組合 来街者のための谷中マップ事業およびWebチラシ、広告

127 東京都 台東区 上野・浅草通り神仏具専門店会 「祈りの心」復興プロジェクト

128 東京都 台東区 一葉桜千束入谷振興会 千束入谷活性化事業

129 東京都 台東区 六区ブロードウェイ商店街振興組合 浅草六区の歴史と世界のフードフェスタ活性化事業

130 東京都 台東区 協同組合浅草商店連合会 広い浅草活性化事業

131 東京都 台東区 アサヒ商店街振興組合 靴みがき世界一へ挑戦！

132 東京都 台東区 国際通り商興会 国際通り商興会活性化事業

133 東京都 江東区 砂町銀座商店街振興組合 砂銀ウインターフェスティバル

134 東京都 江東区 豊洲商友会協同組合 フラワーポットに花を咲かせる事業
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135 東京都 品川区 西小山商店街東栄会 西小山の秋冬を彩る　コミュニティ活性化事業

136 東京都 品川区 戸越公園駅前南口商店会 子供と家族の笑顔が光り輝くイルミネーション事業

137 東京都 品川区 大井光学通り商店街 産直物産を活用した特色ある飲食店づくり事業

138 東京都 品川区 大井サンピア商店街振興組合 大井サンピア商店街　ウインターイベント事業

139 東京都 品川区 戸越銀座商店街振興組合 ０２０型ソーシャルメディアを活用した商店街の情報発信力強化事業

140 東京都 品川区 武蔵小山一番通り商栄会 一番通り商栄会町歩きマップ

141 東京都 品川区 大井銀座商店街振興組合 商店街のガイドブック制作による地域住民（顧客）との関係強化事業

142 東京都 目黒区 中目黒駅前商店街振興組合 中目黒はつらつタウン　臨時増刊号

143 東京都 目黒区 学芸大学西口商店街振興組合 学大西口ポケットガイド製作

144 東京都 目黒区 目黒区商店街振興組合連合会 ゆるキャラを活用した商店街活性化事業

145 東京都 大田区
平和島駅商店会
大森ミハラ通り仲町商店会
大森銀座商店街振興組合

京急特別切符　平和島地域版　事業

146 東京都 大田区 蒲田本町商店会
～蒲田本町商店街６０周年記念事業～「温かく！明るく！住み良
い！」より安心安全な通りづくり

147 東京都 世田谷区 しもきた商店街振興組合
下北沢周辺住民を中心とした需要調査（通行量調査）と下北沢地域
ポータルサイトによる最新Web調査結果に基づく組合店集客・認知
度増加のための参加型イベントの開催

148 東京都 世田谷区 世田谷駅前商店街振興組合 マップで見る安心・安全な商店街と防火・防災フェア

149 東京都 世田谷区 三軒茶屋銀座商店街振興組合
スマートフォン対応来店促進型ＳＮＳを活用した商店街の魅力発信
力向上事業
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150 東京都 世田谷区 明大前商店街振興組合 「がんばれ明大前ピースメーカー図」

151 東京都 世田谷区 用賀商店街振興組合
地域フリーマガジンのウェブメディアへの拡張と情報発信力強化事
業

152 東京都 世田谷区 下高井戸商店街振興組合 「しもたか生活防災情報満載！店舗カタログ」制作事業

153 東京都 渋谷区 渋谷公園通商店街振興組合 スマートフォンによる店舗情報発信および来店誘導事業

154 東京都 渋谷区 渋谷西郷馬車道通り商店会 西郷馬車道通り活性化プロジェクト

155 東京都 中野区 レンガ坂商店会 商店街の存在感を強くする事業

156 東京都 中野区 実業桃光会桃園商店街 商店街のテーマパーク化研究事業

157 東京都 中野区 中野北口　昭和新道商店街 昭和メロディアスナイト　第５幕　～昭和の縁日ライブ～

158 東京都 中野区 沼袋親交会 商店街に面する道路拡幅をひかえた地域住民のニーズ調査

159 東京都 中野区 中野区商店街連合会 中野の逸品グランプリ２０１４

160 東京都 杉並区 高円寺北中通り商栄会 高円寺北中テレビ

161 東京都 杉並区 高円寺商店街連合会 高円寺情報ステーション

162 東京都 杉並区 教会通り新栄会 みんなおいでよ！「安全」商店街で「安心」買い物大作戦

163 東京都 杉並区 永福町駅北口商和会 永福町北ろーど大変身プロジェクト

164 東京都 豊島区 東池袋栄町通り商店会
クリスマスを中心とした年末年始のイベントによる商店会活性化事
業
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165 東京都 豊島区

池袋本町中央通り商店会
池袋本町通り商店会
池袋協和会
ふれあいロード北池

イケホン元気事業

166 東京都 豊島区 庚申塚商栄会 ２０１３すがも「花街道」プロジェクト事業

167 東京都 北区 東豊名店街 コミュニティ難民を取り込むコモディティ・コミュニティ形成事業

168 東京都 荒川区 小台本銀座柳会 地域密着を核とした「小台本銀座柳会」にぎわい創出事業

169 東京都 板橋区 板橋区商店街連合会 板橋区商店街連合会青年部　「板橋街道」活性化事業

170 東京都 板橋区 ハッピーロード大山商店街振興組合 コミュニティペーパーと連動した「いたばしカルタ取り大会」事業

171 東京都 江戸川区 平井親和会商店街振興組合 平井親和会商店街活性化事業

172 東京都 八王子市 三和会商店街振興組合 「街の新たな賑わい『光のトンネル』」イルミネーション事業

173 東京都 八王子市 八王子駅北口商店会
Ｘｍａｓ＆ｈａｐｐｙ　ｎｅｗ　ｙｅａｒイルミネーション「ｗｅ　ｌｏｖｅ　Hａｃｈｉｏｊｉ
キャンペーン」事業

174 東京都 八王子市 駅前銀座通商栄会 新たな賑わい「市民と街とイルミネーション」事業

175 東京都 八王子市 パーク壱番街商店会 新たな賑わい「光の花を咲かせるイルミネーション」事業

176 東京都 八王子市 西放射線通り商店街振興組合 「光と出会うまち歩き＆光の銀河鉄道」イルミネーション事業

177 東京都 八王子市 八王子綜合卸売協同組合 カルチャー教室及び買物困難者支援無料送迎バス運行事業

178 東京都 立川市 立川市商店街振興組合連合会 立川まち探訪ガイド作成＆たちかわ商店街検定イベント

179 東京都 青梅市 協同組合東栄会 協同組合東栄会　映画祭イルミネーション事業
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180 東京都 昭島市 昭島市商工会 あきしまちコン＠商店街

181 東京都 国分寺市 国分寺駅南口商店会 らぶんじ「まちのしごと」づくりプロジェクト

182 東京都 国立市 矢川メルカード商店会 矢川メルカード商店街活性化事業

183 東京都 福生市 福生商店街協同組合 第１回ハッピーＢＡＲ(バル）タウン福生

184 東京都 福生市 銀座商栄会 銀座商栄会「こんにちは！昼夜マップ」制作

185 東京都 福生市 福生武蔵野商店街振興組合 ヨコタベースサイドハロウィンストリート事業

186 東京都 狛江市 御台橋商栄会 個店・商店街・地域の魅力発信事業

187 神奈川県 横浜市 生麦魚介商組合 生麦商店街海鮮市場情報発信事業

188 神奈川県 横浜市 大口通商店街協同組合 立ち止まって大口　じっくり味わう商店街　事業

189 神奈川県 横浜市 大口1番街 大口１番街　ふれあい秋まつり

190 神奈川県 横浜市 六角橋商店街連合会 六角橋商店街　食べくら横丁

191 神奈川県 横浜市 伊勢佐木町1・2丁目地区商店街振興組合 イセザキ・モール１・２Ｓｔ．　「おもてなし力」向上プロジェクト

192 神奈川県 横浜市 協同組合元町エスエス会 メディアミックスによる元町ブランド発信強化事業

193 神奈川県 横浜市 横浜中華街発展会協同組合 第６回「美食節」横濱中華街フードフェスティバル

194 神奈川県 横浜市 本牧リボンファンストリート商店会 ＬＩＶＥのネット放送「ＵＳＴＲＥＡＭ」による商店街、地域情報発信事業
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195 神奈川県 横浜市 麦田町発展会
店舗と地域の情報をネット放送を活用して発信する地域コミュニティ
放送事業

196 神奈川県 横浜市 横浜弘明寺商店街協同組合 「若いお客をもっと増やそう」弘明寺商店街ＰＲ強化事業

197 神奈川県 横浜市 千丸台連合商店会 千丸台連合商店会　活性化事業

198 神奈川県 横浜市 天王町商店街協同組合 １０年プロジェクト　次世代が継ぎたくなる商店街・まちづくり事業

199 神奈川県 横浜市 サンモール洋光台 サンモール洋光台　光の商店街と地域活性化イベント事業

200 神奈川県 川崎市 川崎大師表参道商業協同組合 川崎大師平成グルメ創作イベント

201 神奈川県 川崎市 桜本商店街振興組合
桜本商店街多文化共生フェスタ事業～外国人居住者を含む地域住
民の「ふるさと」づくり～

202 神奈川県 川崎市 平間銀座商店街振興組合 ひらまぎんざオータム　ラッキーフェスタ

203 神奈川県 川崎市 さぎ沼商店会
さぎぬま★（スター）ぷらっとゼミナール～マイスターに習ってスター
になる！～

204 神奈川県 川崎市 麻生区商店街連合会 フードフェスイベントと連携した商店街情報発信事業

205 神奈川県 相模原市 相模原西商店街協同組合 アートフェスティバルｉｎさがみはら事業

206 神奈川県 相模原市 上溝商店街振興組合 上溝商店街の骨董市＆フリーマーケット

207 神奈川県 横須賀市 北久里浜商店街振興組合 北久里浜商店街ガイドブック作成及びイベント事業

208 神奈川県 横須賀市 大滝商店街振興組合 異文化交流広場（ビッグアメリカ村）コミュニティー事業

209 神奈川県 横須賀市 衣笠仲通り商店街協同組合 衣笠仲通り商店街「衣笠ワンダーランド商店街事業」
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210 神奈川県 横須賀市 三笠ビル商店街協同組合 サイネージを活用したイベント情報・店舗情報提供事業

211 神奈川県 平塚市 湘南スターモール商店街振興組合 湘南スターモール商店街イメージキャラクター活用事業

212 神奈川県 平塚市 西海岸商店街振興組合 西海岸商店街買い物便利マップ作成事業

213 神奈川県 藤沢市 湘南辻堂商店会 湘南辻堂商店会あなたが主役オンステージ

214 神奈川県 藤沢市 長後商店街協同組合 街の映画館「キネマ長後」ビデオ撮影会

215 神奈川県 藤沢市 湘南銀座商店街振興組合 ＴＨＥ　辻堂！！

216 神奈川県 小田原市 駅前おしゃれ横丁商店会 おしゃれ横丁低迷防止対策活動

217 神奈川県 小田原市 小田原市商店街連合会 小田原駅周辺商店街　謎解きイベントによる活性化事業

218 神奈川県 小田原市 栢山商工振興会 金次郎の里・かやま　２０１３冬のわくわくイベント

219 神奈川県 小田原市 小田原錦通り商店街協同組合 ウィンターイルミネーション事業

220 神奈川県 茅ヶ崎市 南駅前商店会 茅ヶ崎生活のすすめ　まちの資源で商店街元気アップ

221 神奈川県 茅ヶ崎市 ラチエン通り商店会 ラチエン祭

222 神奈川県 逗子市 東逗子商栄会 魅力度アップ東逗子　イルミネーション強化事業

223 神奈川県 逗子市 新逗子通り商店会 亀岡八幡宮を中心とした地域連携活性化プロジェクト

224 神奈川県 座間市 座間市商店会連合会 地域イベントネットワーク事業「ざまアプリ」
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225 神奈川県 座間市 ひばりショッピングタウン 「地域の絆づくり！ひばりフェスティバル」

226 神奈川県 箱根町 箱根宮ノ下商店会 宮ノ下さんぽ

227 神奈川県 箱根町 箱根畑宿商店会 畑宿商店会集客拡大事業（寄木フェア開催等）

228 神奈川県 箱根町 元箱根観光協会 元箱根観光協会神社通り集客拡大事業

229 神奈川県 愛川町 愛川町商店会連合会 あいかわ商店街逸品ガイド作成事業

230 新潟県 新潟市 新潟中心商店街協同組合
古町地区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）

231 新潟県 見附市 今町ホームスタンプ会 いままち百縁笑店街

232 新潟県 上越市 直江津中央商店街振興組合 『街なかカルチャー』

233 富山県 富山市 大手モール振興会 キラキラ笑顔プロジェクト

234 富山県 富山市 上新町商工振興協同組合 空き店舗活用した実験イベントとマーケティング調査・分析事業

235 富山県 高岡市 福岡町商業協同組合 福岡町商業協同組合情報発信事業

236 富山県 氷見市
氷見市比美町商店街振興組合
氷見市中央町商店街振興組合

比美町・中央町商店街　氷見のふるさと商店街づくり事業

237 石川県 金沢市 金沢駅前第一ビル株式会社
金沢駅通り線・再開発事業完工記念イベント事業～灯りのシンボル
ロード形成と地域が一体となる“おもてなし”～

238 石川県 金沢市 新天地商店街振興組合 「金沢新天地創造塾」

239 石川県 七尾市 一本杉通り振興会 一本杉通り振興会　魅力アップ大作戦！
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240 石川県 輪島市 輪島商工会議所 新交通システムによる誘客促進商店街活性化事業

241 石川県 白山市
中町商店街開発協同組合
大町商店街協同組合
安田町商店街協同組合

「まるごとアートでまちづくり」事業

242 石川県 志賀町 地頭町商店連盟 第２回「万灯祭」～若者と一緒に富来を元気に～

243 福井県 福井市 福井駅前五商店街連合活性化協議会 福井駅前五商店街連合活性化協議会　集客イベント開催事業

244 福井県 福井市 協同組合福井ショッピングモール 地域の生活シーンに根差した　ふくい伝統工芸品　展示・販売事業

245 福井県 大野市 大野三番商店街振興組合 あれから？年！！三番商店街　むかし物語　事業

246 福井県 坂井市 協同組合　本町商店会 『その道のプロが貴方に教える凄技　伝授会』

247 福井県 坂井市 坂井市商工会 坂井市商工会　「食」による地域活性化事業

248 山梨県 身延町 身延町商工会 門内商店街活性化トレイルランニングレース

249 長野県 松本市 松本駅前通り商店街振興組合 「松本駅前　歩いて楽しいまちづくり活性化事業」

250 長野県 上田市 天神商店街振興組合 信州上田天満宮祭ＩＮ天神商店街

251 長野県 茅野市 宮川商業会 「くらと歴史発見」宮川みちくさ歩き事業

252 岐阜県 岐阜市
神田町５丁目商店街振興組合
神田町六丁目商店街振興組合

「まるかん！」　まるごと神田町！

253 岐阜県 美濃市 美濃俵町商店街振興組合 地域商店街活性化事業

254 岐阜県 羽島市 商店街振興組合羽島市商店街連盟 美濃竹鼻なまずまつり　コスプレパレード
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255 静岡県 静岡市 商店街振興組合七間町名店街
商店街振興組合　七間町名店街　『第１回　七間町ストリートファッ
ションショー』事業

256 静岡県 静岡市 七ぶらシネマ通り繁栄会 七ぶら今昔物語

257 静岡県 静岡市 駅南銀座振興会 ご当地ヒーローセッシャー１を活用した商店街ＰＲ事業

258 静岡県 静岡市 清水駅前銀座商店街振興組合 新規来街者誘致事業　～富士山コスプレ世界大会２０１３～

259 静岡県 浜松市 肴町発展会 雅楽演奏会による肴町のパワースポットＰＲ事業

260 静岡県 浜松市 後道繁栄会連合会 後道繁栄会連合会・女性顧客開拓に向けた情報発信事業

261 静岡県 浜松市 田町東部繁栄会 ゆりの木ｄｅノスタルジー

262 静岡県 沼津市 沼津あげつち商店街振興組合 あげつち商店街イベント事業

263 静岡県 沼津市 ぬまづみなと商店街協同組合 ぬまづみなと商店街の集客力向上と魅力発信事業

264 静岡県 沼津市 沼津仲見世商店街振興組合 ファンタジアクリスマス

265 静岡県 富士宮市 富士宮駅前通り商店街振興組合 フジサンマルマルシェ　～みんな大好き　３７７６ｍのアイドル～

266 静岡県 焼津市 焼津駅前通り商店街振興組合 クリスマス・イベント事業

267 静岡県 藤枝市 商店街振興組合藤枝名店街 白子名店街　充実のまちづくり事業

268 静岡県 函南町 かんなみ熱函中央商店会
東駿河湾環状道路開通記念イベント「来て　見て　楽しい熱函中央
商店会」

269 愛知県 名古屋市 大曽根商店街振興組合
秋のふれあい・オズ・フェスティバル　ＪＡＺＺの街・大曽根　ジャズ
フェス２０１３・ｏｎ　ＯＺ　ふれあいの街・大曽根　親子ハロウィン・ｉｎ
ＯＺ
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270 愛知県 名古屋市 中央市場総合食品センター販促会
創業祭に合わせた学生協力によるイベントと広報実施及び食育イベ
ント事業

271 愛知県 名古屋市 名古屋綜合市場株式会社
ＦＭラジオパーソナリティと行く名古屋綜合市場お買い物ツアーイベ
ント事業

272 愛知県 名古屋市 星ヶ丘商店街振興組合 「星降る街　星ヶ丘・イルミネーション・フェスタ」

273 愛知県 豊橋市 魚町通り商店街振興組合 豊橋まちなか看板娘マップの作成・配布

274 愛知県 一宮市 一宮市駅西商店街振興組合 イルミネーション＆コンサート

275 愛知県 半田市 半田図書館前通り商店街 「新美南吉生誕１００年を祝い出会う　ザ・マチコン半田」

276 愛知県 春日井市 鳥居松広小路商店街振興組合 人通りを増やして新規事業者を誘致しよう大作戦

277 三重県 津市 津新町通り商店街振興組合 商店街の情報発信事業

278 三重県 桑名市 桑栄メイト協同組合 くわなエキトピアまつり

279 三重県 名張市 中町商栄会 ～人と人とを結ぶ～えんむすび通りにぎわい事業

280 滋賀県 大津市 雄琴商店街 雄琴商店街「おごと温泉おもてなし祭」事業

281 滋賀県 大津市 和邇商店街連盟 和邇を元気にする「和邇商店街ウィンターイルミネーション」事業

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

283 滋賀県 大津市 瀬田駅中央商工連盟 瀬田駅中央商工連盟「秋の感謝祭」事業

284 滋賀県 大津市 菱屋町商店街振興組合 「全国優秀アマチュア寄席」事業
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285 滋賀県 守山市 守山商工会議所 一七めぐりと関連事業

286 滋賀県 高島市 協同組合　今津ショッピングセンター リプル創業２０周年祭

287 京都府 京都市 桝形事業協同組合 桝形商店街ブランド化事業

288 京都府 京都市 出町商店街振興組合 地域とともに！　出町商店街パワーアップ事業

289 京都府 京都市 大将軍商店街振興組合 一条通りは妖怪ストリート

290 京都府 京都市 ウエル北野協同組合 復活！北野天満宮門前商店街

291 京都府 京都市 協同組合　プラザ修学院 プラザ修学院商店街・自立型「代表イベント」創出事業

292 京都府 京都市 二条繁栄会 位置情報連動オンラインサービス活用事業

293 京都府 京都市 寺町京極商店街振興組合
寺町京極しょうてんがいＸ’ｍａｓサンタとじゃんけん大会ゆかいな仲
間とフラッシュモブ（仮題）事業

294 京都府 京都市 壬生京極会 壬生京極会　活性化事業

295 京都府 京都市 龍安寺参道商店街 龍安寺参道秋まつり並びに龍安寺参道商店街歳末大売出し抽選会

296 京都府 京都市 伏見大手筋商店街振興組合 地域コミュニティ創出事業

297 京都府 京都市 竜馬通り商店街振興組合 「竜馬通り商店街」ビジョン設定　「船中八策」事業

298 京都府 京都市 山科三条街道商店会 三条街道フェスティバル

299 京都府 京都市 ラクセーヌ商店会 ラクセーヌ商店会販売促進事業
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300 京都府 舞鶴市

新世界商店街振興組合
マナイ商店街振興組合
中央商店会
平野屋商店街振興組合

「商・学・地域」連携の賑わい創出事業「こうちゃった100円商店街＆
グルメフェスタ2013」事業

301 京都府 長岡京市 長岡中央商店街振興組合
長岡中央商店街　得する街のゼミナール（長岡京まちゼミ）等　地域
商店街活性化事業

302 大阪府 大阪市 九条地区事業協同組合 多目的広場「コムコート」集客イベント事業

303 大阪府 大阪市 九条中央商店街振興組合 ナインモールからMerry　Xmas

304 大阪府 大阪市 平尾本通商店街振興組合 平尾商店街「チャレンジプロモーション」

305 大阪府 大阪市 南陽通商店街振興組合 新世界なつかしの昭和マチアソビ！

306 大阪府 大阪市 日本橋筋商店街振興組合 日本橋「大人」のホビーフェスタ

307 大阪府 大阪市 御幸通東商店街振興組合 生野コリアタウンまつり２０１３

308 大阪府 大阪市 生野本通商店街振興組合
地域密着型の「商学地域連携」の賑わいづくりイベント「１００円商店
街」の開催

309 大阪府 大阪市 阿倍野区商店会連盟 あべのあきない祭り

310 大阪府 大阪市 阿倍野筋二丁目東商店会 商店会活性化のためのスマートフォンアプリ開発事業

311 大阪府 大阪市 地下鉄あびこ中央商店街振興組合
「バル・１００円商店街の更なる活性化と駐輪マナー向上の為の地
域一体化政策」

312 大阪府 大阪市 三国新道商店街振興組合
トイレ付コミュニティスペースを活用した地域活動協議会との連携に
よる地域コミュニティ活性化事業　風鈴ストリート活性化イベント

313 大阪府 大阪市 長吉中央商店街振興組合
地域商店街活性化事業　「地域の文化・芸術力を結集した冬季集客
事業」

314 大阪府 大阪市 天神橋筋４丁目北商店街振興組合
天神橋筋４丁目北商店街振興組合　天使がきた街『賑わいイベント
と連携した地域魅力情報発信事業』
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315 大阪府 大阪市 芝田商店会
商店会マップ制作　（2013年版最新マップ及び外国人観光客向け
マップ）事業

316 大阪府 大阪市 アメリカ村の会 イベント開催によるアメリカ村地域活性事業

317 大阪府 大阪市 難波センター街商店街振興組合 難波センター街宝恵駕籠行列＆安心・安全事業

318 大阪府 大阪市 久左衛門商店街事業協同組合 「安全・安心・魅力」久左衛門ブランド＆プライド形成事業

319 大阪府 大阪市 道頓堀商店会 マスコットキャラクター「かぶきち」の創設

320 大阪府 大阪市
空堀通り商店街振興組合
空堀商店街協同組合
空堀商店街振興組合

空堀３商店街連携　魅力発信事業

321 大阪府 堺市
堺銀座南商店街
堺東駅前商店街協同組合
堺東商店街商業協同組合

あきないの街　“堺東”、新あきんど創出プロジェクト

322 大阪府 堺市 桃山台商店会 桃山台秋のフェスタ2013

323 大阪府 堺市 泉ヶ丘専門店会 泉ヶ丘専門店会　活性化事業

324 大阪府 堺市 ガーデンシティ専門店会 ガーデンシティ専門店会活性化事業

325 大阪府 堺市 泉北光明池専門店事業協同組合 サンピア活性化事業

326 大阪府 堺市 「クロスモール」テナント会 クロスモール　秋のラブフェスティバル

327 大阪府 堺市 エブリー専門店会 エブリー新春バーゲン・お正月イベント

328 大阪府 岸和田市 岸和田商店街連合会
また行きたくなるまち歩き　「商店街と歴史遺産を結ぶまち歩きマッ
プ」（仮称）発刊事業

329 大阪府 豊中市 服部阪急商店街振興組合 空き店舗活用のコミュニティスペースと集客イベント事業



23/33

事業名都道府県名 商店街振興組合等の名称市区町村

330 大阪府 高槻市 高槻城北通事業協同組合
集客力向上事業　奉納相撲と戎祭りと“めっちゃ”楽しめる商店街の
トリプルコラボ

331 大阪府 守口市 京阪商店街振興組合

地域密着型の笑いと賑わいのコミュニティ創出イベント「京阪商店
街・わくわく★ウィーク」開催　情報発信チラシ「京阪商店街こだわり
のお店紹介」　研修会事業「商店街の安心安全を考える啓発研修
会」実施

332 大阪府 枚方市 枚方市商店連合会 商店街にぎわい支援部隊活動事業

333 大阪府 枚方市 香里ピーコック通り商業協同組合 農商連携の産直センターの実験的運営と年末イベントの実施

334 大阪府 富田林市 エコール・ロゼ店舗会 エコール・ロゼ誕生２４周年祭特別事業

335 大阪府 寝屋川市 寝屋川一番街商店街振興組合 寝屋川一番街商店街５００円商店街事業

336 大阪府 寝屋川市 香里ダイエー本通商店街振興組合 香里ダイエー本通商店街等地域資源発掘・にぎわい創出事業

337 大阪府 寝屋川市
香里新町商店会
香里中央商店会

香里新町商店街等香里園バル事業

338 大阪府 寝屋川市 寝屋川市商店連合会
地域コミュニティとの連携・地域通貨活用による買い物弱者対策事
業

339 大阪府 寝屋川市

寝屋川市駅東地区イーストファイブ実行委員会
八坂商店会
アドバンスロード商店会
日之出商店街
アドバンス名店会事業協同組合

街ゼミ開催から新たな魅力ある街づくりを中核とする商店街活性化
事業　（街ゼミ・街バルの同時開催からなる商店街活性化）

340 大阪府 大東市 大東市商業連合会 商連40周年記念マップ作成

341 大阪府 和泉市 エコール・いずみ店舗会 エコール・いずみ　15周年誕生祭

342 大阪府 和泉市 イズミ通り商店会 イズミ通り商店会　認知度向上にぎわい創出事業

343 大阪府 門真市 古川橋本通商店街振興組合 元祖！！招き猫　ガラスケでハッピーハッピー皆ハッピー

344 大阪府 高石市 アプラ商店会 アプラ専門店街　魅力再告知・新発見活動
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345 大阪府 高石市 北助松商店街振興組合 北助松商店街活性化＋人材育成ワンストップ事業

346 大阪府 東大阪市 布施商店街事業協同組合 布施冬まつり

347 大阪府 東大阪市 東大阪中央事業協同組合 35周年記念ポッポ歳末セール

348 大阪府 交野市 じゃんぼスクエア交野テナント会 じゃんぼスクエア交野テナント会ワンコイン商店街事業

349 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山商業連合会 地域老舗商店の魅力再発信事業

350 大阪府 阪南市 阪南市商業会連合会 阪南市尾崎駅前商業活性化調査策定事業

351 兵庫県 神戸市 メイン六甲店舗会 メイン六甲４０周年アニバーサリー記念事業

352 兵庫県 神戸市 株式会社神戸ながたティ・エム・オー 新長田大人かぶき計画

353 兵庫県 神戸市 元町五丁目商店街振興組合 元町５丁目商店街魅力発信事業

354 兵庫県 神戸市 元町東地域協議会 Ｍｏｔｏｍａｃｈｉ　Ｅａｓｔ　Ｊａｚｚ　Ｐｉｃｎｉｃ　２０１３

355 兵庫県 神戸市 三宮プラザ名店会 三宮プラザハローウィン

356 兵庫県 神戸市 南京町商店街振興組合 南京町ランターンフェア

357 兵庫県 神戸市 三宮駅南・光のデッキ回廊委員会 ＫＯＢＥ　ＬＩＧＨＴ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ｉｎ　２０１３～ＥＣＯ　ＡＮＧＥＬ～

358 兵庫県 神戸市 元町１番街商店街振興組合 元町一番街×おっ！サンテレビ　秋の活性化イベント

359 兵庫県 姫路市 西二階町商店街振興組合 商店街笑顔発信事業
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360 兵庫県 姫路市 姫路市商店街連合会 姫路市商店街連合会　商店街情報発信タブロイド紙発行事業

361 兵庫県 姫路市 姫路御幸通商店街振興組合 御幸通商店街　活性化事業

362 兵庫県 尼崎市 立花ショッピングセンター街
立花ショッピングセンター街　軒下スローマーケット及びストーリーテ
リングによるファン獲得事業

363 兵庫県 尼崎市 立花商店街振興組合 立花商店街　交流拠点化事業

364 兵庫県 西宮市 夙川グリーンタウン商店街振興組合 夙川グリーンタウン商店街　歳末感謝祭

365 兵庫県 川西市 パルティ川西名店会 得するまちのゼミナール　ｉｎ　ｐａｌｔｙ

366 兵庫県 川西市 ＴＥＭＰＯ１７５振興会 まちなかゼミナール　ｉｎ　ＡＳＴＥ　開催事業

367 兵庫県 三田市 中央町２番街商店会
地元ゆかりの地蔵をはじめとした歴史資源の発掘を通した商店街活
性化事業

368 兵庫県 丹波市 コモーレ丹波の森専門店会 コモーレ丹波の森　Ｘｍａｓフェア

369 奈良県 奈良市 花芝商店街振興組合 花芝商店街マップづくり事業

370 奈良県 奈良市 奈良もちいどのセンター街協同組合
奈良もちいどのセンター街協同組合　「まちセリ」＆「ワンコイン」商
店街

371 奈良県 奈良市 富雄一番街商店会
和装専門学校との連携による和文化情報発信＆レトロ感覚を味わ
える食べあるきイベントによる地域コミュニティ活性化事業

372 奈良県 大和郡山市 郡山柳町商店街協同組合 やなぎまち商店街ファン創り事業

373 奈良県 広陵町 エコール・マミ店舗会 エコール・マミ　ＧＯＯＤ　２０１３　クリスマスフェステイバル

374 和歌山県 御坊市 御坊市本町商店街振興組合 ふれあいの街　輝き再生事業
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375 鳥取県 鳥取市 若桜街道商店街振興組合
「農」と「商」のまちなか市場　～中山間地域と商店街との交流促進
～

376 鳥取県 鳥取市 新鳥取駅前地区商店街振興組合 バード・ハットが変えるまちの顔

377 鳥取県 鳥取市 鳥取本通商店街振興組合 鳥取本通商店街活性化イベント

378 鳥取県 米子市
紺屋町商店街振興組合
四日市町商店街振興組合

本通り商店街活性化事業

379 鳥取県 倉吉市 上井商工連盟
上井商工連盟の新しいＢ級グルメ「ばえん鍋」発信による地域振興
事業

380 島根県 松江市 タテ町商店街協同組合 商店街コンテンツの磨き上げと０ｔｏ０でのＰＲスキルアップ事業

381 島根県 松江市 塩見縄手・新橋通り商店会 塩見縄手・新橋通り元気プロジェクト

382 島根県 奥出雲町 Ｒ314奥出雲あじわいロード Ｒ３１４奥出雲あじわいロード秋のロングランイベント事業

383 岡山県 倉敷市 倉敷センター街商店街振興組合 ハッピーハロウィン＆親子エコフレンドパーク

384 岡山県 倉敷市 協同組合玉島街づくり協議会 「トップス朝市」事業

385 岡山県 倉敷市 児島駅前商店街連盟
児島三白市５周年事業『ＫＯＪＩＭＡ　ＷＨＩＴＥ　イルミネーションフェス
タ』開催事業

386 岡山県 津山市 協同組合津山銀天街 まちなか博物館＆まちなか模擬オークション事業

387 岡山県 玉野市 玉野市築港商店会
①築港駅前地区周辺おもてなし事業②築港まちなかぶらりマップ作
成事業

388 岡山県 玉野市 玉野市宇野商店会
①宇野港ふれあいマルシェ事業②宇野まちなかぶらりマップ作成事
業

389 岡山県 高梁市 協同組合　ポルカ 高梁地域地産地消フェア
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390 岡山県 備前市 片上商店街振興協同組合 片上古道アート散歩（ＫＡＴＡＫＡＭＩ　ＫＯＭＩＣＨＩ　ＡＲＴ　ＳＡＮＰＯ）

391 広島県 三原市 本町中央通商栄会 三原一店逸品マップ　ＰＲ＆ちんどん祭り

392 広島県 尾道市 協同組合せとだサンプラザ 絆フェスタ　ガンバレ南相馬

393 広島県 尾道市 尾道通り旧本陣・石畳地区商店街振興組合 尾道通り旧本陣・石畳地区商店街にぎわい事業

394 広島県 福山市 福山元町一番街商店街振興組合
新発見！！元町一番街（福山元町一番街商店街振興組合集客向
上事業）

395 広島県 福山市 協同組合　神辺わかば会 わかば会地域貢献プログラム　わかばスタンプ＋１０（プラス・テン）

396 広島県 東広島市 協同組合東広島ショッピングモール ときめきタウン　活性化事業

397 山口県 下関市 唐戸市場業者連合協同組合 唐戸市場におけるまちなかコミュニティづくり

398 山口県 下関市 赤間町中央通り会 赤間中央通り魅力発信事業

399 山口県 下関市 彦島商店会 彦島地区まるわかりマップ作成事業

400 山口県 宇部市 宇部新天町名店街協同組合 宇部新天町名店街にぎわい創出事業

401 山口県 山口市 山口新町商店街協同組合
秋色　ｄｅ　おさんぽマルシェ～黄葉のけやきアベニューでパリジェン
ヌ気分を楽しんで♪♪♪～

402 山口県 防府市 栄町商店街振興組合 カリヨンクリスマスカーニバル（仮称）

403 山口県 岩国市 岩国市中通商店街振興組合 トラ弁商店街活性化フィージビリティ「軽トラ新鮮弁当」

404 山口県 岩国市 ひろせ本通り会 ひろせ本通り会　ホームページ制作事業
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405 山口県 柳井市 柳井中央商店街振興組合 新生「蔵シックコンサート」事業

406 徳島県 徳島市 蔵本商店街連合会 蔵本商店街活性化事業

407 徳島県 北島町 北高ロード商店街 『北高ロード商店街　活性化事業』

408 香川県 高松市 高松丸亀町商店街振興組合 丸亀町商店街コミュニティ創出情報発信事業

409 愛媛県 松山市 松山市駅前商店街会
市駅前の「新しいもの」「古き良きもの」を楽しもう！　スタンプラリー
＆寄席ｉｎ善勝寺

410 愛媛県 松山市 まつちか名店会
熟練ママも新米ママもＨａｐｐｙに！　美魔女トーク＆ＬＩＶＥ・たまひよ
親子で遊ぼう

411 愛媛県 松山市 松山銀天街商店街振興組合 ギンヨン「まちぶら」ファッション＆トークｌｉｖｅショー・昔懐かし寄席

412 愛媛県 松山市 松山銀天街第一商店街振興組合 秋祭りによる商店街にぎわいづくり

413 愛媛県 松山市 道後商店街振興組合 「道後からくり商店街　～踊りと灯りのアートにぎわい創造事業～」

414 愛媛県 宇和島市 宇和島恵美須町商店街振興組合 宇和島恵美須町商店街コミュニティ創出事業

415 高知県 高知市 おびさんロード商店街振興組合 おびさん星空マルシェ

416 高知県 高知市 万々商店街振興組合
商店街イメージキャラクター「クマーマ」を活用した新たな集客力向
上事業

417 高知県 高知市 高知市商店街振興組合連合会 商店街間連携による親子連れ来街促進事業

418 高知県 四万十市 天神橋商店街振興組合 えいもん事業

419 高知県 香美市 えびす街協同組合 ロケ地を活用した商店街の活性化事業
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420 福岡県 北九州市 魚町一丁目商店街振興組合 うおまちすこやかストリート事業

421 福岡県 北九州市 小倉中央銀座商店街協同組合 ぽんしゅ・焼酎「飲市飲座」＠ちゅうぎんどおり（仮称）

422 福岡県 北九州市 魚町サンロード商店街協同組合
（仮称）「魚町サンロード商店街アートイベント・フェスティバル鳥町（Ｆ
／Ｔ）」事業

423 福岡県 北九州市 小倉京町こまち通り商店街協同組合 京町こまち通り　小倉逸品屋フェア

424 福岡県 北九州市 熊手銀天街協同組合 親子で楽しめる商店街事業

425 福岡県 福岡市 天神西通り発展会 天神西通り「衣・食・住・歴で元気な街づくりとイルミネーション事業

426 福岡県 福岡市 大名紺屋町商店会 大名祭２０１３

427 福岡県 福岡市 大橋商店街 大橋デジタルプロジェクト

428 福岡県 福岡市 元岡商工連合会
温故（＝元岡の歴史）知新（＝九大生）！元岡地区がやがや化計
画！！

429 福岡県 福岡市 西新商店街連合会 西新サザエさんまつりの開催とゆかりの商店街連携事業

430 福岡県 大牟田市 大牟田銀座通商店街振興組合 歴史と芸術のまち大牟田フェスティバル事業

431 福岡県 大牟田市 新栄町商店街振興組合 大牟田秋の祭典ｉｎ新栄町

432 福岡県 久留米市 久留米ほとめき通り商店街 久留米ほとめき通り商店街　１００円商店街事業

433 福岡県 直方市 須崎町商店街振興組合 須崎町映画祭（仮）～林芙美子生誕１１０周年記念～

434 福岡県 直方市 直方商工会議所 直方　食と美と健康の祭典～祭食健美～（仮）
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435 福岡県 田川市 伊田商店街振興組合 ぼけ封じ八幡市

436 福岡県 田川市 後藤寺商店街振興組合 後藤寺商店街公衆トイレ・照明ＬＥＤ化記念事業

437 福岡県 春日市 春日原商店会 イベント＆映像を活用した地域発信事業

438 佐賀県 佐賀市 佐賀デイトス商店会 佐賀デイトス新規顧客誘引事業

439 佐賀県 唐津市 西唐津商店街振興組合
モダンレトロのまち　西唐津　「フラワーフェスティバル」～　花あふれ
る暮らしから、夢あふれる街へ　～

440 佐賀県 伊万里市 伊万里駅通商店街振興組合 伊万里駅通商店街　商展街交流事業

441 佐賀県 鹿島市 鹿島市中心商店街連合会
鹿島市中心商店街連合会　碁聖寛蓮生誕の地で「囲碁（１５）の市」
～碁式献上１１００年記念～

442 長崎県 長崎市 商店街等広域的連携事業実行委員会 長崎まちなかエリア賑わい創出事業

443 長崎県 長崎市 長崎市築町商店会 長崎市築町商店会ＰＲ拡大事業

444 長崎県 佐世保市 させぼ四ヶ町商店街協同組合 ＧＣ（護衛艦カレー）１グランプリ

445 長崎県 佐世保市 佐世保京町商店街協同組合 京町公園イルミネーション設置＆イベント開催事業

446 長崎県 島原市 島原市中堀町商店街協同組合 中堀町商店街音楽による賑わいのある商店街事業

447 長崎県 諫早市 諫早市永昌東町商店街協同組合 お茶の間商店街賑わい創出事業

448 長崎県 大村市 大村市中央商店会 街なか魅力発信事業

449 長崎県 平戸市 平戸市みやんちょ商店街振興組合 １店１品拡大セール＆商店街マッププレゼント
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450 長崎県 平戸市 平戸市木引田町商店街振興組合 平戸商店街活性化事業

451 熊本県 熊本市 下通繁栄会
城下町くまもと肥後のひなまつりのプレイベント「プロジェクションマッ
ピング」事業

452 熊本県 熊本市 熊本市駕町通り商店街振興組合
設立４０周年記念　駕町通り商店街歳末大売り出し（鶴屋百貨店協
賛）

453 熊本県 熊本市 シャワー通り商店会 ＴＨＥ　ＳＨＯＷＥＲ　ＳＴＲＥＥＴ　ＤＡＹ　２０１３　事業

454 熊本県 熊本市 上通商栄会 グループアクション上通

455 熊本県 熊本市
銀杏北通り繁栄会
銀杏中通り繁栄会
銀杏南通り繁栄会

リフレッシュＧＩＮ－ＮＡＮ　プロジェクト

456 熊本県 熊本市 水道町親和会 スーパーウエンズデイ　「水曜日は水道町の日」スペシャル！

457 熊本県 熊本市 京塚繁栄会 京塚地区商店街活性化事業

458 熊本県 熊本市 熊本地方卸売市場　協同組合えびす会 えびす商店街創立５０周年感謝祭事業

459 熊本県 熊本市 川尻商店街連合会 人も蝶も酔わせる商店街

460 熊本県 八代市 通町商店街振興組合 「花と光の共演」フラワーフェスティバルｉｎ通町

461 熊本県 玉名市 ＨＯＴほっとアベニュー
玉名温泉の特性を生かした音楽・情報発信によるにぎわい創出事
業

462 熊本県 山鹿市 協同組合　山鹿温泉商店街 ともそう山鹿２０１３

463 熊本県 宇城市 松橋駅通り商店会 松橋駅通り商店会『安全・安心』再構築ＵＰ事業

464 熊本県 山都町 新町通り商店街 再生！未来へつなぐ新町商店街活性化事業
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465 大分県 大分市 大分市府内五番街商店街振興組合 商店街魅力アップ事業

466 大分県 別府市 別府市亀川商店街振興組合 亀川商店街交流活性化事業

467 大分県 日田市
豆田上町通り商店会
豆田みゆき通り商店街

豆田商店街観光客周遊性向上事業

468 大分県 日田市 日田市寿通り商店街振興組合 中心市街地の憩いの場としてのまちかどプラザと賑わい創出

469 大分県 日田市 日田市中央商店街振興組合 日田市中央商店街リニュアル活性事業

470 大分県 佐伯市 佐伯市商店街連合会 佐伯市商業者と佐伯市民の集い

471 大分県 豊後高田市 豊後高田市商店街連合会 豊後高田昭和の町商店街市民交流事業

472 宮崎県 宮崎市 若草通商店街振興組合 オクトーバーフェスト（宮崎秋の収穫祭）

473 宮崎県 都城市 ゆずり葉大通り会 ゆずり葉大通りクリスマスイルミネーション事業

474 宮崎県 都城市 都城中央通り４５番街協同組合 次世代交流事業

475 宮崎県 延岡市 サンロード栄町商店会 サンロード栄町　空き店舗×市民活動ベースメント事業

476 鹿児島県 鹿児島市 ゾウさんのはな通り会 ゾウさんのはな通りフェスタ2013

477 鹿児島県 鹿児島市 西陵商親会 西郷団地ドッと混む事業

478 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋本町一番商店街振興組合 鹿屋本町商店街うまいもの市

479 鹿児島県 阿久根市 阿久根駅前通り会 阿久根駅前商店街活性化事業
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480 鹿児島県 阿久根市 本町通り会 本町通り商店街活性化事業

481 鹿児島県 指宿市 指宿駅前通り会 マハロマーケット【ＭＡＨＡＬＯ　ＭＡＲＫＥＴ】開催事業

482 鹿児島県 伊佐市 伊佐市大口中央通り会 中央通り会「みんな輝く中央通り秋のゴールデンウイーク祭り」事業

483 鹿児島県 瀬戸内町 せとうちポイント会 せとうちポイント会情報発信等事業

484 沖縄県 那覇市 那覇市国際通り商店街振興組合連合会 国際通り“離島ふしぎ発見プロジェクト”

485 沖縄県 宮古島市 西里大通り商店街振興組合 「西里大通り物語」の情報発信による商店街活性化
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