
平成２２年度　がんばる商店街推進事業費補助金補助事業

＜採択一覧＞

No 市町村 事業実施主体

1 名古屋市 味鋺天神通商店街（振） 協業事業
（味鋺天神通商店街まごごろを届ける街づくり
事業）

2 名古屋市 桜山商店街（協） 協業事業 （ハートフル桜山創生事業）

3 名古屋市 日比野商店街（振） 協業事業 （チェンジ日比野　ひとコイProject）

4 名古屋市 名東社台社口商店街（協） 協業事業 （名東社台社口「ゆめ・まちづくり」事業）

5 名古屋市 覚王山商店街（振） 個性創出事業 （覚王山コモンズ再発見事業）

6 名古屋市 仲田本通商店街（振） 個性創出事業 （仲田ストリート魅力・情報発信事業）

7 名古屋市 大曽根本通商店街（振） 個性創出事業
（変わる街大曽根～オゾンアベニューにぎわ
いづくり事業）

8 名古屋市 八事商店街（振） 個性創出事業
（商店街プロデュースによる八事のまちブラン
ド化事業）

9 名古屋市 築地口商店街（振） 個性創出事業 （地域連携による商店街の魅力アップ事業）

10 名古屋市
広小路生誕350年事業実行委
員会

地元観光・地場産業活
用事業

（広小路生誕３５０年事業）

11 豊橋市 花園商店街（振）
経済産業省の採択事
業

（花園地区商業活性化事業）

12 一宮市 一宮市萩原商店街（振）
地元観光・地場産業活
用事業

（萩原モーニング・チンドン（伝統文化）による
街おこし事業）

13 一宮市
本町通り２丁目始め３商店街
（振）等

テナントミックス事業
（集客力ＵＰ！コミュニティ活性化に特化した
空き店舗活用事業）

14 瀬戸市 效範西部商店街（振） 協業事業 （地域住民連携「新まつり形成」事業）

15 瀬戸市
瀬戸市、瀬戸市まるっとミュー
ジアム・観光協会

個性創出事業 （陶のあかり路形成事業）

16 瀬戸市
瀬戸市、瀬戸蔵イベント実行
委員会

個性創出事業 （娯楽ゾーン形成事業）

17 瀬戸市 瀬戸商工会議所 個性創出事業 （せと・商人塾）

18 瀬戸市 瀬戸市 人材育成事業 （せと・しごと塾）

19 瀬戸市 瀬戸市 環境整備事業 （瀬戸市中心市街地環境整備事業）

20 瀬戸市 瀬戸まちづくり（株）
経済産業省の採択事
業

（銀座発展プロジェクト）

21 半田市
半田市中心市街地商業活性
化にぎわい事業実行委員会

環境整備事業
（半田市中心市街地商業活性化商店街プロム
ナード事業）

22 半田市 半田商工会議所 テナントミックス事業
（半田市中心市街地空き地・空き店舗等活用
事業）

23 半田市 はんだ商業まつり実行委員会 地域経済活性化事業 （はんだ商業まつり実行委員会事業）

24 豊川市
各商店街、豊川市開発ビル（株）、
豊橋技術科学大学、豊川市

協業事業
（商店街、福祉団体、大学、行政による総合商
業振興事業）

事業名
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25 豊川市
各商店街、豊川市開発ビル
（株）、豊川市

まちづくり事業 （おいでんとよかわ☆まちなか活性化事業）

26 豊川市
豊川商工会議所、各商工会、
豊川市

地域経済活性化事業 （新市活性化事業）

27 津島市 津島商工会議所 地域経済活性化事業 （プレミアム商品券事業）

28 津島市 今市場通商店街（振） 環境整備事業 （あいさつから始まる安心・安全運動）

29 刈谷市 刈谷駅前商店街（振） 地域経済活性化事業 （グルメ街宣言のまち創出事業）

30 刈谷市 かりがね発展会 地域経済活性化事業 （私のふるさと”かりがね”まちづくり）

31 刈谷市 東刈谷商店街（協） 地域経済活性化事業 （地域と協働する創立記念イベント）

32 刈谷市 桜町本通り商店街（振） 地域経済活性化事業 （グリーンモールさくら　元気・夢・感動）

33 刈谷市 ハーベストバレー商店街（振） 地域経済活性化事業 （地域と創るサマーフェスティバル）

34 豊田市 西町商店街（協） 個性創出事業 （はしご酒大会）

35 豊田市 桜町本通り商店街（振） 個性創出事業 （八日市を活かした商店街活性化事業）

36 豊田市 永覚新町商店街（振） 個性創出事業 （逸品づくり、逸品ＰＲを兼ねたイベント事業）

37 豊田市 足助中央商店街（協） 地域経済活性化事業 （年末売出・中馬なごやか市）

38 豊田市 足助商工会 個性創出事業 （足助夏まつり）

39 豊田市 下山商工会 地域経済活性化事業 （朝市、ウオークラリーイベント）

40 豊田市 みゆき商店街（振） まちづくり事業 （安全安心・賑わい創出事業）

41 豊田市
イルミネーションストーリー実
行委員会

個性創出事業 （イルミネーションストーリーinとよた2010）

42 安城市 安城中央商店街連盟 地域経済活性化事業 （安城サンクスフェスティバル他）

43 西尾市 西尾市商業（協） 地域経済活性化事業 （城下町マーケットの開催）

44 蒲郡市 蒲郡商店街（振） 個性創出事業 （福寿稲荷ごりやく市）

45 小牧市 小牧商工会議所 個性創出事業
（中心市街地にぎわい創出空き店舗活用地域
交流事業）

46 大府市 大府商工会議所 地域経済活性化事業
（地域住民との共同とＩＴ活用による情報発信
「大府ブランドを世界に」）

47 知多市 知多市商工会 個性創出事業 （お店がたまり場「井戸端サークル」事業）

48 高浜市 人形小路の会 個性創出事業
（人形小路の本気でまちづくり＆みんなで
まち育て事業　～人の輪（和）拡大作戦～）

49 高浜市 高浜まちづくり協議会 個性創出事業 （地域でがんばるまちづくり事業）

50 豊明市 豊明市商工会 地域経済活性化事業 （商店街の夜間営業活性化事業）
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51 清須市 清須市 個性創出事業
（美濃路商店街・春日地区にぎわい活性化事
業）

52 清須市
清須越四百年事業実行委員
会

地域経済活性化事業 （元気清須・商店応援プロジェクト）

53 清須市 新清洲駅前商店会 まちづくり事業 （新清洲駅前商店会活性化）

54 蟹江町 蟹江町商工会 地域経済活性化事業 （暮らしのまごころ応援団）

55 吉良町 吉良町商工会 個性創出事業 （コラボパワーアップ事業）

56 幡豆町 幡豆町商工会 地域経済活性化事業 （逸品おこし商業活性化事業）

57 武豊町 武豊町カード事業（協） 地域経済活性化事業 （新ゆめたろうカード事業）

58 設楽町 設楽町商工会 地域経済活性化事業 （がんばれ商店街したら事業）
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