
No. 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業名

1 北海道 帯広市 帯広電信通り商店街振興組合 7460105000231 帯広の歴史を知り・ふれあう～電信通り回遊推進事業

2 北海道 紋別市 一般社団法人紋別市商店街連合会 2450005004206 紋別市商業活性化に向けた商店街共通ポイントカードシ
ステム導入事業

3 北海道 千歳市 千歳市商店街振興組合連合会 1430005006064 商店街観光消費促進事業

4 北海道 斜里郡
清里町 清里町商工会 3460305001537

観光施設や景勝地、イベント参加で来町したインバウンド
等交流人口の増加による観光消費の創出と商店街活性
化を図るためのシステム構築事業

5 北海道 浦河郡
浦河町 浦河町商店街連合会 ー

自治体、観光関連事業者と連携した地域共通ポイントシ
ステムの活用による地域内経済活性化及び地域外消費
者人口創出事業

6 青森県 黒石市 こみせ通り商店街振興組合
逢春株式会社

9420005005340
6420001015759

中町こみせ通りを活用した複合宿泊施設整備による黒石
市中心商店街観光消費創出事業

7 宮城県 仙台市
青葉区 仙台市中心部商店街活性化協議会 ー 一括免税カウンターと大型LEDビジョンを活用した訪日外

国人・観光客へのおもてなし向上事業

8 山形県 天童市
天童温泉協同組合
株式会社DMC天童温泉
株式会社天童ホテル

9390005002291
2390001014751
1390001004489

天童市の地域資源である「将棋」を活用した天童温泉屋
台村設置事業

9 福島県 福島市 特定非営利活動法人　土湯温泉観光協会
株式会社元気アップつちゆ

6380005002254
9380001022030

湯愛を奏でる土湯温泉の町 賑わい創出事業

10 福島県 福島市 福島市太田町商店会
株式会社追分

ー
8380001000284

福島の食を買って・食べて・楽しむ　太田町マルシェストリー
ト事業

11 福島県 会津若松市 七日町通りまちなみ協議会
会津若松まちづくり株式会社

ー
3380001026978

“鐵道攝影達人”と称されて中華圏で絶大な人気を誇る写
真家星賢孝氏と、“只見川沿い景観”という地域資源を活
かした七日町通り商店街インバウンド活性化プロジェクト

12 福島県 いわき市 平三町目商店会
株式会社やまと

ー
7380001014046

観光や福島復興へ向けた研究者等のインバウンド需要を
平三町目商店会に取り込む拠点となるゲストハウス＆ラウ
ンジの整備事業
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13 埼玉県 川越市 川越立門前商栄会
ＴＫＭ株式会社

ー
1030001126906

川越立門前商栄会とＴＫＭ株式会社が連携し旧鶴川座
を再生・利活用した賑わい復活事業

14 東京都 新宿区 早稲田商店会
大隈通り商店会

ー
ー

早稲田大学周辺商店街活性化・観光消費創出事業

15 神奈川県 横浜市
中区

ひらがな商店街
ひらがな商店街ウエストアベニュー

ー
ー

石川町地域と連携した地域資源活用体験ショップとゲスト
ハウスの整備事業

16 神奈川県 横浜市
南区 横浜弘明寺商店街協同組合 4020005002465 来街意欲を高める商店街環境整備事業

17 新潟県 長岡市 長岡市商店街振興組合連合会
合資会社神保興産

5110005011365
8110003001885

商店街の空きフロアを活用した「まちなかゲストハウス」整備
事業

18 福井県 越前市 総社通り商店街振興組合
まちづくり武生株式会社

3210005007017
8210001015877

武生てららプロジェクトと連携した地域資源である商家・町
屋の景観整備を活用した総社通り商店街の魅力向上事
業

19 山梨県 甲府市 湯村温泉旅館協同組合 7090005000633 湯村温泉郷インバウンド呼び込み事業

20 長野県 岡谷市 岡谷スタンプ協同組合
岡谷商工会議所

3100005008397
2100005008456

地域独自の電子マネー導入によるキャッシュレス化推進と
地域内資金循環サイクルの確立

21 岐阜県 美濃市 美濃俵町商店街振興組合
美濃商工会議所

5200005007536
6200005007485

観光ルートマップを活用した商店街PR多言語観光パンフ
レットの作成事業

22 岐阜県 郡上市 本町発展会
一般財団法人郡上八幡産業振興公社

ー
8200005010834

旧酒蔵（平野本店）再開発による交流拠点整備事業

23 静岡県 静岡市
葵区

静岡市中央商店街連合会
株式会社CSAtravel

ー
2080001021226

商店街連合と連携した街中の商業ビルの空き室をホテルに
リノベーションする「ビル泊」事業

24 愛知県 名古屋市
南区

笠寺観音商店街振興組合
株式会社利信ホームプランナー

5180005003298
9180001132287

民泊によるインバウンド来街者の招致と商店街への展開事
業

25 滋賀県 長浜市 博物館通り商店街振興組合
合同会社長浜エリアマネジメント

5160005003317
4160003001793

文化情報発信型コト消費プログラムやテナントミックスを通じ
た観光消費創出事業

26 京都府 福知山市 福知山広小路商店街振興組合
有限会社鳥名子

5130005009944
3130002032736

明智光秀の城下町に残る２つの歴史的建造物を活用し
た飲食店、宿泊施設、土産物店事業



27 大阪府 大阪市
天王寺区 天王寺駅前商店街振興組合 5120005004293 多言語対応ホームページおよびデジタルサイネージ（電子

看板）を活用した天王寺駅前商店街ブランド向上事業

28 大阪府 大阪市
城東区 城東商店街振興組合 5120005004260 みんなで支えて、みんなでもてなす、城東商店街活性化プ

ロジェクト

29 大阪府 大阪市
中央区 道頓堀商店会 ー 「蚤の市」定期開催及び多言語化対応・リアルタイムセール

情報発信のための道頓堀街路灯リニューアル事業

30 大阪府 堺市
堺区

堺東商店街連合会
堺東中瓦町商店街振興組合
堺銀座商店街組合
堺銀座西商店街振興組合
堺東駅前商店街振興組合

ー
4120105000350

ー
8120105000355
8120105008910

「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録に向けた堺
東商店街環境整備事業

31 大阪府 堺市
南区 泉北光明池専門店事業協同組合 8120105000586 広域からの顧客取り込みを図るサンピア活性化・消費創出

事業

32 兵庫県 豊岡市 日高町商店会連合会
有限会社アゴラ企画

ー
2013202000285

文化芸術の力を活用した商店街活性化事業

33 兵庫県 丹波篠山市 篠山商店街連合会
株式会社NOTE

ー
9140001042127

空き店舗を活用した新事業創出と従来の型に囚われない
新しいインバウンドツーリズム

34 兵庫県 神崎郡
福崎町

福崎町商工会
株式会社PAGE

5140005014596
6140001112287

兵庫県指定文化財「三木家住宅」等地域資源を活用し
た観光消費創出事業

35 岡山県 井原市
新町商工連盟
株式会社シャンテ
一般社団法人井原デニムストリート

ー
8240001018299
1260005010604

古き時代の栄華に触れる井原デニムで元気なまちの再興
事業

36 岡山県 高梁市 協同組合ポルカ 6260005005839 観光情報館・見守りカードシステム導入による拠点（ブラン
ド）力向上事業

37 山口県 萩市 ふるさと萩食品協同組合 7250005004584 「萩を食べる市場」
（観光客を吸引するための共同店舗リニュアル）

38 徳島県 徳島市 徳島市両国本町商店街振興組合 7480005000635 阿波踊りを活用しインバウンドに対応できる商店街活性化
事業

39 香川県 高松市 高松丸亀町商店街振興組合 7470005001056 木育キャラバン2019in丸亀町

40 高知県 四万十市 天神橋商店街振興組合
四万十にぎわい商店株式会社

1490005002306
8490001008688

四万十川観光客等を取り込む施設整備と商店街等と連
携したソフト事業による四万十市中心市街地集客拠点創
出事業



41 福岡県 八女市 八女市商店街連合会
八女市タウンマネジメント株式会社

ー
5290001085214

八女福島地区分散型開発による観光消費創出・商店街
活性化

42 福岡県 うきは市 うきは市商工会
株式会社田中屋

1290005013174
3290001072461

筑後吉井空き家利活用による観光消費創出、商店街活
性化事業

43 佐賀県 西松浦郡
有田町 有田焼卸団地協同組合 1300005004386 有田焼産地にある商業拠点としてのアリタセラの魅力創出

および情報発信強化事業

44 宮崎県 日南市
飫肥商店会
株式会社Nazuna
株式会社大地

ー
4160001020903
5160001015638

歴史的観光資源の武家屋敷等を拠点とした商店会活性
化事業

45 宮崎県 日向市 ひむかの杜商店街振興組合 6350005002447 ご縁のまち「ひむかの杜」事業

46 鹿児島県 阿久根市 阿久根駅前通り会
一般社団法人あくね夢のまちプロジェクト

ー
3340005008282

阿久根駅前通り会の活性化を目指すインバウンド・観光宿
泊施設を整備する「みどこいかん」プロジェクト

47 沖縄県 沖縄市 プラザハウステナント会
株式会社プラザハウス

ー
6360001007382

コザ文化のコアコミュニティを再生する「まちづくり拠点整備」
による消費創出事業

48 沖縄県 中頭郡
北谷町 デポアイランド通り会 ー 商店街の社会的価値創造によるブランディング化事業
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