
都道府県 市区町村 商店街名 事業名

1 北海道 札幌市 新琴似中央商店会 一店逸品商店街活性化事業

2 北海道 札幌市 麻生商店街振興組合 あさぶ商店街情報発信活性化事業

3 北海道 札幌市
東区環状通東商工振興会
学校法人札幌大谷学園

大学と連携した商店街のにぎわい創出事業

4 北海道 札幌市 南郷１３丁目商店会 南郷13丁目商店会地域にぎわい交流事業

5 北海道 札幌市 平岸中央商店街振興組合 商店街イメージ転換事業

6 北海道 札幌市 八軒東商店会
八軒東商店会夏祭り・年末クーポン付情報誌発行・ホームペー
ジ作成

7 北海道 札幌市 発寒商店街振興組合 集客力アップ事業

8 北海道 札幌市 琴似商店街振興組合 ロードヒーティングのある町琴似にぎわい活性化事業

9 北海道 札幌市 前田中央商店街振興組合 前田中央商店街まちのつながり創出事業

10 北海道 札幌市 手稲本町商店街振興組合 まちに根を張る”キングサリ”商店街事業

11 北海道 札幌市 清田地区商工振興会 商店街認知度アップ事業

12 北海道 函館市 函館駅二商業協同組合 函館駅二市場集客力向上事業

13 北海道 小樽市 小樽都通り梁川商店街振興組合 「おたる梁川商店街にぎわい創造事業」

14 北海道 旭川市 神楽岡商店街振興会 神楽岡商店街売上増強事業

15 北海道 釧路市 釧路西部商店会
西部商店会が持つ素晴らしい技術・素晴らしい商品を皆に知ら
せようプロジェクト

16 北海道 釧路市 釧路和商協同組合 和商創立60周年事業

17 北海道 帯広市 帯広広小路商店街振興組合 第60回帯広ひろこうじ七夕まつり  60回記念事業

18 北海道 帯広市 帯広電信通り商店街振興組合 電信通り有機のまち事業（有機野菜祭＆秋フェス2014）

19 北海道 帯広市 帯広市商店街振興組合連合会 おびひろ商店街  情報発信＆イベント巡り事業

20 北海道 岩見沢市 岩見沢市商店街振興組合連合会 地域商店街活性化事業

21 北海道 網走市 網走中央商店街振興組合 アプトフォー  街の魅力再発見事業

22 北海道 苫小牧市 苫小牧駅前通商店街振興組合 コミニティタウンプロジェクト

23 北海道 苫小牧市

苫小牧駅前中央通り商店街振興組合
苫小牧駅前通商店街振興組合
苫小牧駅通中心商店街振興組合
錦町仲通り振興会
錦町二条通り一丁目会

情報発信事業

24 北海道 稚内市 稚内中央商店街振興組合 健康商店街

25 北海道 美唄市 すずらん通り商店街 美唄まちなか交流広場ワクワク祭り

26 北海道 江別市 大麻銀座商店街振興組合 口コミによる商店街ファン層の拡大事業

27 北海道 名寄市 名寄商工会議所 買・なよろ運動推進事業

28 北海道 千歳市 ニューサンロード商店街振興組合 ２０１４ニューサンロード夏祭りプラス

29 北海道 滝川市 滝川銀座商店街振興組合 滝川銀座商店街賑わいづくり事業

30 北海道 滝川市 江部乙商工会 江部乙商店街活性化事業

地域商店街活性化事業　平成26年4月30日締切分
＜採択案件一覧＞
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31 北海道 深川市 深川市商店街振興組合連合会 街なかコミュニティスペースづくり

32 北海道 富良野市 富良野五条商店街振興組合 五条商店街「花いっぱい」地域連携おもてなし事業

33 北海道 富良野市 山部商工会 やまべふれあいまつり  イベント事業

34 北海道 富良野市 富良野商店街連絡協議会 まちゼミ事業

35 北海道 伊達市 伊達市商店会連合会 伊達美食コレクション

36 北海道 北広島市 北広島団地商店街振興会 北広島駅前西口公園夏祭り

37 北海道 石狩市 花川中央商店街振興組合 花川中央商店街振興組合情報誌事業

38 北海道 石狩市 若葉通り商店会連絡協議会 若葉通り商店会連絡協議会設立３０周年記念事業

39 北海道 鹿部町 鹿部商工会 間歇泉と海産物のまち鹿部町商店街イベント活性化事業

40 北海道 江差町 山ノ上商盛会 親子で楽しむ夜市開催とマップ作成事業

41 北海道 泊村 泊村商工会 にぎわい街づくり事業

42 北海道 仁木町 仁木町商工会 仁木駅前広場のにぎわい活性化事業

43 北海道 浦臼町 浦臼町商工会 浦臼町地域商店街活性化事業

44 北海道 東川町 東川町商工会 東川町商店街回遊促進事業

45 北海道 中頓別町 中頓別町商工会 ２０１４中頓別町商工会にぎわい事業

46 北海道 豊富町 豊富町商工会 湯治の町豊富町生活ガイドMAP事業

47 北海道 美幌町 美幌商工会議所 花の散歩みちカラフルタウン  商店街連携事業

48 北海道 清里町 清里町中央商店街協同組合 地域住民を巻き込んだ商店街づくり事業

49 北海道 訓子府町 訓子府町商工会 訓子府町商店街活性化事業

50 北海道 滝上町 滝上町商工会 童話村おもいやり商店街拠り所創出事業

51 北海道 興部町 興部町商工会 興部町商店街活性化事業

52 北海道 雄武町 雄武町商工会
のびのびランド in 雄武地域商店街再生事業「おうむ産利尻昆布
再発見」

53 北海道 上士幌町 上士幌町商工会 上士幌町商店街賑わい事業

54 北海道 芽室町 芽室町商店会連合会 農業のまち芽室のみんなで挑む空き店舗対策プロジェクト

55 北海道 中札内村 中札内村商工会 中札内村「生き生きとした賑わいづくり事業」

56 北海道 白糠町 白糠町商工会 新・OMOTENASHI ご当地グルメ開発事業

57 青森県 青森市 青森市新町商店街振興組合 しんまちアート商店街事業

58 青森県 八戸市 鷹匠小路商業振興会 神社と連携した講演会広報活動事業

59 青森県 八戸市 協同組合八食センター 地域交流関係強化事業

60 青森県 八戸市 新丁商店会 小中野新丁夜店

61 青森県 八戸市 八戸中心商店街連絡協議会 八戸中心商店街情報発信・にぎわい強化事業

62 青森県 三沢市 三沢市近郊やさい生産組合（三沢市青果市場） 三沢市民の台所！感謝還元にぎわい創出事業
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63 青森県 三沢市 協同組合三沢ショッピングセンター ビードルプラザ賑わい創出事業

64 青森県 三沢市 スカイプラザミサワ株式会社 アメリカ村にぎわい創出イベント事業

65 青森県 むつ市 田名部駅通り商店街振興組合 夏のイルミネーション事業

66 青森県 平内町 小湊商店会 小湊中心商店街にぎわい創出事業

67 岩手県 盛岡市 盛岡市材木町商店街振興組合 もりおか材木町賑わい創出事業

68 岩手県 宮古市 大通一丁目商店会 宮古街なかあきんど力向上事業

69 岩手県 宮古市 たろちゃん協同組合
仮設商店街〝たろちゃんハウス〟賑わい！触れ合い！交流事
業

70 岩手県 宮古市 協同組合宮古市魚菜市場 宮古の活き（鮮度、元気）発信事業

71 岩手県 一関市 折壁町二丁目商店会 2014あきんどふれあい祭

72 岩手県 一関市

東栄町振興会
四日町振興会
せんまや本町通り振興会
協同組合千厩新町振興会
愛宕商店会

千厩まちなかにぎわい再生事業

73 岩手県 釜石市 釜石駅前商業協同組合 鉄と魚の集まる街  魅力発信事業

74 岩手県 二戸市 協同組合二戸ショッピングセンター ニコア販売促進向上事業

75 岩手県 雫石町 雫石商工会 零石よしゃれ通り商店街活性化（元祖軽トラ市10周年）事業

76 岩手県 岩泉町 岩泉うれいら商店会 岩泉うれいら商店街活性化事業

77 宮城県 仙台市 一般社団法人国分町街づくりプロジェクト 国分町地区にぎわい創出事業

78 宮城県 仙台市 文化横丁共栄会 文化横丁新客層開拓事業

79 宮城県 仙台市 作並温泉旅館組合 作並温泉郷「恋人の聖地」事業

80 宮城県 仙台市 北仙台商店会 北仙台商店会  いきいき活性化事業

81 宮城県 仙台市 クリスロード商店街振興組合 クリスロード商店街活性化事業

82 宮城県 仙台市 本町商店街振興組合 地域意識の向上と連携による商店街活性化事業

83 宮城県 仙台市 商店会御譜代町商人組合 仙台御譜代町  歴史ある魅力発見・心意気事業

84 宮城県 仙台市 原町商工振興会 原町商工振興会賑わい事業

85 宮城県 仙台市
鶴ヶ谷ショッピングセンター協同組合
つるがや元気会

つるがや元気まつり及び記念セール（仮称）

86 宮城県 仙台市 連坊商興会 連坊商興会賑わい事業

87 宮城県 仙台市 愛宕商栄会 あたごショックIN仙台（プロジェクトS）

88 宮城県 仙台市 河原町商店街振興組合 広瀬川灯ろう流し

89 宮城県 仙台市 むにゃむにゃ通り商店街商興会 がんばるっちゃ！！むにゃむにゃ通り商店街

90 宮城県 仙台市 荒町商店街振興組合 荒町商店街性化事業

91 宮城県 仙台市 秋保温泉旅館組合 恋人の聖地活用による地域活性化事業

92 宮城県 仙台市 中田商工振興会 中田商工振興会  100周年記念事業

93 宮城県 仙台市 長町一丁目商店街振興組合 長町一丁目商店街未来創造事業
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94 宮城県 仙台市 三栄会 三栄会エリア全体の活性化事業

95 宮城県 仙台市 根白石商店会 根白石商店会活性化事業

96 宮城県 石巻市 立町大通り商店街振興組合 さよならアーケードまつり

97 宮城県 気仙沼市 八日町商店街振興組合 八日町まつり

98 宮城県 名取市 閖上さいかい市場振興会 特産品等販売促進による商店街地域コミュニティーの形成

99 宮城県 名取市 ゆりあげ港朝市協同組合 ゆりあげ港朝市を基点とする観光再生とにぎわい活性化事業

100 宮城県 登米市 大網商工振興会 おおあみ地域にぎわい創造事業（おおあみ民民マルシェ）

101 宮城県 登米市 佐沼中央商店会 登米市佐沼まちなかスタンプラリー

102 宮城県 登米市 佐沼大通り商店街協同組合 地域商店街活性化事業

103 宮城県 大河原町 おおがわら中央通り商店街協同組合
商店街にぎわい回廊創出事業  １夏の歩行者天国事業  ２冬の
イルミネーション事業

104 宮城県 柴田町 柴田町商工会 柴田町商店街回遊事業

105 秋田県 秋田市 秋田パティオ協同組合
「ラストサマージャンボ抽選会」「日乃庭縁起神社ウェディング」
「クリスマスディスプレイフェスタ」

106 秋田県 秋田市 秋田市南通商店街振興組合 南通り街区親子ふれあい夏祭り

107 秋田県 秋田市 協同組合秋田市民市場 秋田市民市場にぎわい創出事業

108 秋田県 秋田市 秋田市通町商店街振興組合 通町コンコン夏まつり2014

109 秋田県 秋田市 追分商店会 ２０１４追分夏祭り

110 秋田県 秋田市 川反外町振興会 川反にぎわいパレード（サンバ＆川反こまち100人パレード）

111 秋田県 北秋田市 北秋田市商工会 北秋田市スーパー軽トラ市

112 秋田県 秋田市 秋田商工会議所（秋田市中心街地活性化協議会）
秋田市中心市街地にぎわい創出事業「アイドルフェスティバルin
AKITA 2014」

113 秋田県 横手市 鍛治町通り商店会 鍛治町商店会にぎわい創出事業

114 山形県 山形市 山形駅西都商店会 駅西都商店会賑わい創出事業

115 山形県 山形市 山形市本町商店街振興組合 山形市本町商店街『オリジナル音源活用商店街PR』事業

116 山形県 山形市 山形市中心商店街街づくり協議会
中心市街地循環バス郊外路線の実験的運行並びに賑わいイベ
ント

117 山形県 山形市 花笠サマーフェスティバル実行委員会 ２０１４花笠サマーフェスティバル

118 山形県 米沢市 協同組合米沢粡町通り商店会 集客イベントへの市民参加促進による波及力向上事業

119 山形県 鶴岡市 鶴岡銀座商店街振興組合 みさGozaフェスタ鶴岡銀座

120 山形県 鶴岡市 湯野浜温泉観光協会 湯野浜温泉夏期誘客事業

121 山形県 鶴岡市 鶴岡山王商店街振興組合 山王憩いの場づくり事業・おぃやさ祭りバージョンアップ事業

122 山形県 酒田市
大通り商店街振興組合
酒田駅前商店街振興組合

駅からつながる「いきいき商店街」事業

123 山形県 上山市 石崎商店会
石崎かっぱ市開催と商店会MAP及び店舗紹介・メニュー冊子の
制作

124 山形県 長井市 長井商工会議所 全国馬肉サミットin長井

125 山形県 天童市 北本町商店街 北本町商店街  ジャンボサマー
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126 山形県 金山町 金山町スタンプ会 中元大売出し民謡ショーと大抽選会

127 山形県 金山町 七日町商店会 七日町商店会スタンプラリーと勝手にカラオケ

128 山形県 遊佐町 遊佐町商工会 遊佐町「あきなｉ」「にぎわｉ」ｉｉ（あいあい）プロジェクト

129 福島県 福島市 仲見世睦会 Ｌｅｔ’ｓミッセ・美・ＷＡＬＫ

130 福島県 福島市 福島駅前通り商店街振興組合 「福島市街地の賑わいは福島駅前から」事業

131 福島県 会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 七日町めぐりあい事業

132 福島県 会津若松市 いにしえ夢街道協議会 商店街魅力再発見事業

133 福島県 会津若松市 会津若松駅前商店会 会津若松駅前地区活性化イベント事業

134 福島県 会津若松市 Anessa Club 大町通りの゛あねさま゛達のおもてなし

135 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  Vol. ２

136 福島県 会津若松市 会津若松市商店街連合会 野口英世千円札十周年記念  ～會津商人魂  夏の陣・冬の陣～

137 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２０１４

138 福島県 郡山市 南東北総合卸センター協同組合 南東北総合卸センターにぎわい創出事業

139 福島県 喜多方市 会津喜多方商工会議所 第10回「喜多方レトロ横丁」イベント事業

140 福島県 南相馬市 本町商店会 「もとまち」から始まる素敵な街づくり事業

141 福島県 南相馬市 栄町商店街振興組合 元気発信栄町まつり

142 福島県 南相馬市 原町商店連合会 原町商店連合会情報発信事業（仮称）

143 福島県 本宮市 もとみや商店街協同組合
つなげよう！もとみや／セカンドストーリー  ～商店街賑わい事
業～

144 福島県 桑折町 桑折町商工会 桑折町商店街活力再生イベント事業

145 福島県 国見町 国見町商工会 藤田商店街活性化にぎわい事業

146 福島県 南会津町 南会津町商業振興協同組合 「まちなかにぎわい」創出事業

147 福島県 会津美里町
会津本郷スタンプ会
会津本郷焼事業協同組合

「月刊  せと町」プロジェクト

148 茨城県 水戸市 南町三丁目商店街振興組合 多世代交流による商店街集客促進事業

149 茨城県 土浦市 モール５０５商店会
モール５０５  輝・にぎわいゾーン  商店会発マルシェ・イベント事
業

150 茨城県 笠間市 ギャラリーロード商店会
【永遠の0から】、『映像』と『伝統』と『 先端』が融合し趣
（OMOMUKI）を創る街-笠間-

151 茨城県 取手市 白山商店会 白山商店会にぎわいづくり事業

152 栃木県 宇都宮市 宇都宮オリオン通り商店街振興組合
「昭和ふれあい館…暮らしの歩みと繁華街…お化け屋敷体
験！」

153 栃木県 宇都宮市 宇都宮中心商店街みやヒルズ活性化委員会 第３回みやの盆踊り

154 栃木県 足利市 足利商業連合会 第１００回足利花火大会記念『七夕まつり』

155 栃木県 鹿沼市 蓬莱町白栄会 HANDS  UP！ほうらいフェス２０１４

156 栃木県 鹿沼市 西茂呂・栄町防犯街路灯等振興会 西茂呂・栄町商店街夏祭り２０１４

157 栃木県 小山市 土塔商店街＋（プラス） 土塔及びその周辺地区活性化及び交流推進事業
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158 栃木県 大田原市 大田原商店連盟 サウンドクロスin大田原

159 栃木県 那須烏山市 日野町商店会 山あげ祭り協賛  商店街オアシス設営事業

160 栃木県 益子町 里山通りの会
益子里山さんぽ市から里の灯  クラフトヘア＆おんがくセッション
2014

161 栃木県 益子町 城内坂通り会 益子夜市＆里帰りウィーク２０１４

162 群馬県 高崎市 商店街振興組合高崎中部名店街 中部名店街活性化事業

163 群馬県 桐生市 本町二丁目商盛会 重伝建地区の歴史を伝える事業

164 群馬県 安中市 松井田商店連盟 夏祭り来街者増加事業

165 群馬県 中之条町 伊勢町睦会 伊勢町睦会  祇園祭にぎわいイベント事業

166 群馬県 片品村 シンボルプロジェクト推進本部 村中心商店街活性化事業

167 群馬県 みなかみ町 猿ヶ京ネットワーク三国街道商店会 「女性、子供、みんなで楽しめる歴史体験まちづくり」事業

168 群馬県 大泉町 大泉町商工会 ブラジルをテーマとした「西小泉ブラジルウイーク」

169 埼玉県 さいたま市 東大成町商工親和会 東大成活性化プロジェクト

170 埼玉県 さいたま市 七里商工会 夏祭り・餅つき大会

171 埼玉県 さいたま市 浦和中央商店街振興組合 2014浦和宿古本まつり

172 埼玉県 さいたま市 さいたま市商店会連合会 スポーツ文化イベントとの連携による地域商店街振興事業

173 埼玉県 さいたま市 鹿手袋商店会 鹿手袋商店会イルミネーション事業

174 埼玉県 さいたま市 マーレ商店会 マーレ夏のサッカー教室、マーレ創業祭

175 埼玉県 さいたま市 南浦和西口商店会 南浦和西口商店会  クリスマスイルミネーション事業

176 埼玉県 さいたま市 白幡商店会 新たな賑わい街のイルミネーション事業

177 埼玉県 川口市 川口銀座商店街振興組合
集客力アップのための地域間交流の促進と被災地復興支援事
業

178 埼玉県 川口市 前川中央商店会 前川メンチで商店会ブランド力強化事業

179 埼玉県 行田市 行田市新町通り商店街振興組合 新町通り商店街活性化事業

180 埼玉県 所沢市 所沢ファルマン通り商店街
ファルマンイルミネーション装飾・点灯式および埼玉県民の日イ
ベント「コバトンを探せ!!」

181 埼玉県 所沢市 所沢銀座協同組合 わくわくトコ夏ランド

182 埼玉県 所沢市 所沢和ヶ原商店街振興組合 商店街活性化イベント事業

183 埼玉県 東松山市 東松山ぼたん通り商店会 ぼたん通り  にぎわいフェスティバル事業

184 埼玉県 東松山市 東松山市まるひろ通り商店会 『遊・歩ッ・区の街』創出事業  よさこい陣屋まつり

185 埼玉県 鴻巣市 鴻巣奉仕会 鴻巣ひなちゃんカードにぎわいアップ事業

186 埼玉県 越谷市 越谷新町商店会 越谷新町商店会 越ヶ谷宿新たな魅力創造事業

187 埼玉県 越谷市 越谷中央商店会
市道70007号線賑わい創出事業『まるななマーケット』の実施と商
店会活性化に向けた先進地視察

188 埼玉県 入間市 町屋通りまちづくり商店街振興組合 町屋まちづくり飲食＆物販ラリー

189 埼玉県 朝霞市 北朝霞商業振興会 商店街にぎわい継続事業
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190 埼玉県 志木市 しきアロハ商店会 アロハフェスタ２０１４事業

191 埼玉県 久喜市 一般社団法人栗商スタンプ会 地域商業活性化事業

192 埼玉県 久喜市 栗橋ひめプラザ協同組合 復興支援×地域連携×地域資源・静御前まつりの開催

193 埼玉県 久喜市 栗橋駅前商店街事業協同組合 活力ある商店街づくり

194 埼玉県 富士見市 寺下商店会 貝塚夏まつり

195 埼玉県 富士見市 西みずほ台商店会 みずほ台まつり

196 埼玉県 富士見市 富士見市商店会連合会 富士見市にぎわいプロジェクト

197 埼玉県 幸手市 幸手市商工会
「幸」せを「手」にする街・スケッチコンクールを中心とした事業展
開

198 埼玉県 ふじみ野市 上福岡銀座商店会 上福岡銀座商店会「七夕まつり」

199 埼玉県 ふじみ野市 上福岡商店会連合会 上福岡七夕まつりに向けた１１商店会合同での集客力強化

200 埼玉県 杉戸町
杉戸中央商店会
杉戸高野台商店会

にぎわい宿場町４００周年バリバル

201 千葉県 千葉市 花見川団地商店街振興組合 花見川団地商店街にぎわい事業

202 千葉県 千葉市 稲毛商店街振興組合 稲毛新発見！再発見！わくわくウォーク

203 千葉県 千葉市 幕張ベイタウン商店街振興組合 幕張ベイタウン商店街地図制作事業

204 千葉県 銚子市 ウォッセ２１商店会 ウォッセ大漁夏まつり

205 千葉県 銚子市 銚子銀座商店街振興組合 門前・軽トラ市発元気発信事業パート2

206 千葉県 市川市 真間銀座会
真間銀座会逸品フェア&市川市市制施行８０周年記念歳末福引
セール

207 千葉県 市川市 市川南通り商店会 平成26年度ゆうゆうロード商店会逸品フェア＆スクラッチセール

208 千葉県 市川市 サンロード商店会 平成２６年度サンロード商店会活性化事業

209 千葉県 市川市 行徳駅前商店会 2014  かもねぎ祭り

210 千葉県 船橋市 習志野台商店街振興組合 JUJUにきたなら！習う商いプロジェクト事業

211 千葉県 船橋市 三咲中通り商店会 三咲夏祭り・三咲中通り商店会情報発信事業

212 千葉県 船橋市 海神商店会 海神魅力発信事業

213 千葉県 松戸市 松戸駅周辺商業協同組合 松戸駅周辺  探訪来街促進キャンペーン

214 千葉県 松戸市 馬橋本通り商店会
馬橋本通り商店会  イベント事業  「馬の市」＆「仁王様のスタン
プラリー」

215 千葉県 松戸市 東松戸商店会 東松戸商店会にぎわいふれあい事業

216 千葉県 成田市 ひかり輝け！公津商店会 ひかり輝く街へのステップアップ事業

217 千葉県 成田市 成田空港通り活性化協議会 成田空港通り「おもてなし大作戦」事業

218 千葉県 旭市
干潟商工睦会
ひがた駅前スタンプサービス会

干潟商工睦会・ひがた駅前スタンプサービス会  合同  商店街活
性化事業

219 千葉県 旭市 旭市商業振興連合会 旭市共通サマーセール抽選会

220 千葉県 柏市 あさひ通り商店会
ふれあい創出を目指す「あさひ通り」魅力発信パンフレット作成
事業

221 千葉県 柏市 協同組合柏駅東口中央商店街連合 にぎわいと回遊性向上のためのイメージアップ・イベント事業

7 / 27 ページ



都道府県 市区町村 商店街名 事業名

222 千葉県 勝浦市 勝浦中央商店会 ～来て見て回って～勝浦にぎわい事業

223 千葉県 四街道市 四街道市商工会 フリーペーパーマガジン4Ｂ  QRコード付き情報ガイドブック

224 千葉県 八街市 八街駅南口商店街振興組合 八街ふれあい夏まつり  夏の思い出を作ろう！

225 千葉県 いすみ市 大原中央商店街協同組合 学校・保育所と連携した子ども参加型の商店街活性化事業

226 東京都 港区 新橋赤レンガ通り発展会 来街促進と来街者への情報発信事業（020事業）

227 東京都 新宿区 新宿東口商店街振興組合 新宿東口商店街  PR事業

228 東京都 新宿区 十二社商店親睦会 十二社探訪ＰＲキャンペーン

229 東京都 新宿区 ヒルトピアアーケード会 イベントを起点とした総合的集客力向上事業

230 東京都 新宿区 神楽坂通り商店会 神楽坂通り商店会  PR事業

231 東京都 新宿区
新宿要通り共栄会
末広通り商店会

商店会連合  新宿三丁目活性化事業

232 東京都 文京区 地蔵通り商店街振興組合 地蔵通りマルシェ  青空市  ブランディング強化事業

233 東京都 文京区 小石川すずらん通り商店会 秋・アートフェスティバルin小石川

234 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」まつり

235 東京都 台東区 国際通り商店会第３部 一心坊主物語とグルメラリーのにぎわい創出事業

236 東京都 台東区 奥山おまいりまち商店街振興組合 江戸歌舞伎文化のにぎわい商店街事業

237 東京都 台東区 浅草西参道商店街振興組合 弘前ねぷた浅草まつりと浅草江戸町朝市

238 東京都 台東区 千束通商店街振興組合 拡大版バル街＆逸品会（東北復興雪まつりとの同時開催）

239 東京都 台東区 入谷金美館通り大正会 入谷金美館通り大正会活性化事業

240 東京都 台東区 六区花道商店会 六区花道商店会  認知度向上  活性化事業

241 東京都 台東区 浅草ビューホテル商店会 浅草ビューホテル商店会認知度向上・活性化事業

242 東京都 台東区 一葉桜国際通り振興会 「シャボン玉の街」認知度向上事業

243 東京都 台東区 花川戸経営研究会 花川戸マルシェ活性化事業

244 東京都 台東区 浅草壱福小路 浅草壱福小路活性化事業

245 東京都 台東区 一葉桜千束入谷振興会 千束入谷  魅力発信事業

246 東京都 台東区 いろは会商店街振興組合 いろは会商店街  活性化事業

247 東京都 台東区 浅草ひさご通り商店街協同組合 浅草ひさご通り認知度向上事業

248 東京都 台東区 みちびき花の辻商店街振興組合 みちびき伝統芸能継承と活性化事業

249 東京都 墨田区 錦糸町商店街振興組合 すみだ錦糸町江戸マルシエ

250 東京都 墨田区 墨田区商店街連合会 葛飾北斎で繋がる商店街活性化事業

251 東京都 江東区 牡丹町笑栄会商店街振興組合 牡丹町  まちの教室

252 東京都 江東区 大島中の橋商店街振興組合 大島中の橋商店街集客力＆認知度アップ事業

253 東京都 江東区 砂町銀座商店街振興組合 砂町銀座クリスマスフェアー
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254 東京都 江東区 東陽商店街振興組合 ウェルカム東陽商店街～オンライン福引大会

255 東京都 品川区 大井銀座商店街振興組合
「大井町今昔物語＆写真コンテスト」を活用した商店街への顧客
誘導事業

256 東京都 品川区 二葉中央商店会 二葉中央商店会  広報活動事業

257 東京都 目黒区 目黒平和通り商店会 「平和の樹」シンボル活性化事業

258 東京都 目黒区 自由が丘商店街振興組合 自由が丘オフィシャルガイドwebモバイル版

259 東京都 目黒区 祐天寺商店会 祐天寺商店会PR事業「この街・祐天寺」

260 東京都 大田区 御嶽商店街振興組合 ハロウィンパーティ

261 東京都 大田区 京浜蒲田商店街協同組合 創立60周年ワンコイン＆わくわく商店街マップ事業

262 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20周年記念イベント「伝統芸能フェスティバル」
（仮）

263 東京都 大田区 キネマ通り商店会
キネマ通り商店会「キネマ＝映画」をテーマとしたイベント事業と
コミュニティカフェ事業

264 東京都 世田谷区 烏山駅南口商店会 烏山駅南口商店会ガイドブック製作

265 東京都 世田谷区 三軒茶屋銀座商店街振興組合 ぐるり瀬戸内コラボ・フェスタ

266 東京都 世田谷区 経堂本町会 マップ制作と街ブラント「花のあるみち」事業

267 東京都 世田谷区 東深沢商店街振興組合
逸品運度の活性化と秋の食と音楽の集いによる商店街活性化
事業

268 東京都 世田谷区 用賀商店街振興組合 用賀サマーフェスティバル

269 東京都 世田谷区 すずらん通り商店会 商店街イベント支援事業

270 東京都 渋谷区 南新宿商店会 南新宿商店会  にぎわい  向上事業

271 東京都 渋谷区 明治通り宮下パーク商店会 商店会の魅力発信事業

272 東京都 中野区 都立家政商店街振興組合 第３５回かせい阿波踊りと前夜祭イベント

273 東京都 中野区 サンロード中野・桃商会 サンロード中野・桃商会  子供縁日事業

274 東京都 中野区 中野南口駅前商店街 南口わいわい祭り2014

275 東京都 中野区 中野北口昭和新道商店街 ～昭和と遊ぼう  古きを訪ね新しきを知る空間～

276 東京都 中野区 川島商店街振興組合
里まち連携とコスプレによる東京行灯祭リニューアルと親子で商
店街デビュー

277 東京都 中野区 野方商店街振興組合 野方商店街振興組合  設立20周年記念事業

278 東京都 中野区 鍋横大通り商店会 鍋横大通商店に江戸の賑わいを取り戻そう

279 東京都 中野区 薬師あいロード商店街振興組合 花と絵と大道芸とまつり

280 東京都 中野区 中野区商店街振興組合連合会 四季の森公園  にぎわいイベント

281 東京都 中野区 中野区商店街連合会 中野の食の逸品グランプリ2015

282 東京都 中野区

新井薬師駅商店会
新井薬師門前通町栄会
薬師駅北口商店街
薬師駅前中央商店会
上高田本通商店街

文明開化の音が鳴る  とおりゃんせ  あらい

283 東京都 杉並区 高円寺南商店会 【串串バトル】

284 東京都 杉並区 高円寺銀座商店会協同組合 純情商店街ブランドPR事業
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285 東京都 杉並区 エトアール通り商店会 高円寺エトアール物語

286 東京都 杉並区 和田商店会 街の力を育てあいプロジェクト

287 東京都 豊島区 サンモール大塚商店街振興組合 南大塚探訪キャンペーン

288 東京都 豊島区 雑司が谷弦巻通り商友会
良き時代・昭和を感じさせる町  雑司が谷弦巻通り商友会PR事
業

289 東京都 豊島区 西池袋四丁目商店会 西池袋四丁目商店会と椎名町（老人と子供向けイベント事業）

290 東京都 豊島区 長崎十字会 東長崎フリーマーケットPR事業

291 東京都 豊島区 長崎小学校前通り明和会 ６０周年記念：椎名町穴場探索来街促進キャンペーン

292 東京都 豊島区 椎名町駅前すずらん通り商店会 椎名町駅前すずらん通り商店会再発見来街促進キャンペーン

293 東京都 豊島区 椎名町駅前中央通り商店会 椎名町駅前ＰＲ事業

294 東京都 豊島区 巣鴨駅前商店街振興組合 江戸六地蔵尊開眼三百年祭記念誌の発行

295 東京都 豊島区 池袋西口商店街連合会 池袋西口エリアPR事業促進キャンペーン

296 東京都 北区 東十条商店街振興組合 秋まつり

297 東京都 北区 東豊名店街
子供の声とお年寄りの笑顔が溢れる「TOHOにぎわいフェスタ」事
業

298 東京都 荒川区 コツ通り商店会 南千住コツ通り商店会来街促進ＰＲキャンペーン

299 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」一周年記念事業

300 東京都 荒川区 旭電化通り商光会商店街振興組合 旭電化通り商光会 認知度向上・活性化事業

301 東京都 板橋区 上板南口銀座商店街振興組合
上板まもりん坊まつり・七夕イベント・子供縁日・クリスマスイベン
ト

302 東京都 板橋区 宮の下商栄会 宮の下商栄会  秋の大収穫祭イベント

303 東京都 板橋区 板橋イナリ通り商店街 板橋イナリ通り商店街  活性化事業

304 東京都 板橋区 上板橋北口商店街振興組合
マイスターかみいた商店街紹介冊子作成～まちの写真集制作実
施～

305 東京都 板橋区 赤塚一番通り商店街振興組合 商店街情報発信力強化とにぎわい求心事業

306 東京都 板橋区

板橋駅西口商店会
板橋四ツ又商店街振興組合
商和通り商店会
板橋駅前本通り商店街振興組合
板橋宿不動通り商店街振興組合
仲宿商店街振興組合
板橋本町商店街振興組合
第一小学校前通り商店会
新中山道商店街

第8回  ゆっくり歩こう板橋縁宿

307 東京都 板橋区

遊座大山商店街振興組合
中板橋駅南口商店街振興組合
成増商店街振興組合
成増すずらん通り商店街振興組合
兎月園通り商店会

「板橋川越街道」活性化事業

308 東京都 練馬区 石神井公園商店街振興組合 石神井公園商店街振興組合  空き店舗活用イベント

309 東京都 練馬区 共栄商店会 共栄商店会  探訪来街促進キャンペーン

310 東京都 練馬区 大門通り商店街振興組合 あついぞ大門！！にぎわいストリート

311 東京都 足立区 五反野駅前通り銀座会 五反野駅前通り銀座会  探訪来街促進ＰＲ事業

312 東京都 足立区 千住緑町商店会 千住緑町商店会歳末セールイベント並びにＰＲ事業
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313 東京都 足立区 千住旭町商店街振興組合 千住旭町商店街  ハロウィンイベント

314 東京都 足立区 千住大門商店街振興組合 千住遊郭  花魁道中イベント

315 東京都 葛飾区

立石駅通り商店会
協同組合立石仲見世共盛会
立石中央通り商店会
区役所通り商店会
立石大通り商店会

立石ウォークフェスタ

316 東京都 江戸川区 平井親和会商店街振興組合 平成26年度平井親和会商店街活性化事業

317 東京都 江戸川区 南葛西商店会 えどがわ美味いもの祭り

318 東京都 江戸川区 松江銀座商店街振興組合 松江銀座商店街振興組合  ハロウィンイベント

319 東京都 江戸川区 東松中央通り商店会 東松中央通り商店会  菊の品評会

320 東京都 江戸川区 小島町二丁目団地店舗会 小島町二丁目団地店舗会  活性化事業

321 東京都 江戸川区 京成小岩商栄会 京成小岩商栄会  「健康長寿のど自慢大会」事業

322 東京都 八王子市 八日町商店街振興組合 八王子まつりin八日町商店街祭り広場

323 東京都 八王子市

三和会商店街振興組合
八王子市三崎町商研会
八王子駅前銀座通商栄会
西放射線通り商店街振興組合
パーク壱番街商店会
八王子駅北口商店会
横山町モール街
中町商店会

越中八尾  おわら風の舞in八王子

324 東京都 立川市 立川南口すゞらん通り商店街振興組合 商店街50周年イベント「立川小唄と民踊流し踊り」事業

325 東京都 青梅市 協同組合東栄会 協同組合東栄会  東栄会カモン！（家紋）プロジェクト

326 東京都 青梅市 吉野梅郷商店会 吉野梅郷商店会梅の里再生納涼まつり

327 東京都 青梅市 御岳・沢井商栄会 商栄会抽選会事業

328 東京都 青梅市 青梅商工会議所 「昭和レトにぎわいイベント」と「得する街のゼミナール」事業

329 東京都 昭島市 東京都昭島市中神北口商店会 夏祭りおよび餅つきイベント事業

330 東京都 調布市 上布田商栄会 上布田商栄会回遊性向上：謎解きゲーム事業
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331 東京都 調布市 不動商店会 第２０回『２０１４ハッピーまつり』

332 東京都 町田市 栄通り商店会 栄通り商店会 創立60周年記念事業

333 東京都 町田市 ターミナルロード商店会 ターミナルロード商店街 Summer Festival 事業

334 東京都 町田市

原町田四丁目商店会
町田駅前商店会
町田二番街商店会
町田パークアベニュー商店会
幸町商店会
ターミナルロード商店会
町田一番街

町田夏まつり宝探し（仮）

335 東京都 小金井市 京王通り商店会 マタアシタプロジェクト～みんなでつくる第2章～

336 東京都 小平市 一橋学園南口商店会 一橋学園南口商店街MAP作成事業

337 東京都 小平市 学園坂商店会 （仮）新発見！小平スタンプラリー〝民謡と歴史を訪ねて〝

338 東京都 小平市 小平商工会 日本一丸ポスト連合会  ポイントスタンプ事業

339 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

340 東京都 国立市 国立駅前大学通り商店会
国立駅前大学通り商店会  大学通り謎解きツアー＆もらって嬉し
いエコバッグラリー事業

341 東京都 国立市 協同組合国立旭通り商店会
まちのコンシェルジュと賑わい創出を目指し  ～旭通りの名店を
ご案内～

342 東京都 国立市 国立東坂下商店会 国立東坂下交通安全向上キャンペーン

343 東京都 東久留米市 東久留米駅前商店会 東久留米市商店会活性化事業

344 神奈川県 横浜市 尻手銀座親交会 被災地応援「買い物マラソン」

345 神奈川県 横浜市 豊岡商店街協同組合 豊岡商店街にぎわい事業

346 神奈川県 横浜市 六角橋商店街連合会 六角橋商店街秋まつり～第4回食べくら横丁～

347 神奈川県 横浜市 裏横浜地域活性化プロジェクトurayokonet委員会 裏横浜魅力発見・発信事業

348 神奈川県 横浜市 麦田町発展会 イベント開催・動画撮影・ネット配信による商店街活性化事業

349 神奈川県 横浜市 横浜中華街発展会協同組合 第7回「美食節」横濱中華街フードフェスティバル

350 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・街づくり事業②

351 神奈川県 横浜市 金沢商業センター協同組合 ユニオンセンターキャラクター誕生！くまちゃんとふれあおう！

352 神奈川県 横浜市 横浜港南台商店会 港南台まちの魅力発見事業

353 神奈川県 横浜市 いちょう通り商店会 商店街の若返りと活性化を目指す集客イベント事業の実施

354 神奈川県 横浜市 三ッ境駅前商店会 三ツ境駅前商店会  「人の心に残る商店街！」事業

355 神奈川県 横浜市 一般社団法人たまプラーザ中央商店街
軽トラ元気市＆ペアツリーミネーションで、まちと商店街を活性
化！

356 神奈川県 横浜市 藤が丘商店会
汁まつり、歳末大売出し拡大による地域住民の集客・認知度向
上事業

357 神奈川県 横浜市 青葉台商店会
青葉台フラワーロード運動の強化とマルシェぶらり～と青葉台と
の連携事業

358 神奈川県 横浜市 たまプラーザ駅前通り商店会
街ゼミ「オトナの学び舎」実施に伴う、地域交流と商店街集客事
業

359 神奈川県 横浜市 仲町台商業振興会 グルメフェスタ仲町台  夏祭り事業

360 神奈川県 川崎市 川崎銀座商業協同組合 バスカーライブで地域と銀座街をつなぐ♪
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361 神奈川県 川崎市 川崎砂子会協同組合 街角ミュージシャンの「砂子通りお店訪問」

362 神奈川県 川崎市 大師本通り商店会 地域コミュニティ商店街  大師本通り商店会

363 神奈川県 川崎市 日吉商店街連合会 第42回日吉まつり～道灌祭～

364 神奈川県 川崎市 法政通り商店街振興組合 第16回エコフェスタin法政

365 神奈川県 相模原市 矢部商工みどり会 納涼ふれあいまつり

366 神奈川県 相模原市 相模原商工会議所
相模原市  市制施行60周年記念  ”地域の魅力再発見”商店街
紹介番組配信事業

367 神奈川県 横須賀市 三笠ビル商店街協同組合
ミニSL体験乗車会と“はじめてのおつかい”イベントによるにぎわ
いづくり事業

368 神奈川県 横須賀市 北久里浜商店街振興組合 北久里浜商店街にぎわい創出事業

369 神奈川県 横須賀市 横須賀市本町商店会 どぶ板通りまち歩き情報提供事業

370 神奈川県 横須賀市
横須賀商店街連合会
横須賀商工会議所

みんなの横須賀  ワンコインでスタンプラリー

371 神奈川県 横須賀市 久里浜商店会協同組合 地域と繋がろう、久里浜にぎわいイベント事業

372 神奈川県 平塚市 サンロードあさひ商店会協同組合 商店街マップ作成事業・飲み歩きイベント実施事業

373 神奈川県 藤沢市

協同組合柳通り睦会
遊行通り４丁目商店街振興組合
遊行通５丁目商店街振興組合
協同組合藤沢銀座土曜会
サンパール藤沢商店会
３９１ビル商店会
南口ファミリー通り商店街振興組合
南口本通り商店会
南銀座一番街
南藤沢イータウン

藤沢プロムナード

374 神奈川県 小田原市 小田原駅前東通り商店街 観光客の集客アップ！クロスメディアデイタイム＆ナイトマップ

375 神奈川県 小田原市 お堀端商店街振興組合 お堀端「通り再生プログラム」事業

376 神奈川県 小田原市 小田原市商店街連合会 アンテナショップを活用した個店活性化事業

377 神奈川県 逗子市 逗子銀座商店街協同組合 逗子銀座商店街活性化事業（仮）

378 神奈川県 逗子市 逗子市商工会 逗子まちフェスタ

379 神奈川県 三浦市 協同組合三浦市商店街連合会 三浦集客事業「三浦の達人になろう！」

380 神奈川県 秦野市 秦野市商店会連合会 秦野・東海大学前・鶴巻温泉集客拡大「リアル宝さがし」イベント

381 神奈川県 大和市 高座渋谷西口商店会 高座渋谷西口商店会  情報誌「Pick Up」事業

382 神奈川県 伊勢原市 駅前中央商店会 駅前中央商店会まちなか回遊にぎわい事業2014

383 神奈川県 葉山町 下山口商店会 夏の宵宮祭り・ハローウイン・歳末大売り出し・どんと焼き

384 神奈川県 松田町 足柄上商工会 オールまつだ商店街活性化事業

385 神奈川県 箱根町 元箱根観光協会  湖尻支部 湖尻地区集客拡大事業「リアル宝さがし」開催

386 神奈川県 箱根町 箱根強羅観光協会 強羅地区集客拡大事業

387 神奈川県 箱根町 湯本夢夏祭り実行委員会 集客拡大湯本夢夏祭り

388 神奈川県 真鶴町 宿浜通り会 海（わたつみ）のまち  湊商店街活性化事業  ２ND

389 神奈川県 真鶴町 真鶴おおみちジョイナス商店会 お客様がホッとするふれあいの場づくり事業
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390 新潟県 新潟市 協同組合北新潟商工振興会 阿賀野川ござれや花火  40周年記念事業

391 新潟県 新潟市 豊栄商店会連合会 第14回豊栄商工会まつり「葛天夏祭in下町」

392 新潟県 新潟市 空港前商工振興会 そらタウンフェア

393 新潟県 新潟市 白山市場商業協同組合
白山市場60周年事業（地域とともに盛り上げよう白山市場  イベ
ント大集合）

394 新潟県 新潟市 新古町通商店会 路地裏発！版画・マンガであった会

395 新潟県 三条市 三条中央商店街振興組合 平成26年度三条中央商店街魅力開発事業

396 新潟県 柏崎市

柏崎駅仲商店街振興組合
協同組合柏崎ニコニコ商店街
柏崎市五中会商店街振興組合
柏崎市本町六丁目商店街振興組合
協同組合柏崎東本町二丁目振興会

グルメフェスタ２０１４in柏崎

397 新潟県 新発田市 新発田市メーンストリート商店街振興組合 新発田サマーフェスティバル２０１４

398 新潟県 小千谷市 小千谷市東大通商店街振興組合 小千谷市東大通商店街にぎわい作り事業

399 新潟県 小千谷市 片貝商工振興会 片貝商店街活性化事業

400 新潟県 加茂市 加茂本町商店街振興組合 加茂本町商店街ニコニコデー事業

401 新潟県 加茂市 加茂市五番町商店街振興組合
加茂市五番町商店街振興組合  「納涼祭」、「五番町ごっつぉま
つり」

402 新潟県 加茂市 加茂商工会議所 小京都を楽しむ会ＡＫＡＲＩＢＡ  宵の市、はしご酒事業

403 新潟県 見附市 見附商工会 見附商店街にぎわい創出事業

404 新潟県 燕市 燕商工会議所 にぎわい創出事業

405 新潟県 糸魚川市 糸魚川本町通り商店街振興組合 糸魚川本町通り商店街  土曜楽市

406 新潟県 魚沼市 兼続通り商店街 歴史とアニメでにぎわい創出事業

407 新潟県 湯沢町 湯沢町商工会 地域資源の「食」をきっかけとした中心地の活性化事業

408 富山県 富山市 協同組合  中央通商栄会
D北街区商業施設開設に伴う商店街組織の体質改善のための
調査事業

409 富山県 富山市 千石町通り商店街振興組合 千石町通り商店街振興組合マンガムーヴメント事業

410 富山県 富山市 富山市八尾山田商工会 アートタウン八尾（やつお芸術祭）

411 富山県 高岡市 末広町商店街振興組合 末広町通り活性化事業

412 富山県 高岡市 末広開発株式会社 W.W.高岡開館10周年記念末広町通り商店街活性化事業

413 富山県 高岡市 高岡市商店街連盟
たかおか得するまちのゼミナールと商店街及び店舗のWEBサイ
トへの参画

414 富山県 射水市 千成商店街協同組合 千成ワクワク大作戦２  ～千成夏の陣・秋の陣～

415 石川県 金沢市 駅前別院通り商店街振興組合 駅前別院通り商店街活性化事業

416 石川県 金沢市 香林坊商店街振興組合 「金沢パンマルシェ」イベント事業

417 石川県 金沢市 石引商店街振興組合 商学連携による商店街にぎわい創出事業

418 石川県 金沢市 ショッピングタウンパレットテナント会 パレットの魅力アップ事業

419 石川県 金沢市 金沢中心商店街武蔵活性化協議会 武蔵にぎわい創出事業

420 石川県 七尾市 一本杉通り振興会
一本杉通りの活性化に向けて  ～人と人とをつなぐ  一本杉通り
商店街～
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421 石川県 小松市 粟津駅前商交会 粟津駅前商交会にぎわい創出事業

422 石川県 輪島市 輪島市まんなか商店街振興組合 まんなか商店街誘客推進イベント（まんなかフェスタ）

423 石川県 珠洲市 飯田港共同店舗事業協同組合 ”まるごと地物”発信事業

424 石川県 珠洲市 見附島商店会 見附島商店会  地域活性化事業

425 石川県 加賀市 山中商工会 山中温泉「松尾芭蕉の愛した湯のまち」商店街事業

426 石川県 加賀市

山代温泉通り商店街振興組合
あけぼの商店街
桔梗丘商店会
万松園商店街
山代温泉女生水商店街

山代の旦那文化が香る  やましろ浪漫紀行

427 石川県 羽咋市 羽咋市商工会 砂像で飾る商店街事業

428 石川県 中能登町 かしま商業開発協同組合 スペースを活用したフリーマーケットの開催事業

429 福井県 福井市 福井駅前商店街振興組合 福井玄関ブランド育成事業

430 福井県 福井市 元町商店街協同組合 秋のまちなかミニ国体  事業

431 福井県 大野市 大野三番商店街振興組合 みんなで撞こう除夜の鐘！三番の灯りと共に！  事業

432 福井県 大野市 協同組合大野商業開発 ショッピングモールヴィオ開店１５周年祭

433 福井県 大野市 七間商店街振興組合 ２０１４  三大朝市物産まつり

434 福井県 大野市 五番商店街振興組合 結の故郷発祥祭  小京都物産五番まつり事業

435 福井県 勝山市 協同組合勝山サン・プラザ
（協）勝山サンプラザ主催、勝山市、勝山商工会議所共催  地域
密着型おもてなし「満点元気市」＆まちなかストリートフェス

436 山梨県 甲府市 朝日通り商店街協同組合 朝日通り商店街はなみずき事業

437 山梨県 甲府市 甲府商店街連盟 人が集う中心商店街賑わい事業

438 山梨県 大月市
大月商店街協同組合
かがり火市民祭り実行委員会

かがり火市民祭り・大月阿波踊り大会

439 長野県 長野市 南石堂町商店街振興組合 蟻の市

440 長野県 長野市 長野銀座商店街振興組合
長野市芸術館開館プレイベントミュージック散歩久石譲の世界を
探るinぎんざ街角コンサート

441 長野県 松本市 石芝商店会 アルウィンに一番近い商店街事業

442 長野県 松本市 伊勢町商店街振興組合 伊勢町ふれあい促進事業

443 長野県 岡谷市 おかや童画館通り商業会 地域伝統イベント再構築事業

444 長野県 伊那市 古町会 古町会夏祭り事業

445 長野県 駒ヶ根市 駒ケ根市広小路商店街振興組合 こまタクで広小路に行こう事業

446 長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根商工会議所 駒ヶ根の夏祭り「ＫＯＭＡ夏!!」事業

447 長野県 中野市 中好会 ワインの夕べ

448 長野県 大町市 大町名店街事業協同組合 大町名店街活性化事業

449 長野県 飯山市 戸狩観光協会
戸狩地域活性化イベントによる集客事業  ①飯山さわごさバルイ
ベントによる集客事業  ②花結び・郷土薬膳事業による集客事業

450 長野県 飯山市 飯山商工会議所戸狩支部 戸狩商店街活性化事業

451 長野県 飯山市 飯山市本町商店街協同組合 北陸新幹線飯山駅開業PRイベント  本町にぎわい創生事業
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452 長野県 塩尻市 塩尻大門商店街振興組合 大門商店街賑わい創出連携事業

453 長野県 佐久市 岩村田本町商店街振興組合 若手を育て、新たな集客を創出する事業

454 長野県 佐久市 岩村田連合商店会 中山道岩村田宿を盛り上げよう！

455 長野県 千曲市 屋代駅前通り商店街協同組合 屋代駅前にぎわい創造事業

456 長野県 千曲市 千曲商工会議所 まちのにぎわい創出事業

457 長野県 下諏訪町 御田町商業会 御田町商店街GNH向上事業

458 長野県 木曽町 木曽町商工会 地域資源を活用した木曽町再発見事業

459 長野県 生坂村 生坂村商工会 生坂村にぎわい活性化事業

460 長野県 小布施町 小布施町商工会 小布施駅前商店街にぎわい創出事業

461 長野県 飯綱町 栄町商栄会 岩崎観音夏祭り

462 岐阜県 岐阜市 岐阜市金宝町１丁目発展会 中心商店街活性化事業「”夢”ぎふJAZZストリート」

463 岐阜県 大垣市 大垣駅前商店街振興組合 おおがき芭蕉生誕370年祭  駅前商店街活性化事業

464 岐阜県 大垣市 大垣本町一番街商店街振興組合 おおがき芭蕉生誕370年祭  本町一番街商店街活性化事業

465 岐阜県 大垣市 大垣市本町商店街振興組合 おおがき芭蕉生誕370年祭  本町商店街活性化事業

466 岐阜県 大垣市 ブラツキ商店街振興組合 おおがき芭蕉生誕370年祭  ブラツキ商店街活性化事業

467 岐阜県 大垣市 大垣郭町商店街振興組合 おおがき芭蕉生誕370年祭  郭町商店街にぎわい事業

468 岐阜県 高山市 高山下一之町商店街振興組合
2014しもいち通りの七夕まつり・2014秋のにぎわいまつり・ホーム
ページ事業

469 岐阜県 高山市 高山国分寺通り第三商店街振興組合 にぎわい市（八日市）活性化事業

470 岐阜県 多治見市 株式会社華柳 本町オリベストリートにぎわい活性化促進事業

471 岐阜県 美濃市 美濃俵町商店街振興組合 美濃市制60周年記念事業  俵町サマーナイトフェスティバル

472 岐阜県 瑞浪市 協同組合メイト ほっと！ホットみずなみ30.50.60

473 岐阜県 瑞浪市 瑞浪駅前商店街振興組合 瑞浪市駅前商店街七夕祭りにぎわい事業

474 岐阜県 瑞浪市 瑞浪市商店街連合会 瑞浪駅前周辺商店街におけるマーケティング調査事業

475 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  七夕まつりイベント事業

476 岐阜県 恵那市 恵那市商店街連合会 2014恵那ふるさと夏祭り＆まちなか市夏物語

477 静岡県 静岡市 御幸町発展会 地域で１番  御幸イベント

478 静岡県 静岡市 鷹匠１丁目商業発展会 いかざぁ鷹１事業

479 静岡県 静岡市 両替町二丁目発展会 両替町二丁目にぎわい街づくり

480 静岡県 静岡市 研屋町発展会 研屋町発展会「フェスタとぎや」事業

481 静岡県 浜松市
鍛冶町通商店街振興組合
浜松まちなかマネジメント株式会社

はままつ秋の芸術祭

482 静岡県 熱海市 熱海仲見世振興会 仲見世商店街おもてなし事業

483 静岡県 富士宮市 富士宮本町商店街振興組合 富士宮本町商店街「富士山四季ものがたり」
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484 静岡県 焼津市 ゴールデン街共栄会 ゴールデン街フェスティバル

485 静岡県 御殿場市
協同組合森の腰商栄会
株式会社アクティブモコ

富士山世界文化遺産登録一周年記念「富士山商店街」事業及び
「わらじ競争」イベント

486 静岡県 裾野市 すその駅前中央商店街 すその駅前商店街まるごと楽市賑い創出事業

487 静岡県 湖西市 湖西市鷲津商店街協同組合 鷲津商店街活性化事業

488 静岡県 菊川市 菊川駅南商店街組合連絡協議会 菊川市制10周年駅南グリーンモールフェスタ

489 静岡県 牧之原市 相良町本通り商店街協同組合
鈴木梅太郎先生生誕140周年記念  さがら・夏・夢舞台in本通り
andマキティー軽トラ市

490 静岡県 牧之原市 ミルキーウェイショッピングタウン  テナント会 ウィンターイルミネーション

491 愛知県 名古屋市 仲田本通商店街振興組合 仲田本通商店街「夏まつり」

492 愛知県 名古屋市 仲田銀座商店街振興組合 仲田銀座商店街夏祭り2014

493 愛知県 名古屋市 今池商店街連合会 いきいき今池お祭りウィーク  2014

494 愛知県 名古屋市
大曽根商店街振興組合
大曽根本通商店街振興組合

大曽根七夕まつりふれあい事業

495 愛知県 名古屋市 広小路中央商店街振興組合 秋の広小路市

496 愛知県 名古屋市 名古屋市商店街活性化協議会 商店街消費促進事業

497 愛知県 名古屋市 大名古屋水産物卸組合 大名古屋食品卸センター集客イベント事業

498 愛知県 名古屋市 日比野商店街振興組合 日比野商店街観光まちづくり推進事業2014

499 愛知県 名古屋市 藤が丘中央商店街振興組合 藤が丘・育みタウン祭

500 愛知県 名古屋市 八事商店街振興組合 「歴史と文化の街」再発見  八事物語化計画

501 愛知県 岡崎市
中央ビル株式会社  岡崎シビコショッピングセンター
テナント会

空き店舗を利用した「シビコ情報ステーション」事業

502 愛知県 岡崎市 エルエル共栄会 エルエルタウン10周年記念事業

503 愛知県 一宮市 一宮市駅西商店街振興組合
①キラキラコンサート防災フェア②キラキラコンサート街、村とも
だちフェア③キラキラコンサートおもいやりフェア

504 愛知県 一宮市 一宮市萩原商店街振興組合 秋の萩原商業感謝祭

505 愛知県 一宮市 木曽川商工会 木曽川銀座商店街「木曽川味自慢  出世頭グランプリ」

506 愛知県 一宮市

一宮市本町通三丁目商店街振興組合
一宮市本町通一丁目商店街振興組合
一宮市本町通二丁目商店街振興組合
一宮市本町通四丁目商店街振興組合
一宮市御朱印地商店街振興組合
一宮市人形町商店街振興組合
一宮市人形町２丁目商店街振興組合
一宮市伝馬通３丁目商店街振興組合
一宮市伝馬通２丁目商店街振興組合
一宮市銀座通商店街振興組合
一宮市駅西商店街振興組合
一宮市神山商店街振興組合

七夕まつりにぎわい事業

507 愛知県 瀬戸市 銀座通り商店街振興組合 ようこそ銀座倶楽部へ（銀座通り商店街のファンづくり事業）

508 愛知県 瀬戸市 瀬戸南西部商業協同組合 菱野（ひしの）かけはしロード

509 愛知県 春日井市 鷹来商店街 鷹来「地区のご縁結び」事業

510 愛知県 春日井市 勝川駅東商店街振興組合 勝川駅東商店街夏まつり

511 愛知県 春日井市 春日井駅前商店会 春日井駅前商店会地域活性化事業
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512 愛知県 春日井市 鳥居松本通商店街振興組合
鳥居松  踊って！踊って！はっぴー（法被）夏まつり （はっぴーサ
ボテン商品券発行記念）

513 愛知県 碧南市 天神会商店街振興組合 大浜下区活性化計画

514 愛知県 碧南市 大浜本町商店街振興組合 第17回”いこまいか！”夜店と踊りのフェスティバル

515 愛知県 刈谷市 東刈谷商店街協同組合 「東刈谷グルメ・PR事業」「ワイワイフェスタ事業」

516 愛知県 刈谷市 かりがね発展会 かりがね発展会夏祭り  いもかわうどんクイズラリー開催事業

517 愛知県 豊田市 永覚新町商店街振興組合
永覚新町商店街ふれあい夏祭りを活かした永新ゼミ＆ワンコイ
ン商店街

518 愛知県 豊田市 みゆき商店街振興組合 『みゆき夏まつり  チャリティ・バザール2014』

519 愛知県 安城市 安城市三河安城商店街振興組合 三河安城フェスタ2014

520 愛知県 安城市 安城市御幸商店街振興組合 商店街・町内会なかよし度アップ大作戦

521 愛知県 安城市 安城セントラル商店街振興組合
①ワンラブ～子どもたちに笑顔を～ ②おかみさんによる商店街
PR事業

522 愛知県 西尾市 一色さかなセンター株式会社 秋の大祭典2014 in 一色さかな広場事業

523 愛知県 西尾市 西尾市商業協同組合 「城下町の商店街」再生プラン

524 愛知県 稲沢市 大里東発展会 サマーナイトフェスティバル

525 愛知県 知多市 新舞子海洋リゾート協同組合 新舞子海岸プロジェクト

526 愛知県 田原市 セントファーレ会 「感謝」ありがとう10周年（セントファーレ開店10周年記念事業）

527 愛知県 田原市 田原市商工会
田原にぎわい創出事業（ふれあいまつり、富くじ大売り出し、地域
商品券、商業活性化講演会）

528 愛知県 田原市 渥美商工会 伊良湖地区活性化事業

529 三重県 四日市市 近鉄富田駅前通り商店会 富田の歴史・祭りを伝える商店街情報発信事業

530 三重県 松阪市 松阪市通り日野町商店街振興組合 パティオひの街くらしのゼミ

531 三重県 桑名市 アンクテナント会 地域住民参加型イベント実施事業

532 三重県 鳥羽市 鳥羽１番街協同組合 鳥羽１番街ポケモンスタンプラリー

533 三重県 熊野市 熊野市商店連合会 熊野市商店連合会ファン作り事業

534 三重県 いなべ市 いなべ市商工会 いなべ市納涼花火大会

535 滋賀県 大津市 堅田商業連合協同組合 堅田100円商店街＆まちセリ事業

536 滋賀県 彦根市 彦根夢京橋商店街振興組合 ひこね＋光アート＜和の風物詩＞

537 滋賀県 長浜市 長浜北商工会 木之本商店街にぎわい創出事業

538 滋賀県 長浜市

博物館通り商店街振興組合
大手門通り商店街振興組合
ゆう壱番街商店街振興組合
やわた夢生小路商店街振興組合
黒壁グループ協議会

浜行き回帰事業

539 滋賀県 守山市 ららぽーと守山専門店店主会 「カムバックららぽーと守山」”何時もお客様とともに”

540 滋賀県 湖南市
朝日町商店街
えびす町商店街
本町商店街

下田商店街活性化事業

541 京都府 京都市 新大宮商店街振興組合 北区新大宮夏まつり
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542 京都府 京都市 壬生京極会 壬生京極会  活性化事業

543 京都府 京都市 木屋町共栄会
木屋町共栄会 高瀬川開鑿（かいさく） 400 年記念雪洞（ぼんぼ
り）設置及び地域振興マップ作成事業

544 京都府 京都市 六原サービスセンター協同組合 六原サービスセンター協同組合活性化事業

545 京都府 京都市 納屋町商店街振興組合 賑わい創出に向けた納屋町商店街ブランディング事業

546 京都府 京都市 伏見大手筋商店街振興組合 伏見大手筋商店街  地域・人・モノつながるプロジェクト

547 京都府 舞鶴市

平野屋商店街振興組合
広小路共栄会
中央商店会
新世界商店街振興組合
マナイ商店街振興組合

５商店街連携によるキッズダンスコンテスト＆こうちゃった100円
商店街＆グルメフェスタ

548 京都府 亀岡市 大井町商栄会 地域との連携による商店街の基盤確立

549 京都府 亀岡市 馬堀西部商店会 2014年度夏祭り「花の金曜」夜市

550 大阪府 東大阪市 東大阪布施商店街振興組合 秋の布施まつり

551 大阪府 東大阪市 布施駅北部二番街商店街振興組合 布施・えびすSHOW劇場

552 大阪府 東大阪市 徳庵商店連合会 イコイコ（１５１５）とくあんフェスティバル

553 大阪府 大阪市 蕪村通り商店街 蕪村通り商店街  活性化事業

554 大阪府 大阪市 四貫島商店街振興組合 「盆踊り四貫島  in  商店街」

555 大阪府 大阪市 九条駅前商店街振興組合 みんなが主役！こどもまつり2014

556 大阪府 大阪市 九条中央商店街振興組合 「ナインモールからのMerry X'mas 2014」

557 大阪府 大阪市 九条新道駅前商店街振興組合 キララ九条  星の数だけおもてなし商店街事業

558 大阪府 大阪市 平尾本通商店街振興組合 あんたが大正・食べ歩きプロモーション

559 大阪府 大阪市 天王寺駅前商店街振興組合
四天王寺参道商店街活性化計画「七夕のゆうべin四天王寺参
道」

560 大阪府 大阪市 一般社団法人四天王寺のれん会 観光客にやさしい街－四天王寺

561 大阪府 大阪市 天王寺区商店会連盟 天王寺区商店街地域ふれあい事業

562 大阪府 大阪市 東淡路商店街振興組合 東淡路商店街ふれあいイベント事業

563 大阪府 大阪市 生野銀座商店街振興組合 生野銀座商店街「祭りだ・アートだ！」賑わいいっぱい事業

564 大阪府 大阪市 生野本通商店街振興組合
地域振興と個店の販促強化を目指した『笑顔de似顔絵商店街』
事業

565 大阪府 大阪市 千林商店街振興組合 もっと身近な商店街事業

566 大阪府 大阪市 地下鉄あびこ中央商店街振興組合 2014  あびんこ商店街  あきないパワー祭り

567 大阪府 大阪市 駒川商店街振興組合 駒川商店街  商学連携情報発信・賑わい創出事業

568 大阪府 大阪市 駒川ギンザ商店会 駒川コンテストと子育て支援と販売促進による賑わい創出事業

569 大阪府 大阪市 飛田本通商店街振興組合 飛田本通商店街  魅力発信・賑わい創出事業

570 大阪府 大阪市 玉出本通商店街振興組合 玉出  地域と取り組む商店街活性化事業

571 大阪府 大阪市 三津屋商店街振興組合 おおさかもんだよ！全員集合！

572 大阪府 大阪市 千日前商店街振興組合 千日前商店街「親と子の絆」活性化事業
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573 大阪府 大阪市 南地中筋商店街振興組合 １．法善寺水掛不動尊表参道祭り事業  ２．なんなかバル  事業

574 大阪府 大阪市 戎橋筋商店街振興組合
戎橋筋商店街  １０１年祭（えびす福よせキャンペーン・商店街体
験博・フリーマガジン＆マップ）

575 大阪府 堺市 しらさぎ３１０商友会 しらさぎ３１０商友会  活性化事業

576 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

577 大阪府 堺市 堺市駅東商店街振興組合 堺市駅東商店街活性化事業

578 大阪府 堺市 美原本通り商店街振興組合 美原本通り商店街  賑わい創出事業

579 大阪府 豊中市 庄内本通商店街振興組合 庄内WEST商店街地元活性化プロジェクト

580 大阪府 豊中市 庄内西口商店会 阪急庄内駅周辺をまき込んだ庄内西口商店街活性化事業

581 大阪府 吹田市 吹田さんくす名店会商業協同組合 吹田サンクス名店会  活性化事業

582 大阪府 吹田市 吹田市栄通り商店会 栄通り商店会活性化事業

583 大阪府 高槻市 夢ロード川添商店街振興組合 スピーカーズさんいらっしゃい「SPEAKERS3.com」

584 大阪府 枚方市 宮之阪中央商店街振興組合 第２６回「七夕まつり」と日めくりカレンダー制作

585 大阪府 枚方市 香里ピーコック通り商業協同組合
地元農家・商店と連携した産直センターの運営と七夕イベントの
実施

586 大阪府 枚方市 枚方市商業連盟 枚方市商業まつり

587 大阪府 富田林市 金剛ショッピングモール店主会
毎土市（まいどいち）集客イベント＜ｶﾘｽﾏ ﾊﾞｽ添乗員の平田信
也氏★爆笑ﾄｰｸｼｮｰ＞＜ちびっ子大好き  ふれあい移動動物園
＞

588 大阪府 寝屋川市 寝屋川市商店連合会
寝屋川市老人クラブ連合会タイアップ事業～高齢者の買い物
サービスと買物弱者対策～

589 大阪府 大東市 野崎参道商店街振興組合 野埼参道商店街  ハロウィン活性化事業

590 大阪府 大東市 ポップタウン住道オペラパーク店主会 ホップタウン住道オペラパーク店主会  4周年活性化事業

591 大阪府 大東市 住道本通り商店街協同組合 ハロウィン活性化事業

592 大阪府 大東市 大東サンメイツ専門店組合 2014サンメイツハロウィーンウィーク

593 大阪府 和泉市

和泉ショッピングセンター協同組合
和泉府中駅前商店街協同組合
和泉市中央商店街協同組合
イオン和泉府中同友店会
イズミ通り商店会

第一回  いずみ音楽祭

594 大阪府 箕面市 桜井商店会事業協同組合 桜井商店街「集めるカード」（仮称）発行による活性化事業

595 大阪府 門真市 大真トップセンター事業協同組合 アズカーニバル事業

596 大阪府 門真市 大和田センター通り商店会 大和田センター通りフェスティバル

597 大阪府 高石市 アプラ商店会 アプラのお正月

598 兵庫県 神戸市 水道筋商店街協同組合 エルナードの魅力ＰＲ事業２０１４

599 兵庫県 神戸市 メイン六甲店舗会 「メイン六甲」耐震補強リニューアルオープン事業

600 兵庫県 神戸市
六甲本通商店街
フォレスタ店舗会
六甲宮前商業協同組合

六甲道北地区活性化  留学生交流推進イベント事業

601 兵庫県 神戸市 東山商店街振興組合 地域ふれあいフェスタ

602 兵庫県 神戸市 湊川五連合会 第20回湊川夜市及び市場調査
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603 兵庫県 神戸市 腕塚食材商業協同組合 フーケット魅力創造＆発信事業

604 兵庫県 神戸市 板宿商業連合会 板宿フェア

605 兵庫県 神戸市 ビバタウン板宿専門店会 2014  VIVA!  FESTA

606 兵庫県 神戸市 舞子小学校前商店会 舞子小学校前商店会  40周年記念事業

607 兵庫県 神戸市 ティオ舞子店舗会 ティオ舞子活性化事業

608 兵庫県 神戸市 有馬商店街組合 有馬商店街組合おもてなし向上事業

609 兵庫県 神戸市 三宮高架商店街振興組合 ピアザ神戸活性化事業

610 兵庫県 神戸市 春日野道商店街３番街協同組合 ふれあい夏まつり

611 兵庫県 神戸市 北野商業響働コミュニティー 北野クリスマスストリート２０１４

612 兵庫県 神戸市 二宮市場正進会 二宮市場ホームページ開設と中元夏まつり

613 兵庫県 神戸市 三宮センター街３丁目商店街振興組合 3丁目のクリスマス

614 兵庫県 姫路市 姫路御幸通商店街振興組合 姫路御幸通商店街活性化イベント

615 兵庫県 姫路市 小溝筋商店街振興組合 知っ得おみぞ

616 兵庫県 尼崎市 神田市場商業協同組合 創業１１周年記念感謝メインロードイベント

617 兵庫県 明石市 西明石北商店会 SNS等を活用した顧客コミュニケーション増強事業

618 兵庫県 明石市 西明石南商店街事業協同組合 西明石南商店街イベント・店舗魅力アップ事業

619 兵庫県 西宮市 協同組合アクタ西宮振興会 アクタ西宮専門店イベント・体質強化事業

620 兵庫県 伊丹市 伊丹ショッピングデパートみどりの会 2014伊丹ショッピングデパートオータムフェア

621 兵庫県 伊丹市 伊丹郷町商業会 伊丹郷町パスポート（仮称）

622 兵庫県 伊丹市
伊丹みやのまち４号館商人会
伊丹みやのまち３号館商人会

2014伊丹みやのまち４号館・３号館共同活性化事業

623 兵庫県 三木市 明盛商店会 第５回  明盛商店街サマーフェスティバル

624 兵庫県 小野市 小野商店街振興組合 小野商店街活性化事業

625 兵庫県 丹波市 コモーレ丹波の森専門店会 農林みのりフェスタ

626 兵庫県 丹波市 柏原町商店街連合会 にぎわい柏原１００円笑店街イベント事業

627 兵庫県 南あわじ市 湊商友会 みなと“再発見”2014

628 兵庫県 淡路市 ウエストコーストぐんげ商店街協同組合 「神様の結うとおり」のまち歩きとまちなかバル事業

629 兵庫県 淡路市 協同組合カリヨン広場 クラフトフェア開催事業

630 兵庫県 淡路市 淡路市商工会津名支部 光の祭典inつな

631 兵庫県 加東市 加東市カード会 ポイントカード刷新キャンペーン事業の実施

632 奈良県 奈良市 奈良もちいどのセンター街協同組合 もちいどの商店街FM放送店舗PR事業

633 奈良県 奈良市 奈良市下御門商店街協同組合 下御門流しソーメン＆ポスター商店街

634 奈良県 大和郡山市 筒井プラザ商店街会 筒井プラザ商店街活性化事業
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635 奈良県 橿原市 八木駅前商店街振興組合 八木駅前まほろば書紀事業

636 和歌山県 橋本市
隅田中央商店街振興組合
高野口町商店会

はしもと商店力再生プロジェクト

637 和歌山県 田辺市 田辺市商店街振興組合連合会 いにしえの写真de交流事業（仮）

638 鳥取県 鳥取市 新鳥取駅前地区商店街振興組合 「まちの顔」の冬をバード・ハットが変える

639 鳥取県 鳥取市 末広温泉町商店街振興組合 来夢来人２０１４（ライムライト２０１４）

640 鳥取県 米子市 紺屋町商店街振興組合 紺屋町商店街活性化事業

641 鳥取県 米子市 法勝寺町商店会 ほっしょうじ通りにぎわい創出事業

642 鳥取県 大山町 大山町商工会 大山参道丸ごと活性化プロジェクト

643 島根県 松江市 松江京店商店街協同組合 京店商店街星ふる街・恋する街パワーアップ事業

644 島根県 松江市 松江新大橋商店街振興組合 松江新大橋商店街  伊勢宮界隈もっとにぎわい創出事業

645 島根県 松江市 松江学園通り商店街振興組合 やっぱり学園！！大感謝祭

646 島根県 松江市 松江市南殿町商店街振興組合 南殿町商店街活性化事業

647 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

648 島根県 浜田市 紺屋町商店街振興組合 コミュニティを形成する「紺屋町マルシェ」  事業

649 島根県 出雲市
神門通りおもてなし協同組合
神門通り甦りの会

出雲大社  門前町商店街の情報発信

650 島根県 出雲市 ラーバン中ノ島商店会 ラーバン中ノ島商店会  2014ラーバンビアナイト事業

651 島根県 大田市 大田町本通商店会 本通り商店会市民ふれあいの場活性化事業

652 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「土曜夜市」

653 島根県 美郷町 美郷町商工会 美郷町夏祭り

654 岡山県 岡山市 協同組合岡山市下之町商店会 下之町商店街  ＳＥＮＳＵ  フェスタ２０１４

655 岡山県 岡山市 協同組合連合会岡山市表町商店街連盟 表町商店街連盟  まちゼミ

656 岡山県 倉敷市 千鳥町商店会 水島商店街未来づくり事業

657 岡山県 倉敷市 水島商店街振興連盟 水島商店街活性化事業

658 岡山県 津山市 協同組合本町３丁目 本町３丁目商店街アーティストコミュニティー創出事業

659 岡山県 津山市 津山街づくり株式会社 好適環境水を活用したアルネ・津山水族館展事業

660 岡山県 玉野市 玉野市築港商店会 海の日！！築港夜市事業

661 岡山県 総社市 協同組合リブ プレミアム  リブ21

662 岡山県 高梁市 本丁商店会 本丁商店街「備中神楽ロード」にぎわい創出事業

663 岡山県 真庭市 湯原の里振興プロジェクト委員会
湯原温泉トライアスロン大会はんざきグランプリ＆はんざきグル
メ祭り

664 岡山県 真庭市 かつやま町並み保存事業を応援する会 木彫フォークアートが街を創る！

665 岡山県 矢掛町 備中西商工会 矢掛商店街にぎわい創出事業（矢掛の宿場まつり  大名行列）

666 広島県 広島市 広島市中央部商店街振興組合連合会 「大イノコ祭り」の開催と、並木通りのホコテン（歩行者天国）事業
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667 広島県 広島市 シャレオテナント会 シャレオアニメーションリゾート

668 広島県 広島市 毘沙門通り商店街振興組合 Welcome to  青少年育成の街  毘沙門！再興（ 高）星空まつり

669 広島県 三原市 三原駅前商店街振興組合 三原駅前商店街活性化事業

670 広島県 三原市 三原商栄会連合会 ベッキオバンビーノ  イベント誘致・実施事業

671 広島県 尾道市 尾道通り旧本陣・石畳地区商店街振興組合 秋しまのわ！尾道！賑わい創出事業

672 広島県 福山市 福山宮通り商店会 宮通り夏まつり2014

673 広島県 福山市 神辺町商工会 神辺宿歴史まつり  事業

674 広島県 熊野町 坊主山商店街協同組合 坊主山の魅力再発見！“２０１４坊主山サマーナイト”

675 広島県 神石高原町 とよまつプラザ２１ふれあいショップ組合 とよまつプラザ２１お客様感謝祭事業  ～神楽共演会～

676 広島県 神石高原町 小畠商栄会 小畠商栄会「夏祭り」事業

677 広島県 神石高原町 来見商栄会 来見商栄会未来活性化計画事業

678 広島県 神石高原町 神石高原商工会商業部会油木支部 油木夏祭り事業

679 山口県 下関市 シーモールしものせき協同組合 エキマチ下関エリア魅力発信事業

680 山口県 下関市 グリーンモール商店街振興組合 グリーンモール商店街活性化事業

681 山口県 下関市 赤間中央通り会 赤間中央通り会未来づくり事業

682 山口県 下関市 協同組合唐戸商店会 唐戸商店会活性化事業

683 山口県 山口市 協同組合阿東ショッピングセンター チャレンジショップ（あとう産品地域ふれあいマルシェ）

684 山口県 萩市 萩市田町商店街振興組合連合会 「楽しさ満タン！WEEKENDたまち」

685 山口県 下松市 下松元町商店街協同組合 2014星降る町のくだまつ夏祭り

686 山口県 長門市 協同組合長門コミュニティータウン 復刻  昭和夏祭り

687 山口県 長門市 青海島観光基地協同組合 青海島サマーオータムフェスタ

688 山口県 周南市 徳山銀座商店街振興組合 夏の夜市とおばけ屋敷開催事業

689 徳島県 徳島市 ポッポ街商店街振興組合
①ポッポ街出店誘致ラジオ放送事業 ②ポッポ街お化け屋敷イベ
ントによるにぎわいづくり事業

690 徳島県 三好市 協同組合阿波池田銀座街 銀座よろず市の開催

691 香川県 高松市 高松ライオン通商店街振興組合 O・TO・NA  TU2014～ライオン通  大人の夏祭り～

692 香川県 琴平町 神明町自治会（神明町商店街） こんぴらマルシェ

693 愛媛県 松山市 松山銀天街商店街振興組合
顧客掘り起こしプロジェクト～老若男女が集まる商店街を目指し
て～

694 愛媛県 松山市 松山ロープウェー商店街振興組合 ロープウェー街  門前土曜夜市

695 愛媛県 松山市 松山ロープウェー中央商店街振興組合 ロープウェー街  マップ＆クーポン

696 愛媛県 内子町 内子まちづくり商店街協同組合 内子商店街人気イベントの持続＆リピーター創出推進事業

697 高知県 高知市 壱番街商店街振興組合 壱番街劇場

698 高知県 高知市 大橋通り商店街振興組合 観光振興と職業体験による賑わい創出事業
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699 高知県 高知市 愛宕商店街振興組合 I LOVE あたご！愛組氣炎祭2014

700 高知県 高知市 高知卸商センター協同組合 「COLORE COLORS(コロレカラーズ）」高知卸団地活性化事業

701 高知県 四万十市 四万十市商業協同組合 新規会員獲得キャンペーン

702 福岡県 北九州市 明治町商店街振興組合 旧あやどり市場跡地活用事業及び跡地の有効活用研究事業

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

704 福岡県 北九州市 京町銀天街協同組合 京町風情プロジェクト

705 福岡県 北九州市 ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍテナント会 小倉駅前COLET/I'mクリスマスイルミネーション2014（仮称）

706 福岡県 北九州市 魚町商店街振興組合 大せいもん払い「ホスピタリティのある商店街」

707 福岡県 北九州市 藤田なかばし銀天街 藤田なかばし四季の市～親子で体験編～

708 福岡県 福岡市 花みずき通り商店会
花いっぱいイベントと商店街ＣＭ制作を軸としたプレゼンス向上
事業

709 福岡県 福岡市 香椎商工連盟 香椎グルメ・スイーツ食べ歩き探訪

710 福岡県 福岡市 吉塚商店連合組合 ほしの＆よしづかフェスタ26

711 福岡県 福岡市 ＢｉＶｉ福岡テナント会 ＢｉＶｉ福岡  南天神エリア活性化事業

712 福岡県 福岡市 六本松商店連合会 みんなで創る笑顔計画 六本松笑顔まつり

713 福岡県 福岡市 平尾商工連合会 平尾商工連合会「集客交流拡大」事業

714 福岡県 福岡市 小笹商店会 小笹商店会認知度知名度アップ

715 福岡県 福岡市 シーホークアベニュー店主会
SNSを活用した高度情報発信化と「シーホークアベニュー祭
2014」開催

716 福岡県 福岡市 大橋西部商店街 大橋スーパーパフォーマーステージ事業

717 福岡県 福岡市 壱岐・野方商店連合会 こども町なかゼミ

718 福岡県 福岡市 西新オレンジ通り商店街組合 オレンジ通り商店街イメージ刷新事業

719 福岡県 福岡市 高取商店街振興組合 高取商店街活性化事業

720 福岡県 直方市 有楽町商店街振興組合
地域との連携による有楽町商店街「食べ歩き  飲み歩き  直方ク
ロール」事業

721 福岡県 直方市 須崎町商店街振興組合 直方市須崎町映画祭2014（仮）

722 福岡県 飯塚市 飯塚市本町商店街振興組合 いいづか本町にぎわい事業

723 福岡県 飯塚市 吉原町商業団 吉原町トワイライトパラダイス

724 福岡県 飯塚市 飯塚市商店街連合会 飯まち商店街発見事業

725 福岡県 柳川市 沖端商店会 商店街イベントの再構築と逸品セレクトショップの実験事業

726 福岡県 柳川市 柳川商店街振興組合 「辻門ひろば」プロジェクト

727 福岡県 八女市 八女市商店街連合会 八女市60周年記念秋祭り

728 福岡県 大川市 大川商店街協同組合 パティオ事業が行う商店街核施設としての再構築

729 福岡県 豊前市 豊前中央通り商店街振興組合 サマーフェスタ  in  中央通り商店街

730 福岡県 宮若市 若宮商店会 福丸商店街活性化事業
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731 福岡県 芦屋町 協同組合  正門通り商店街 芦屋名物「砂像イベント」復活と連動した商店街の再活性化事業

732 福岡県 苅田町
苅田町商業協同組合
株式会社ピュアタウン苅田

復活土曜夜市、食の彩店夏の陣

733 佐賀県 佐賀市 佐賀市白山名店街協同組合 親子deさるこう白山ウィーク

734 佐賀県 佐賀市 さが銀天夜市実行委員会 さが銀天夜市50周年プレイベント

735 佐賀県 唐津市 西唐津商店街振興組合 元気だぞモダンレトロのまち西唐津！！

736 佐賀県 鳥栖市 鳥栖本通筋商店街振興組合 鳥栖本通筋商店街のおもてなし大作戦

737 佐賀県 多久市 荕原商工連盟 多久駅前名店街復活のための賑わい創出事業

738 佐賀県 伊万里市
伊万里本町名店街協同組合
特定非営利活動法人まちづくり伊萬里

まちと村を繋ぐ交流・雑貨市開催事業

739 佐賀県 小城市 本町振興会、街路燈組合 サマーフェスタ  がばい楽しかばい！

740 佐賀県 嬉野市 嬉野温泉商店街協同組合 嬉野温泉商店街協同組合活性化事業

741 佐賀県 基山町 基山モール商店街協同組合 基山モール商店街賑わい事業

742 佐賀県 有田町
有田商工会議所
特定非営利活動法人有田町どっとこむ

このまちいいね！  in 有田秋の陶磁器まつり

743 長崎県 長崎市 長崎市新大工町商店街振興組合 新大工町商店街活性化プロジェクト

744 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逸店逸品フェスタ事業

745 長崎県 長崎市 りかちゃん通り向上委員会 りかちゃん通り活性化事業

746 長崎県 長崎市 長崎浜んまち商店街振興組合連合会 浜振連  平成26年度イベント企画

747 長崎県 長崎市 浜市商店連合会
浜んまちのコンテンツ発信とアーケード活用イベントによる集客
増

748 長崎県 佐世保市 佐世保三ヶ町商店街振興組合 佐世保三ヶ町商店街活性化事業

749 長崎県 佐世保市 佐世保福栄会協同組合 大宮公園夏祭りと大宮よかもん100円市開催事業

750 長崎県 佐世保市 江迎地区商業振興会 江迎千灯篭祭り・にぎわい創出・人材育成事業

751 長崎県 島原市 森岳商店街 島原城歴史散歩：廊下橋復元プロジェクト

752 長崎県 島原市 協同組合北有馬ショッピングセンター 「パロス夏祭り」「パロスひろば秋」

753 長崎県 島原市 島原市中堀町商店街協同組合 また来たくなる商店街を目ざす島原一番街

754 長崎県 諫早市 諫早市中心市街地商店街協同組合連合会 アエル中央商店街情報誌発行事業

755 長崎県 大村市 竹松商業協同組合 竹松駅通り活性化イベント事業

756 長崎県 平戸市 津吉中央通り商店会 津吉ふれあいまちづくり事業

757 長崎県 五島市 新栄町通り商店街振興組合
Practice makes perfect(継続は力なり）続イベントスケールアップ
による賑わい創出と売上UP事業

758 長崎県 五島市 本町通り名店街協同組合 通りの情報発信とイベントによる賑わい創出事業

759 長崎県 時津町 なづみ野商店会 なづみ野商店街認知度UP・近隣地域とのつながり事業

760 熊本県 熊本市 熊本市中心商店街等連合協議会 熊本市中心市街地  魅力発信事業

761 熊本県 熊本市 水前寺参道商店会 水前寺四季折々  魅力発信事業

762 熊本県 熊本市 水前寺観光商栄会 水前寺夏まつり
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763 熊本県 熊本市 シャワー通り商店会 MARCHE DE LUMIERE 2014 事業

764 熊本県 熊本市 上通１・２丁目商店街振興組合 第2回上道まちなかゼミナール

765 熊本県 熊本市 上通一番街商店街振興組合 上通並木坂えびす祭り

766 熊本県 熊本市 熊本市下通新天街商店街振興組合 城下町くまもと肥後のひなまつり

767 熊本県 熊本市 新鳥町繁栄会 「空き店舗を利用した新鳥町拠点づくり第２次事業」

768 熊本県 熊本市 坪井繁栄会 坪井繁栄会  第１８回「夏まつり」

769 熊本県 熊本市 上通商栄会 グループアクション上通２

770 熊本県 熊本市 熊本県商店街振興組合連合会 10月20日は「くまもと商店街の日」キャンペーン

771 熊本県 熊本市 島崎繁栄会 シマサキサマーフェスティバル

772 熊本県 熊本市 協同組合  植木ショッピングプラザ 「ウェッキー開店２５周年記念事業」

773 熊本県 水俣市 水俣市商店会連合会 水俣土曜夜市事業

774 熊本県 玉名市 協同組合たまなスタンプ会 これからが勝負!!商店街のコミュニティーポイント

775 熊本県 山鹿市 協同組合鹿本ショッピングセンター リオの夏祭りと秋祭り（地域交流わいわい広場）事業

776 熊本県 宇城市 松橋町センター通り商店会 見つけよう！磨こう！松橋町センター通り商店会の宝

777 熊本県 阿蘇市 内牧温泉街繁栄会 内牧温泉街にぎわい事業

778 熊本県 阿蘇市 仲町通り繁栄会 阿蘇一の宮門前町商店街活性化事業

779 熊本県 天草市 御領門前町商店会 御領夏まつり事業

780 熊本県 南関町 南関町商工会 なんかん夏祭り「ぎおんさん」

781 熊本県 山都町 仲町商店街 きらきら光る仲町商店街活性化事業

782 熊本県 山都町 大川町商店会 とうとうと、未来へ続く大川町商店会活性化事業

783 熊本県 苓北町 協同組合苓北ショッピングセンター 苓北にぎわいセール事業

784 大分県 大分市 大分市若草通り商店街協同組合 商店街  夜の賑わい創出事業

785 大分県 大分市 大分市商店街連合会 大分県立美術館との連携・アートを活かした賑わいづくり事業

786 大分県 中津市 中津市新博多町商店街振興組合 南部自由市場5周年事業

787 大分県 中津市 中津商店街連合会 軍師・黒田官兵衛ゆかりの地  おもてなしのまちづくり推進事業

788 大分県 日田市 日田市駅前通り商店街振興組合 駅前通り商店街活性化事業

789 大分県 佐伯市 佐伯市仲町商店街振興組合 仲町商店街活性化・空き店舗活用事業

790 宮崎県 宮崎市 大塚台中央商店街組合 大塚台40周年記念  大塚台秋祭り

791 宮崎県 都城市 千日通り商店街振興組合 みやこんじょ七夕まつり

792 宮崎県 日向市 上町商店街振興組合 うえまちブランド化事業

793 宮崎県 西都市 妻駅西地区商店街振興組合 「廃線から30年!思い出の妻線イベント」

794 宮崎県 川南町 トロントロン商店会連絡協議会 トロントロン夜市まつり事業
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都道府県 市区町村 商店街名 事業名

795 鹿児島県 鹿児島市 伊敷台商店会 第２０回伊敷ニュータウン夏祭り

796 鹿児島県 鹿児島市

天文館二本松馬場通り会
二官橋通り会
山之口中通り会
萩原通り会
天文館山之口本通り会

平成26年度山之口町５通り会活性化事業

797 鹿児島県 鹿児島市 中央地区商店街振興組合連合会 天文館灯籠まつり

798 鹿児島県 枕崎市 枕崎市通り会連合会 商店街にぎわい創出プロジェクト

799 鹿児島県 西之表市 西之表市商店街振興協同組合 種子島にぎわい商店街大作戦事業

800 鹿児島県 日置市 銀天街 「伊集院中央商店街サマーフェスタ 2014」事業

801 鹿児島県 曽於市 財部文化通り会 財部町PR隊出勤!!～財部の魅力発信～

802 沖縄県 那覇市 壺屋やちむん通り会 協働のまちづくりin壺屋「浴衣で楽しむ壺屋夏祭り2014」

803 沖縄県 那覇市 那覇市国際通り商店街振興組合連合会 ”夏だ祭りだ！”国際通りだ

804 沖縄県 那覇市
那覇新都心通り会
株式会社エー・シー・オー沖縄

東アジア文化都市を目指した国際文化交流によるコミュニティー
機能の強化

805 沖縄県 石垣市 みなと通り会 石垣港まつり「みなとの夕べ」

806 沖縄県 浦添市 学園通り会 学園通り  夏祭り＆ヤクルトスワローズキャンプ集客事業

807 沖縄県 名護市
名護市営市場テナント会
一般社団法人資源活用管理協会

名護市営市場及び周辺商店街活性化事業

808 沖縄県 沖縄市 沖縄市コザパルミラ通り会 KOZAまちなかインターナショナルFesta

809 沖縄県 沖縄市 プラザハウステナント会 Rycom Queen Campany（仮）

810 沖縄県 沖縄市 沖縄市センター商店街振興組合 商店街機能強化事業

811 沖縄県 沖縄市 沖縄商工会議所 プロムナードコンサート事業

812 沖縄県 豊見城市 豊見城団地通り会 豊見城団地通り会活性化事業

813 沖縄県 豊見城市 豊崎・美らＳＵＮ会 豊崎エリア『ラウンジタウン』プロジェクト

814 沖縄県 宮古島市 宮古市場通り商店街振興組合 集客イベントに関わる実証実験事業

815 沖縄県 北谷町 デポアイランドテナント会 デポアイランドテナント会イルミネーション事業

816 沖縄県 北谷町 アメリカンデポテナント会 アメリカンデポテナント会オブジェ事業

817 沖縄県 北谷町 ディスト―ションビルテナント会
ディストーションファッションビルテナント会クリスマスマーケット事
業

818 沖縄県 北谷町 オークファッションビルテナント会 オークファッションビルテナント会  トリックアート事業

819 沖縄県 与那原町 与那原町商工会 第6回  ゆかた祭り「ゆかた  de  ファーマーズ」
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