
別添資料

NPO法人 ﾈｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｵﾎｰﾂｸ ｸﾗｽﾀｰ 湧別川流
域研究部会

北海道
遠軽町、上
湧別町

地域に眠っている資源を掘り起こし､それらを活用したまちづくり｡

ﾌﾞﾚｲﾝﾄﾗｽﾄ 北海道 三笠市 炭鉱資源を観光面とｴﾈﾙｷﾞｰ面から再評価･活用したｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ調査

摩周湖世界遺産登録実行委員会､弟子屈町 北海道 弟子屈町 豊かな河川環境を活かした温泉郷の再構築ﾌﾟﾗﾝ(仮称)策定

ｴﾈﾙｷﾞｰ自立型ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝﾀｳﾝ研究会 北海道 室蘭市 低密度･積雪寒冷地域における老若版ｼｪｱﾊｳｽの社会実験

釧路市
[釧路駅周辺防災まちづくり協議会(仮称)]

北海道 釧路市 釧路駅周辺における｢自助･共助･公助｣に根ざした(防災)まちづくり調査

江差町歴まち商店街協同組合 北海道 江差町
｢100人の語り部｣発掘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ~訪問客と町民の玄関交流創出に向け
た仕掛づくり

南幌町､由仁町､長沼町、栗山町
[南空知4町ｽﾛｰﾗｲﾌ(ﾛﾝｸﾞｽﾃｲ)型移住ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定
協議会(仮称)]

北海道 南幌町　等 南々空知地域のｽﾛｰﾗｲﾌを満喫するﾛﾝｸﾞｽﾃｨ型移住ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定

倶知安町
[倶知安観光協会]

北海道 倶知安町
地域活力によるﾆｾｺ羊蹄｢国際ﾘｿﾞｰﾄ都市｣の構築ｰﾘｿﾞｰﾄ景観づくり調
査

NPO法人 ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ青森 青森県
中泊町、五
所川原市

津軽鉄道を軸とした都市再生調査~地域ｺﾐｭﾆﾃｨとの協働による地域活
性化

青森市
[青森地域再生コモンズ]

青森県 青森市 住宅需要のﾏｯﾁﾝｸﾞによる子育て支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

NPO法人 ｿｰｼｬﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｻﾎﾟｰﾄ 岩手県 花巻市　等 美しいまちづくり支援ﾈｯﾄﾜｰｸによるまちづくりの推進

NPO法人 遠野山･里･暮らしﾈｯﾄﾜｰｸ 岩手県 遠野市 大学生と地域集落が連携した集落立地型ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑﾓﾃﾞﾙの実践

風待ち研究会 宮城県 気仙沼市 歴史的建造物『板倉』を活かしたまちづくり調査事業

仙臺新しい鉄砲町通りをつくる会 宮城県 仙台市 仙台駅東第二地区ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ導入検討調査

NPO法人 NPOみなとしほがま 宮城県 塩竈市 海商の館･再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

湯沢市
[TMOゆざわ]

秋田県 湯沢市
歴史的な建造物を生かしたｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの育成とまちなか観光拠点
ﾈｯﾄﾜｰｸの形成~市民との協働による活力と交流の拠点づくり

秋田市､(社)秋田県建築士会秋田中央支部 秋田県 秋田市 ｢秋田杉｣を活用した秋田市中心市街地の再生方策検討調査

100万人交流ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ整備検討委員会 山形県 最上町 “ｳｴﾙﾈｽ"を基盤とする100万人交流ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ整備促進調査

米沢商工会議所 山形県 米沢市 大学との協働による高齢者のまちなか利用･居住支援の社会実験

磐梯町
[磐梯町まちづくり推進協議会（仮称）]

福島県 磐梯町 慧日寺門前町の構築と会津嶺の里づくり

須賀川市
[NPO法人ﾁｬﾁｬﾁｬ21]

福島県 須賀川市 中心市街地における井戸水を活用した環境にやさしいまちづくり調査

伊達市保原町七丁目地区市街地再生検討委員
会

福島県 伊達市 地域交流ｾﾝﾀｰとしてのｾﾝﾀｰｽｸｰﾙ創設による賑わい再生事業の検討

NPO法人 NPOﾌﾟﾗｻﾞ･ねこねっと 茨城県 つくば市 産,学,官,民連携.協働によるCB創出支援ｼｽﾃﾑ構築調査

下妻市､下妻市商工会(しもつま未来塾)
[下妻市商工会]

茨城県 下妻市
市民､学生､行政の連携による地域資源(歴史､自然)を活かしたまちな
か再生事業

応募団体名
推薦団体名
（実施地域）

調査名
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応募団体名
推薦団体名
（実施地域）

調査名

大平町
[NPO法人まちづくり支援ｾﾝﾀｰ]

栃木県 大平町
おもてなしの地域づくりを目指した｢おおひらｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ制度(仮称)｣検討
調査

(財)土地総合研究所(代表)､東京大学大学院都市
交通研究室､宇都宮大学地域計画学研究室
[東京大学大学院工学研究科都市交通研究室]

栃木県 宇都宮市
 ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞを視野に入れた自転車活用による中心市街地活性化方
策の検討

嬬恋村
[白根高原観光協会]

群馬県 嬬恋村
大学との連携による茅葺民家再生と体験農業での都市農村交流と地
域の活性化の推進

NPO法人 波宜亭倶楽部 群馬県 前橋市 まちなか遊園地化計画

高崎市
[高崎駅東口周辺まちづくり会議]

群馬県 高崎市 駅周辺の賑わいづくりと鉄道高架下利用

NPO法人 まち研究工房 埼玉県 戸田市
街角の小さな休憩ふれあいｽﾎﾟｯﾄ｢おやすみ処｣(多機能型)ﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞ
ﾙ形成事業

NPO法人 ちちぶまちづくり工房 埼玉県 秩父市　等 ちちぶ周遊ﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞ調査事業

たてやま･ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ研究会 千葉県
館山市、南
房総市

歴史･文化･文学等の資源を基点とする市民ﾈｯﾄﾜｰｸ型観光産業創造に
関する調査事業~南総里見発見伝･日本の旅｢和魂｣｢幽玄｣への誘い~

NPO法人とんぼｴｺｵﾌｨｽ 千葉県 船橋市 生きものよろこぶ甘い水作戦~海老川あっぷで三番瀬&東京湾再生を

小金の街をよくする会 千葉県 松戸市
地元住民の自覚と協調による街づくり指針(ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞ)のﾓﾃﾞﾙ計画策
定等の検討

市川南･防災と福祉のまちづくり研究会､市川市 千葉県 市川市
密集市街地の修復型まちづくりと連動したﾈｯﾄﾜｰｸ型福祉拠点形成事
業

枇杷倶楽部､NPO法人 富浦ｴｺﾐｭｰｾﾞ研究会 千葉県 南房総市 地域資源連携型 道の駅ｻﾃﾗｲﾄ｢里の駅ﾓﾃﾞﾙ｣調査事業

ｼｰｽﾞ=市民活動を支える制度をつくる会 千葉県 千葉県南房総地域活性化のための｢ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｼｪｱｰｽﾞ｣導入検討事業

NPO法人 まちしゅう 東京都 江東区 住民･事業者･行政の協働によるﾏﾝｼｮﾝのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推進調査

京島地区まちづくり協議会 東京都 墨田区
木造密集市街地における協調的な耐震･室内安全化ﾓﾃﾞﾙの検討 -下
町｢京島｣の地域力を活かして-

シミュラボ・ユーザーズ連絡会 東京都 中央区
東京駅前八重洲側地区を対象とした都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ検討ﾌﾟﾛｾｽに関する調
査

NPO法人 神田学会、ｲﾝﾀｰﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ神田 東京都 千代田区 本のまち=神田神保町『まちの図書館』構想づくり 調査

荒川区
[協議会形式（予定）]

東京都 荒川区
最先端ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾂｰﾙを活用した密集市街地の新たなまちづくり手法の
提案

NPO法人 危機管理対策機構 東京都 千代田区 震災時における帰宅困難者の軽減を図るための調査

NPO法人 外断熱推進会議 東京都 八王子市
多摩ﾆｭｰﾀｳﾝの超高断熱(超省ｴﾈ)手法による既存建築ｽﾄｯｸ活用･団地
再生

新青山街づくり協議会 東京都 港区
青山通り沿道における地元街づくり活動団体との連携による一体的･連
動的な街づくり構想および手法の策定調査

NPO法人海洋研修ｾﾝﾀｰ 東京都 三宅村
地震国日本の危機管理を楽しく実地研修する防災まちづくり担い手ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ構築

大橋一丁目地区再開発協議会
[大橋一丁目周辺地区しゃれ街準備協議会(予
定)]

東京都 目黒区
大橋再開発地区における地域住民等が主体となった立体公園の整備
と管理運営

NPO法人 東海道品川宿 東京都 品川区 京浜運河の既存ｽﾄｯｸ･ﾊﾞｰｼﾞ船の多目的利用に関する調査

2



別添資料

応募団体名
推薦団体名
（実施地域）

調査名

NPO法人 国際学生交流会館 東京都 墨田区
東京都墨田区内の廃校を活用した留学生宿舎の整備･運営を中心とし
たまちづくり

｢ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ型事業｣推進協議会 東京都 多摩市　等 ｢ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ型事業｣ﾓﾃﾞﾙ開発のための基礎調査

みゆき通り街づくり委員会 東京都 中央区 『日本橋ｲｰｽﾄ地域(問屋街を中心とした)のまちづくりのための調査』

水元公園地域活性化協議会 東京都 葛飾区　等 葛飾北部地域の活性化による｢水の郷づくり｣調査

㈳ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理促進協会
[ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ小口回収ｼｽﾃﾑ検討会議(仮称)]

東京都 事業系ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃棄物ﾘｻｲｸﾙのための小口回収ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙ事業

根岸の街づくりを考える会､NPO法人 横浜ｼﾃｨｶﾞｲ
ﾄﾞ協会

神奈川
県

横浜市
根岸米軍住宅地跡地を生かした､未来に繋ぐまちづくり運動~草の根ま
ちづくり家たちと地域の人たちとのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝによるまちづくり~

NPO法人 横浜青葉まちづくりﾌｫｰﾗﾑ
神奈川
県

横浜市 重機ﾈｯﾄﾜｰｸの構築による被災者救援ｼｽﾃﾑの検証

御所見まちづくり推進協議会
神奈川
県

藤沢市 市街化調整区域の景観資源(樹林地)の保全･活用調査

横濱ｼﾞｪﾝﾄﾙﾀｳﾝ倶楽部
神奈川
県

横浜市 障がい者と商業者･市民等による福祉のまちづくり拠点に関する調査

南魚沼市
[南魚沼地域生活交通対策調整協議会]

新潟県 南魚沼市
合併後の地域資源を活用し｢都市の活性化を図るための市内公共交通
ｼｽﾃﾑ構築｣調査

㈶ 鼓童文化財団 新潟県 佐渡市
地域資源を活かした体験交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発による｢出会いと学びの島｣
づくり

法末集落､法末振興組合 新潟県 長岡市
古民家群を活かした農村と都市をつなぐ交流と定住化促進実証検討調
査

弥彦観光協会 新潟県 弥彦村 街並･ﾃﾞｻﾞｲﾝと自転車を活用した温泉街活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

NPOｱｼﾞｱ都市環境学会北陸支部、滑川市商工会
議所内 滑川まちづくり工房
[NPOｱｼﾞｱ都市環境学会 北陸支部、滑川市商工
会議所]

富山県 滑川市 滑川市の歴史的拠点 宿場町橋場再生計画

富山市
[協議会形式（予定）]

富山県 富山市
ごま塩状の中心市街地におけるNPO等民間組織による市街地整備推
進支援

野々市町
[協議会形式（予定）]

石川県 野々市町 青色街灯による安心･安全なまちづくりの推進調査

山代温泉観光協会 石川県 加賀市 『魯山人ｻﾐｯﾄ&ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ』の開催による山代ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築調査

金沢市
[金沢商業活性化ｾﾝﾀｰ(TMO)]

石川県 金沢市 大学との連携協働による｢元気なまち｣調査

ｱｰﾄと地域のまちづくりﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 福井県 あわら市
生活観光の実現に向けて｢ｱｰﾄで結ぶあわら温泉街~丘陵地~北潟湖の
地域資源｣

若狭町
[若狭熊川宿まちづくり特別委員会]

福井県 若狭町 住民と大学との協働による鯖街道熊川宿活性化ﾓﾃﾞﾙ調査

高浜町観光協会、高浜町 福井県 高浜町 空き民宿復活･活用実現化業務

山梨県高等教育機関連絡協議会 山梨県 甲府市
単位互換による学生の大学間移動を起点としたまちづくり事業化方策
の検討

NPO法人 小諸町並み研究会 長野県 小諸市 ｢詩情｣をﾃｰﾏにした風景づくりと｢ｽｹｯﾁの旅｣観光おこしﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
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応募団体名
推薦団体名
（実施地域）

調査名

㈳長野県環境保全協会 長野県 飯田市 市民ﾌｧﾝﾄﾞ活用型PFI手法による公営住宅の建替え

泰阜村
[高齢者協同組合準備組織(仮称)]

長野県 泰阜村 高齢者協同組合の設立とその運営による共同居住施設の建設

街なかをにぎやかにする会、NPO法人 都市住宅
とまちづくり研究会

長野県 中野市
地域ｺﾐｭﾆﾃｨ再生型ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ住宅導入による多世代まちなか居住ﾓﾃﾞ
ﾙ事業の構築と実践に向けた提案

岐阜市、（財）岐阜市にぎわいまち公社
[(財)岐阜市にぎわいまち公社]

岐阜県 岐阜市 大学連携を機軸とする、次の岐阜づくりに向けた戦略プロジェクト構想

可児市
[広見村木自治会]

岐阜県 可児市
急速な高齢化が懸念される地方都市での歩行者ﾈｯﾄﾜｰｸ形成を通じた
都市構造のあり方検討調査

白川町
[連携会議(仮称)]

岐阜県 白川町
農山村資源の活用と健康ｻｰﾋﾞｽ拠点のﾈｯﾄﾜｰｸ化によるまちの活性化
調査

郡上市、岐阜県
[郡上市都市再生計画策定委員会(仮称)]

岐阜県 郡上市
都市と農村の連携による集約型都市構造(ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ)の構築に向けた
総合的な対応方策調査

浜松市
[都心再生戦略会議]

静岡県 浜松市
電子ﾍﾟｰﾊﾟｰを活用したｱｰﾊﾞﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの展開による鍛冶町通りのﾒｲﾝ
ｽﾄﾘｰﾄ化促進調査

下田まち遺産連携会議 静岡県 下田市
旧南豆製氷所から始まり多様な主体が連携して取り組む下田｢まち遺
産｣保存復活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと｢まち遺産｣を活かした下田活性化策検討調査

伊豆市
[土肥港を中心とした多様な連携による観光活性
化協議会(仮称)]

静岡県 伊豆市 土肥港みなとまちづくり構想検討調査

NPO法人 ﾚｽｷｭｰｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 愛知県 蟹江町 災害時要援護者のｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄﾜｰｸづくり

岡崎城下まち都心再生協議会 愛知県 岡崎市 大学の知識･資本を活用した21世紀型再開発手法に関する調査

㈳愛知県観光協会 愛知県 新城市　等
｢環境愛知/旅のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ｣実現化調査 ｰｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙ･ﾂｰﾘｽﾞﾑを目指し
てｰ

城山･覚王山地区魅力ｱｯﾌﾟ事業実行委員会 愛知県 名古屋市  ｢おもてなし文化によるまちづくり調査｣(歴史･音楽･花との出会い)

豊田市
[豊田市交通まちづくり推進協議会]

愛知県 豊田市
観光･通勤･通学･ﾈｯﾄﾜｰｸ等新しい視点の自転車を活用したまちづくり
調査

名古屋市
[協議会形式（予定）]

愛知県 名古屋市 栄地区の安心･安全で快適なまちづくりの推進

蟹江町
[協議会形式（予定）]

愛知県 蟹江町 廃校跡地を利用した地域の活性化調査

桑名市､多度町活性化協議会
[多度町活性化協議会]

三重県 桑名市 歩いて楽しいまちづくり調査~H.R.T(ﾎｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ)によるまちづくり~

ｴﾙﾋﾟｽﾊｳｽ運営委員会 三重県 伊賀市
子ども達と高齢者と障がいのある人が育む､芭蕉のまちの中心市街地
活性化社会実験

NPO法人 ﾌﾞﾗｰﾑｽﾎｰﾙ協会 滋賀県 大津市 大津のひと・まちを音楽で元気にするﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

長浜商工会議所+黒壁株式会社
[長浜商工会議所]

滋賀県 長浜市 商業開発から住宅開発へ:市民が担うﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰの新展開

『仰木里山物語』地域づくり実行委員会 滋賀県 大津市 新旧住民交流による仰木里山ﾐｭｰｼﾞｱﾑの推進調査

高度集積地区整備推進協議会 京都府 京都市 大学と企業間ﾈｯﾄﾜｰｸの連携から始める都市･産業基盤の形成調査

京都市東山区､㈶京都市景観･まちづくりｾﾝﾀｰ 京都府 京都市
歴史的街区における空家等ｽﾄｯｸ活用による新たなまちづくりの実証的
調査
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別添資料

応募団体名
推薦団体名
（実施地域）

調査名

本能まちづくり委員会 京都府 京都市
交流から生まれる地域の新たな担い手形成及びｽﾄｯｸを活かした産業
基盤の形成調査

宮津市
[宮津浜町・まちなかクルーズ実行委員会（仮称）]

京都府 宮津市
浜町におけるﾊﾟｰｸ&ｸﾙｰｽﾞを契機とした観光･海園都市宮津の新拠点
づくりとまちなか観光の振興

NPO法人 住まいみまもりたい 大阪府 大東市 ｢あなたのｺﾞﾐほんまにｺﾞﾐ?地域の資源やで｣資源として使える物の調査

千里･住まいの学校､ひがしまち街角広場､大阪大
学大学院工学研究科環境計画系研究室

大阪府 豊中市 千里ﾆｭｰﾀｳﾝの再生に向けた"普段着の智恵の交流"

ﾌﾚｯｼｭ鶴橋再開発連絡協議会 大阪府 大阪市
住商混在の既成市街地における住民提案型のまちづくりのための方策
検討

㈶大阪地域振興調査会 大阪府 大阪市
地域住民と協働した路地まちづくりによる豊かな生活空間の保存･再生
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

NPO法人 釜ヶ崎支援機構 大阪府 大阪市 府営公園を核とした地域環境美化と雇用創出へ向けた取組

自由都市堺･町衆会議 大阪府 堺市 町衆による堺旧港周辺活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

茨木市
[大阪大学大学院工学研究科ﾋﾞｼﾞﾈｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
専攻]

大阪府 茨木市
歩いて暮らせる楽しいまちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ~大学と地域の連携による中
心市街地の再生に向けて~

NPO法人 釣り文化協会 大阪府 大阪市　等 市民による環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの構築検討調査

NPO法人 ｼｯｸﾊｳｽを考える会 大阪府
四條畷市
等

｢安全･安心で快適な住環境｣をﾃｰﾏに学研都市の魅力を高めるための
調査

東大阪商工会議所 大阪府 東大阪市 ｢関空を活用した中小企業の物流円滑化ﾓﾃﾞﾙ事業｣

NPO法人 ひょうごWAC 兵庫県
神戸市、明
石市

郊外団地における元気高齢者参加型の多世代共生ｼｽﾃﾑの構築

西明石南町活性化委員会 兵庫県 明石市 安心安全のまちづくり 西明石『脱･核家族化宣言!地域が大家族』

宇陀市室生地区ｺﾐｭﾆﾃｨｱｰﾄ･ﾌﾟﾗﾝ検討委員会 奈良県 宇陀市
住民とｱｰﾄの協働=ｺﾐｭﾆﾃｨｱｰﾄ･ﾌﾟﾗﾝによるおもてなしと地域活性化の
調査

湯浅町
[湯浅町商工会]

和歌山
県

湯浅町 ｢熊野古道と港がふれあう｣まちづくり調査

太地町
[協議会形式(予定)]

和歌山
県

太地町 ｢過去･現在･未来にわたりくじらに携わる町｣太地町まちづくり調査

水木しげるﾛｰﾄﾞ振興会
鳥取県 境港市 障がい者にも｢楽しめる｣水木しげるﾛｰﾄﾞ整備の検討調査

NPO法人ﾗｰﾊﾞﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 鳥取県 鳥取市 まちなか往来復活ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ

しまね住宅問題研究会 島根県 松江市 地域ｺﾐｭﾆﾃｨにおける木造住宅の耐震化の促進方策に関する調査

大田市
[石見銀山協働会議]

島根県 大田市 ｢協働｣により“世界遺産ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ"を地域自らのものに!

江津市
[高浜地区活性化協議会]

島根県 江津市
中心市街地における複数ｺｱｿﾞｰﾝの共栄と連携を実現するまちづくりに
関する調査

玉野産業振興公社
[職人塾実行委員会]

岡山県 玉野市
｢技術のまち玉野｣再生｡若者就労支援策ｷｬﾘｱ形成職人塾設立に関す
る調査

倉敷町屋ﾄﾗｽﾄ 岡山県 倉敷市 倉敷町屋ﾄﾗｽﾄ
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別添資料

応募団体名
推薦団体名
（実施地域）

調査名

にいみ御殿町夢づくり実行委員会 岡山県 新見市 ｢高齢者と子どもたち｣が主役のまちづくりｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ社会実験

NPO法人 雁木組 広島県 広島市
雁木を活かした水上交通による水の都の賑わいづくりのための実験･
調査

ｴｺﾛｼﾞｰ研究会ひろしま 広島県 広島市
 ｢こいっ子ふれあいの水辺｣からまちづくり!学校及び地域団体との連携
による水辺の環境学習及びﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点の形成

NPO法人ひろしまNPOｾﾝﾀｰ 広島県 広島市
中間支援組織を通じてのNPO支援ﾓﾃﾞﾙ(資金調達支援･社会資源循環
ｼｽﾃﾑ構築)ﾓﾃﾞﾙ調査

NPO法人 森のﾊﾞｲｵﾏｽ研究会 広島県 庄原市 木質ﾊﾞｲｵﾏｽを用いた資源循環型の都市づくりと観光資源の創出

下関市
[都市と農村リフレッシュ検討会(仮称)]

山口県 下関市 体験型栽培緑化施設構想モデル調査

美波町
[美波町防災福祉まちづくり協議会(仮称)]

徳島県 美波町 漁村密集市街地における防災福祉のまちづくり調査

NPO法人 東かがわ市ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ協会 香川県
東かがわ
市

地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞと｢劇場型観光ｶﾞｲﾄﾞ｣を活用した『引田まち並みまるごと観
光』実現のための検討調査

源平屋島地域運営協議会 香川県 高松市 地方都市における隣接地域の魅力創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

㈱まち協ﾈｯﾄﾜｰｸ
[新居浜地域再生まちづくり協議会]

愛媛県 新居浜市
山と海と中心市街地を結ぶ資源循環型ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝまちづくり戦略の構
築

香美市、高知工科大学連携協議会
[高知工科大学総合研究所ﾏﾃﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ]

高知県 香美市 大学･人材との連携による合併新市における都市再生計画

NPO法人 高知NPO 高知県 春野町 町民参加による地域防災力の向上と地域資源再考調査

那珂川･遊水会 福岡県 福岡市 那珂川における水上交通実現の可能性調査

九州国際大学次世代ｼｽﾃﾑ研究所 福岡県 北九州市 長寿命ｽﾄｯｸ型市街地形成の事業化調査

八幡東区枝光南まちづくり協議会､九州大学大学
院居住計画学研究室

福岡県 北九州市
まちなか斜面地の保全･再編誘導まちづくりに関する検討調査 ~ 居住
収縮が進行する斜面市街地の空家･空宅地対策 ~

新栄町商店街振興組合 福岡県 大牟田市
仮設店舗等による｢<仮称>大牟田あきない村構想｣策定調査  ~商店街
を核とした地域協働による活性化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定~

ｼｰｻｲﾄﾞももち関係施設協議会 福岡県 福岡市 福岡市西部副都心地区まちづくり調査

福岡市,九州大学
[福岡ｴｲｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ推進委員会]

福岡県 福岡市
高齢化対応のﾉｳﾊｳを研修資源として活用したまちづくり推進事業(ｴｲｼﾞ
ﾝｸﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ推進事業)に関する調査

三池港にぎわい交流拠点づくり推進協議会 福岡県 大牟田市
みなと100年ﾙﾈｯｻﾝｽ構想 ~市民に愛される“みなと"未来への継承ﾌﾟﾗﾝ
~

鳥栖市、㈶ 鳥栖市地域振興財団
[(財)鳥栖市地域振興財団]

佐賀県 鳥栖市
多様な主体による鉄道で隔てられた中心市街地の一体的再生方策検
討調査

唐津市
[NPO法人ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝまつろ]

佐賀県 唐津市 ｢唐津｣ｱｼﾞｱの奥座敷(Okuzashiki)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実践調査

五島海幸山幸の会 長崎県 五島市 国境の島五島における国際ｱｳﾄﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ事業の可能性調査

雲仙商店協同組合 長崎県 雲仙市 雲仙古湯地区再生調査

㈶佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 長崎県 佐世保市
佐世保ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ~BID制度導入を目指した､民主導での持続
可能な美しい街づくりの担い手拡大事業
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別添資料

応募団体名
推薦団体名
（実施地域）

調査名

わんさかさんわ 長崎県 長崎市 長崎市三和地区まちづくり計画策定

協同組合山鹿温泉商店街 熊本県 山鹿市 明治の大浴場｢さくら湯｣の復元と昭和の再開発ﾋﾞﾙのﾘﾆｭｰｱﾙ推進

菊池市商工会 熊本県 菊池市 菊池温泉再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾋﾞｵ ｱｲﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾜｰｸ 熊本県 天草市 天草ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ戦略推進調査

熊本大学工学部まちなか工房 熊本県 熊本市
中心市街地の低･未利用地の有効利活用を促進する施策の提案と実
践

NPO法人 大分ひとびと福祉事業団､柳地区自治
会

大分県 別府市 ｢都市近郊部の里山景観保全｣のための地域連携調査事業

かまえﾌﾞﾙｰﾂｰﾘｽﾞﾑ研究会 大分県
佐伯市、延
岡市

県境を繋ぐ｢磯の宝石｣発研(3M)調査(~地域の宝を見つけ､磨いて､魅せ
て~)

NPO法人 高城歴史文化のまちづくりﾌｫｰﾗﾑ 宮崎県 都城市 旧街道が結ぶ地域の誇りによるまちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

宮崎市､青島地域活性化検討会議 宮崎県 宮崎市 青島地域活性化の検討

NPO法人 ｴｺ･ﾘﾝｸ･ｱｿｼｴ-ｼｮﾝ
鹿児島
県

南さつま市 東ｼﾅ海自然塾による地域資源活用のまちづくり調査

NPO法人 川内川生きものｸﾗﾌﾞ
鹿児島
県

薩摩川内
市

大学と地域が連携した持続可能な都市･河川空間の再生

垂水市
[NPO法人まちづくりたるみず]

鹿児島
県

垂水市
市民･地域や企業等の多様な地域主体が参画する公共交通体系の構
築

本部町､本部町商工会､本部漁協組合､本部町観
光協会､JAおきなわ本部支店
[本部町商工会]

沖縄県 本部町 観光交流拠点｢渡久地港みなとまちづくり｣形成のための基礎調査

豊見城市商工会 沖縄県 豊見城市
ﾚﾝﾀｶｰｽﾃｰｼｮﾝ併設型道の駅(ちゃんぷるｰ型道の駅)｢豊崎｣を拠点とし
た観光関連産業の振興に関する調査

那覇市教育委員会
[「那覇 こどものためのﾃﾞｻﾞｲﾝ」連絡協議会準備
会]

沖縄県 那覇市 こどもによるこどものためのまちづくり支援検討調査

竹富町
[竹富町観光協会]

沖縄県 竹富町 竹富地域振興の為の観光振興計画及び社会資本等に関する検討調査

※応募団体名中の［　］内は、調査の実施団体　　※
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