
 

22.(一社)荒井タウンマネジメント

7.まちづくり福井㈱

29. NPO法人 砂山バンマツリ
30. NPO法人 愛福会
31. ㈱紀州まちづくり舎
32. ㈱sasquatch
33. (一社)みんとしょ
34. ㈱真田堀家守舎
35. ㈱ワカヤマヤモリ舎
36. ㈱宿坊クリエイティブ
37. ユタカ交通㈱
59. (一社)市駅グリーングリーン

プロジェクト

15. (一社)グランフロント大阪TMO

10.牛久都市開発㈱

24.(一社)美園タウンマネジメント
27.(一社)ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ大宮

12.(一社)柏の葉ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ
13.(一財)柏市まちづくり公社
14.(一財)柏市みどりの基金
54.(一社)UDCKタウンマネジメント

8. (一社)大丸有まちづくり協議会
9. 秋葉原タウンマネジメント㈱
18. (一社)新宿副都心ｴﾘｱ環境改善委員会
19. (一社)有楽町駅周辺まちづくり協議会
20. (一社)日比谷エリアマネジメント
23. ㈱ジェイ・スピリット
28. (一社)新虎通りエリアマネジメント
42. (一社)渋谷駅前エリアマネジメント
48. (一社)竹芝エリアマネジメント
62. NPO法人大丸有エリアマネジメント協会
65. (一社)二子玉川エリアマネジメンツ
73. (一社)日本橋室町エリアマネジメント

25.桜井まちづくり㈱

11.草津まちづくり㈱

17.えきまち長浜㈱

26.柳ヶ瀬を楽しいまちにする㈱

都市再生推進法人の指定状況 （全75団体・令和2年10月末時点）

1.札幌大通まちづくり㈱21.田名部まちづくり㈱
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2. ㈱富山市民プラザ

41.㈱キャッセン大船渡

46. ㈱こうし未来研究所

49. (公財)前橋市まちづくり公社
68. (一社)前橋デザインコミッション

47.㈱まちみとラボ

44.川口都市開発㈱

60.新潟古町まちづくり㈱

56.NPO法人
岡崎まち育てセンター・りた

57.㈱まちづくり岡崎
58.㈱三河家守舎

55.㈱みらいもりやま21

53. アドバンス寝屋川マネジメント㈱

52. 神戸ハーバーランド㈱

51. ㈱PAGE

43.(一社)草薙カルテッド
66.御伝鷹まちづくり㈱

39. 栄ミナミまちづくり㈱
※番号は指定順

63.㈱テダソチマ

16.㈱まちづくり東海

40. (一社)TCCM 3. ㈱飯田まちづくりカンパニー
4. NPO法人 南信州おひさま進歩
5. NPO法人 飯田応援ネットイデア

61.㈱町田まちづくり公社

64.(一社)まちづくり府中

67. ㈱にぎわい宇部

45. 高蔵寺まちづくり㈱

6.㈱まちづくり川越

70. アコス㈱
71. NPO法人今様草加宿

69. ㈱街づくりまんぼう

50. 多治見まちづくり㈱

38. ㈱まちづくり大津

75. おかやま未来まちづくり㈱

72. ㈱HYAKUSHO

74.㈱まちづくり寄居



指定日 所在地 法人名

H23.12.9 札幌市 札幌大通まちづくり 株式会社

H24.3.2 富山市 株式会社 富山市民プラザ

H24.3.30 飯田市 株式会社 飯田まちづくりカンパニー

H24.5.28 川越市 株式会社 まちづくり川越

H25.4.18 福井市 まちづくり福井 株式会社

H25.9.3 千代田区 秋葉原タウンマネジメント 株式会社

H25.9.25 牛久市 牛久都市開発 株式会社

H25.12.27 草津市 草津まちづくり 株式会社

H27.3.9 東海市 株式会社 まちづくり東海

H27.3.20 長浜市 えきまち長浜 株式会社

H27.7.15 むつ市 田名部まちづくり 株式会社

H28.6.30 目黒区 株式会社 ジェイ・スピリット

H28.9.1 桜井市 桜井まちづくり 株式会社

H29.7.7 岐阜市 柳ヶ瀬を楽しいまちにする 株式会社

H29.12.26
和歌山市

株式会社 紀州まちづくり舎

株式会社 sasquatch（サスカッチ）

株式会社 真田堀家守舎

株式会社 ワカヤマヤモリ舎

株式会社 宿坊クリエイティブ

H30.1.29 ユタカ交通 株式会社

H30.2.20 大津市 株式会社 まちづくり大津

H30.2.22 名古屋市 栄ミナミまちづくり 株式会社

H30.3.26 大船渡市 株式会社 キャッセン大船渡

H30.10.1 川口市 川口都市開発 株式会社

H30.10.5 春日井市 高蔵寺まちづくり 株式会社

都市再生推進法人一覧① （令和２年１０月末時点・全７５団体・法人形態ごと指定日順）

◆ まちづくり会社：４４団体

H30.10.26 合志市 株式会社 こうし未来研究所

H30.11.1 水戸市 まちみとラボ

H30.12.28 多治見市 多治見まちづくり 株式会社

H31.1.21 福崎町 株式会社 PAGE

H31.2.12 神戸市 神戸ハーバルランド 株式会社

H31.3.6 寝屋川市 アドバンス寝屋川マネジメント 株式会社

R1.5.16 守山市 株式会社 みらいもりやま21

R1.5.22 岡崎市
株式会社 まちづくり岡崎

株式会社 三河家守舎

R1.8.13 新潟市 新潟古町まちづくり 株式会社

R1.9.25 町田市 株式会社 町田まちづくり公社

R1.12.18 須賀川市 株式会社 テダソチマ

R2.3.16 静岡市 御伝鷹まちづくり 株式会社

R2.3.31 宇部市 株式会社 にぎわい宇部

R2.5.29 石巻市 株式会社 街づくりまんぼう

R2.8.14 草加市 アコス 株式会社

R2.8.31 丸亀市 株式会社 HYAKUSHO

R2.10.1 寄居町 株式会社 まちづくり寄居

R2.10.21 岡山市 おかやま未来まちづくり 株式会社



都市再生推進法人一覧② （令和２年１０月末時点・全７５団体・法人形態ごと指定日順）

指定日 所在地 法人名

H25.9.3 千代田区 一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区 まちづくり協議会

H26.1.14

柏市

一般社団法人 柏の葉アーバンデザインセンター

H26.2.14 一般財団法人 柏市まちづくり公社

H26.3.31 一般財団法人 柏市みどりの基金

H26.7.29 大阪市 一般社団法人 グランフロント大阪ＴＭＯ

H27.3.26 新宿区 一般社団法人 新宿副都心エリア環境改善委員会

H27.6.2
千代田区

一般社団法人 有楽町駅周辺まちづくり協議会

H27.6.24 一般社団法人 日比谷エリアマネジメント

H28.1.14 仙台市 一般社団法人 荒井タウンマネジメント

H28.7.12 さいたま市 一般社団法人 美園タウンマネジメント

H29.10.4 さいたま市 一般社団法人 アーバンデザインセンター大宮

H29.10.10 東京都港区 一般社団法人 新虎通りエリアマネジメント

H29.12.26 和歌山市 一般社団法人 みんとしょ

H30.3.23 豊田市 一般社団法人 TCCM

H30.5.11 渋谷区 一般社団法人 渋谷駅前エリアマネジメント

H30.6.24 静岡市 一般社団法人 草薙カルテッド

H30.11.27 東京都港区 一般社団法人 竹芝エリアマネジメント

H30.12.18 前橋市 公益財団法人 前橋市まちづくり公社

H31.3.20 柏市 一般社団法人 UDCKタウンマネジメント

R1.6.18 和歌山市 一般社団法人 市駅グリーングリーンプロジェクト

R2.1.30 府中市 一般社団法人 まちづくり府中

R2.2.21 世田谷区 一般社団法人 二子玉川エリアマネジメンツ

R2.4.1 前橋市 一般社団法人 前橋デザインコミッション

R2.9.15 中央区 一般社団法人 日本橋室町エリアマネジメント

指定日 所在地 法人名

H24.3.30 飯田市
特定非営利活動法人 南信州おひさま進歩

特定非営利活動法人 いいだ応援ネットイデア

H29.12.26 和歌山市
特定非営利活動法人 砂山バンマツリ

特定非営利活動法人 愛福会

R1.5.22 岡崎市 特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた

R1.11.20 千代田区 特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会

R2.8.14 草加市 特定非営利活動法人 今様草加宿

◆ 社団・財団法人：２４団体 ◆ NPO法人：７団体


