
※この報告書の作成は、中小企業庁の委託を受けた全国商店街振興組合連合会が行っております。









商店街活性化に係る事例調査研究報告書　目次

（項目分類順）

①コミュニティ施設

1 滝川駅前商店街 （北海道滝川市）   1Ｐ
2 岩見沢市中心商店街 （北海道岩見沢市）   3Ｐ
3 山口市中市商店街・本町商店街 （山口県山口市）   5Ｐ

②子育て支援

4 高山市商店街 （岐阜県高山市）   7Ｐ
5 アスティ山之口商店街 （大阪府堺市堺区）   9Ｐ
6 籠屋町商店街 （徳島県徳島市）   11Ｐ

③高齢者支援

7 大山町中央商店街 （富山県富山市）   13Ｐ

④新規開業支援・店舗誘致

8 岩村田本町商店街 （長野県佐久市）   15Ｐ
9 和泉明店街 （東京都杉並区）   17Ｐ
10 上川端商店街 （福岡県福岡市）   20Ｐ
11 唐人町商店街 （佐賀県佐賀市）   22Ｐ

⑤個店の活性化

12 伊賀上野地区中心商店街 （三重県伊賀市）   25Ｐ
13 能登町内６商店街 （石川県鳳珠郡能登町）   28Ｐ
14 新宮市中心商店街 （和歌山県新宮市）   31Ｐ

⑥地域・商店街ブランド

15 和泉明店街（再掲） （東京都世田谷区）   17Ｐ
16 追浜商店街 （神奈川県横須賀市）   33Ｐ
17 能登町内６商店街（再掲） （石川県鳳珠郡能登町）   28Ｐ
18 萩市田町商店街 （山口県萩市）   36Ｐ

⑦特産品、歴史、伝統など

19 弁天通り商店街 （群馬県前橋市）   38Ｐ
20 姫路本町68番地商店街 （兵庫県姫路市）   41Ｐ

⑧コミュニティビジネス

21 岩内町名店街 （北海道岩内郡岩内町）   43Ｐ
22 両津夷本町商店街 （新潟県佐渡市）   46Ｐ
23 岩村田本町商店街（再掲） （長野県佐久市）   15Ｐ
24 信州新町商店街 （長野県上水内郡信州新町）   48Ｐ
25 ゆう壱番街商店街 （滋賀県長浜市）   50Ｐ
26 八島商店街 （京都府舞鶴市）   53Ｐ
27 福江商店街 （長崎県五島市）   55Ｐ
28 健軍商店街 （熊本県熊本市）   58Ｐ

⑨エコロジー活動

29 茅ヶ崎市商店会 （神奈川県茅ヶ崎市）   61Ｐ



⑩環境・景観整備

30 置戸町大通り商店街 （北海道常呂郡置戸町）   64Ｐ
31 鶴岡山王商店街 （山形県鶴岡市）   66Ｐ
32 馬車道商店街 （神奈川県横浜市中区）   68Ｐ
33 多賀門前町商店街 （滋賀県犬上郡多賀町）   71Ｐ
34 石橋商店街 （大阪府池田市）   73Ｐ
35 神戸元町１番街商店街、

元町三、四、五、六丁目商店街
（兵庫県神戸市中央区）   76Ｐ

36 新町商店街 （岡山県真庭市）   79Ｐ
37 大分市中心部商店街 （大分県大分市）   81Ｐ

⑪防犯

38 明大前商店街 （東京都世田谷区）   84Ｐ
39 森小路京かい道商店街 （大阪府大阪市旭区）   86Ｐ

⑫商店街内の組織強化

40 上越本町三・四・五丁目商店街 （新潟県上越市）   89Ｐ

⑬教育機関、ＮＰＯ等他団体との連携

41 追浜商店街（再掲） （神奈川県横須賀市）   33Ｐ
42 柳原通商店街 （愛知県名古屋市北区）   91Ｐ
43 北野商店街 （京都府京都市上京区）   93Ｐ
44 あけぼの商店街 （福岡県久留米市）   95Ｐ
45 宇宿商店街 （鹿児島県鹿児島市）   98Ｐ

⑭地域住民等との連携

46 十和田市中央商店街 （青森県十和田市）   100Ｐ
47 ハッピーロード尾山台 （東京都世田谷区）   102Ｐ
48 ゆう壱番街商店街（再掲） （滋賀県長浜市）   50Ｐ

⑮集客イベント

49 柏崎市諏訪町商店街 （新潟県柏崎市）   105Ｐ
50 一本杉通り商店街 （石川県七尾市）   107Ｐ
51 石橋商店街（再掲） （大阪府池田市）   73Ｐ
52 神戸元町１番街商店街、

元町三、四、五、六丁目商店街（再掲）
（兵庫県神戸市中央区）   76Ｐ

53 紺屋町商店街 （島根県浜田市）   109Ｐ
54 おびさんロード商店街 （高知県高知市）   111Ｐ
55 直方市４商店街 （福岡県直方市）   113Ｐ
56 唐人町商店街（再掲） （佐賀県佐賀市）   22Ｐ
57 八代本町一丁目商店街 （熊本県八代市）   115Ｐ

⑯販促ツール・インターネット活用

58 泉町二丁目商店街 （茨城県水戸市）   117Ｐ
59 あけぼの商店街（再掲） （福岡県久留米市）   95Ｐ

⑰各種カード事業

60 岩内町名店街（再掲） （北海道岩内郡岩内町）   43Ｐ
61 羽衣商店街 （東京都立川市）   119Ｐ
62 長田神社前商店街 （兵庫県神戸市長田区）   122Ｐ
63 佐世保俵町商店街 （長崎県佐世保市）   124Ｐ



商店街活性化に係る事例調査研究報告書　目次

（都道府県別）

北海道

1 滝川駅前商店街 【北海道滝川市】 （コミュニティ施設）   1Ｐ
21,60 岩内町名店街 【北海道岩内郡岩内町】 （コミュニティビジネス）   43Ｐ

（各種カード事業）
30 置戸町大通り商店街 【北海道常呂郡置戸町】 （環境・景観整備）   64Ｐ
2 岩見沢市中心商店街 【北海道岩見沢市】 （コミュニティ施設）   3Ｐ

東　北

46 十和田市中央商店街 【青森県十和田市】 （地域住民等との連携）   100Ｐ
31 鶴岡山王商店街 【山形県鶴岡市】 （環境・景観整備）   66Ｐ

関　東

40 上越本町三・四・五丁目商店街 【新潟県上越市】 （商店街内の組織強化）   89Ｐ
49 柏崎市諏訪町商店街 【新潟県柏崎市】 （集客イベント）   105Ｐ
22 両津夷本町商店街 【新潟県佐渡市】 （コミュニティビジネス）   46Ｐ
8,23 岩村田本町商店街 【長野県佐久市】 （新規開業支援・店舗誘致）   15Ｐ

（コミュニティビジネス）
24 信州新町商店街 【長野県上水内郡信州新町】 （コミュニティビジネス）   48Ｐ
38 明大前商店街 【東京都世田谷区】 （防犯）   84Ｐ
61 羽衣商店街 【東京都立川市】 （各種カード事業）   119Ｐ
47 ハッピーロード尾山台 【東京都世田谷区】 （地域住民等との連携）   102Ｐ
9,15 和泉明店街 【東京都杉並区】 （新規開業支援・店舗誘致）   17Ｐ

（地域・商店街ブランド）
29 茅ヶ崎市商店会 【神奈川県茅ヶ崎市】 （エコロジー活動）   61Ｐ

16,41 追浜商店街 【神奈川県横須賀市】 （地域・商店街ブランド）   33Ｐ
（教育機関、ＮＰＯ等他団体との連携）

32 馬車道商店街 【神奈川県横浜市中区】 （環境・景観整備）   68Ｐ
58 泉町二丁目商店街 【茨城県水戸市】 （販促ツール・インターネット活用）   117Ｐ
19 弁天通り商店街 【群馬県前橋市】 （特産品、歴史、伝統など）   38Ｐ

中　部

4 高山市商店街 【岐阜県高山市】 （子育て支援）   7Ｐ
42 柳原通商店街 【愛知県名古屋市北区】 （教育機関、ＮＰＯ等他団体との連携）   91Ｐ
12 伊賀上野地区中心商店街 【三重県伊賀市】 （個店の活性化）   25Ｐ
7 大山町中央商店街 【富山県富山市】 （高齢者支援）   13Ｐ

13,17 能登町内６商店街 【石川県鳳珠郡能登町】 （個店の活性化）   28Ｐ
（地域・商店街ブランド）

50 一本杉通り商店街 【石川県七尾市】 （集客イベント）   107Ｐ

近　畿

26 八島商店街 【京都府舞鶴市】 （コミュニティビジネス）   53Ｐ
43 北野商店街 【京都府京都市上京区】 （教育機関、ＮＰＯ等他団体との連携）   93Ｐ



25,48 ゆう壱番街商店街 【滋賀県長浜市】 （コミュニティビジネス）   50Ｐ
（地域住民等との連携）

33 多賀門前町商店街 【滋賀県犬上郡多賀町】 （環境・景観整備）   71Ｐ
5 アスティ山之口商店街 【大阪府堺市堺区】 （子育て支援）   9Ｐ
39 森小路京かい道商店街 【大阪府大阪市旭区】 （防犯）   86Ｐ

34,51 石橋商店街 【大阪府池田市】 （環境・景観整備）   73Ｐ
（集客イベント）

14 新宮市中心商店街 【和歌山県新宮市】 （個店の活性化）   31Ｐ
35,52 神戸元町１番街商店街、

元町三、 四、五、六丁目商店街
【兵庫県神戸市中央区】 （環境・景観整備）   76Ｐ

（集客イベント）
62 長田神社前商店街　 【兵庫県神戸市長田区】 （各種カード事業）   122Ｐ
20 姫路本町68番地商店街 【兵庫県姫路市】 （特産品、歴史、伝統など）   41Ｐ

中　国

36 新町商店街 【岡山県真庭市】 （環境・景観整備）   79Ｐ
53 紺屋町商店街 【島根県浜田市】 （集客イベント）   109Ｐ
3 山口市中市商店街・本町商店街 【山口県山口市】 （コミュニティ施設）   5Ｐ
18 萩市田町商店街 【山口県萩市】 （地域・商店街ブランド）   36Ｐ

四　国

6 籠屋町商店街 【徳島県徳島市】 （子育て支援）   11Ｐ
54 おびさんロード商店街 【高知県高知市】 （集客イベント）   111Ｐ

九　州

44,59 あけぼの商店街 【福岡県久留米市】 （教育機関、ＮＰＯ等他団体との連携）   95Ｐ
（販促ツール・インターネット活用）

10 上川端商店街 【福岡県福岡市】 （新規開業支援・店舗誘致）   20Ｐ
55 直方市４商店街 【福岡県直方市】 （集客イベント）   113Ｐ

11,56 唐人町商店街 【佐賀県佐賀市】 （新規開業支援・店舗誘致）   22Ｐ
（集客イベント）

63 佐世保俵町商店街 【長崎県佐世保市】 （各種カード事業）   124Ｐ
27 福江商店街 【長崎県五島市】 （コミュニティビジネス）   55Ｐ
28 健軍商店街 【熊本県熊本市】 （コミュニティビジネス）   58Ｐ
57 八代本町一丁目商店街 【熊本県八代市】 （集客イベント）   115Ｐ
37 大分市中心部商店街 【大分県大分市】 （環境・景観整備）   81Ｐ
45 宇宿商店街 【鹿児島県鹿児島市】 （教育機関、ＮＰＯ等他団体との連携）   98Ｐ
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