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No. 都道府県名 市・区名 商店街振興組合名等 事　　　　　業　　　　　名

1 北海道 旭川市
旭川みずほ通商店街振
興組合

みずほ通商店街活性化事業

2 北海道 旭川市
旭川銀座商店街振興組
合

商店街魅力アップ形成事業

3 北海道 網走市
網走中央商店街振興組
合

あばしり七福神まつり

4 北海道 江別市 野幌商店街振興組合 まちなかアクションテーブル事業

5 北海道 釧路市
釧路城山商店街振興組
合

まちなか農園創生事業

6 北海道 釧路市
釧路市新橋大通商店街
振興組合

商店街魅力アップ形成事業

7 北海道 札幌市 発寒北商店街振興組合
被災地との・夢・絆・連携事業
はっさむハツキタの日

8 北海道 札幌市 本郷商店街振興組合
本郷商店街”いいとこ”発見！Ｔｗｉｔｔｅｒ＆Ｆａｃｅｂｏｏｋ連動
プロジェクト

9 北海道 函館市 五稜郭商店街振興組合 五稜郭魅力づくり構築推進事業

10 北海道 室蘭市
中島中央商店街振興組
合

被災地支援とタウンモビリティ事業

11 北海道 留萌市
留萌市商店街振興組合
連合会

まちのまんなか「るもい元気な商店街づくり」事業

12 青森県 八戸市
八戸市十三日町商店街
振興組合

オンラインでも「ふれ愛の街」を目指すプロジェクト

13 岩手県 盛岡市
盛岡駅前商店街振興組
合

がんばろう岩手！「盛岡駅前ご当地キャラクターまつり」

14 岩手県 盛岡市
盛岡市肴町商店街振興
組合

震災被害で閉店していた核店舗の新規オープンに伴う
販売促進及び沿岸被災地区の物産・観光ＰＲ支援事業

15 宮城県 仙台市 本町商店街振興組合
Ｈｏｎｃｈｏ　Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ　Ｍａｒｃｈｅ’2012
（本町ムーンライトマルシェ2012）

16 秋田県 鹿角市
かづの花通り商店街振興
組合

「安全・安心・賑わいのある鹿角の玄関口づくり」事業

17 秋田県 大館市
大館市大町商店街振興
組合

おおまちハチ公アートプロジェクト

18 山形県 酒田市
中町中和会商店街振興
組合

交通安全・安心地域づくり「街中モーターショー」

19 山形県 鶴岡市
鶴岡山王商店街振興組
合

山王「だがしや楽校」の開校およびまちづくり相談所の開
設

20 山形県 米沢市
米沢駅前商店街振興組
合

夏季イベント開催に併せた「人と環境に優しい街」具現化
事業

21 山形県 山形市 七日町商店街振興組合 新たな魅力発信のための商店街マップ作成事業

22 山形県 山形市
七日町一番街商店街振
興組合

「伝統的風物詩」と「街なか発信の文化」で繋がるコミュニ
ティコラボレーション

23 山形県 長井市
本町大通り商店街振興
組合

ワンデー・ショップ＆ワンコイン・ショップの開設による集
客力向上事業

24 山形県 米沢市
たつまち商店街振興組
合

地域との連携による店舗回遊策の実施について

平成２４年度商店街実践活動事業費補助金の公募結果
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No. 都道府県名 市・区名 商店街振興組合名等 事　　　　　業　　　　　名

25 福島県 南相馬市 栄町商店街振興組合 栄町商店街復興買物ポイント事業

26 福島県 相馬市
宇多川町商店街振興組
合

「瓜市」復興祭

27 茨城県 水戸市
泉町二丁目商店街振興
組合

街のカルチャー教室（通称：まちカル）の開催

28 茨城県 水戸市
南町三丁目商店街振興
組合

おさな子の笑顔でつなぐ風鈴プロジェクト

29 栃木県 宇都宮市
宇都宮オリオン通り商店
街振興組合

夏休み思い出作り企画―「お化け屋敷」で宇都宮の逸話
を！

30 群馬県 桐生市
桐生中央商店街振興組
合

商店街ギャラリープロジェクト

31 群馬県 桐生市
桐生市末広町商店街振
興組合

アイパッドを活用した観光案内事業

32 群馬県 前橋市
前橋中央通り商店街振
興組合

地域コミュニティ活性化情報発信事業

33 群馬県 沼田市
沼田市中の会商店街振
興組合

真田町割り400年祭

34 埼玉県 秩父市
みやのかわ商店街振興
組合

第2のナイトバザール

35 千葉県 成田市
成田市花崎町商店街振
興組合

成田山参道「花崎町ブランド」発信事業

36 東京都 立川市
立川市商店街振興組合
連合会

立川つまみぐいウォーキング

37 東京都 墨田区
鳩の街通り商店街振興
組合

鳩の街屋台ストリート

38 東京都 大田区
大岡山北口商店街振興
組合

大岡山フェスティバル：福島県復興支援事業

39 東京都 立川市
立川市南口商店街振興
組合

市民のための防災フェアｉｎ立川南口商店街

40 神奈川県 川崎市
区役所通り登栄会商店
街振興組合

がんばろう！日本！登栄会”東日本応援”チャリティイベ
ント

41 神奈川県 川崎市
モトスミ・ブレーメン通り商
店街振興組合

安心・安全快適街づくり事業

42 神奈川県 川崎市
モトスミ・オズ通り商店街
振興組合

災害時対応にも強い安全・安心な商店街・街づくり

43 神奈川県 横須賀市 大滝商店街振興組合 新オオダキ市事業（「オオダキ市」強化策事業）

44 神奈川県 横須賀市
上町商盛会商店街振興
組合

灯ろう夜市とハロウィンフェスティバルの強化

45 新潟県 新潟市
新潟市古町七番町商店
街振興組合

水溶性灯篭で伝える古町七夕まつり事業

46 新潟県 上越市
直江津中央商店街振興
組合

越佐　四十物祭り

47 新潟県 十日町市
十日町市高田町一丁目
商店街振興組合

光かがやくコモ通り商店街活性化事業

48 新潟県 小千谷市
小千谷市中央通商店街
振興組合

信濃川ふれあい夕日コンサート

49 新潟県 長岡市
長岡市大手通商店街振
興組合

商店街顧客利便性向上事業
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50 長野県 上田市
商店街振興組合　うえだ
原町一番街商店会

真田を切り口とした商店街誘客促進事業

51 静岡県 静岡市
清水駅前銀座商店街振
興組合

商店街ストリートにおける休憩場所の設置事業

52 愛知県 豊橋市
広小路一丁目商店街振
興組合

まちなか総選挙！まちなか民おすすめ店舗マップの作成

53 愛知県 豊田市
大林ヒルズ商店街振興
組合

大林ヒルズ商業ふれあいまつり

54 愛知県 名古屋市
笠寺観音商店街振興組
合

笠寺夏祭りの地域展開事業

55 岐阜県 高山市
高山市商店街振興組合
連合会

まちの縁側「まちひとぷら座かんかこかん」10周年記念
事業

56 岐阜県 多治見市
多治見ながせ商店街振
興組合

音と陶の商店街

57 岐阜県 恵那市
恵那銀座商店街振興組
合

恵那銀座商店街３ＯＮ３ストリートバスケ大会

58 岐阜県 恵那市
恵那中央通り商店街振
興組合

2012恵那納涼夏まつりと盆踊りの夕べ

59 岐阜県 中津川市
中津川新町商店街振興
組合

市制６０周年記念　フォトライブラリー

60 岐阜県 羽島市
商店街振興組合羽島市
商店街連盟

酒蔵ライブ

61 富山県 黒部市
三日市大町商店街振興
組合

マチナカとれたて市

62 石川県 金沢市 片町商店街振興組合 環境問題に取り組むクリーンな商店街を目指して！

63 福井県 福井市
福井駅前商店街振興組
合

県都福井えきまえブランド・アイテム創造・発信事業

64 福井県 敦賀市
敦賀駅前商店街振興組
合

必要とされる商店街の再構築事業

65 滋賀県 大津市 石山商店街振興組合 コミュニティスペースの開設

66 滋賀県 近江八幡市 京街道商店街振興組合 京街道門前通り七夕夏祭りイベント

67 大阪府 大阪市
淡路本町商店街振興組
合

大阪から送る　復幸支援ファンレター

68 大阪府 大阪市
生野銀座商店街振興組
合

銀座夏祭り

69 大阪府 大阪市 空堀商店街振興組合 空堀界隈の舞台となる商店街づくり

70 大阪府 大阪市
庄内本通商店街振興組
合

第10回庄内まつり

71 大阪府 大阪市 鶴七商店街振興組合 鶴七商店街ハートフルコミュニケーションツール開発事業

72 大阪府 大阪市
飛田本通商店街振興組
合

空店舗活用型集客力向上事業

73 大阪府 大阪市 南陽通商店街振興組合 新世界100周年”キン肉マン”プロジェクト

74 大阪府 大阪市
日本橋筋商店街振興組
合

日本橋商店街体験ツアー
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75 大阪府 東大阪市
東大阪布施商店街振興
組合

子どもたちの、子どもたちによる、子どもたちのための手
作り夜市

76 大阪府 枚方市
宮之阪中央商店街振興
組合

七夕まつり

77 大阪府 堺市
美原本通り商店街振興
組合

地域ふれあいサマーフェスタ「みっぱら」事業～みっぱら
住民登録記念事業～

78 兵庫県 神戸市 南京町商店街振興組合 ブラックライトフェスティバル

79 兵庫県 神戸市 岡本商店街振興組合 岡本気仙沼魅力あふれる商品開発プロジェクト

80 兵庫県 神戸市 大正筋商店街振興組合
健康まつり～まちの元気は！みんなで健康づくり　イキイ
キ健康生活はじめましょう！～

81 和歌山県 和歌山市
北ぶらくり丁商店街振興
組合

「工房通り」化推進事業

82 和歌山県 海南市
海南市商店街振興組合
連合会

おひな様街道・商店街～「まち歩き」健康増進・交流事業

83 和歌山県 新宮市
新宮市商店街振興組合
連合会

子供からお年寄りまで　触れ合いの商店街づくり

84 島根県 松江市
松江学園通り商店街振
興組合

地元国立大学と農商学連携による地域住民サポート事
業

85 島根県 出雲市
平田本町商店街振興組
合

神話の一式飾バックアップ事業

86 岡山県 岡山市
岡山駅前商店街振興組
合

青年部独自開発「温羅（うら）ソース」を活用した食（ビー
ル）イベントの開催

87 広島県 竹原市
竹原駅前商店街振興組
合

ｉＰａｄによるＩＴ化であいふる商店街を元気に！

88 広島県 広島市
毘沙門通り商店街振興
組合

再興（最高）星空まつり

89 広島県 三原市
三原駅前商店街振興組
合

三原駅前商店街「三原たこミュージアム」

90 広島県 三次市
三次本通商店街振興組
合

秋の和モダン・商店街祭
「町なみアートギャラリー」「お寺の朝市」「商店街大道芸
フェスティバル」

91 広島県 広島市 横川商店街振興組合 横川ファン！公式ガイドブック

92 山口県 岩国市
岩国市中通商店街振興
組合

中通り旬ごよみ

93 山口県 防府市
天神町銀座商店街振興
組合

家庭介護教室～よりよい介護をするために

94 山口県 山口市
山口市本町商店街振興
組合

西門前・軽トラ市を通じた子育て世帯への食育の普及・
促進事業

95 山口県 萩市
萩市田町商店街振興組
合連合会

チャレンジショップ「ＮＥＯ　ＳＴＹＬＥ」

96 山口県 山陽小野田市
小野田駅前商店街振興
組合

環境問題意識啓発普及事業

97 高知県 高知市
高知市商店街振興組合
連合会

ＯＢＩＢＵＲＡ　ＫＩＤＳ　ＴＯＷＮ

98 福岡県 福岡市
香椎大通り商店街振興
組合

香椎・収穫祭～ごちそうマルシェ～

99 佐賀県 佐賀市 唐人町商店街振興組合 商店街賑わい創出事業
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100 佐賀県 伊万里市
伊万里駅通商店街振興
組合

商店街賑わい創出事業

101 佐賀県 鹿島市
鹿島スカイロード商店街
振興組合

鹿島スカイロード商店街　中心商店街活性化事業

102 熊本県 熊本市 健軍商店街振興組合
成人になった「ぴあ丸」（商店街ゆるキャラ）の社会貢献
活動事業

103 熊本県 八代市
本町1丁目商店街振興組
合

地域連携”プチ感動”「もうけもん市ガチャガチャ」

104 熊本県 八代市
本町二丁目商店街振興
組合

年末年始カウントダウン～初売イベント

105 熊本県 熊本市
熊本市下通三番街商店
街振興組合

下通アーケードまちなか子育て環境向上事業

106 熊本県 熊本市
熊本市上通五丁目商店
街振興組合

上通アートプロジェクト

107 大分県 大分市
大分県商店街振興組合
連合会

豊の国商人塾全国サミット　25周年記念大会

108 大分県 別府市
別府やよい商店街振興
組合

別府やよい天狗ｅ～ｃｏと事業

109 大分県 大分市
大分市中央町商店街振
興組合

敬老の日は商店街にきちょくれ！

110 大分県 大分市
大分市竹町通商店街振
興組合

商店街ストリート　トリックアート展

111 大分県 臼杵市
臼杵市中央通り商店街
振興組合

温故知新事業

112 大分県 宇佐市 四日市商店街振興組合
神仏習合の入り口の地　門前町四日市観光流入人口増
加対策事業

113 宮崎県 延岡市 幸町商店街振興組合 「駅＝益」延岡えきまち三北観光物産市

114 鹿児島県 鹿児島市 宇宿商店街振興組合 子育て支援ＮＰＯと協働する街中再生事業

115 沖縄県 沖縄市
沖縄市一番街商店街振
興組合

コザ商店街大学ｉｎチャンパク

116 沖縄県 沖縄市
沖縄市銀天街商店街振
興組合

地域資源のプロモーション「ギンギン」プロジェクト

117 沖縄県 那覇市
栄町市場商店街振興組
合

栄町市場商店街内での「屋台祭り」実施

118 沖縄県 那覇市
那覇市国際通り商店街
振興組合連合会

国際通りエイサー打ち水事業
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