


 

7 岩手県 北上市 協同組合江釣子ショッピングセンター 1400005003601 

地域の高齢者・買物困難者の

ためのビークル導入運行に向

けた調査研究事業 

8 秋田県 横手市 
横手駅西口駅前振興組合 

NPO横手駅西口駅前街づくり 

－ 

－ 

横手駅西口駅前全天候型地域

交流拠点設置に向けた事前調

査事業 

9 栃木県 日光市 

日光市商店連合会 

今市商店会連合会 

鬼怒川駅前商店会 

－ 

－ 

－ 

日光地域、藤原地域、今市地域

の各主要商店街におけるコミュ

ニティサイクル導入に向けた調

査分析事業 

10 長野県 小布施町 
小布施町商工会 

一般社団法人 小布施まちイノベーションＨＵＢ 

5100005002415 

8100005011850 

新しい道空間「市庭通り創生事

業」～商店街への起業家誘致と

生業空間の再構築のための意

向調査 

11 静岡県 磐田市 
銀三会商店会 

特定非営利活動法人いわたタウンマネジメント 

－ 

7080405005729 

磐田駅前地域交流型商店街再

構築のための調査分析事業 

12 愛知県 名古屋市 
有松商工会 

特定非営利活動法人コンソーシアム有松鳴海絞 

7180005004303 

8180005016306 

有松における地域資源を活か

した地域密着型体験工房施設

開設のための調査分析事業 

13 石川県 加賀市 
山中温泉南町ゆげ街道振興会 

山中商工会 

－ 

8220005004297 

一流の文化墨客が滞在した空

き旅館活用にかかる調査事業 

14 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 

越前市まちなか商業活性化調

査分析事業 

15 京都府 京都市 
納屋町商店街振興組合 

ディランド山京株式会社 

4130005004533 

1130001013854 

納屋町商店街における京都伏

見地域の活性化を担う観光客

宿泊施設整備に向けた調査事

業 

16 京都府 宇治市 京都府南部総合地方卸売市場活性化推進事業組合 － 

京都府南部総合地方卸売市場

賑わいエリア整備に向けた調

査分析事業 



 

17 大阪府 大阪市 駒川商店街振興組合 1120005004215 

ライフスタイルを先導する駒

川商店街でのファミリーが集

う新しい飲食店街の拠点整備

に向けた調査分析事業 

18 大阪府 寝屋川市 
大利商店街振興組合 

特定非営利活動法人寝屋川あいの会 

8120005012509 

4120005013213 

大利商店街の活性化を目指す

宅配事業と宅配ボランティア

センター設置等に関する事業

のための調査事業 

19 広島県 庄原市 東城町商工会 3240005005488 
地域しあわせ循環型 ICカード

整備に向けた調査分析事業 

20 長崎県 長崎市 

長崎浜んまち商店街振興組合連合会 

一般社団法人長崎サービスアンドディベロップメ

ンツ 

4310005001454 

9310005007307 

浜んまち商店街が＜稼ぐ商店

街・稼ぐ店・安心して働ける

街＞になるための現状調査 

21 熊本県 熊本市 下通繁栄会 － 
交通券事業の拡充による下通

商店街魅力向上事業 

22 熊本県 菊池市 
菊池市商工会 

泗水町街路灯管理組合 

3330005006683 

－ 

泗水町地区活性化にかかる調

査事業 

23 沖縄県 名護市 
北平和通り会 

新垣産業株式会社 

－ 

8360001012059 

北平和通り会商店街活性化に

向けた自転車対応型宿泊施設

整備事業とサイクリスト・イ

ンバウンドの需要に関する調

査分析事業 

 
 
  





 

10 東京都 杉並区 高円寺銀座商店会協同組合 3011305000210 

外国人観光客向けの民泊施

設、ガイドブック、多言語ホーム

ページ等整備事業 

11 東京都 三鷹市 三鷹コラル商店会 － 

外国人観光客向けホームペー

ジの刷新、サイン及びフリー

Wi-fi の整備事業 

12 神奈川県 横浜市 本牧リボンファンストリート商店会 － 

空き店舗を活用した情報発信型

コミュニティカフェの整備及び地

域資源を活用した商品の提供、

各教室の開催等事業 

13 神奈川県 川崎市 

新百合ヶ丘商店会 

一般財団法人川﨑新都心街づくり財団 

新百合丘農住都市開発株式会社 

－ 

8020005009696 

9020001065271 

イベント、展示、カフェ等多様な

用途に対応できるイベントスペ

ースの整備事業 

14 神奈川県 鎌倉市 鎌倉由比ガ浜商店街振興組合 9021005002112 

外国人観光客を取り込むため

の多言語マップの作成・Wi-Fi環

境の整備・外国人観光客にもわ

かりやすいサインを入れた街路

灯の設置事業 

15 新潟県 糸魚川市 
糸魚川本町通り商店街振興組合 

加賀の井酒造株式会社 

4110005010789 

9110001021851 

新潟県最古の酒蔵「加賀の井

酒造」を核とした酒造り見学路

の整備及び散策ルートの策定 

16 愛知県 名古屋市 円頓寺商店街振興組合 3180005003275 

外国人観光客向け体験型宿泊

施設及び地域交流を深めるた

めのスポーツクライミングジム

の整備事業 

17 愛知県 瀬戸市 
銀座通り商店街振興組合 

瀬戸まちづくり株式会社 

8180005008815 

5180001079763 

空き店舗を活用したカフェを中

心とした飲食とギャラリー、もの

づくり体験機能を備えた複合型

ゲストハウスの整備事業 

18 福井県 大野市 
五番商店街振興組合 

株式会社まちづくり５５．５ 

2210005005500 

8210001016009 

地域住民と観光客が集うコミュ

ニティ広場・飲食店等のにぎわ

い交流拠点整備事業 



 

19 大阪府 牧方市 香里ピーコック通り商業協同組合 9120005012838 

高齢者向け無料送迎サイクル

の製作と無料送迎システム構

築事業 

20 兵庫県 神戸市 
新開地二丁目商店街振興組合 

特定非営利活動法人新開地まちづくり NPO 

9140005002655 

2140005002876 

商店街空地を活用した演芸場

の整備と演芸場を核とした商店

街活性化事業 

21 兵庫県 尼崎市 大島事業協同組合 4140005011215 

高齢化する地域のニーズに応じ

た新店舗の誘致と関連施設の

改修整備事業 

22 和歌山県 御坊市 御坊市本町商店街振興組合 6170005004305 

紀州鉄道の廃車両（キハ６０３）

を活用したコミュニティ広場等の

整備事業 

23 島根県 松江市 協同組合東出雲ショッピングパーク 9280005000380 

高齢者向け健康相談サービス

と連携した惣菜の開発・製造・

配達サービス提供のための惣

菜製造所の拡充 

24 島根県 雲南市 加茂町商工業振興協議会 ‐ 
交流機能を備えたマイクロスー

パーの整備 

25 徳島県 小松島市 小松島サンパーク協同組合 5480005002311 

お遍路カフェ、子育て支援セン

ターの設置等地域性を活かした

コミュニティ強化・空き店舗対策

事業 

26 香川県 高松市 
高松丸亀町商店街振興組合 

高松ライフシステム株式会社 

7470005001056 

7470001006281 

医師がプロデュースする“食と

健康の交流”レストランの整備

及び生活習慣病対策メニューの

開発・提供 

27 福岡県 福岡市 
上川端商店街振興組合 

川端中央商店街振興組合 

2290005002861 

9290005002863 

インバウンド取り込みのための

多言語による情報発信環境整

備等事業 

28 熊本県 熊本市 熊本市中心商店街等連合協議会 ‐ 
8 商店街が連携した商店街アプ

リの開発事業 

 


