
平成２９年度　げんき商店街推進事業費補助金補助事業

＜採択事業一覧＞

No 市町村 事業実施主体

1 名古屋市 今池商店街連合会 賑わい創出事業 外部人材を活用した今池魅力発信事業

2 名古屋市 大曽根商店街連合会 賑わい創出事業 名古屋ＪＡＺＺストリート2017ｉｎ大曽根

3 名古屋市 広小路名駅商店街（振） 賑わい創出事業 商学連携イルミネーション事業

4 名古屋市 栄町商店街（振） 賑わい創出事業 栄町国際文化発信事業

5 名古屋市 広小路商店街（振） 賑わい創出事業
広小路「文化」と「科学」と「食」のまちづくり事
業

6 名古屋市
名古屋広小路まちづくり協議
会

賑わい創出事業 広小路エクスプレスイルミネーション事業

7 名古屋市 錦三商店街（協）
地域コミュニティ活性化
事業

錦三　安心・安全まちづくり事業

8 名古屋市 南大津通歩行者天国協議会 賑わい創出事業 南大津通歩行者天国

9 名古屋市 栄ミナミ商店街連盟 賑わい創出事業 名古屋グルメ選手権　NAGO-1グランプリ

10 名古屋市 大須商店街連盟 賑わい創出事業
外国人観光客に訴求する大須の魅力発信事
業

11 名古屋市 万松寺通商店街（振） 賑わい創出事業 万松寺通商店街セール事業

12 名古屋市 中川東部商店街連合会 賑わい創出事業 中川東部商店街　未来への魅力創出事業

13 名古屋市 柴田商店街（振） 人材強化事業
279ステーションを中心とした地域に密着した
商店街づくり

14 名古屋市 平針駅前商店街（振） 人材強化事業 シニアにやさしい商店街

15 名古屋市 植田商店街(協)
地域コミュニティ活性化
事業

植田商店街　安心・安全まちづくり事業

16 名古屋市
弁天通商店街（振）始め11商
店街

人材強化事業 名古屋市商店街にぎわい創出支援事業

17 名古屋市
平成29年度プレミアム商品券
事業実行委員会

消費拡大チャレンジ事
業

平成29年度プレミアム商品券事業

18 名古屋市 原駅前商店街（振） 人材強化事業 原駅タウン　地域連携力アップ！事業

19 名古屋市 南大津活性化協議会 賑わい創出事業 南大津通ウィンターイルミネーション事業

20 一宮市 一宮中心市街地商店街連合 賑わい創出事業 おいち祭り

21 瀬戸市 瀬戸まちづくり㈱ 不動産流動化促進事業 空き店舗対策事業

22 瀬戸市 末広町商店街（振） 賑わい創出事業
末広町活性化＜取り戻そう＞賑わい！＜思
い出そう＞ふれあい事業

23 半田市 半田商工会議所 不動産流動化促進事業 商店街プロムナード形成事業

24 半田市 半田商工会議所 賑わい創出事業 はんだ商業まつり事業

25 春日井市 春日井市商店街連合会 人材強化事業 まちの担い手養成塾事業

26 豊川市
豊川市開発ビル㈱、中心市街
地商店街

人材強化事業 中心市街地商店街都市機能強化事業

事業名
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27 豊川市
豊川市開発ビル㈱、中心市街
地商店街

賑わい創出事業 魅力創造・魅力発信事業

28 豊川市 本町商店街（振）
地域コミュニティ活性化
事業

商店街魅力アップ事業

29 豊川市 本町商店街（振） 賑わい創出事業 商店街魅力アップ事業

30 豊川市
豊川カード事業（協）、本町商
店街（振）、プリオテナント会、
開運通商店街（振）

賑わい創出事業 やる気満々商店街等活性化事業

31 刈谷市 刈谷市刈谷駅前商店街（振） 賑わい創出事業
地域と取り組む「安心・安全・おしゃれ」なまち
づくり

32 刈谷市 刈谷市桜町通り商店街（振） 賑わい創出事業 桜町通り商店街「ワクワク通り」創出事業

33 刈谷市 東刈谷商店街(協) 賑わい創出事業 東刈谷商店街地域密着推進事業

34 刈谷市 刈谷市商店街連盟 賑わい創出事業 認知度向上、販促力強化事業

35 豊田市 みゆき商店街（振） 賑わい創出事業 みゆき屋台村事業

36 豊田市 足助中央商店街（協） 賑わい創出事業
町並みの魅力発信『スタンプラリー』＆店舗
の魅力発信『中馬塾』＆足助マルシェ

37 豊田市 稲武商工会
地域コミュニティ活性化
事業

宅配事業を中心とした高齢者支援システム
（稲武システム）の構築事業

38 豊田市 永覚新町商店街（振） 賑わい創出事業
にぎやか市を活用した永新ゼミナール＆逸
品フェアー＆ワンコイン商店街

39 安城市 ㈱安城スタイル 賑わい創出事業 元気な商店街と賑わいあるまちづくり事業

40 安城市 安城中央商店街連盟 賑わい創出事業
安城まちなかホコ天きーぼー市を軸とした、
にぎわい創出とコミュニティ構築のための事
業

41 安城市 安城市日の出町商店街（振）
地域コミュニティ活性化
事業

安心・安全まちづくり事業

42 西尾市 本町発展会 賑わい創出事業
城下町マーケットを軸とした、にぎわい創出と
コミュニティ構築のための事業

43 蒲郡市 蒲郡商店街（振） 賑わい創出事業 福寿稲荷ごりやく市事業

44 小牧市 小牧商工会議所 賑わい創出事業 こまきプレミアム商品券発行事業

45 稲沢市
平成29年度稲沢市プレミアム
商品券発行事業実行委員会

賑わい創出事業 稲沢市プレミアム商品券発行事業

46 東海市 東海商工会議所 賑わい創出事業 東海プレミアム商品券発行事業

47 大府市 大府商工会議所 賑わい創出事業
「おおぶ・がんばる！商店街運動事業（逸品
運動）」

48 高浜市 高浜商店振興会 賑わい創出事業 高浜商店振興会げんき商店街事業

49 蟹江町 蟹江町商工会
地域コミュニティ活性化
事業

自然、歴史、観光資源の有効活用事業

50 東栄町 東栄町商工会
地域コミュニティ活性化
事業

移動販売事業

51 清須市 清須市商工会 賑わい創出事業 清須産業まつり
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