
自治体の支援施策一覧（２６年３月７日時点）

商店街まちづくり事業（まちづくり補助金）と一体的に活用可能な自治体の支援施策です。

各施策の詳細は自治体にご確認ください。

事業名 担当部署 連絡先 ＵＲＬ 備考

1 八戸市 商店街魅力づくり環境整備支援事業 商工労働部商工政策課 0178－43－9242 http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/14,280,116,html

2 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町商工振興事業費補助金事業 観光商工課 0173－72－2111 －

3 商店街街路灯維持補助金

4 商店街情報化支援事業補助金

5 秋田市 商店街振興事業（商店街共同施設設置事業） 商工部商工労働課 018-866-2429 http://www.city.akita.akita.jp/city/in/pr/syogyo/kyodo.htm

鹿角市 商店街店舗リニューアル支援事業費補助金 産業部商工振興課 0186-30-0250 http://www.city.kazuno.akita.jp/kigyousien/832.html

6 山形県 米沢市 商店街近代化環境整備事業補助金 産業部商工観光課 0238-22-5111 －

7 郡山市 商工街並み整備事業 商工観光部商工振興課 024-924-2251 http://www.city.koriyama.fukushima.jp

8 白河市 白河市商店街街路灯共同施設設置事業 産業部商工課 0248-22-1111（内線2246） －

9 茨城県 大洗町 大洗町商店街環境整備事業補助金 大洗町商工観光課 ０２９－２６７－５１１１ －

10 宇都宮市 商業共同施設設置費維持管理費補助事業 経済部商工振興課 ０２８－６３２－２４３３ －

11 足利市 地域商業団体活動事業費補助事業 産業観光部商工振興課 ０２８４－２０－２１５６ －

12 日光市 日光市商店街活性化推進事業補助金 産業環境部商工課 ０２８８－２１－５１３６ －

13 空き店舗対策事業 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0080-004sankei-shogyo/akitenpotaisakujigyohojokin.html

15 街路灯設置補助 －

16 沼田市 沼田市商店街まちづくり事業費補助金 経済部産業振興課 ０２７８-２３-２１１１(内線３２５４） －

17 － 専門家派遣事業 産業労働部商業・サービス産業支援課 ０４８－８３０－３７６１ http://www.pref.saitama.lg.jp/page/senmonkahaken.html

18 川口市 商店街コミュニティ活動事業 経済部産業振興課 ０４８－２５９－９０１８ http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/Files/1/32050037/attach/25soft.pdf

19 所沢市 所沢市魅力ある商店街創出支援事業補助金交付要綱 産業経済部商業観光課 04-2998-9155 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/enjoy/sangyo/syogyo/shoutenngaihojokin/index.html

20 春日部市 春日部市商店街振興事業費補助事業 環境経済部商工観光課 048-736-1111（内線3316） http://www.city.kasukabe.lg.jp/shoukou/sangyou/sangyou/shoutengai/hojokin.html

21 入間郡越生町 街路灯LED化事業 産業観光課 ０４９－２９２－３１２１   keizai@town.ogose.saitama.jp

22 佐倉市 街中にぎわい推進事業 産業振興部産業振興課 ０４３－４８４－６１４５ http://www.city.sakura.lg.jp/0000005551.html

23 大多喜町 大多喜町街路灯改修事業 産業振興課商工観光係 ０４７０-８２-２１７６ －

24 世田谷区 世田谷区活力ある商店街育成事業補助金 産業政策部商業課 03-3411-6667 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/116/300/d00127711.html

武蔵野市 武蔵野市安全安心を維持するための商店街まちづくり補助金 市民部生活経済課 0422-60-1832 －

25 狛江市 狛江市防犯カメラの整備に対する補助金 総務部安心安全課 03-3430-1111 －

秦野市 秦野市商店街共同施設補助金 環境産業部商工観光課 0463-82-9648 －

伊勢原市 商店街共同施設補助金 経済環境部商工観光振興課 ０４６３－９４－４７１１　 －

26 三条市 三条市商店街環境施設整備および
商店街活性化事業補助金 地域経営課
中心市街地活性化推進室 0256-34-5511 http://www.city.sanjo.niigata.jp/chiikikeiei/page00139.html

27 見附市 まちなか賑わい事業支援補助金 産業振興課商工観光係 0258-62-1700 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/

28 燕市 小売商業商店街活性化事業補助金
施設整備に対する助成金 商工振興課商工振興係 0256-77-8231 http://www.city.tsubame.niigata.jp/

29 上越市 地域商業活性化事業
買い物利便性向上モデル事業枠 産業振興課産業政策係 025-526-5111 http://www.city.joetsu.niigata.jp/

30 南魚沼市 商工業振興事業補助金 商工観光課商工振興班 025-773-6665 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/

31 長野県 木曽町 商店街等振興事業補助金 産業観光課 0264-22-4285 http://www1.g-reiki.net/kiso/reiki_honbun/r270RG00000333.html

32 静岡県 藤枝市 商店街おもてなし環境グレードアップ事業 産業振興部商業観光課 ０５４－６４３－３０７８ http://www.city.fujieda.shizuoka.jp

33 － げんき商店街推進事業補助金 産業労働部商業流通課街づくりグループ 052-954-6338 http://www.pref.aichi.jp/0000026054.html

岡崎市 岡崎市商業団体街路灯LED化事業費補助金 経済振興部商工労政課商業振興班 0564-23-6212 http://www.city.okazaki.aichi.jp/400/404/p011107_d/fil/h25hojoseido.pdf

知立市 商業団体等事業費補助金 市民部 経済課 0566-83-1111 https://d-find1.e-reikiclub.jp/chiryu/

34 彦根市 商店街環境整備事業 産業部商工課 ０７４９－３０－６１１９ －

35 商店街基盤整備事業

36 商店街街路灯ＬＥＤ化等推進事業

京都府 舞鶴市 魅力ある商店街づくり推進事業 産業振興部観光まちづくり室観光商業課 ０７７３－６６－１０２４ －

37 貝塚市 貝塚市商業活性化総合支援事業補助金 都市整備部商工観光課 ０７２－４３３－７１９３ －

38 茨木市 商工業振興事業 産業環境部商工労政課 ０７２－６２０－１６２０ －

39 八尾市 八尾市商業共同施設設置補助事業 経済環境部産業政策課 072-924-9356 http://www.city.yao.osaka.jp/0000017104.html

40 東大阪市 共同施設設置事業補助金 経済部商業課 06-4309-3176 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000002635.html


41 大阪狭山市 商業共同施設設置事業 市民部農政商工グループ ０７２－３６６－００１１ －

兵庫県 尼崎市
市場・商店街等省エネルギー・省資源化促進事業
(平成２５年度募集終了、２６年度同様の施策を実施予定）

商業経営対策担当 06-6489-6454 －

福岡県 福岡市 高度化支援事業 経済観光文化局
産業振興部振興課 092-711-4822 http://www.city.fukuoka.lg.jp/

熊本県 八代市 八代市商店街活性化事業 商工観光部 商工振興課 ０９６５－３３－８５１３ http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/reiki/reiki_honbun/r371RG00000570.html

42 鹿児島市 共同施設設置事業 経済振興部産業支援課 ０９９-２１６-１３２２ http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/6keizai/6-4-1a/6-4-1-1/0003039.html

43 鹿屋市 鹿屋市商店街まちづくり事業 農林商工部商工観光課 0994-31-1164 http://www.e-kanoya.net/htmbox/syoukou_kankou/index.html
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自治体名

気仙沼市

福島県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

新潟県

鹿児島県

群馬県
太田市

0226-22-3436 http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/genre/0000000000000/1371808448188/index.html

青森県

宮城県

－
滋賀県

守山市

産業環境部産業観光課 0276-47-1833

商工課

大阪府

都市活性化局商工観光課 ０７７－５８２－１１３１

秋田県

神奈川県

愛知県
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