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都道府県 市・区 商店街組織 事業名

1 北海道 札幌市
札幌市中央卸売市場場外市場中心
街商業組合

①商店街マップ作成　②春のお得キャンペーン　③ホー
ムページ「通信販売」追加

2 北海道 札幌市 本郷商店街振興組合
本郷商店街　街の駅　“ほんぴぃ”の「おもてなしと芸術
祭」事業

3 北海道 函館市 函館都心商店街振興組合 「大門に住もう！プロジェクト」調査事業

4 北海道 旭川市 旭川平和通三和商店街振興組合
「三和魅力アップ創出事業」～三和ふれあいサマーイベ
ント～

5 北海道 旭川市 旭川平和通商店街振興組合
買物公園まつり　大道芸フェスティバルinあさひかわ２０
１４/ホームページリニューアル事業

6 北海道 室蘭市 中島商店会コンソーシアム ほっとな～る中島　人と地球に優しい中島事業

7 北海道 釧路市 釧路第一商店街振興組合 商店街の回遊性向上を目指したにぎわいづくり事業

8 北海道 留萌市 留萌市商店街振興組合連合会 商店街に　おいday２０１４

9 北海道 苫小牧市 糸井商栄会 糸井商栄会創立４０周年　記念事業

10 北海道 苫小牧市 桜木商店会 桜木商店街活性化事業

11 北海道 三笠市 多賀町商店会 多賀町商店会魅力アップ事業

12 北海道 滝川市 鈴蘭中央商店街振興組合 「シャッター街といわせない！」鈴蘭再生プロジェクト

13 北海道 滝川市 滝川大通商店街振興組合 滝川大通商店街活性化事業

14 北海道 滝川市 滝川駅前商店街振興組合 滝川駅前商店街賑わいづくり事業

15 北海道 深川市

深川商工会議所
深川日の出商店街振興組合
深川銀座商店街振興組合
深川共栄商店街振興組合
深川中央商店街振興組合
３・４番街親交会

中心市街地にぎわい創出事業

16 北海道 浜中町 浜中町商工会 浜中町「商店街お宝マップ」事業

17 北海道 中標津町 中標津町商工会 中心市街地にぎわい創出事業

18 青森県 青森市 青森市中心商店街懇話会 第１回AOMORIミュージックフェスティバル（仮称）

地域商店街活性化事業 第４次募集

＜採択一覧＞
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19 青森県 むつ市 田名部駅通り商店街振興組合 たなぶ七福賑わい・ふれあい事業

20 岩手県 盛岡市 盛岡市肴町商店街振興組合 肴町deじゃじゃじゃ！

21 岩手県 盛岡市 盛岡大通商店街協同組合 盛岡まちなか夢フェスタ事業

22 岩手県 盛岡市 もりおか八幡界隈まちづくりの会 もりおか八幡界隈賑わい活気創出事業

23 岩手県 盛岡市 盛岡駅前商店街振興組合 盛岡駅前商店街集客・販売力強化事業

24 岩手県 北上市 北上市諏訪町商店街振興組合 心はずむ　お宮通り　諏訪町

25 岩手県 北上市
北上市十字路商店街振興組合連合
会

きたかみ本牧亭寄席10周年記念事業

26 岩手県 北上市 協同組合江釣子ショッピングセンター パルはイベント共和国事業

27 岩手県 北上市 北上市本通り商店街振興組合 ほんまち”結”ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2014

28 岩手県 奥州市

株式会社水沢クロス開発
水沢駅通り商店街振興組合
横町一番街商店街振興組合
横町中央商店街振興組合
水沢大町商店街振興組合
大町一番丁商店街振興組合

水沢商人市（仮称）

29 岩手県 金ケ崎町 金ヶ崎町商工会 金ヶ崎町商店街PRプロジェクト

30 岩手県 一戸町 協同組合一戸ショッピングセンター イコオ魅力アップ・賑わい創出事業

31 宮城県 仙台市 仙台駅東口商工事業協同組合 「はたらく車仙台駅東口大集合」イベント事業

32 宮城県 気仙沼市 けせんぬま海の市テナント会 けせんぬま　海の市テナント会　イベント事業

33 宮城県 角田市 角田スタンプ会 ガブリくんスイーツスタンプラリー事業

34 秋田県 秋田市 仲小路振興会 中小路アートジャンクション

35 秋田県 秋田市 秋田市広小路商店街振興組合 広小路「蓮座敷会」

36 秋田県 秋田市 秋田市大町商店街振興組合 『キネマタイムプロジェクト大町』

37 秋田県 秋田市 「なかいち」テナント会 なかいち映画フェア２０１４
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38 秋田県 秋田市 秋田ベイパラダイス協同組合 ベイパラわくわく大作戦

39 秋田県 横手市 横手駅前商店街振興組合 よこてイーストＹ2（わいわい）プロジェクト事業

40 秋田県 鹿角市 鹿角市花輪新町商店街振興組合 鹿角市花輪新町商店街活性化事業

41 山形県 山形市 花小路振興会 花小路商店街イメージ醸成推進事業

42 山形県 酒田市 中町中和会商店街振興組合
中町中和会商店街酒田・ド真ん中　“和み”と“賑わい”
創造計画事業

43 山形県 上山市 上十日町商店会 十日町　いろは市

44 山形県 庄内町 庄内町商工会 庄内町商店街賑わい創出事業

45 栃木県 那須塩原市 黒磯駅前通り商店会 消費税アップに負けない特別大売出しセール

46 群馬県 桐生市 桐生市末広町商店街振興組合 すえひろは今日もクリスマス

47 群馬県 太田市 太田商工会議所 おおたdeまちゼミ

48 群馬県 太田市 一般社団法人太田商工振興連合会 近隣朝市サミットＩＮ八瀬川

49 群馬県 沼田市 沼田市中の会商店街振興組合 地域連携による人にやさしい商店街づくり事業

50 群馬県 富岡市 富岡商店街連合会 “また来たくなる富岡”　まちの魅力発信事業

51 群馬県 安中市 上野尻商工振興会
「新島襄ゆかりの商店街」一店逸品紹介冊子の配布と
見本市の開催

52 埼玉県 さいたま市

東仲町商店会
浦和駅東口大通り商店会
本太中央商店会
東本太商店会
前地通り商店会

湘南新宿ライン停車記念「浦和駅東口　スマイル・パー
ク」春・夏・秋の陣

53 埼玉県 熊谷市 熊谷市商店街連合会 埼玉県民の日協賛「第63回熊谷えびす大商業祭」

54 埼玉県 川口市 西川口並木商店会 西川口駅開設６０周年記念第２０回ふれあい祭りｉｎ並木

55 埼玉県 川口市 並木観音通り商店会 並木観音通りさくら祭り

56 埼玉県 川口市 協同組合ふじの市 第５３回　川口七夕まつり
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57 埼玉県 秩父市 みやのかわ商店街振興組合
秩父銘仙フェスティバルと銘仙カフェの設置による商店
街振興事業

58 埼玉県 秩父市 秩父市商店連盟連合会
街なか回遊ショッピングカー調査事業・ご当地グルメメ
ニュー開発事業

59 埼玉県 東松山市

東松山ぼたん通り商店街
材一商工研究会
東松山一番街
東口商店会
東松山市まるひろ通り商店会

東松山夢灯路スタンプラリー大会、　 夢灯路ラーメン村

60 埼玉県 草加市

わいわいロード商店街振興組合
新田ふれあいロード商店街振興組合
新田西口商店会
新田横丁商店会

新田駅周辺開発に向けたエリアコミュニティイベント

61 埼玉県 草加市 花栗商店会 花栗商店会地域コミュニティ活性化事業

62 埼玉県 小川町
三愛会商店会
小川町停車場通り商店会

小川はつらつ・ふれあい商店街づくり事業

63 千葉県 千葉市 西千葉マロニエ商店会 西千葉星空市/第３回西千葉バル

64 千葉県 市川市 I-linkタウンいちかわMALLS店舗会 オープン5周年記念イベント

65 千葉県 佐倉市 佐倉市商店会連合会 Ｂｕｙ　Ｌｏｃａｌキャンペーン事業

66 東京都 港区 赤坂一ツ木通り商店街振興組合 赤坂一ツ木通り商店街　ブランド再生映像製作事業

67 東京都 文京区 上野のれん会 上野のれん会　認知度向上事業

68 東京都 台東区 六区ブロードウェイ商店街振興組合 アートマーケットin浅草六区

69 東京都 台東区
浅草伝法院通り商店街振興組合
伝法院通り商店会
伝法院通り東商店会

浅草伝法院通り　見所マップとスマホアプリガイド事業

70 東京都 台東区 仲見世商店街振興組合
無線LANとスマートフォンによるイベント集客仕組みの
構築事業

71 東京都 台東区 かっぱ橋かおう会商店街 かっぱ橋かおう会　集客向上事業

72 東京都 台東区 アサヒ商店街振興組合 おいでよ！こんこん靴市　アサヒ支援イベント

73 東京都 台東区 上野商店街連合会 うえのさくらまつり
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74 東京都 台東区 協同組合 浅草商店連合会 広い浅草活性化事業

75 東京都 台東区 上野・浅草通り神仏具専門店会 啓蒙活動事業　（情報発信力向上計画事業）

76 東京都 台東区 吉原商店会 吉原伝統文化復活事業

77 東京都 台東区 EKIMISEテナント会 EKIMISEテナント会活性化事業

78 東京都 江東区 深川仲町通り商店街振興組合 からくり独楽が回り、お客も「まわる」商店街

79 東京都 品川区 大井光学通り商店街 国際化対応商店街づくり事業

80 東京都 品川区 小山26号線通り振興会 小山２６号線通り　商店街ガイドマップ

81 東京都 品川区 京急新馬場商店街振興組合
「品川宿の景観と路地」ワークショップ・シンポジウム事
業

82 東京都 大田区 田園調布商店街振興組合 第一回　田園調布商店街交通事故撲滅フェスタ

83 東京都 大田区 西糀谷商店会 防犯カメラ設置記念事業

84 東京都 大田区
平和島駅商店会
大森銀座商店街振興組合

平和島ナイスチケット

85 東京都 世田谷区 梅丘商店街振興組合 ねこじゃらタウン創設事業

86 東京都 世田谷区
Mishuku R．420（三宿四二〇商店
会）

三宿のみの市

87 東京都 中野区 中野北口一番街商店会 地域の名所と連動した観光地化事業

88 東京都 杉並区 高円寺駅西商店会
さすらいのグルメ捜索隊「Gメシ★８８」　～旬の食材と選
ばれしシェフ達のオリジナルメニュー　開発編～

89 東京都 杉並区 高円寺商店街連合会 高円寺交流スペースとキャラクター創造

90 東京都 豊島区 立教通り商店街振興組合
立教大学生×商店街「コミュニケーション・ツール」創出
事業

91 東京都 北区 梶原銀座商店街振興組合
都電の街『梶原銀座商店街』へようこそ　梶原都電まつ
り　（商店街周知イベント）

92 東京都 荒川区 おぐぎんざ商店街振興組合 新規来街者開拓夏祭り＆秋祭り事業

93 東京都 葛飾区 高砂南町商友会 魅力情報発信で活性化推進事業
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94 東京都 江戸川区 ニコニコ商店街振興組合
ニコニコ商店街振興組合　サマーナイト　イルミネーショ
ン装飾事業

95 東京都 八王子市 「元気な街」南大沢協力の会 南大沢活性化　南大沢宝探しを核としたイベント事業

96 東京都 青梅市 御岳山商店組合 御岳山商店組合　地域住民協同型インバウンド事業

97 東京都 昭島市 三多摩綜合食品卸売市場協同組合 平成２６年度　三多摩市場商店街「新・まごころ市」事業

98 東京都 福生市 銀座商栄会 お店横顔拝見スタンプラリー＆Ｗチャンスアンケート

99 東京都 福生市 福生武蔵野商店街振興組合 ヨコタベースサイドハロウィン！２０１４

100 神奈川県 横浜市 日本大通り活性化委員会
日本大通りにおける賑わい形成や活性化のための文
化事業の実施

101 神奈川県 横浜市

伊勢佐木町３丁目共栄会
伊勢佐木町４丁目共栄会
伊勢佐木町５丁目商栄会
伊勢佐木町６丁目商交会
伊勢佐木町７丁目商栄会

「いせブラ」復活プロジェクト

102 神奈川県 横浜市 根岸橋通り商和会
根岸橋通り商和会　地域交流フェスタ　①昔あそび広場
②街角コンサート

103 神奈川県 横浜市 サン・モール洋光台
サンモール洋光台　商店街図書館（休憩所）地域活性
化イベント事業

104 神奈川県 川崎市 川崎大師表参道商業協同組合 川崎大師平成グルメプロモーション事業

105 神奈川県 川崎市 川崎平和通商店街振興組合 春のスタンプラリー抽選会

106 神奈川県 川崎市 上丸子八幡町共進会 第一回　上丸子八幡町共進会交通事故撲滅フェスタ

107 神奈川県 川崎市 多摩区商店街連合会 第２回　KAWASAKI　ＴＡＭＡ　FESTIVAL

108 神奈川県 座間市 相武台南口商店会 地域交流事業

109 新潟県 新潟市 豊栄商工会 豊栄クーポン事業

110 新潟県 新潟市 新潟駅前弁天通商店街振興組合
新潟駅前弁天七福神広報ツール（情報誌の発刊）及び
配布

111 新潟県 新潟市 新潟市商店街連盟 新潟市合併10周年記念プレミアム付き商品券発行事業

112 新潟県 新潟市
万代シティ商工連合会商店街振興組
合

万代ファミリーフェスタ2014
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113 新潟県 新潟市 新津商店街協同組合連合会 「にいつまるごと鉄道三昧」実施事業

114 新潟県 新潟市 新津新光商店街協同組合
「鉄道の街新津調査報告書」イラスト小冊子発行による
情報発信事業

115 新潟県 長岡市 長岡市スズラン通商店街振興組合 ウインターイルミネーション　ＩＮ　すずらん２０１４

116 新潟県 妙高市
街なかにぎわい推進委員会　にぎわ
いの風

地域の魅力創出事業「街祭」

117 新潟県 阿賀野市 水原本町商店街協同組合 水原本町商店街　にぎわい創出事業

118 新潟県 胎内市 中条町商工会 たいない　米粉スタンプラリー事業

119 石川県 金沢市 新竪町商店街
新竪町商店街「しんたて、来まっし、見まっし、寄るまっ
し」事業

120 石川県 小松市 小松中央通り商店街振興組合
「食」からはじまる国際＆地域・多世代交流商店街創造
事業

121 石川県 輪島市 総持寺通り協同組合 一店一商品開発

122 石川県 輪島市 輪島市商業協同組合 地元ご愛顧再生集客促進事業

123 石川県 白山市 鶴来商工会 つるぎ一六大市2014　「ご当地グルメ大会」事業

124 石川県 志賀町 富来町商業近代化協同組合 地域と連携した新たな活性化イベント開催事業

125 福井県 敦賀市 博物館通り商店街繁栄会 敦賀博物館通り活性化事業

126 福井県 小浜市 小浜駅通り商店街振興組合
はまかぜプラザリニューアル記念　まちなか映画祭＆春
の生活応援セール

127 福井県 大野市 七間商店街振興組合 ２０１４　山菜フードピア

128 長野県 上田市
商店街振興組合 うえだ原町一番街
商店会

商店街キャラクター真田幸丸が伝授！　「郷土愛」によ
る商店街活性化事業

129 長野県 須坂市 須坂駅前本通り商店会 須坂駅前本通り商店会　活性化事業

130 長野県 須坂市 須坂劇場通り商店街 劇場通り商店街活性化事業「劇場通り落語寄席」

131 長野県 佐久市 のざわ商店街振興組合
日本一健康・長寿・幸福のまち　のざわ商店街活性化
事業

132 長野県 上松町 トキワ201商店街 いきいき！元気！やっとかめ市　事業
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133 岐阜県 岐阜市 美殿町商店街振興組合 「つくるがあるまち」ブランディング事業

134 岐阜県 岐阜市
スタープレイス柳ケ瀬商店街振興組
合

柳ケ瀬！サブカルパーティ

135 岐阜県 岐阜市 岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会 ハロー！やながせジュラシックアーケード2014

136 岐阜県 大垣市 大垣市商店街振興組合連合会 中心市街地商店街元気ハツラツ市事業

137 岐阜県 多治見市 多治見ながせ商店街振興組合 ながせ商店街イメージアップ事業

138 静岡県 沼津市 沼津市商店街連盟
沼津市商店街連盟　沼津街バル事業　呑み歩いていい
とも！

139 静岡県 静岡市 伝馬町発展会 “ぐるっと”まちめぐり発信事業

140 静岡県 浜松市
小畑振興会
大里商栄会

こいねみさくぼ　じゃがた祭り

141 静岡県 三島市 三島商店街連盟 三島商店街　にぎわい創出事業

142 静岡県 三島市
中央町商店会
本町小中島商栄会
本町大中島商店会

おいでよ！三島大通り商店街

143 静岡県 焼津市 西町通り商店会 西町通り商店会「えびす講」事業

144 静岡県 焼津市
商店街振興組合　焼津市昭和通り発
展会

焼津昭和通り　七夕まつり＆ハロウィン＆イルミネーショ
ン事業

145 愛知県 名古屋市 柳原通商店街振興組合 柳原通商店街お・も・て・な・し事業

146 愛知県 名古屋市 大曽根商店街振興組合
秋のふれあい・オズ・フェスティバル２０１４（ＪＡＺＺの街・
大曽根　ジャズフェス２０１４・in　ＯＺ／ふれあいの街・大
曽根　親子ハロウィン・ｉｎ　ＯＺ）

147 愛知県 名古屋市 愛知県商店街振興組合連合会
愛知県商店街振興組合連合会創立５０周年記念「商店
街逸品名品」発表会

148 愛知県 名古屋市 名古屋綜合市場株式会社 テレビ番組と連動した視聴者参加型の市場探索

149 愛知県 名古屋市 名古屋市商店街振興組合連合会 商店街逸品名品テストマーケット２０１４

150 愛知県 名古屋市 栄町商店街振興組合 広小路夏まつり事業

151 愛知県 名古屋市 名古屋広小路まちづくり協議会
名古屋広小路通エクスプレスイルミネーション・フラッグ
事業

152 愛知県 名古屋市 大須仁王門通商店街振興組合 アーケード改修完成記念　おもてなし事業
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153 愛知県 名古屋市
名古屋大須東仁王門通商店街振興
組合

大須東仁王通にぎわいづくり事業

154 愛知県 名古屋市 南大津通商店街振興組合 栄×大須の交流促進による賑わい創出事業

155 愛知県 名古屋市 広小路商店街振興組合 広小路夏まつり（2014）

156 愛知県 名古屋市 御園通商店街振興組合 御園通商店街五百円市事業

157 愛知県 名古屋市 金山商店街振興組合 金山南　五感刺激型集客強化事業

158 愛知県 名古屋市 柴田商店街振興組合 柴田商店街にぎわい向上事業

159 愛知県 名古屋市 植田商店街協同組合 植田商店街　「桜を喰らう音楽祭」事業

160 愛知県 一宮市
一宮市本町通一丁目商店街振興組
合

一宮市本町通一丁目商店街にぎわい街づくり事業

161 愛知県 瀬戸市 中央通商店街振興組合 中央通商店街市民参画賑わい創出事業

162 愛知県 春日井市 19号発展会 19号発展会　水道路さくら祭り

163 愛知県 春日井市 高蔵寺商店街振興組合 高蔵寺　和っか市

164 愛知県 豊川市 豊川市開発ビル株式会社 笑顔と賑わい創出事業

165 愛知県 豊田市 足助中央商店街協同組合 足助中央商店街・町並みPR・スタンプラリー事業

166 愛知県 安城市 安城中央商店街連盟 安城願いごとアクションプラン

167 愛知県 安城市 安城市本通り商店街振興組合 本通り商店街ブランド化事業

168 愛知県 武豊町 みゆき通り発展会 みゆき通り・ほのぼのマルシェ２０１４

169 三重県 津市 津駅前ストリート倶楽部 津駅前ストリートにぎわいづくり事業

170 三重県 鈴鹿市 平田商店会 鈴鹿さくら祭り２０１４

171 滋賀県 大津市 石山商店街振興組合 「らんらん朝市・大道芸フェスタ」事業

172 滋賀県 大津市 丸屋町商店街振興組合 「ナカマチ夜市、大津祭宵宮」事業
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173 滋賀県 大津市 瀬田駅中央商工連盟 瀬田駅中央商工連盟　「ワンコイン商店街」事業

174 滋賀県 大津市 平野商店街振興組合
２０１４　サマーフェスティバル（地域との連携・参加型イ
ベント）

175 滋賀県 高島市 協同組合今津ショッピングセンター 地域と共に！！創造とアートフェスタ

176 滋賀県 日野町 日野ギンザ商店街協同組合 お客様目線で商売を「おかみさんパワーで活性化」

177 京都府 京都市 御薗橋八百壱商店街振興組合 「やおいちゃん」と商店街による活性化事業

178 京都府 京都市 三条名店街商店街振興組合
商店街キャラクター「三条と～り」がもてなす劇場型商店
街

179 京都府 京都市 龍安寺参道商店街 龍安寺参道新緑まつり

180 京都府 京都市 周山商栄会 周山街道　花降る里まつり

181 京都府 京都市 深草商店街振興組合
深草商店街「つながる・ひろがる・深草の輪」地域連携
型買い物支援可能性検証事業

182 京都府 京都市 深草稲荷保勝会 伏見稲荷大社・重文指定記念「いなりんぴっく２０１４」

183 京都府 向日市 向日市商工会
がんばろう地元商店！向日えきえきストリート設立１０
周年記念・向日市商店会合同にぎわい作り推進事業

184 大阪府 大阪市 生野本通中央商店街振興組合

平成26年度／空き店舗を活用した「生野工業高校・地
域住民・商店街」３者トライアングル連携イベント
音楽と体験学習。食と笑い。掘り出し商品が発見できる
「みんな一緒に仲よしイベント」

185 大阪府 大阪市 中崎北天満商工倶楽部 商店街のよろず相談所『興学院』

186 大阪府 大阪市 宗右衛門町商店街振興組合 宗右衛門町・粋都博「春の桜花祭」

187 大阪府 大阪市 千日前道具屋筋商店街振興組合
未来の料理人を育てよう！「道具屋筋キッズ料理体験」
事業　＜同時開催／我が家のお好み焼きコンテスト・コ
スチューム体験＆撮影等＞

188 大阪府 大阪市 三休橋筋商業協同組合 三休橋筋ガス燈点灯式典プロジェクト

189 大阪府 堺市 堺東中瓦町商店街振興組合 なかしんキッズイベント

190 大阪府 堺市 堺駅前商店会 鯉・来い　まつり

191 大阪府 堺市
堺銀座南商店街
堺東駅前商店街協同組合
堺東商店街商業協同組合

参加型イベント"ガシ横プラス!"創出事業
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192 大阪府 堺市 堺山之口連合商店街振興組合 晶子のふるさと山之口―ブランド創出事業

193 大阪府 堺市 鳳本通商店街振興組合 （仮称）バザール＆空き店舗サブリース事業

194 大阪府 堺市 堺市商店連合会 堺商人フェスティバル

195 大阪府 岸和田市 岸和田駅前通商店街振興組合 岸和田駅前通商店街　アーケード・マート

196 大阪府 池田市 石橋商店会 集客パワーアップ事業

197 大阪府 八尾市 ペントモール八尾協同組合
ペントモール八尾商店街ツアープラス事業（個店発信お
客様参加型事業）

198 大阪府 富田林市 エコール・ロゼ店舗会
エコール・ロゼ　CS向上とハッピーイベントでおもてなし
事業

199 大阪府 和泉市 エコール・いずみ店舗会 エコール・いずみ本館　１６周年祭

200 大阪府 和泉市 エコール・いずみ東館店舗会 科学でどっきり　科学体験イベント

201 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２０周年記念事業

202 大阪府 箕面市
商店街振興組合みのおサンプラザ
名店会

商店街と地域住民との情報受発信のモデルケース構築

203 大阪府 東大阪市 小阪商店連合会 知ってる小阪事業

204 大阪府 東大阪市 大学通り連合商店街 大学通り商店街　Ｂ級グルメグランプリ

205 兵庫県 神戸市 セルバ名店会 セルバ均一市場道の駅

206 兵庫県 神戸市
特定非営利活動法人新開地まちづく
りエヌピーオー

新開地商店街ＰＲ事業

207 兵庫県 神戸市 ハートフル湊川商店会 ハートフルみなとがわ　活性化事業

208 兵庫県 神戸市 新長田１番街商店街振興組合 新長田１番街　ちゃりんこﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

209 兵庫県 神戸市 アスタくにづか３番館地下テナント会 『町のこども会』事業

210 兵庫県 神戸市 一般社団法人塩屋商店会 塩屋商店会「しおさい」事業

211 兵庫県 神戸市 エコール・リラ店舗会 エコール・リラ　ミュージックフェスタ
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212 兵庫県 神戸市 サンパル名店会 サンパル名店会地域にぎわい創出事業

213 兵庫県 神戸市 元町六丁目商店街振興組合 神戸元町クラフツアーケード

214 兵庫県 姫路市 姫路駅前商店街振興組合 駅前商店街アーケード完成祝賀イベント

215 兵庫県 明石市 二見町商店会 二見ジャズナイト2014　in御厨神社

216 兵庫県 明石市
魚の棚東商店街振興組合
魚の棚西商店街振興組合

タコの日まつり　七夕夜市　事業

217 兵庫県 西宮市 甲子園口商店連合会 甲子園口商店街創客プロジェクト

218 兵庫県 洲本市 洲本市本町商店街振興組合 コモード昔なつかし博覧会「レトロなマチアソビ」

219 奈良県 奈良市 東向北商店街振興組合
奈良女子大学と連携した「奈良きたまち・商店街PR事
業」

220 奈良県 奈良市 三条通り橋本商親会 マーケティング調査＆外国人観光客おもてなし・PR事業

221 奈良県 王寺町 王寺町商工会
聖徳太子の愛犬「雪丸くん」と一緒に夜のお散歩！！王
寺駅前通商店街にぎわい創出事業

222 和歌山県 白浜町 御幸西商店会 隠れしらぺんを探せ！を軸とした商店会ＰＲ事業

223 鳥取県 鳥取市 若桜街道商店街振興組合 ＳＥＮＫＹＯ（遷喬）　文化祭

224 島根県 出雲市 平田本町商店街振興組合
雲州平田まちあそび　～バラ色の人生ゲーム～　開催
事業

225 島根県 海士町 隠岐國商工会 菱浦商店街夏祭り事業

226 岡山県 岡山市 岡山上之町商業協同組合 上之町カフェ＆マーケット

227 岡山県 真庭市 協同組合落合ショッピングセンター サンプラザ新レジオープンときめき春まつり

228 広島県 広島市 美鈴が丘モール街 維持管理組合 美鈴モール商店街および地域の活性化事業

229 広島県 廿日市市 廿日市駅通り商店会
けん玉発祥の地「はつかいち」を活用した商店会活性化
事業

230 山口県 下関市 長府商店街協同組合 長府商店街にぎわい創出事業

231 山口県 萩市 ふるさと萩食品協同組合 毎月第二日曜日は「お魚の日」キャンペーン
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232 山口県 防府市 天神町銀座商店街振興組合 街なか幸せます芸術館

233 山口県 防府市 ルルサス会 ”お茶・音楽””交通・安全”で幸せます

234 山口県 防府市 栄町商店街振興組合 2014ゴールデンウィーク・カリヨンカーニバル（仮）

235 徳島県 徳島市 とくしまマラソン後夜祭実行委員会 とくしまマラソン後夜祭

236 香川県 坂出市
坂出市大黒通り商店街振興組合
坂出港町商店街振興組合

さかいで八日市３３３回記念「さんさんサンロード祭り」

237 愛媛県 松山市 大街道中央商店街振興組合
イベント：「エナジーライブショー～まちで魅せる×音で
つながるゴールデンウィークライブ」

238 愛媛県 今治市 今治商店街協同組合 今治商店街にぎわいパワーアップ事業

239 愛媛県 西条市 西条紺屋町商店街振興組合
西条の美味いもの大集合！！食べ飲み歩き天国「紺屋
町バル」開催事業

240 高知県 高知市 天神橋通商店街振興組合 ”史跡のまち””匠のまち”天神橋通商店街ＰＲ事業

241 高知県 中土佐町 大正町市場協同組合 第四日曜は大正町１００円市場

242 福岡県 北九州市 メイト黒崎専門店会 地域参加型イベント「クロサキメイト　サマーフェスタ」

243 福岡県 福岡市 みのしま連合商店街振興組合 みのしま連合商店街・春まつり

244 福岡県 福岡市 竹下商店街振興組合
竹下駅前フェス２０１４（竹下まつり＆竹下駅前ふれあい
市）

245 福岡県 福岡市 新天町商店街商業協同組合
お客様への感謝とおもてなしイベント　～新天町商店
街・創業祭～

246 福岡県 福岡市 長住大通り商店街 長住大通り商店街魅力再発見事業

247 福岡県 朝倉市 甘木本通り商店街振興組合 甘木本通り商店街　甘木門前町復活事業

248 佐賀県 多久市 中多久マーケット組合
中多久地域住民買い回り調査及び事業継続研修、住
民との交流イベントの開催事業

249 佐賀県 神埼市 櫛田通り商店会 櫛田通り商店会　中心市街地賑わい再生事業

250 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文化事業
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251 長崎県 佐世保市

させぼ四ヶ町商店街協同組合
佐世保三ヶ町商店街振興組合
佐世保京町商店街協同組合
佐世保福栄会協同組合
佐世保俵町商店街協同組合

SASEBOまちなかマルシェ開催事業

252 長崎県 諫早市
諫早市中心市街地商店街協同組合
連合会

ISAHAYA　グルメフェスティバル

253 長崎県 平戸市
平戸市木引田町商店街振興組合
平戸市みやんちょ商店街振興組合

平戸商店街ガイドブック・プレゼント

254 長崎県 壱岐市 郷ノ浦町きになるスタンプ会
壱岐市合併10周年＆きになるスタンプ会20周年記念
見る・聞く・動く　ふれあい事業

255 長崎県 壱岐市 新道商工振興会 新道商店街　壱岐お宝ネットワーク拠点プロジェクト

256 長崎県 雲仙市
雲仙古湯商店街周辺地区まちづくり
協議会

軽トラ市開催及びチャレンジショップ等共同店舗調査計
画

257 熊本県 熊本市 株式会社カリーノファシリティーズ アニメによる活性化事業

258 熊本県 熊本市 熊本市上通五丁目商店街振興組合 草間彌生×上通アートフェスティバル

259 熊本県 熊本市 河原町文化開発研究所
テレビで観る回覧板／ラジオで聞く回覧板／ペーパーで
読む回覧板「慶徳チャンネル」参画事業

260 熊本県 熊本市 水前寺駅通り商栄会 水前寺駅通り商栄会　『ふれあいプロジェクト』

261 熊本県 熊本市
熊本市上通町三・四丁目商店街振
興組合

上通スタンダード大学

262 熊本県 熊本市 銀座通繁栄会 銀座通繁栄会活性化事業　『城下町にぎわい大作戦』

263 熊本県 熊本市 競輪場通り商栄会 競輪場通り商栄会活性化事業

264 熊本県 熊本市 ＲＫＫ通り繁栄会 RKK通り繁栄会『にぎわいプロジェクト2014』

265 熊本県 熊本市 下通繁栄会
下通まちなかシンポジウム　“熊本人討論会”　「わさも
ん会議」

266 熊本県 熊本市 託麻西南繁栄会 詫麻ウエストサウスゲートパーク祭2014

267 熊本県 玉名市 高瀬下町商店会 高瀬裏川竹灯り＆下町商店会活性化プロジェクト

268 熊本県 宇土市 宇土シティモールテナント会 宇土シティモール～食の祭典～事業

269 熊本県 御船町
有限責任事業組合ドリームパッショ
ン

～恐竜の郷みふね～　「ガブッとにぎわい恐竜フェスタ」
開催事業
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270 熊本県 山都町 新町通り商店街 未来へつなぐ新町通り商店街活性化事業

271 大分県 大分市 大分市中央町商店街振興組合 セントポルタ中央町商店街　おせったい街づくり事業

272 宮崎県 宮崎市 青島商工振興会 青島ナイトマーケットｗｉｔｈ温泉開き

273 鹿児島県 鹿児島市 天文館文化通り会 天文館文化通り活性化事業

274 鹿児島県 鹿児島市 宇宿商店街振興組合
宇宿繁盛店づくりフェス：食と商のコラボによる地域活性
化事業

275 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央駅東口地区連絡協議会 鹿児島中央駅東口イベント等による活性化事業

276 鹿児島県 鹿児島市 一條通り通り会 一條通り宵祭り事業

277 鹿児島県 阿久根市 阿久根商工会議所 阿久根市商店街活性化事業

278 鹿児島県 指宿市 長崎鼻観光土産品店組合 第２回　長崎鼻　龍宮城まつり

279 鹿児島県 霧島市 こくぶ通り会連合会 霧島市国分中心商店街賑わい創出事業

280 沖縄県 名護市 名護大通り会 名護大通りトランジットモール実施事業
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