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1 北海道 浦河町 浦河町大通商店街協同組合 女性の力を活用した交流と対流を生む拠点創出事業

2 青森県 青森市 元気町あぶらかわ商店会 元気あぶらかわ商品宅配事業

3 青森県 青森市 ニコニコ通り商店会 ニコニコ通り商店会　ねぶた運行

4 青森県 五所川原市 五所川原市大町商店街振興組合 大町商店街「雪の祭典」開催事業

5 青森県 五所川原市 協同組合金木あすなろ商店会 商店街回遊体験型「”新”どかまけの日」フェスタ事業

6 岩手県 大船渡市 協同組合南三陸ショッピングセンター サンリアから復興支援イベント

7 岩手県 二戸市 協同組合二戸ショッピングセンター ニコアクリスマス大抽選会、ニコア初売り事業

8 宮城県 仙台市 サンカトゥール商店街振興組合 （仮称）長町スポーツスペシャルＤＡＹ’Ｓ

9 秋田県 能代市 能代市畠町商店街振興組合 「ハートフル畠町、音と光のプロジェクト」

10 秋田県 由利本荘市 協同組合大門街商店会 大門街商店街　まちなか誘客事業

11 秋田県 小坂町 小坂町商業協同組合 小坂町商業活性化にぎわいづくり事業

12 山形県 山形市 すずらん商店街振興組合
大手門通りすずらん街　～すずなりクリスマスイベント事
業～

13 山形県 山形市 山形駅西都商店会 駅西都商店会～駅ＸＰＯ（エキスポ）～事業

14 山形県 山形市 蔵王温泉高湯通り協同組合 蔵王温泉”ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ　アート”フェスティバル

15 山形県 上山市 上山二日町ショッピングセンター協同組合 ショッピングプラザ・カミン集客促進事業

16 山形県 南陽市 しんまち商店会 くまのコミュニティカフェビジネスプラン作成
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17 福島県 会津若松市 大町四ツ角中央商店街振興組合
大町四ツ角中央商店街売り上げ促進年末年始企画およ
び商店街リバイタリゼーション事業Ａ

18 福島県 郡山市 郡山市商店街連合会 商店街リーフレット制作事業

19 福島県 伊達市 保原町商工会
「恋人たちのツインＸｍａｓ（Ｈａｐｐｙ）ツリー」陣屋通りイル
ミネーション事業

20 茨城県 水戸市 本町一丁目・二丁目商店街振興組合 ＳＡＩＭＡＴＳＵ－街の力。賑わいの下市事業

21 茨城県 水戸市 水戸駅前商店会 大型店と連携した水戸駅北口賑わいづくり事業

22 茨城県 下妻市 下妻市上町商店街協同組合
地元ご当地アイドル（しもんＣＨＵ）による下妻上町商店
街紹介事業

23 茨城県 笠間市 笠間稲荷門前通り商店街協同組合 笠間稲荷を活用した活力・雰囲気づくり事業

24 埼玉県 さいたま市 与野商店会連合会 与野商店街ガイドブック作成事業

25 埼玉県 さいたま市 氷川本通り商店会 大宮氷川通り商店会地域活性化事業

26 埼玉県 川口市 川口市芝地区商店会連合会
市制施行８０周年記念　東北被災地支援［芝の商業まつ
り］

27 埼玉県 所沢市 所沢和ヶ原商店街振興組合 歳末大感謝祭事業＆地域交流サロン事業

28 埼玉県 春日部市 春日部駅東口商店会連合会
春日部駅東口商店会連合会まちなか商店の活性化事
業

29 埼玉県 春日部市 豊春駅西口商店会 歳末福引大売り出し・イルミネーション事業

30 埼玉県 志木市 いろは商店会 パワーアップ！音楽とクリスマスサンバの祭典事業

31 埼玉県 寄居町 寄居町商工会
寄居町商店街賑わい支援事業～祝！ホンダ寄居工場
竣工記念　寄居町商店街合同歳末感謝祭～

32 千葉県 野田市 野田市商店街連合会
マップで見よう！隠れたお店と安心できる商店街復活事
業

33 千葉県 佐倉市 ユーカリが丘商店連合会 ユーカリが丘親子ふれあい支援事業

34 千葉県 東金市 協同組合東金ショッピングセンター
協同組合東金ショッピングセンターにおけるマーケティン
グ調査事業
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35 東京都 千代田区 神田駅西口商店街振興組合 スマホで飲み歩きｉｎ神田西口

36 東京都 中央区 東日本橋やげん堀商店会 東日本橋やげん堀商店会による「かおてん」の開催

37 東京都 中央区 人形町商店街協同組合 人形町商店街「発見！デカマップ」事業

38 東京都 中央区 築地共栄商業協同組合 築地共栄会賑わい創出事業

39 東京都 新宿区 中井商工会
中井商工会　街歩き推理イベント　「ムカシ・ナカイ・ミラ
イ」

40 東京都 新宿区 新宿東口商店街振興組合 新宿東口の未来像　映像情報発信事業

41 東京都 新宿区 新宿駅前商店街振興組合 新宿駅前商店街振興組合商店街路活性化事業

42 東京都 台東区 雷門一之宮商店会 雷門一之宮商店会魅力発信事業

43 東京都 台東区 浅草観音通り商店街振興組合 浅草観音通り商店街認知度向上事業

44 東京都 台東区 オレンジ通り商店街振興組合 外国人のオレンジ通り来訪づくり

45 東京都 台東区 浅草新仲見世商店街振興組合 外国人観光客と新仲見世を結ぶ外国語による観光案内

46 東京都 台東区 御徒町商栄協同組合 御徒町商栄協同組合　ナイトバザール・占い横丁事業

47 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　広報活動事業

48 東京都 品川区 青物横丁商店街振興組合 街路灯に関わるアンケート調査事業

49 東京都 品川区 昭和通り商店会
イルミネーションと商店街ギフトによるクリスマスキャン
ペーン事業

50 東京都 品川区 鮫洲商店街振興組合 鮫洲商店街にぎわい活性化推進事業

51 東京都 品川区 立会川駅前通り繁栄会 光とアートで龍馬と商店街が輝く歳末大売り出し事業

52 東京都 目黒区 鷹番三丁目本通り商店街振興組合 商店街ガイド制作
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53 東京都 大田区 雑色商店街振興組合
クリスマスオブジェを活用したウォークラリーイベント
（仮）

54 東京都 大田区 久が原銀座商店街振興組合 ライラック通り久が原　商店街マップ作成事業

55 東京都 大田区 日の出銀座商店街振興組合
【日の出銀座】キャンドルライトクリスマス～サンタで街に
おでかけ～（仮）

56 東京都 大田区 田園調布商店街振興組合 田園調布商店街　冬のイルミネーション点灯事業

57 東京都 世田谷区 八幡山商福会商店街振興組合
住んでよかった八幡山！”まちの魅力再発見”と”知られ
ざる地元の逸品”プロジェクト

58 東京都 世田谷区
世田谷駅前商店街振興組合
ボロ市通り桜栄会商店会
上町銀座会

せたがや代官お膝もと”食”の総選挙（仮称）

59 東京都 世田谷区 下北沢東会
下北沢東会　まちの魅力の再発見・発信事業～写真集
の作成及び語り場の開催～

60 東京都 世田谷区 喜多見商店街振興組合 光のページェント

61 東京都 世田谷区 経堂農大通り商店街振興組合 経堂農大通り商店街「経堂おいも村」プロジェクト

62 東京都 世田谷区 千歳船橋商店街振興組合
千歳船橋商店街振興組合創立５０周年～森繁久彌が愛
した街　千歳船橋～小冊子制作・発信事業

63 東京都 渋谷区 東急本店通り商店会 文化村通りマップ・小冊子作成事業

64 東京都 渋谷区 笹塚商店街振興組合 笹塚大通りパンダラリー（仮）

65 東京都 杉並区 杉成商店会 すぎなりイブニングフェスタ

66 東京都 杉並区 和泉明店街 和泉明店街　「沖縄タウン」強化事業

67 東京都 豊島区 池袋西口ウイングタウン商店街
池袋西口ウイングタウン商店街　安心・安全の商店会形
成と連帯を創造する事業

68 東京都 豊島区 巣鴨地蔵通り商店街振興組合 巣鴨地蔵通り商店街　イノベーション開発事業

69 東京都 豊島区 サンシャイン通り商店会 明日につながる賑わい演出事業

70 東京都 豊島区 巣一商店会 心安らぐ心温まる美しいまち
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71 東京都 北区 東十条商店街振興組合 「よさこいパレード」実施事業

72 東京都 荒川区 町屋駅前銀座商店街振興組合
”巨人の星”に因んだ「第１回かがやけ！マチヤの星！」
コミュニティ・イベントの開催

73 東京都 荒川区 おぐぎんざ商店街振興組合 第１回ふれあいイルミネーション事業

74 東京都 荒川区 三の輪銀座商店街振興組合 「１１日は弁天様の日！」定着化事業

75 東京都 板橋区 中板橋商店街振興組合 中板橋商店街ブランド再構築事業

76 東京都 練馬区 ニュー北町商店街振興組合 商店街『お・も・て・な・し』大作戦

77 東京都 足立区 関三通り商店街振興組合 商店街発足５０周年記念「光と音楽の祭典」と情報発信

78 東京都 足立区 北千住サンロード商店街振興組合
ＡＲ（拡張現実）を活用した宿場町ＣＧ画像制作と発信事
業

79 東京都 八王子市 八王子市三崎町商研会
新たな賑わいの演出「年末年始は『光輝く八王子市三崎
町商店会』へ」事業

80 東京都 八王子市 栄交会 「Ｒｅ：栄交会イメージアップ大作戦！」事業

81 東京都 武蔵野市 吉祥寺末広協栄商店会 吉祥寺末広協栄商店会マップ作成「吉南マップ事業」

82 神奈川県 横浜市 大和町商栄会 高齢者対応型商店街の構築事業

83 神奈川県 横浜市 戸塚宿ほのぼの商和会
戸塚区民市での東北物産販売キャンペーンによる商店
街の魅力アップ事業

84 神奈川県 横浜市 センター北商業振興会 ドイツクリスマスマーケットｉｎ都筑

85 神奈川県 横浜市 たまプラーザ商店会
スマートデバイス向け位置連動型０２０（オーツーオー）
プロジェクト

86 神奈川県 横浜市 上大岡駅東口商店会 東口にぎわい・ふれ合いフェスタ

87 神奈川県 横浜市 青葉台商店会
地域連携イベント「マルシェ　ぶらり～と　ｉｎ　青葉」と商
店街スタンプラリー事業

88 神奈川県 横浜市 戸塚駅東口ラピス商店会 柏尾川　竹あかり
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89 神奈川県 横浜市 綱島商店街協同組合 綱島商店街活性化事業

90 神奈川県 川崎市 モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合
ブレーメン・メルヘンチック街づくり観光事業＆ブレーメン
ウインターセール２０１３＆クリスマスコンサート

91 神奈川県 横須賀市 追浜銀座通り商店会 デジタルサイネージを活用した情報提供事業

92 神奈川県 小田原市 お堀端商店街振興組合 歳時記アートによる賑わいづくり事業

93 神奈川県 小田原市 早川商工振興会 マップを活用した集客促進事業

94 神奈川県 小田原市 小田原ダイヤ街商店会 行く年、来る年、ミュージックストリートダイヤ街商店会

95 神奈川県 逗子市 逗子なぎさ通り商業振興会 なぎさ通り歳末セール事業

96 神奈川県 大和市 旭ヶ丘商店会 マップ作成　地域へのピーアール

97 神奈川県 座間市 相武台南口商店会 ひまわり和紙による活性化事業

98 神奈川県 綾瀬市 綾北商店会 綾北商店会クリスマスイルミネーション

99 新潟県 長岡市 長岡市大手通商店街振興組合 大手通カウントダウンパーティー＆新春初売り初笑い

100 富山県 高岡市 守山町ゑびす商盛会 山町筋の天神様祭と町並みのライトアップ事業

101 福井県 福井市 新栄商店街振興組合 新栄商店街　集客イベント事業（新栄裏路地フェスタ）

102 長野県 長野市 長野駅東口商店街協同組合
①商店街の立地条件を活かした集客事業　②長野冬季
オリンピックの経験を活かした集客事業　③商店街ポイ
ントカード事業

103 長野県 松本市 中町商店街振興組合 なかまち　グローバル・ステップアップ事業

104 岐阜県 岐阜市 岐阜劇場通北商店街振興組合 岐阜劇場通北商店街ヒーローまつり

105 岐阜県 高山市 高山国分寺通り第二商店街振興組合
リアルタイム商店街マップを活用した情報発信および誘
客事業

106 静岡県 静岡市 入江商店会 また会えたね！入江商店会「七日市」
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107 静岡県 静岡市 清水駅前グルメ通り振興会 清水もつカレー王決定戦

108 静岡県 静岡市 静岡浅間通り商店街振興組合 おついたちまいりＰＲイベント

109 静岡県 浜松市 有楽街商店街振興組合 アルコモール有楽街　光と音のページェント

110 静岡県 浜松市 ジョイフルモール商店街振興組合 モール街・うわさバッジでコミュニケーション事業

111 愛知県 名古屋市 弁天通商店街振興組合
弁天通商店街における身近な情報端末を活用した情報
発信力強化事業

112 愛知県 名古屋市 柴田商店街振興組合 商店街のイメージアップと集客力向上事業

113 愛知県 名古屋市 新大門商店街振興組合 テレビ取材番組と連動した新聞でのＭＡＰ掲載

114 愛知県 名古屋市 大名古屋水産物卸組合 歳末大売出し集客イベントとホームページ制作

115 愛知県 名古屋市 万松寺通商店街振興組合 「おもてなし」感謝祭

116 愛知県 名古屋市 錦二丁目まちづくり協議会 都心の道の駅「長者町やさい村」イベント事業

117 愛知県 一宮市 一宮市駅西商店街振興組合 キラキラ駅コン健康＆防犯フェア

118 愛知県 豊田市 みゆき商店街振興組合 「みゆき大晦日カウントダウン」

119 愛知県 豊田市 稲武商工会 街並みの灯り事業

120 愛知県 高浜市 高浜商店振興会
高浜のお店情報「たかはマップ」の作成とスタンプラリー
事業

121 滋賀県 長浜市 博物館通り商店街振興組合 『浜行き』回帰事業

122 滋賀県 近江八幡市 廿一駅南開発商業協同組合
みんなでつくるクリスマス　２００本のツリーを完成させよ
う

123 滋賀県 東近江市 八日市商業開発協同組合 アピア開店２０周年記念事業

124 京都府 京都市 淀本町商店街振興組合 淀活性化に向けたＩＴ活用事業
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125 京都府 京都市 北野商店街振興組合 北野商店街活性化事業　年末「買い廻りビンゴセール」

126 京都府 京都市 商店街振興組合寺町会 寺町会まち歩き促進アプリ導入事業

127 大阪府 大阪市 繁栄商店街振興組合 港区・地域連動型防災コミュニティ促進事業

128 大阪府 大阪市 八幡屋商店街振興組合 港区・地域連動型防災コミュニティ促進事業

129 大阪府 大阪市 淡路本町商店街振興組合 ＬＩＧＨＴ　ＵＰ　淡路

130 大阪府 大阪市 南地中筋商店街振興組合
１．商店街マップ付パンフレット作成事業　２．なんなかバ
ル（仮称）開催事業

131 大阪府 大阪市 天六商店街振興組合 商店街情報発信事業

132 大阪府 大阪市 大阪鶴橋卸売市場協同組合 鶴橋卸売市場改善計画事業

133 大阪府 大阪市 南黒門会
ＷｉＦｉ・スマートフォンによる多国語情報提供と空き店舗
を利用した集客実験

134 大阪府 大阪市 老松通り商店会
商店街イラストマップ作成とペナント掲揚によるイメージ
アップ作戦

135 大阪府 大阪市 我孫子町商店会 大学と連携した空き店舗活用、まちおこし大作戦

136 大阪府 大阪市 心斎橋筋北商店街振興組合
アーケード改修記念竣工式＆イベント開催による集客事
業

137 大阪府 堺市 泉北桃山台市連マーケット事業協同組合 桃山台、ふれあい促進イベント。地元食材で食育！

138 大阪府 豊中市 豊南市場商人会 豊南食博２０１３歳末編

139 大阪府 池田市 石橋商店会
石橋商店街集客促進事業　オープンキャンパス「石橋
寺子屋」

140 大阪府 守口市 土居駅前通商店街振興組合 土居イルミネーションフェスタ２０１４

141 大阪府 富田林市 金剛ショッピングモール店主会
金剛ショッピングモール毎土市（まいどいち）集客イベン
ト＜子供達とのふれあいモール＞

142 大阪府 富田林市 富田林市商業連合会 商店会魅力発信事業
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143 大阪府 和泉市 エコール・いずみ東館店舗会 エコール・いずみ東館４周年記念イベント

144 大阪府 和泉市 エコール・いずみ北館店舗会 エコール・いずみ北館カーニバル＆イルミネーション

145 大阪府 高石市 羽衣商栄会 高石市羽衣駅前にぎわい創出事業

146 大阪府 東大阪市 八戸ノ里商店会 八戸ノ里商店街ライトアップ事業

147 兵庫県 神戸市 笠松商店街振興組合 和田岬・笠松商店街の【宝物】発掘・発信プロジェクト！

148 兵庫県 神戸市 エコール・リラ店舗会 ゴーリラお誕生日＆クリスマスフェア

149 兵庫県 神戸市 三宮阪急前商店街振興組合
おもてなし　サンキタ通り～安心・安全なまちづくり事業
発信！～魅力・活力・地域力～

150 兵庫県 神戸市 メイン六甲店舗会 「メイン六甲４０周年記念」インターネット情報発信事業

151 兵庫県 神戸市 元町１番街商店街振興組合 もとまち１番街　ハートフルセレクション

152 兵庫県 神戸市 長田神社前商店街振興組合 地域ニーズを聴いて応える商店街体質強化事業

153 兵庫県 神戸市 長田公設市場協同組合
子ども向けイベントとメルマガを活用した子育て世代の
集客及び情報発信事業

154 兵庫県 姫路市 小溝筋商店街振興組合 おみぞ筋商店街トリックアートストリート

155 兵庫県 尼崎市 フェスタ立花名店会
LEDによるクリスマスイルミネーション及びセルフデコエ
コバック事業による世代間交流並びに省エネ・環境啓発
事業

156 兵庫県 尼崎市 尼崎中央五丁目商店街振興組合 中央５番街イメージアップ＆認知度アップ大作戦

157 兵庫県 明石市 アスピア明石出店者会 仮題：アスピア明石だまし絵展事業

158 兵庫県 明石市 本町商店街振興組合 （仮称）ほんまちショーワＭＵＳＩＣフェスティバル

159 兵庫県 西宮市 にしきた商店街 「ここはにしきた」情報発信事業

160 兵庫県 西宮市 ビバ甲子園協同組合 ＶｉＶａこうしえん創業２０年記念事業
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161 兵庫県 洲本市 本町五六商店街協同組合 つながりフェスタ

162 兵庫県 洲本市 洲本市本町七丁目商店街振興組合 ７丁目商店街にぎわい創出事業

163 兵庫県 豊岡市 豊岡市商工会 出石せいもん払い事業

164 兵庫県 宝塚市 宝塚市仁川商工協和会 仁川商工協和会ワンコイン事業

165 兵庫県 宝塚市 ぶるどっぐらんど店舗会 逆瀬川イルミネーション＆一店逸品おもてなしステージ

166 兵庫県 加西市 アスティアかさいテナント会 アスティアかさいクリスマスフェスティバル

167 兵庫県 南あわじ市 協同組合南淡ショッピングセンター 協同組合　南淡ショッピングセンター　ポイントカード事業

168 奈良県 奈良市 三条通り橋本商親会 三条通り橋本商親会情報発信事業

169 奈良県 王寺町 リーベル王寺東館商店会
「雪丸くん」も応援！！　「ワン」だふる　にぎわい創出事
業

170 和歌山県 田辺市 田辺市商店街振興組合連合会
田辺まちなか魅力発見ブック『たなコミ［仮称］』＆ｗｅｂ商
店街

171 島根県 奥出雲町 協同組合横田ショッピングセンター 横田蔵市ほっとハートキャンペーン

172 岡山県 岡山市 岡山上之町商業協同組合 上之町ファンタジー

173 岡山県 津山市 城南商店街協同組合 城南商店街「まちなか健康化計画」事業

174 岡山県 真庭市 協同組合落合ショッピングセンター 真庭地域地産地消フェア

175 岡山県 真庭市 湯原の里振興プロジェクト委員会
湯原温泉　光のファンタジー　イルミネーションとキャンド
ルのコラボ

176 岡山県 美作市 湯郷温泉観光協会 湯郷温泉街活性化事業

177 広島県 三原市 帝人通商栄会 帝人通商栄会活性化事業

178 広島県 三原市 浮城東通り商栄会 浮城東通り活性化事業
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179 広島県 福山市 福山船町宝船会商店街振興組合
福山船町宝船会商店街振興組合・地域活性化事業　年
末還元祭＆元旦朝市（仮称）

180 広島県 福山市 福山霞銀座商店街振興組合
福山霞銀座商店街振興組合　地域活性化事業　灯りの
ロマンチックロード

181 広島県 福山市 福山霞三丁目商店街振興組合
福山霞三丁目商店街振興組合地域活性化事業　霞本
通「街並芸術祭」２０１３

182 山口県 山口市 山口道場門前商店街振興組合
子育て世代へのコミュニティ強化による商店街集客イベ
ント事業

183 山口県 長門市 青海島観光基地協同組合 青海島シーサイドスクエア活用事業

184 山口県 周南市 徳山みなみ銀座商店街振興組合 みなみ銀座まちなか動物ミュージアム

185 愛媛県 松山市 松山銀天街第一商店街振興組合 銀天街三丁目新春初夢イベント

186 高知県 高知市 高知市中の橋商店街協同組合 「図書館通り商店街」誕生！！

187 福岡県 北九州市 黒崎名店街協同組合 黒崎日曜朝市

188 福岡県 北九州市 海峡プラザ会 門司港クリスマスマーケット＆イルミネーション

189 福岡県 北九州市 八幡祇園町銀天街協同組合 ザ　２０１３年七日市おもてなしフェアー

190 福岡県 北九州市 寿通り商店組合
ママビズ応援！チャレンジ出店お助けプロジェクトｉｎ寿通
り商店街

191 福岡県 北九州市 藤田なかばし銀天街 藤田なかばし四季市の開催

192 福岡県 北九州市 小倉駅前商店街協同組合
商店街に水族館出現！「小倉駅前商店街３Ｄトリック
アート水族館」

193 福岡県 北九州市 小倉中央商業連合会 アイドル・ゆるキャラ大集合「小倉まちじゅうフェスタ」

194 福岡県 福岡市 イムズテナント会 「イムズ　ＸＭＡＳ　２０１３」

195 福岡県 福岡市 姪浜商店会連合会 姪浜商店街　路地ブロック新装記念　福岡物産展ｉｎ姪浜

196 福岡県 福岡市 みのしま連合商店街振興組合 元祖博多の台所　みのしま商店街芸術秋祭り
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197 福岡県 福岡市 上川端商店街振興組合 クリスマスイルミネーション

198 福岡県 太宰府市 五条振興会 五条ふるさとまつり

199 佐賀県 唐津市 ミュー唐津商店会 ミュー唐津活性化事業「光の駅　ミュー唐津」

200 長崎県 長崎市 長崎市新大工町市場協同組合 長崎市新大工町市場活性化事業

201 長崎県 長崎市 長崎市平和町商店街振興組合 平和町商店街　冬の陣　～平和町の魅力発信！～

202 長崎県 島原市 島原市万町商店街振興組合 島原市万町商店街文化発信拠点化事業

203 長崎県 大村市 大村街づくり株式会社 コレモおおむら周辺地域にぎわいイベント

204 熊本県 熊本市 五福風流街商栄会 五福風流街　手仕事ＢＯＯＫ　＋　大のれん市（仮称）

205 熊本県 熊本市 新町西部商店会 新町トンネルＤＥナイトフィーバー婚活もあるでよ！

206 熊本県 熊本市 栄通り繁栄会 栄通り新春感謝祭「レディのおもてなし」事業

207 熊本県 熊本市 河原町繊維問屋組合 『にぎやか問屋街プロジェクト』

208 熊本県 熊本市 熊本市西銀座通り繁栄会 西銀座通り繁栄会活性化事業

209 熊本県 熊本市 詫麻西南繁栄会 たくまワイワイストリート２０１３

210 熊本県 熊本市 坪井繁栄会 ”文学の中のふるさとさがし”歴史探訪

211 熊本県 熊本市 競輪場通り商栄会 ワクワクどきどき商栄会活性化事業

212 熊本県 熊本市 ＲＫＫ通り繁栄会 ～にぎわい再発見プロジェクト～わいわい繁栄会～

213 熊本県 熊本市 京町繁栄会 城下町ウキウキ散策プロジェクト

214 熊本県 熊本市 水前寺駅通り商栄会
水前寺駅通り商栄会～うれし！たのし！来てみらん
ね！プロジェクト～
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215 熊本県 熊本市 ワシントン通り商栄会 ワシントン通り商栄会『にぎわい再発見プロジェクト』

216 熊本県 熊本市 京町本丁繁栄会 京町本丁繁栄会～歩いて楽しい新発見プロジェクト～

217 熊本県 熊本市 フレスタ熊本会 フレスタ熊本新規顧客誘引事業

218 熊本県 熊本市 銀座通繁栄会 イキイキ銀座通探訪プロジェクト

219 熊本県 菊池市 菊池市商店会連合会 森の中のまちプロジェクト

220 熊本県 宇土市 社団法人熊本県青年塾 魅力発掘！再発見！アクセスマップで町おこし

221 大分県 玖珠町 玖珠町森駅通り商店街協同組合 「ノスタルジー漂うSLの町」商店街づくり事業

222 宮崎県 宮崎市 フレスタ宮崎商店会 フレスタ宮崎活性化事業「フレスタクリスマス」

223 宮崎県 宮崎市 ハイカラ通り商店街振興会 ハイカラ通り商店街活性化事業～つるりんピック～

224 鹿児島県 鹿児島市 真砂通り会 真砂通り会　クリスマスイルミネーション事業

225 鹿児島県 鹿児島市 一番街商店街振興組合
「鹿児島（一番街）発　お・も・て・な・し　フェスタ」開催事
業

226 鹿児島県 鹿児島市 金生通り商店街振興組合 大国主神社活性化事業

227 鹿児島県 阿久根市 阿久根市大丸町通り会 阿久根市大丸町通り会商店街活性化事業

228 鹿児島県 出水市
出水市栄町商店街協同組合
出水市中央商店街協同組合

本町商店街活性化イベント～笑顔・賑わいがあふれる商
店街づくり～

229 鹿児島県 奄美市 名瀬中央通りアーケード商店街振興組合
奄美群島日本復帰６０周年記念商店街秋祭り関連事業
～宇宙兄弟アニメ展～

230 沖縄県 那覇市 那覇市泊黄金（くがに）通り会 那覇市泊黄金（くがに）通り会

231 沖縄県 沖縄市 コザ・ミュージックタウン商店会 コザ・ミュージックタウン商店会　音楽広場活性化事業
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