
1 栄町商店街振興組合 賑わい創出事業 栄町国際文化発信事業

2 栄事業協同組合 緊急課題対応事業 栄事業協同組合キャッシュレス促進化事業

3
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

4 南大津通活性化協議会 賑わい創出事業 南大津通ウィンターイルミネーション

5 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

6 南大津通商店街振興組合 地域コミュニティ活性化事業 歩いても住んでも安心安全なまちづくり事業

7 大須商店街連盟 賑わい創出事業 観光客に訴求する大須の魅力発信事業

8 万松寺通商店街振興組合 賑わい創出事業 万松寺通商店街セール事業

9 今池商店街連合会 賑わい創出事業
地域コミュニティの担い手として、地域に根付いた今池
魅力発信事業

10 中川東部商店街連合会 賑わい創出事業 中川東部商店街魅力創作事業

11 柴田商店街振興組合
「商店街の未来を拓くプロジェク
ト」推進事業

ホップ！ステップ！ジャンプ！「シバタウン」

12 植田商店街協同組合 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

13 原駅前商店街振興組合 人材強化事業
原駅前商店街の「安全安心の再構築」と集客イベント再
開！

14 名古屋市 賑わい創出事業 商店街商業機能再生モデル事業

15 豊橋市ほか 人材強化事業 まちなかイベント開催事業

16 豊橋市ほか 人材強化事業 駅前広場活用イベント開催事業

17
株式会社豊橋まちなか活性化
センターほか

賑わい創出事業 シーズンイベント開催事業

18 岡崎市 岡崎市 緊急課題対応事業 キャッシュレス決済ポイント還元事業

19 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

20 瀬戸まちづくり株式会社 人材強化事業 中心市街地商店街人材強化事業

21 末広町商店街振興組合
「商店街の未来を拓くプロジェク
ト」推進事業

あなたのハレが街をつくる、私らしくが見つかる商店街
事業

22
半田市中心市街地商業活性化
にぎわい事業実行委員会ほか

空き店舗対策事業 商店街プロムナード形成事業

23
はんだ商業まつり事業実行委
員会

賑わい創出事業 はんだ商業まつりin蔵のまち

24 本町商店街振興組合ほか 賑わい創出事業 賑わい創出事業

25 豊川市ほか 賑わい創出事業 中心市街地活性化事業、まちなか再生事業

26
刈谷市刈谷駅前商店街振興組
合

「商店街の未来を拓くプロジェク
ト」推進事業

地域と取り組む「安心・安全・おしゃれ」なまちづくり

27 東刈谷商店街協同組合
「商店街の未来を拓くプロジェク
ト」推進事業

東刈谷商店街地域密着推進事業

28 刈谷市 緊急課題対応事業 商業者応援キャッシュレス決済ポイント還元事業

29 刈谷市南部商業発展会 地域コミュニティ活性化事業 南部地区商店活性化事業

令和４年度　げんき商店街推進事業費補助金　採択事業一覧

番 市町村 事業実施主体 事業名

＜人材強化事業、空き店舗対策事業、地域コミュニティ活性化事業、賑わい創出事業、緊急課題対応事業、「商店街の未来を拓くプロジェクト」
推進事業＞

刈谷市

名古屋市

豊橋市

瀬戸市

半田市

豊川市



番 市町村 事業実施主体 事業名

30 足助中央商店街協同組合 賑わい創出事業 スタンプラリー&町並みさんぽ&足助マルシェ

31 稲武商工会
「商店街の未来を拓くプロジェク
ト」推進事業

交通・交流拠点の変革期における、新たな販売手法や創
業者育成のための魅力ある商店街づくり事業

32 永覚新町商店街振興組合 賑わい創出事業
ふれあい夏祭り及びにぎやか市を活用した個店の魅力創
出事業

33 旭商工会 地域コミュニティ活性化事業 まるごと旭ギフトセット受注事業／旭串グルメ事業

34
とよた元気プロジェクト実行
委員会

緊急課題対応事業 キャッシュレスポイント還元事業

35
イルミネーションストーリー
実行委員会

賑わい創出事業 「イルミネーションストーリーinとよた」開催事業

36 株式会社安城スタイル 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

37 三河安城商店街振興組合 賑わい創出事業
プロバスケットチームと連携した賑わいあるまちづくり
事業

38 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

39 西尾市 空き店舗対策事業 空き店舗等活用事業

40 蒲郡市 蒲郡商店街振興組合 賑わい創出事業 福寿稲荷ごりやく市事業

41 江南市 江南市 緊急課題対応事業 江南市キャッシュレス決済ポイント還元事業

42 稲沢市 稲沢商工会議所 賑わい創出事業 稲沢まちゼミ

43 東海市 東海市 賑わい創出事業 中心市街地にぎわい創出事業

44 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（一店逸品事業）

45 高浜市 高浜商店振興会 賑わい創出事業 コロナ禍における市内商店活性化事業

46 蟹江町 蟹江町商工会 賑わい創出事業 withコロナ時代を生き抜く、蟹江の商人活性化事業

47 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

豊田市

安城市

西尾市

合計　【19市町47事業】



＜地域消費拡大事業＞

1 名古屋市 名古屋市 地域消費拡大事業 令和４年度プレミアム商品券事業

2 豊橋市
豊橋市プレミアム付電子商品券
実行委員会

地域消費拡大事業 豊橋市プレミアム付電子商品券事業費補助金

3 春日井市
春日井市プレミアム付き商品券
発行事業実行委員会

地域消費拡大事業 春日井市プレミアム付き商品券発行事業

4 豊川市 豊川商工会議所 地域消費拡大事業 豊川市プレミアム付商品券発行事業

5 津島市 津島市 地域消費拡大事業 津島市プレミアム付商品券事業

6 安城市 安城市 地域消費拡大事業 安城プレミアム商品券発行事業

7 蒲郡市 蒲郡市 地域消費拡大事業 プレミアム商品券発行事業

8 犬山市 犬山市 地域消費拡大事業 ２０２２犬山市プレミアム商品券事業

9 常滑市 常滑市 地域消費拡大事業 常滑市プレミアム付商品券事業

10 小牧市 小牧商工会議所 地域消費拡大事業 こまきプレミアム商品券発行事業

11 稲沢市 稲沢市 地域消費拡大事業 「ワクワクいなざわ応援券」

12 新城市 新城市商工会 地域消費拡大事業 しんしろプレミアム付商品券発行事業

13 東海市 東海市 地域消費拡大事業 市民・市内小規模事業者応援商品券発行事業

14 大府市 大府商工会議所 地域消費拡大事業 大府プレミアム付商品券発行事業

15 知多市 知多市 地域消費拡大事業 知多市プレミアム付商品券事業

16 知立市 知立市 地域消費拡大事業 知立市電子クーポン事業

17 高浜市 高浜市 地域消費拡大事業
SDGsプロジェクト「エコでつながる！家計応援×お店
応援」事業

18 岩倉市 岩倉市 地域消費拡大事業
令和４年度新型コロナウイルス感染症対策プレミアム
商品券発行事業

19 豊明市 豊明市 地域消費拡大事業 豊明市地元応援割引券事業

20 日進市 日進市商工会 地域消費拡大事業 にっしんプレミアム食事券発行事業

21 田原市 田原市共同商品券事業協議会 地域消費拡大事業 田原市共同商品券事業

22 愛西市 愛西市 地域消費拡大事業 「あいさい商品券2022」発行事業

23 清須市 清須市 地域消費拡大事業 清須げんき商品券事業

24 北名古屋市 北名古屋市 地域消費拡大事業 北名古屋市生活支援クーポン券事業

25 東郷町 東郷町 地域消費拡大事業
令和４年度みんながお得！！ＴＯＧＯエールチケット
事業

26 豊山町 豊山町 地域消費拡大事業 豊山町プレミアム付商品券業務委託事業

27 大口町 大口町商工会 地域消費拡大事業 おおぐちプレミアム商品券事業

28 蟹江町 蟹江町商工会 地域消費拡大事業
新型コロナウイルス感染症対策げんき商店街推進事業
費補助金（プレミアム商品券発行事業）

29 飛島村 飛島村商工会 地域消費拡大事業 飛島村共通商品券発行事業

事業実施主体

令和４年度　げんき商店街推進事業費補助金　採択事業一覧

番 市町村 事業名



事業実施主体番 市町村 事業名

30 阿久比町 阿久比町 地域消費拡大事業
新型コロナウイルス感染症対策阿久比町元気応援券事
業

31 南知多町 南知多町 地域消費拡大事業 南知多町地域応援クーポン券発行事業

32 武豊町 武豊町 地域消費拡大事業 武豊町地域振興券

33 幸田町 幸田町 地域消費拡大事業 幸田町飲食店等応援チケット発行事業

34 設楽町 設楽町 地域消費拡大事業 令和４年度設楽町プレミアム付商品券発行事業

合計　【34市町村34事業】


