
（別添）
応募団体名 調査名

網走市 北海道 網走市 網走港川筋地区利活用調査

岩見沢市 北海道 岩見沢市 無線アクセス活用型コンテンツサービスに関する実地検証

恵庭市 北海道 恵庭市 「新　水と緑のやすらぎプラン」策定

小樽市 北海道 小樽市 新都市軸を活用したまちづくり

釧路市 北海道 釧路市 「くしろ復活宣言」事業調査

NPO法人日本都市計画家協会 北海道 札幌市他 美しいまちづくり推進調査

滝川市 北海道 滝川市
難病児のための体験施設を中核とするユニバーサル都市再生プ
ロジェクト推進調査

千歳川とまちづくりを考える会 北海道 千歳市
Ｃｉｔｏｓｅ ＫＡＷＡ－ＫＡＯ Ｐｌａｎ (千歳「川・顔」計画)  の  実現方策
検討調査

函館市 北海道 函館市 函館市歴史的街なみ・まちづくり推進計画調査

ＮＰＯ法人「羅針盤」 北海道 室蘭市 「エンターティンメントな港まちづくり事業」調査

青森市 青森県 青森市 雪と共生した持続可能な都市づくり計画策定調査

TMO弘前 青森県 弘前市 まちなか再生の目標となる市民による活動イメージマップづくり

NPO北上川流域連携交流会 岩手県 一関市 水辺空間を活かした城下町一関の再生プラン

たて坂通り街なか再生事業推進協議
会

岩手県 花巻市 花巻市たて坂通り街なか再生検討調査

平泉町 岩手県 平泉町 世界遺産登録へ向けた庭園文化都市構想の策定

日詰商店会 岩手県 紫波町 潤いがある歴史や情熱を感じさせる地域づくり

塩竈市 宮城県 塩竃市
塩竈ヴェネチィア計画
（海・みなとを生かした塩竈再生物語）

食のふるかわ安心特区構想推進機
構

宮城県 古川市 フードビジネスに関する起業家支援システムの調査等

松島町 宮城県 松島町 ウォーキング・トレイル　社会実験

NPO法人　秋田岩手横軸連携交流会 秋田県 男鹿市 自然共生型文化を生かした観光の推進と中心市街地の活性化

横手市 秋田県 横手市 タウンリゾートとしての駅前交流拠点複合機能の整備調査

NPO法人地域自立ソフトウェア連携
機構

山形県 酒田市 インターネットによる地域育児支援コミュニティ調査

美しい山形/最上川フォーラム 山形県 最上川夢の桜街道の推進に係る調査

竹田根崎まちづくり振興会議 福島県 二本松市 協議会方式による街並み・賑わいづくり事業計画策定事業

福島県 福島県
スチューデント・シティを活用した都市再生に関する社会モデル事
業

大洗町 茨城県 大洗町 大洗海の大学を中心としたまちづくり調査

桜中部地区　まちづくり協議会 茨城県 つくば市 新田園都市構想を前提にした田園居住街区まちづくり検討

真壁町 茨城県 真壁町 歴史的たたずまいを継承した街並み・まちづくり

小山市 栃木県 小山市 路線バスに代わる新たなバスの活用方策（社会実験）

西那須野町 栃木県
西那須野
町

西那須野町の駅前活性化プラン

伊勢崎市 群馬県 伊勢崎市
中心市街地における緑豊かな環境と歴史資産活用による定住
ゾーンの再生

太田市 群馬県 太田市 多様な住民との協働による街並の魅力とにぎわい再生調査

高崎市 群馬県 高崎市
”人・道・歴史”まちなか再生構想（夢は力）～都心環状線の新たな
手法の導入による早期整備と地方観光の実現～

NPO法人ＮＰＯぐんま 群馬県 高崎市 多数の住民による自発的生活インフラ点検に基づく都市圏創造

手をつなごう北関東３００人交流会 群馬県 榛名町 ８河川の連携活用による水辺賑わいプランの作成

市街地活性化研究会 群馬県 前橋市 都市再生のためのにぎわい交流空間創り

春日部市 埼玉県 春日部市 中心市街地活性化に向けた≪劇場都市≫づくり

推薦団体名
(実施地域)



(ＮＰＯ)川越蔵の会 埼玉県 川越市
中心市街地における遊休施設の活用による都市再生のあり方に
ついて（鏡山酒造跡地利用計画）

熊谷市 埼玉県 熊谷市 無料化による路線バス利用実証実験及び交通動態調査

坂戸市 埼玉県 坂戸市
｢農と健康市民大学｣の実践調査
（｢農業｣と｢都市住民｣の新しい共存関係の構築）

草加市 埼玉県 草加市
街なみ・川なみ「今様・草加宿」の創出～スローライフの視点から
の出発～

川岸地区まちづくり推進協議会 埼玉県 戸田市 密集市街地の整備事業の導入に向けた共同化モデルプランづくり

豊四季台団地の再生を考える会/都
市基盤公団千葉地域支社

千葉県 柏市 豊四季台地区再生での生活関連産業と住民参加について

木更津市 千葉県 木更津市 港湾及び低・未利用地等を活用した中心市街地再生事業

佐原市 千葉県 佐原市
成田トランジット・短期滞在の外国人観光客に短時間で歴史的た
たずまいのある本当の日本を見てもらう実証実験プロジェクト

(社)日本ﾏﾘｰﾅﾋﾞｰﾁ協会/NPOｼｰﾕｰｽ
ｸﾗﾌﾞ銚子

千葉県 銚子市 ﾏﾘｰﾅを活用した人づくり街づくり調査

富浦町 千葉県 富浦町 道の駅の連携と地方交通機関の結節による地域振興調査

NPO法人　エム・エス・ピー 千葉県 富里市 ｼｮｰﾄｴｸｽﾁｪﾝｼﾞﾂｰﾘｽﾄ調査　～物の豊かさから心の豊かさへ～

（特活）ＮＰＯサポートセンター 東京都 足立区
「産官学民」地域ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの構築による「足立区」再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
調査等

荒川区 東京都 荒川区 木造住宅密集地域における新たな再生制度の創設

NPO法人　東京いのちのポータルサ
イト

東京都 板橋区
コミュニティカとＧＩＳシミュレーションを活用した密集市街地の防災
まちづくり調査

（財）　北区まちづくり公社 東京都 北区
地域の住民組織による高齢者資産を活用した、密集市街地の改
善と地域住宅の供給方策の検討ならびに、まちづくりソフトの検討

NPO法人　江東区の水辺に親しむ会 東京都 江東区 防災対策を考慮した水と緑のネットワーク再生事業

「都の西北地域」都市再生推進研究
会

東京都 新宿区 「都の西北地域」再生構想

調布市 東京都 調布市 地下連立に伴う都市デザインコーディネート手法検討調査

千代田区 東京都 千代田区 学生マンションへのコンバージョンによる都市再生

豊島区 東京都 豊島区 池袋東口地区　ＬＲＴ導入ケーススタディ

地球環境共生型都市推進協議会(仮) 東京都 港区
地球環境共生型都市構築に向けた新たな都市環境インフラの整
備

東京都 東京都 生活拠点鉄道駅立体化に関するモデル調査

東京都 東京都 低コスト無電柱化による美しい街並み再生調査

東京都 東京都
密集市街地内の都市計画道路及び沿道一体整備手法(防災環境
軸整備)にかかる調査･検討

鎌倉市 神奈川県 鎌倉市
大規模緑地保全に伴う市民と一体となった都市林の維持管理体
制の検討とトラスト運動の展開について

川崎市 神奈川県 川崎市
臨海部における大規模低未利用地の活用による緑環境空間形成
調査

汐見台自治会連合会（まちづくり特別
委員会）

神奈川県 横浜市  汐見台団地カーシェアリング予備実験及び実験企画

横濱まちづくり倶楽部 神奈川県 横浜市
エリアマネージメントによる都心部（関内・関外地区）の活性化に関
する研究

NPO法人　海辺つくり研究会 神奈川県 横浜市 協働で行う都市部の海辺再生調査

柏崎市 新潟県 柏崎市 柏崎港の活性化

長岡市 新潟県 長岡市 少子高齢化社会における雪国住宅の住み替え促進の調査

新潟市 新潟県 新潟市 ｢水の都交流ｽﾃｰｼﾞ創り検討調査｣中心市街地再生に向けて

新潟県 新潟県
雪国におけるバリアフリー対策の推進による安全で快適な都市生
活の実現に関するモデル調査

富山市 富山県 富山市 公共空間活用による市街地の活性化検討調査

富山市 富山県 富山市 富山港線路面電車化を活用したまちづくり調査

金沢市 石川県 金沢市
まちなか居住と賑わい創出調査～市民参画による元気で美しい
都心再生～

石川県/金沢市 石川県 金沢市 公共交通利用活性化によるまちづくり推進方策検討調査

こまつファッションタウン推進協議会 石川県 小松市
梯川を核とした、水と緑を活かした潤いと安らぎのあるまちづくり調
査

ＮＰＯ法人　のとＮＡＩＳ 石川県 七尾市 地域ブランド活用による観光を軸としたまちづくり調査



和倉温泉旅館協同組合 石川県 七尾市 和倉温泉にぎわい再生・まちなみ再編実践プラン

ふくい路面電車とまちづくりの会
（ROBAの会）

福井県 えちぜん鉄道を核とした公共交通の活性化によるまちづくり調査

甲府市 山梨県 甲府市 「歴史と文化を感じさせる街並み景観形成」調査

飯田市 長野県 飯田市
天竜峡エコバレープロジェクトにかかわるマスターアーキテクトによ
るまちづくりとエネルギー自立型水素活用コミュニティモデル調査

NPO法人長野都市経営研究所 長野県 飯山市 飯山市周辺の新たなツーリズム開発による都市活性化

岡谷市 長野県 岡谷市 岡谷駅周辺地区の効果的な活性化調査

下諏訪町 長野県 下諏訪町 匠の街しもすわあきないプロジェクト

大垣市/郭町1丁目西街区再開発準
備組合

岐阜県 大垣市 大垣城を活かした市街地再整備に関する調査

各務原市 岐阜県 各務原市 パークシステムによる水と緑からの都市再生

岐阜市/（財）岐阜市にぎわいまち公
社

岐阜県 岐阜市 金華山･長良川まるごと博物館

古川町 岐阜県 古川町 中小市町村における市街地の電線類等地中化の検討

山県市 岐阜県 山県市
市町村合併に伴う地域住民との協働による新たなまちづくりに向
けた調査

(社)　全国市街地再開発協会/渚地区
のまちなみを考える会

静岡県 熱海市 渚町周辺地区再生整備調査

掛川市 静岡県 掛川市 歴史的建造物群を生かしたまちなか再生計画

静岡市 静岡県 静岡市 多彩な参加団体の連携による清水港再発見・再活用調査

静岡市 静岡県 静岡市
合併に伴う東静岡駅周辺地区における都市機能立地、民間都市
開発等の誘導を通じたまちづくり調査

犬山市 愛知県 犬山市 美しいまちづくり計画策定調査

中部都市再生研究会 愛知県 豊田市 豊田市中心市街地における200年耐用型街区への再生モデル

名古屋堀川ライオンズクラブ 愛知県 名古屋市 名古屋の｢母なる川｣堀川の環境改善調査

愛知県 愛知県 産業観光資源を活用したまちづくり調査

伊勢二見地域観光交流推進協議会 三重県 伊勢市 伊勢二見地域観光交流空間づくり推進調査

上野市/地域振興整備公団 三重県 上野市 忍のまち上野城下町再生計画

紀伊長島町 三重県
紀伊長島
町

津波対策を考慮した密集地区再生モデル調査

桑名市/都市基盤整備公団中部支社 三重県 桑名市 桑名交流都市創生計画

津市 三重県 津市 中心市街地大型商業施設再活性化構想策定調査

エコ村ネットワーキング 滋賀県
近江八幡
市

環境共生まちづくり小舟木エコ村プロジェクト計画調査

ひこねＴＭＯ 滋賀県 彦根市
自転車を活用したスローな観光、都市の再生にむけた実験～回遊
性・広域性に配慮した観光施策のための調査～

ＮＰＯ崇仁まちづくりの会 京都府 京都市 崇仁まちづくり新展開に関する実態調査

四条繁栄会商店街振興組合 京都府 京都市 風格と華やぎのまちづくりビジョン策定調査

歩いて暮らせるまちづくり推進会議 京都府 京都市 歩くまち京都・まちなか再生戦略調査

大阪市 大阪府 大阪市 空きオフィスの住宅等へのコンバージョンを通じた都市再生調査

NPO法人 長堀２１世紀計画の会 大阪府 大阪市 御堂筋地域(長堀･心斎橋･南船場)街づくり実施計画の策定

福崎まちづくり推進会議/NPO法人
ギャラクシー･ブライト

大阪府 大阪市
子どもたちの計画参加をトリガーとする段階的まちづくりのモデル
調査

NPO法人大阪・水かいどう８０８ 大阪府 大阪市 東横堀川から船場を考える

西成地区街づくり委員会 大阪府 大阪市 密集市街地再生プロジェクト

大和川線沿線連絡協議会 大阪府 堺市 堺市北部地域都市再生モデル調査

枚方市 大阪府 枚方市 淀川舟運の再生を通じた枚方中心市街地活性化構想調査

寝屋川大東線沿道市街地整備事業
発起人会

大阪府 門真市
地域の資源を活かした地域共生型まちづくりの試み

～密集市街地の整備と連携して～

大阪府 大阪府 「自転車で最も生活しやすいモデル都市づくり」構想策定調査



大阪府 大阪府 ものづくり産業を再生する都市戦略調査

大阪府 大阪府 大阪の交通動脈「新御堂筋」再生戦略策定調査

大阪府 大阪府 大和川再生プログラム調査

川西市 兵庫県 川西市 中央北地区まちづくりビジョン作成業務

ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセン
ター神戸

兵庫県 神戸市 くるくるおでかけネットワークプロジェクト

神戸市/神戸市すまいの安心支援セ
ンター

兵庫県 神戸市 高齢者向け住宅・施設に関する情報提供・相談体制の整備

NPO法人　新開地まちづくりNPO 兵庫県 神戸市
西の浅草・神戸新開地｢アートビレッジ｣復興プロジェクト　～まちづ
くりNPOのコーディネートによる事業推進計画～

ＯＳＣＡプロジェクト 兵庫県 洲本市 ＯＳＣＡプロジェクトによる地域経済活性化のための調査

宝塚市 兵庫県 宝塚市 「歌劇の街・宝塚」再生のためのビジネスモデル構築調査

大淀町 奈良県 大淀町 下市口駅前広場並びに循環道路整備を通じたまちづくり調査

新宮市 和歌山県 新宮市 文化的景観整備と震災対策の調和を図った地域再生調査

鳥取市 鳥取県 鳥取市
中心市街地型総合病院を核とした街区連鎖型再開発の可能性調
査

松江市 島根県 松江市 殿町地区再生調査

倉敷市 岡山県 倉敷市 地方の個性を活かした身の丈サイズのまちづくり検討調査

玉野市 岡山県 玉野市
玉野みなと国際芸術祭事業化を活用したみなとまちづくり方策検
討調査

RACDA（路面電車と都市の未来を考
える会）

岡山県 公共交通の再生・活用による都市モビリティの向上に資する調査

庄原市 広島県 庄原市 観光客100万人の市街地誘導による都市再生施策調査

東広島市 広島県 東広島市 中心市街地とその周辺部の連携による都市再生検討調査

広島市 広島県 広島市 「水の都ひろしま」の実現に向けたにぎわいづくり方策検討調査

広島市 広島県 広島市 既存ストックを有効活用した都心部の交通円滑化調査

山口大学まちづくり研究所 山口県 宇部市
都市基盤の整備と併せた商業等の活性化のための、まちづくりに
おける都市空間のイメージ共有手法の開発

下関市 山口県 下関市 下関海峡パノラマ構想再生モデル調査

下松市/下松駅南地区まちづくり推進
協議会

山口県 下松市 市民住民による、中心市街地の使い方や運用等の実地検証

萩市 山口県 萩市
旧萩女子短期大学のストック（既存の建築物等）を活用した都市
再生モデル調査

由宇町 山口県 由宇町
自然との共生やリサイクルのまちづくりと震災対策を媒介とした地
域間ネットワーク

徳島市/地域公団 徳島県 徳島市 『まち舞台・とくしま』まちライフ再生プロジェクト調査

香川県/（財）サンポート財団 香川県 高松市
地方都市開発におけるソフト事業による活性化戦略とこれらを契
機とした地域おこし

松山市 愛媛県 松山市
若者が創る『坂の上の雲』のまちづくりモデル調査ー元気な志民プ
ロジェクトー

嶺北広域行政事務組合 高知県 大豊町他
NPO等と連携した住民参加型総合情報発信システムの構築及び
実証実験

四万十川流域住民ネットワーク 高知県 中村市 自然と文化をいかした町づくり（四万十川と小京都）

高知県/奈半利町 高知県 奈半利町 高知県東部における海辺を活かした交流空間形成推進調査

飯塚市 福岡県 飯塚市 　観光及び大衆文化の拠点と関連市街地の再生支援活動

大川未来塾 福岡県 大川市 大川市インテリアモール整備計画事業

北九州市 福岡県 北九州市 歴史的遺産を活用した門司港地区都市再生調査

新宮町 福岡県 新宮町 水循環の環境共生を中心とした新中心市街地構想検討作業

NPO法人　直方川づくりの会 福岡県 直方市 河川環境学習を中心とした都市再生調査

NPO法人タウンモービルネットワーク 福岡県 福岡市  公共交通を補完する自転車活用システム導入に関する調査

前原市 福岡県 前原市
九州大学キャンパス建設を契機とした地域の新たなまちづくり調
査

柳川市 福岡県 柳川市
歴史的地区文化的掘割（クリーク）景観を活かした賑わい交流の
まちづくり計画



唐津市 佐賀県 唐津市 市街地再生への一里塚構想～元気再生委が仕掛ける実験～

活気ある中心市街地づくり研究会 佐賀県 佐賀市 市民と大学による現代遺産（閉鎖再開発ビル）の再生プロジェクト

オランダ街道推進協議会 長崎県 田平町 「オランダ街道」交流街道調査

長崎市 長崎県 長崎市 長崎駅前東地区整備に関する調査

荒尾市 熊本県 荒尾市
地方都市における駅を中心とする新しいコミュニティの創設に関す
る調査

熊本市 熊本県 熊本市 河川を活かした都市づくり人材づくり調査

熊本まちなみトラスト 熊本県 熊本市 熊本市河原町プロジェクト

臼杵市 大分県 臼杵市 「町並みスローライフ」調査・体験モデル事業

竹田研究所 大分県 竹田市 まちごと博物館資源調査

由布院温泉観光協会 大分県 湯布院町 美しい由布院を持続するソフト策の充実と人づくり

日南市 宮崎県 日南市 油津地区・歴史的資産を活用したみちづくり・まちづくり調査

国分市 鹿児島県 国分市 今日的着眼発想による地方都市中心市街地の整備手法調査

石垣市 沖縄県 石垣市 港を中心にしたまちづくり検討調査

具志川市/地域振興整備公団 沖縄県 具志川市 住民発意による緑地ネットワークの整備及び管理の合意形成調査

那覇市沖映通り商店街振興組合 沖縄県 那覇市 都市モノレール美栄橋駅前周辺地域整備計画調査

那覇市 沖縄県 那覇市 壺屋の歴史と文化を保全活用した｢やちむんの里｣づくり調査

沖縄県/沖縄玉水ネットワーク（ＮＰ
Ｏ）

沖縄県 市街地における水辺空間の再生調査


