
採択事業数：34件

採択者数  ：50者

イベント 商材開発 プロモーション

1 北海道 小樽市 小樽堺町通り商店街振興組合 Go To さかいまちキャンペーン ● ●

2 岩手県 久慈市 久慈商工会議所 久慈中心商店街絆魅力創造プロジェクト ● ●

3 秋田県 秋田市 仲小路振興会 なかこうじ街中ハロウィンフェスタ ●

4 山形県 新庄市

協同組合南本町商店街

協同組合新庄駅前通り商店会

協同組合北本町昭和会

GoＴｏ１００円商店街 ● ●

5 埼玉県 朝霞市 朝霞駅前商店会 ASAKA STREET TERRACE ●

6 東京都 府中市 一般社団法人まちづくり府中 むさし府中まちゼミ（ｗｉｔｈ新しい生活様式） ●

7 東京都 文京区 伝通院前通り三盛会 「笑顔あふれる商店街」魅力情報発信およびニーズ調査サイト ●

8 東京都 江東区 牡丹町笑栄会商店街振興組合 歳末感謝祭「シールを集めて商店街の逸品をもらおう！」 ●

9 東京都 世田谷区 鳥山駅前通り商店街振興組合 えるもーるイルミネーション ●

10 東京都 杉並区 佼成会通り商店会 Go To 佼成会通り ハロウィンイベント ● ●

11 神奈川県
横浜市

磯子区
洋光台駅前商店街サンモール サンモール洋光台 新しい生活様式 にぎわい商店街 ●

12 神奈川県
足柄下郡

湯河原町
湯河原駅前通り 明店街 手づくり市の開催と産学連携による地元産品の新しい魅力調査 ●

13 石川県 金沢市 近江町市場商店街振興組合 近江町市場大行燈祭り ●

14 石川県 白山市 美川商工会
日本文化遺産 美川の食文化等を活用した観光誘客による地域

商業の活性化事業
●

15 静岡県
静岡市

葵区
静岡おまちバル実行委員会

「オール静岡秋バルWeek」連動事業 平日の夜は、「しぞ～かだい

ど～げい」でおまちを楽しもう！
●

16 静岡県
静岡市

葵区
商店街振興組合静岡呉服町名店街 一店逸品運動の推進（逸品カタログ２０２０Autumnの発行） ●

17 静岡県
周智郡

森町
森町商工会 遠州の小京都「森上げよう商店街」事業 ● ●

18 愛知県
名古屋市

西区
円頓寺商店街振興組合 「円頓寺オンライン商店街」プロジェクト ● ●

19 愛知県
名古屋市

中村区
広小路名駅商店街振興組合 冬のイルミネーション ●

20 愛知県
名古屋市

中区
東新商店街振興組合 広小路エクスプレスイルミネーション ●

21 愛知県
名古屋市

中区

名古屋広小路まちづくり協議会

栄町商店街振興組合

広小路商店街振興組合

広小路中央商店街振興組合

広小路エクスプレスイルミネーション ● ●

22 愛知県
名古屋市

名東区
藤が丘中央商店街振興組合 藤が丘大文化祭 ● ●

23 滋賀県 守山市

株式会社みらいもりやま２１

ほたる通り商店街

中央商店街

森山銀座商店街振興組合

守山５０（Go To）商店街 ● ● ●
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24 大阪府
大阪市

西区
九条駅前商店街振興組合

こどもまつり２０２０ ～GO TO こどもまつり！GO TO 商店

街！～
●

25 大阪府 守口市
橋波商店連合会

西郷通商店会
やる気！元気！ララはしばのJOYFUL クリスマス ● ●

26 大阪府 茨木市 中条まちづくり商店会 第１４回灯りのプロムナード事業 ●

27 鳥取県
米子市

鳥取市

角盤町商店街振興組合

鳥取県酒造組合

皆生温泉旅館組合

若者が元気なまちづくり ～地元鳥取大学生と連携したい新しいカ

タチの商店街～
● ● ●

28 島根県 松江市

協同組合松江天神町商店街

堅町商店会

松江駅本通商店会

新たな地域商店街としての魅力創造と地域顧客の物品購入、来

街に向けての後方支援の拡充
● ● ●

29 広島県 福山市
福山宮通り商店会

福山駅前開発株式会社
フクヤマニメ ●

30 愛媛県 松山市

株式会社まちづくり松山

花園町東通り商店街組合

花園町西通り商店街振興組合

花園みんなで創るプロジェクト まつやま花園日曜市 ● ● ●

31 福岡県
福岡市

博多区
中洲町連合会

中洲中央通りに提灯を灯して中洲の店舗は感染対策を施し営業し

ている事をお客様や観光客の皆さまにアピールする提灯点灯。
●

32 福岡県
北九州市

小倉北区
株式会社タウンマネジメント魚町 得するまちのゼミナール（うおゼミ）＆Googleマイビジネス促進事業 ● ●

33 長崎県 長崎市 東長崎商工会
『食を召しませ“ひがなが”！食が“もぎ”だくさん！』～EA（S）T

NAGASAKI地域ファンづくり事業～
●

34 大分県 別府市 流川通り会 流川通り会 Web商店街開設 ● ● ●


