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商店街まちづくり事業　第４次募集　＜採択案件一覧＞

1 北海道 札幌市西区 発寒北商店街振興組合 除雪車両の導入

2 北海道 小樽市 花園銀座三丁目商店会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

3 北海道 留萌市 留萌駅前大通商店街振興組合 アーケードの撤去、ＬＥＤ街路灯の設置

4 北海道 美唄市 協同組合コアびばい 除雪車両の導入

5 北海道 滝川市
滝川駅前商店街振興組合、鈴蘭中央
商店街振興組合

アーケード照明のＬＥＤ化

6 北海道 檜山郡厚沢部町 厚沢部商工会 街路灯のＬＥＤ化

7 岩手県 盛岡市 盛岡駅前商店街振興組合 街路灯の改修

8 岩手県 北上市 協同組合江釣子ショッピングセンター 施設の改修、ロードヒーティングの設置

9 岩手県 北上市 北上市新穀町商店街振興組合 アーケード照明のＬＥＤ化

10 岩手県 北上市 北上市本通り商店街振興組合
アーケードの撤去、ＬＥＤ街路灯の設置、
除雪機の導入

11 岩手県 北上市 北上市諏訪町商店街振興組合 ＬＥＤ街路灯の設置、除雪機の導入

12 岩手県 奥州市 中町商店会
防災拠点施設の設置、子育て相談所の
設置

13 宮城県 仙台市青葉区 一番町一番街商店街振興組合
アーケードの改修、アーケード照明のＬＥ
Ｄ化

14 宮城県 気仙沼市 新町共栄会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

15 宮城県 大崎市 鳴子地区街路灯維持管理協議会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

16 山形県 尾花沢市 尾花沢市商店街協同組合 宅配車両の導入

17 福島県 郡山市 南東北総合卸センター協同組合 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

18 福島県 白河市 昭和町商店会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

19 福島県 相馬市 相馬市駅前商店街振興組合 街路灯のＬＥＤ化

20 福島県 田村郡三春町 上荒町街路灯組合 街路灯のＬＥＤ化

21 茨城県 水戸市 大工町三丁目商店会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

22 茨城県 水戸市 大工町商店会 街路灯のＬＥＤ化

23 茨城県 日立市 久慈町商店会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

24 茨城県 古河市 古河西口商店街振興組合、壱商会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

25 茨城県 北茨城市 北茨城市商工会 移動販売車両の導入

26 栃木県 宇都宮市 宇都宮東部商工振興会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

事業概要事業者名市区町村都道府県№
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27 栃木県 宇都宮市 中央公園南商工振興会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

28 栃木県 日光市 フラワーズプラザ商店街振興組合 アーケードの撤去

29 栃木県 那須塩原市 西通り商店会 街路灯のＬＥＤ化

30 栃木県 那須塩原市 青木・戸田商店会 街路灯のＬＥＤ化

31 栃木県 那須塩原市 桜町街灯会 街路灯のＬＥＤ化

32 栃木県 那須烏山市 仲町商店会 街路灯のＬＥＤ化

33 栃木県 那須烏山市 八雲商店会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

34 群馬県 前橋市 南町二丁目商工会 街路灯のＬＥＤ化

35 群馬県 前橋市 前橋八展通商店会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

36 群馬県 前橋市 立川町大通商店街振興組合 アーケードの改修

37 群馬県 沼田市 西倉内町街路灯組合 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

38 群馬県 沼田市 沼田市中の会商店街振興組合 防犯カメラの設置、除雪機の導入

39 群馬県 富岡市 富岡市駅前通り振興会 ＬＥＤ街路灯の設置、街路灯のＬＥＤ化

40 埼玉県 川口市 蕨駅東口大通り商店会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

41 埼玉県 川口市 坂下町商店会 街路灯のＬＥＤ化

42 埼玉県 秩父市 中町商栄会 防犯カメラの設置

43 埼玉県 秩父市 東町商店街協同組合 街路灯のＬＥＤ化

44 埼玉県 所沢市 所沢昭和会 街路灯のＬＥＤ化

45 埼玉県 所沢市 星の宮共栄会 街路灯のＬＥＤ化

46 埼玉県 所沢市 所沢ファルマン通り商店街 街路灯のＬＥＤ化、アーチ照明のＬＥＤ化

47 埼玉県 所沢市 所沢銀座協同組合 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

48 埼玉県 東松山市 東松山市商店会連合会 街路灯のＬＥＤ化

49 埼玉県 上尾市 平方街路灯組合 ＬＥＤ街路灯の設置、街路灯の撤去

50 埼玉県 草加市 六丁目商店会 街路灯のＬＥＤ化

51 埼玉県 草加市 氷川中央通り商店会
ＬＥＤ街路灯の設置、街路灯の改修、街路
灯の撤去

52 埼玉県 越谷市 大沢商店会 街路灯のＬＥＤ化
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53 埼玉県 入間市 入間市商工会東京通り支部 街路灯のＬＥＤ化

54 埼玉県 久喜市 リリオ菖蒲 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

55 埼玉県 坂戸市 坂戸市役所通り睦会 街路灯のＬＥＤ化

56 埼玉県 鶴ヶ島市 若葉商店会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

57 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島駅西口商店会 街路灯の改修、防犯カメラの設置

58 埼玉県 ふじみ野市 上野台銀座商店会 防犯カメラの設置

59 埼玉県 入間郡越生町 フラワーロード山吹親和会 街路灯のＬＥＤ化

60 千葉県 松戸市 新松戸中央商店会 防犯カメラの設置

61 千葉県 松戸市 八柱駅前中央商店会 防犯カメラの設置

62 千葉県 茂原市 茂原駅前通り商店街振興組合 防犯カメラの設置

63 千葉県 習志野市 津田沼南口商店会 街路灯のＬＥＤ化

64 千葉県 柏市 南本町商店会 街路灯のＬＥＤ化

65 千葉県 柏市 あさひ通り商店会 街路灯のＬＥＤ化、アーチ照明のＬＥＤ化

66 千葉県 夷隅郡大多喜町 養老渓谷商店街振興会 街路灯のＬＥＤ化

67 東京都 台東区 浅草新仲見世商店街振興組合 アーケード照明のＬＥＤ化

68 東京都 世田谷区 山下商店街振興組合 防犯カメラの設置

69 東京都 杉並区 西荻南口仲通り会 防犯カメラの増設

70 神奈川県 横浜市中区 伊勢佐木町七丁目商栄会 街路灯の省エネ化、街路灯の改修

71 神奈川県 横浜市中区 野毛地区街づくり会 防犯カメラの設置

72 神奈川県 横浜市中区 大和町商栄会 街路灯のＬＥＤ化

73 神奈川県 川崎市川崎区 大師本通り商店会
街路灯のＬＥＤ化、アーチの撤去、防犯カ
メラの設置

74 神奈川県 川崎市中原区 平間商栄会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

75 神奈川県 川崎市宮前区 さぎ沼商店会 防犯カメラの設置

76 神奈川県 川崎市宮前区 馬絹商店会 街路灯のＬＥＤ化

77 神奈川県 藤沢市 藤沢南口らんぶる商店会 街路灯の改修、防犯カメラの設置

78 新潟県 新潟市北区 中町商店会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置
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79 新潟県 新潟市西蒲区 四ツ谷街燈組合 街路灯のＬＥＤ化

80 新潟県 新潟市西蒲区 九区表町街灯組合 街路灯のＬＥＤ化

81 新潟県 新発田市 新発田市駅前通り商店街振興組合 防犯カメラの設置

82 新潟県 加茂市 加茂穀町商店街振興組合 アーケードの改修

83 新潟県 村上市 協同組合村上商業開発 施設照明のＬＥＤ化、施設の改修

84 新潟県 村上市 瀬波温泉連絡協議会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

85 新潟県 上越市 上越市本町四丁目商店街振興組合 アーケード照明のＬＥＤ化

86 新潟県 魚沼市 六日町駅前通商店街協同組合 アーケード融雪装置の改修

87 富山県 富山市 桜木町地区振興事業協同組合 防犯カメラの設置

88 石川県 金沢市 諸江地区商業協同組合 防犯カメラの増設

89 石川県 小松市 粟津駅前商交会 街路灯のＬＥＤ化

90 石川県 加賀市 山中温泉本町振興会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

91 石川県 能美市 のみ商業協同組合 安心安全ポイントシステムの導入

92 福井県 福井市 福井駅前北大通り商店街振興組合 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

93 福井県 福井市 呉服町中央商店街振興組合 融雪装置の改修

94 岐阜県 岐阜市 スタープレイス柳ケ瀬商店街振興組合 防犯カメラの設置

95 岐阜県 岐阜市 小柳町商店街振興組合
アーケードの改修、アーケード照明のＬＥ
Ｄ化

96 岐阜県 岐阜市 弥八町自治発展会
街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修、防犯カ
メラの設置

97 静岡県 静岡市葵区 呉六名店街
アーケード照明のＬＥＤ化、街路灯のＬＥＤ
化

98 静岡県 浜松市中区
事業協同組合浜松ショッピングセン
ター

アーケードの改修、防犯カメラの設置、放
送設備の改修

99 静岡県 三島市 三島広小路駅前商店会 街路灯のＬＥＤ化

100 静岡県 袋井市 袋井北部街づくり株式会社 施設の改修

101 愛知県 名古屋市西区 円頓寺商店街振興組合
アーケードの改修、防犯カメラの設置、放
送設備の設置

102 愛知県 名古屋市中区
名古屋大須東仁王門通商店街振興組
合

路面の改修

103 愛知県 名古屋市中区 南伊勢町通商店街振興組合
ＬＥＤ街路灯の設置、街路灯の改修、街路
灯の撤去

104 愛知県 名古屋市中区 南大津通商店街振興組合 防犯カメラの設置
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105 愛知県 名古屋市天白区 植田商店街協同組合 防犯カメラの設置

106 愛知県 春日井市 味美商店街振興組合 街路灯のＬＥＤ化

107 愛知県 豊田市 足助中央商店街協同組合
ＬＥＤ街路灯の設置、街路灯のＬＥＤ化、街
路灯の改修

108 愛知県 犬山市 犬山下本町協同組合 アーケードの撤去

109 愛知県 犬山市 協同組合犬山駅前通り発展会 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の撤去

110 三重県 津市 丸之内商店街振興組合 アーケードの改修

111 滋賀県 大津市 晴嵐商店街 街路灯の撤去、アーチの撤去

112 滋賀県 長浜市 地蔵坂商店街連盟 街路灯の改修、防犯カメラの設置

113 滋賀県 長浜市 五村繁栄会
街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修、街路灯
の撤去

114 滋賀県 高島市 新庄繁栄会
街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修、防犯カ
メラの設置

115 滋賀県 東近江市 エイブルヴィラ 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

116 京都府 京都市北区 御薗橋801商店街振興組合
街路灯の増設、防犯カメラの増設、サイン
の設置

117 京都府 京都市下京区 四条繁栄会商店街振興組合
路面の改修、アーケードの改修、サインの
設置

118 京都府 舞鶴市 広小路共栄会 街路灯のＬＥＤ化

119 京都府 舞鶴市 中央商店会 街路灯のＬＥＤ化

120 大阪府 大阪市港区 天保山商店会 防犯カメラの設置

121 大阪府 大阪市東成区 鶴橋中央商店会 アーケードの改修

122 大阪府 大阪市生野区 生野本通中央商店街振興組合
アーケード照明のＬＥＤ化、アーケードの
改修

123 大阪府 大阪市阿倍野区 吉野通本町会 防犯カメラの設置

124 大阪府 大阪市淀川区 十三本町商店街振興組合 アーケード照明のＬＥＤ化

125 大阪府 大阪市鶴見区 放出みゆき通り商店会 防犯カメラの設置

126 大阪府 大阪市北区 黒崎東商店会
アーケード照明の省エネ化、防犯カメラの
増設

127 大阪府 大阪市北区 天六東通商店会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

128 大阪府 大阪市北区 天神橋筋四番街商店街振興組合 アーケードの改修

129 大阪府 大阪市中央区 南新会 街路灯のＬＥＤ化

130 大阪府 大阪市中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合
アーケードの改修、アーケード照明のＬＥ
Ｄ化、防犯カメラの増設、防犯カメラの交
換
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131 大阪府 大阪市中央区 千年町商店会 街路灯のＬＥＤ化

132 大阪府 堺市西区 石津川駅前西本通商店会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

133 大阪府 高槻市 高槻センター街事業協同組合 防犯カメラの増設、防犯カメラの交換

134 大阪府 枚方市 家具町本通商店会 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

135 大阪府 東大阪市 東大阪中央事業協同組合 アーケード照明のＬＥＤ化

136 兵庫県 神戸市兵庫区 神戸新開地商店街協同組合 防犯カメラの設置

137 兵庫県 神戸市中央区 生田東門商店街協同組合 街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置

138 兵庫県 神戸市中央区 神戸トアロード山手会 防犯カメラの増設

139 兵庫県 姫路市 二階町商店街振興組合
高齢者向け宅配サービス等拠点施設の
設置

140 兵庫県 篠山市 呉服町商店会 防災放送設備の改修

141 兵庫県 丹波市 株式会社タンバンベルグ 決済システムの導入

142 奈良県 奈良市 奈良市東向商店街協同組合 防犯カメラの増設、防犯カメラの交換

143 奈良県 大和高田市 片塩振興協議会
街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの増設、放
送設備の設置

144 奈良県 桜井市 本町通一丁目商進会
アーケードの撤去、ＬＥＤ街路灯の設置、
防犯カメラの設置

145 奈良県 磯城郡田原本町 戎通一丁目商店会
街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修、防犯カ
メラの設置

146 鳥取県 米子市 笑い通り商店街振興組合 路面の改修

147 島根県 出雲市 出雲新町商店街振興組合 コミュニティ施設の改修

148 広島県 福山市 福山元町通商店街振興組合
アーケードの改修、カラー舗装、街路灯の
ＬＥＤ化、防犯カメラの設置、消防設備の
改修

149 広島県 三次市 協同組合三次ショッピングセンター 施設照明のＬＥＤ化、施設の改修

150 香川県 丸亀市 丸亀市富屋町商店街振興組合 アーケードの撤去

151 愛媛県 新居浜市 新居浜中心飲食商店街振興組合
ＬＥＤ街路灯の設置、街路灯のＬＥＤ化、防
犯カメラの設置

152 愛媛県 西条市 壬生川駅前商店会
ＬＥＤ街路灯の設置、街路灯のＬＥＤ化、街
路灯の撤去

153 高知県 高岡郡越知町 越知町商工会 街路灯のＬＥＤ化

154 福岡県 北九州市小倉北区 小倉駅前商店街協同組合
アーケードの改修、アーケード照明のＬＥ
Ｄ化

155 福岡県 筑紫野市 本町宮田京町協同組合 街路灯のＬＥＤ化、街路灯の改修

156 熊本県 下益城郡美里町 砥用地区街路灯組合 街路灯のＬＥＤ化
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157 熊本県 山鹿市 協同組合鹿本ショッピングセンター
施設の改修、街路灯の設置、防犯カメラ
の設置、災害時用設備の設置

158 熊本県 阿蘇市 内牧温泉街繁栄会 コミュニティ施設の改修

159 熊本県 阿蘇市 内牧中央線門前町通り振興組合 アーケード照明のＬＥＤ化

160 熊本県 球磨郡錦町 錦町商工会 街路灯の省エネ化

161 大分県 中津市 日之出町地区商店街協同組合 防犯カメラの設置

162 鹿児島県 鹿児島市 鴨池ハイム商店街 防犯カメラの設置

163 鹿児島県 薩摩川内市 太平橋通り商店街振興組合
アーケードの改修、アーケード照明のＬＥ
Ｄ化、防犯カメラの設置、ＡＥＤの設置

164 沖縄県 那覇市
那覇市国際通り商店街振興組合連合
会

防犯カメラの増設
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