
平成２５年度　げんき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 大須商店街連盟 防災・防犯対策事業
（商業観光地「大須」としての安心・安全な環
境づくり事業）

2 名古屋市 南大津通歩行者天国協議会 地域経済活性化事業 （南大津通歩行者天国）

3 名古屋市
筒井町（商振）、名古屋駅西銀
座通（商振）、堀田本町（商振）

アーケード・アーチ耐震調
査・耐震補強・撤去事業

（名古屋市商店街共同施設震災対策事業）

4 名古屋市 今池西南（商振） 防災・防犯対策事業 （今池西南商店街街路灯建替事業）

5 名古屋市 今池東南（商振） 防災・防犯対策事業 （今池東南商店街街路灯建替事業）

6 名古屋市 城東町通（商振） 防災・防犯対策事業 （城東町通商店街街路灯建替事業）

7 名古屋市 栄町（商振） 防災・防犯対策事業 （栄町商店街街路灯建替事業）

8 名古屋市 新栄（商振） 防災・防犯対策事業 （新栄商店街街路灯建替事業）

9 名古屋市
東新（商振）、名古屋駅西銀座
通（商振）

防災・防犯対策事業
（東新商店街、名古屋駅西銀座通街路灯建
替事業）

10 名古屋市 袋町商店街（協） 防災・防犯対策事業 （袋町商店街街路灯建替事業）

11 名古屋市 プリンセス大通り商店街（協） 防災・防犯対策事業 （プリンセス大通り商店街街路灯建替事業）

12 名古屋市 南伊勢町通（商振） 防災・防犯対策事業
（南伊勢町通今池東南商店街街路灯建替事
業）

13 名古屋市 南大津通（商振） 防災・防犯対策事業 （南大津通商店街街路灯建替事業）

14 名古屋市 南大津通六丁目（商振） 防災・防犯対策事業 （南大津通六丁目商店街街路灯建替事業）

15 名古屋市 守山商工会、鳴海商工会 防災・防犯対策事業 （守山商工会、鳴海商工会街路灯建替事業）

16 名古屋市 藤が丘中央（商振） 防災・防犯対策事業 （藤が丘中央商店街街路灯建替事業）

17 名古屋市 植田商店街（協） 防災・防犯対策事業 （植田商店街街路灯建替事業）

18 豊橋市
sebone実行委員会（豊橋商業
ビル（協）、大豊（協））

地域経済活性化事業
（中心市街地＆商店街活性化イベント
「sebone」）

19 岡崎市 岡崎市
地域住民・団体・大学
等との連携・交流事業

（トリエンナーレ連携商業活性化事業）

20 瀬戸市 效範西部（商振） 防災・防犯対策事業
（效範西部商店街の街路灯整備による安心
安全、頼りにされる商店街事業）

21 瀬戸市 瀬戸まちづくり（株） 地域経済活性化事業
（電子マネー推進と回遊促進による商店街魅
力ＵＰ事業）

22 瀬戸市 末広町（商振）
アーケード・アーチ耐震調
査・耐震補強・撤去事業

（末広商店街アーケード大改修工事）

23 瀬戸市 銀座通り（商振）
アーケード・アーチ耐震調
査・耐震補強・撤去事業

（銀座通り商店街アーケード大改修工事）

24 半田市 半田駅前（商振） 情報発信事業 （よしもと住みます芸人プロジェクト）

事業名
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25 半田市 半田商工会議所 地域経済活性化事業 （はんだ商業まつり事業）

26 半田市 半田商工会議所 地域経済活性化事業
（半田市中心市街地商業活性化商店街プロ
ムナード事業）

27 豊川市
一宮商工会始め9団体、豊川
市

地域資源活用事業 （やる気満々商店街等活性化事業）

28 豊川市 豊川市、豊川市開発ビル（株）
地域住民・団体・大学
等との連携・交流事業

（Ｂ－１グランプリin豊川を契機とした中心市
街地商店街活性化事業）

29 豊川市
豊川（商振）、豊川市開発ビル
（株）

経済産業省の採択事
業

（Ｂ－１グランプリin豊川を契機としたアー
ケード耐震補強等活性化事業）

30 刈谷市 刈谷市刈谷駅前（商振）
地域住民・団体・大学
等との連携・交流事業

（みんなでまち興し!!）

31 刈谷市 かりがね発展会 防災・防犯対策事業
（地域に貢献する商店街から地域と共存する商店
街へ～かりがね発展会の防犯プロジェクト～）

32 刈谷市 於大通り（商振） 防災・防犯対策事業
（於大通りを安心・安全のまちにするための
商店街整備事業）

33 刈谷市 刈谷市駅前（商振） 防災・防犯対策事業 （刈谷市駅前商店街環境整備事業）

34 刈谷市 東刈谷商店街（協） 防災・防犯対策事業
（安全安心の住みよい街づくりに貢献する商
店街事業）

35 豊田市 稲武商工会
高齢者・障害者等対応
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）

36 豊田市 みゆき（商振）
地域住民・団体・大学
等との連携・交流事業

（みゆき屋台村を活用した三河豊田駅前の活
性化、地域交流事業）

37 豊田市 桜町本通り（商振）
地域住民・団体・大学
等との連携・交流事業

（「桜町本通り商店街振興組合まちづくりの
会」による地域連携事業）

38 豊田市 足助中央商店街（協） 地域資源活用事業
（中馬なごやか市を生かした次世代の商売担
い手創出事業）

39 豊田市 永覚新町（商振） 個性・魅力の創出事業
（繁盛店づくり研修の受講と効果測定のため
の「得々商店街」開催）

40 安城市 安城北部（商振） 防災・防犯対策事業 （安城北部商店街街路灯建て替え事業）

41 安城市 安城市御幸（商振） 防災・防犯対策事業 （安城市御幸商店街街路灯建て替え事業）

42 安城市 花ノ木（商振） 防災・防犯対策事業
（花ノ木商店街街路灯建て替え及び新設事
業）

43 安城市 （株）安城スタイル 地域経済活性化事業 （元気な商店街と賑わいのある街づくり事業）

44 安城市 安城中央商店街連盟 地域経済活性化事業
（サンクスフェスティバルを軸とした、にぎわい
創出とコミュニティ構築のための事業）

45 安城市 日の出町商店街（振）
アーケード・アーチ耐震調
査・耐震補強・撤去事業

（安城市日の出町商店街アーケード撤去事
業）

46 西尾市 西尾みなみ商工会
高齢者・障害者等対応
事業

（買い物支援事業）

47 蒲郡市 蒲郡商店街（振） 個性・魅力の創出事業 （福寿稲荷ごりやく市）

48 大府市 大府商工会議所 個性・魅力の創出事業
（交流・連携・情報発信「大府deまち歩き事
業」）

49 知立市 知立市 個性・魅力の創出事業
（知立よいとこ祭りを活用した中心市街地活
性化事業）

50 高浜市 高浜市 地域経済活性化事業
（商業まちづくり拠点を核とした商業活性化事
業）
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51 豊明市 豊明市商工会 地域資源活用事業
（食と花と史跡等地域資源を活用したイベント
による地域経済活性化事業）

52 北名古屋市 北名古屋市商工会 防災・防犯対策事業 （街路灯等設置事業）

53 蟹江町 蟹江町商工会 地域資源活用事業 （自然、歴史資源の有効活用事業）

54 美浜町 美浜町商工会 地域経済活性化事業 （商店街活性化事業）
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