
（別添）

稚内市 北海道 稚内市 美しい｢ﾏﾁ｣̃｢みなと｣空間による｢日ﾛ友好最先端都市｣の形成

阿寒湖温泉まちづくり協議会 北海道 阿寒町
温泉街まるごとﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築調査-温泉街全体の来訪者満足度
調査

伊達市 北海道 伊達市 伊達ｳｪﾙｼｰﾗﾝﾄﾞ構想に係る住宅流通事業化支援調査

NPO法人 日本都市計画家協会北海道支部 北海道 札幌市 札幌都心部ｽﾄﾘｰﾄ文化創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

北見市 北海道 北見市
交通結節点であるJR北見駅周辺地区への各種機能(公共ｻｰﾋﾞｽ･住宅･
商業･観光関連産業等)の集約化による都市活性化推進調査

北広島市 北海道 北広島市 輪厚地区地域再生推進調査

留萌市 北海道 留萌市 留萌港を活用した対岸貿易等に関する調査

(社)北海道総合研究調査会 北海道 夕張市 市民がつくる映像文化のまちづくり

青森市 青森県 青森市
交流遺産による都市再生調査̃青函連絡船ﾒﾓﾘｱﾙｼｯﾌﾟ｢八甲田丸｣を活
かした昭和の賑わい再生に向けて̃

八戸市 青森県 八戸市 八戸中心市街地まちなか巡りと会所場づくりによる活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

大船渡市 岩手県 大船渡市
海にひらこう岩手の国際化ﾌﾟﾗﾝ(国際港湾都市と地域背後圏の連携計
画)

NPO法人ｱｯﾄﾏｰｸﾘｱｽNPOｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 岩手県 釜石市 『三陸･釜石』再活性化調査

ﾘﾊﾞｲﾌﾞ名取21 宮城県 名取市 市民参加による大規模ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰを生かしたまちづくり提案

秋田市 秋田県 秋田市
｢中心市街地における居住を中心とした街なか回帰検討調査｣̃くらしの
息づかいが聞こえるまちをめざして̃

田沢湖･角館観光ﾈｯﾄﾜｰｸ 秋田県 田沢湖町 ｢田沢湖ﾚｲﾝﾎﾞｰｱｸｾｽ事業｣による観光･地域ﾓﾋﾞﾘﾃｨ向上に資する調査

おいたま資源循環型都市･農村づくり推進会議 山形県 長井市 おいたま ｵｰﾊﾞｰ ｻﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｳ計画支援のための広域連携調査

鶴岡城下町ﾄﾗｽﾄ 山形県 鶴岡市 ｢鶴岡城下町ﾄﾗｽﾄ｣による元気居住拠点ﾈｯﾄﾜｰｸの形成調査

岳温泉観光協会 福島県 二本松市 伝統的温泉ﾘｿﾞｰﾄ再生ﾓﾃﾞﾙ調査

ｱｰﾊﾞﾝｲﾝﾌﾗ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ推進会議 茨城県 取手市 大学,民間企業等が参加した｢駅圏活性化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣策定調査

NPO法人茨城の暮らしと景観を考える会 茨城県 水戸市 水戸芸術館･商店街･NPOの連携による美しい街並み形成検討調査

水海道TMO(まちづくりﾈｯﾄﾜｰｸ) 茨城県 水海道市 ｼﾅﾘｵ｢水海道千姫ものがたり｣の充実によるまち再生推進調査

つくばｽﾏｰﾄｺﾘﾄﾞｰﾙ構想推進協議会 茨城県 つくば市
子供たちの通学路から発見した地域情報にもとづくｺﾐｭﾆﾃｨの活性化ﾌﾟﾗ
ﾝ

まちづくり教育研究会､TOSSまちづくり教育推進
本部､(財)都市防災研究所

茨城県 ｢まちづくり現場と連携したまちづくり教育の実施｣調査

日立市 茨城県 日立市 ひたち技術ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｾﾝﾀｰ実現化に関する調査

日光市 栃木県 日光市 日光市まちづくり交通計画調査

藤原町 栃木県 藤原町 鬼怒川温泉再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調査

ﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝ桐生推進協議会 群馬県 桐生市 ﾉｺｷﾞﾘ屋根工場群の活用による都市再生

NPO法人｢高崎やる気堂｣ 群馬県 高崎市
東一条通り(旧中山道)水と緑を活かした､賑わいのある持続可能なまち
づくり構想

伊勢崎市 群馬県 伊勢崎市 東西の二大医療ｴﾘｱを核とした｢健康医療都市 いせさき｣創造ﾌﾟﾗﾝ

NPO法人 深谷にぎわい工房 埼玉県 深谷市 街なか再生に向けた市民による歴史的建造物調査･活用実験等

さいたま市､都市づくりNPOさいたま、市民文化ｾ
ﾝﾀｰ

埼玉県
さいたま
市

｢さいたま歴史̃みらい軸構想｣検討調査

新座市 埼玉県 新座市 観光都市にいざづくりﾋﾞｼﾞｮﾝ策定

千葉県 千葉県 観光交流の促進と住民の高齢化に対応した地域交通網の再構築

NPO法人KAO(ｶｵ)の会 千葉県 鎌ｹ谷市
少子高齢化社会を見据えた駅周辺必要機能調査及び施設整備手法の
検討-駅周辺を快適な暮らしが可能な街へ-

市川市 千葉県 市川市 環境再生と産業再生が一体となった三番瀬に向き合う街づくり検討調査

市川市 千葉県 市川市 犯罪から子供たちを守るまちづくりﾓﾃﾞﾙ調査

木更津市 千葉県 木更津市
都市ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの概念に基づく効率的かつ効果的な都市資産(民間
資産+公共資産)の再構築

応募団体名 調査名
推薦団体名
（実施地域）



応募団体名 調査名
推薦団体名
（実施地域）

渋谷百軒店商店会 東京都 渋谷区 音楽の見えるまちづくり構想･事業

(財)都市みらい推進機構 東京都 台東区
｢上野-浅草｣連携による観光まちづくり推進方策の検討-AMCの活動可
能性調査-

(株) ｼﾞｪｲ･ｽﾋﾟﾘｯﾄ 東京都 目黒区
ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙな地域ｼｽﾃﾑ検討(自由が丘地区)ｰ地域活性化と連携した公
共公益施設の効率的な整備･管理運営ｼｽﾃﾑｰ(自由が丘地区)

江戸川区 東京都 江戸川区 権利関係輻輳地区における合意形成手法の検討

中央区 東京都 中央区 東京駅前地域における都市再生推進方策の検討調査

大田区 東京都 大田区
複数駅周辺における再開発事業の(ﾘﾝｹｰｼﾞによる)相互利益実現に向け
たﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ手法の構築

池袋ｼﾈﾏ振興会 東京都 豊島区 映画による｢まち｣の再生･活性化

久我山まちづくりの会 東京都 杉並区 久我山駅前地区まちづくり

多摩市 東京都 多摩市 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝにおける高齢化社会に対応した移動円滑化方策調査

西新宿四丁目南地区のまちづくりを考える会 東京都 新宿区
副都心直近地域における官民連携のまちづくり活動の促進と都心ｺﾐｭﾆ
ﾃｨの再生

東京都 東京都 ｢緑の島｣ 狭山丘陵連携保全･活用調査

東京都 東京都 運河ﾙﾈｯｻﾝｽ構想

大手町･丸の内･有楽町地区再開発計画推進協
議会

東京都 ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象を緩和する都市排熱処理ｼｽﾃﾑの事業化調査

NPO法人｢ｱ!安全･快適街づくり｣ 東京都 葛飾区 浸水シミュレーションによる防災まちづくり調査

邸園文化調査団 神奈川県 相模湾沿岸地域における邸園文化圏再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

横須賀市 神奈川県 横須賀市
既成市街地の駅周辺地区に係る隣接ﾆｭｰﾀｳﾝに開校した県立保健福祉
大学との連携による｢福祉のまち｣実現に向けたまちづくり基本計画策定

慶應義塾 横浜市北部地域都市再生検討研究
会

神奈川県 横浜市
大学と市の連携による人間を育む都市再生 ACT (Age-free Campus
Town)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

横浜市 神奈川県 横浜市
密集市街地のまちづくりにおける高齢者居住施設等の導入方策の検討
調査

秦野市 神奈川県 秦野市 秦野市｢みち･まち｣明るい顔づくり調査

川崎市 神奈川県 川崎市 ｱｼﾞｱ起業家村構想推進による都市再生への貢献

葉山町 神奈川県 葉山町
地域資源(生活文化遺産､自然)を結ぶ｢みちづくり｣によるｽﾛｰな観光､安
全で美しいまちなかの再生

新潟県 新潟県 市街地におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ住宅の普及促進に関するﾓﾃﾞﾙ調査

寺町まちづくり協議会､仲町まちづくり協議会 新潟県 上越市 高齢者向きｺﾐｭﾆﾃｨ交通計画の検討と実践としてのまちづくりｿﾌﾄの展開

宇奈月町 富山県 宇奈月町 宇奈月温泉街まちづくり調査

新湊市 富山県 新湊市 臨海部における未利用地の活用と中心市街地との連携

福岡町 富山県 福岡町 歴史とにぎわいのみちづくり整備方針の策定

NPO法人建設環境情報ｾﾝﾀｰ 富山県 高岡市 ﾌﾗﾝｽとの交流による景観形成運動展開事業

加賀市 石川県 加賀市 加賀の水郷再生に向けた協働体制構築調査

石川県 石川県 地方鉄道廃止に伴うﾊﾞｽの駅整備計画策定調査

福井大学都市研究室、田原町商店街、福井まち
と暮らしの研究会

福井県 大学､住民､商店街､市民団体による地域ｺﾐｭﾆﾃｨ再生調査

福井県和紙工業協同組合、大滝の未来を考え
る会、今立町

福井県 今立町 住み心地のよい､ものづくりが元気な｢神と紙の郷｣づくり

市川大門町 山梨県
市川大門
町

｢ふるさと資産｣(書･和紙･花火･水路網等)を生かしたまちづくり推進調査

軽井沢町 長野県 軽井沢町 別荘地内の未利用地の再生に係る景観･環境形成ﾓﾃﾞﾙ調査事業

諏訪市 長野県 諏訪市 ものづくりによるまちの再生｢ものづくりﾒｯｾ諏訪構想｣

小布施町 長野県 小布施町 栗と北斎と花のまち｢おぶせ浪漫空間｣の実現に向けて

飯綱ﾘｿﾞｰﾄ開発(株) 長野県 牟礼村
｢大学･学生やNPOと地方自治体協働による地域再生まちづくり｣全国ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ構築計画

NPO法人信越ﾄﾚｲﾙｸﾗﾌﾞ 長野県 飯山市 自然と共生した観光交流の実現に向けた地域資源調査

上田市 長野県 上田市 別所温泉地区の活性化と別所線(鉄路)の観光利用に関する調査



応募団体名 調査名
推薦団体名
（実施地域）

TMO(株)飯田まちづくりｶﾝﾊﾟﾆｰ､NPOいいだ応
援ﾈｯﾄ ｲﾃﾞｱ

長野県 飯田市
農村部高齢者と市街地高齢者の連携によるｺﾐｭﾆﾃｨﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽの事業
化と､飯田版･高齢者生き甲斐住宅の建設企画調査

高山市 岐阜県 高山市 歴史的町並み環境整備方針に関する調査及び計画策定

多治見市 岐阜県 多治見市 多治見市持続可能な地域社会づくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

岐阜市､(財)岐阜市にぎわいまち公社 岐阜県 岐阜市 岐阜市都心部地域(柳ヶ瀬̃JR岐阜駅̃加納地域)再生調査

岐阜県、各務原市、川島町 岐阜県 木曽川流域の自然環境を活かした観光の活性化調査

郡上市 岐阜県 郡上市 市町村合併に伴う観光交流産業の連携による地域再生の方向性調査

羽島市 岐阜県 羽島市
市民参加型のまちなか安心居住の推進調査-｢まちなか市民活動市場｣
構想-

島田市 静岡県 島田市 ｢島田型国際救急支援情報基地構想｣の実現に向けた調査研究

豊田町 静岡県 豊田町 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱを活用して地域活性化を進める仕組みの調査

掛川市､NPO法人ｽﾛｰﾗｲﾌ掛川 静岡県 掛川市 ｽﾛｰｻｲｸﾘﾝｸﾞによる地域自立･広域観光振興ｿﾌﾄ施策検討調査

高竜街づくりの会 静岡県 浜松市 共同化による魅力ある都市空間の創出

浜松市 静岡県 浜松市 舘山寺温泉まちなみ再生事業

岡崎市､瀬戸市､春日井市､豊田市 愛知県 愛知環状鉄道を活用した広域的な交通円滑化によるまちづくり調査

NPO法人雑木林物語 愛知県 長久手町 多世代交流自然村および雑木林郷再生の実現方法検討調査

(社)愛知建築士会半田支部 愛知県 半田市 半田蔵のまち回遊性向上推進調査

豊橋市、豊橋技術科学大学 愛知県 豊橋市 歴史的な町並みを含んだ密集市街地の防災まちづくりﾓﾃﾞﾙ調査

豊川市 愛知県 豊川市
とよかわｲﾅﾘｽﾞﾑ(豊川稲荷☆住む)豊川稲荷周辺地区｢灯篭に浮かび上
がる街並み｣好感度調査

NPO法人まちづくり支援協会ﾘﾝｸﾞ 愛知県 名古屋市 ｢ｷｬﾅﾙ･ｼﾃｨ名古屋｣構想調査

ｸﾘｰﾝ堀川 愛知県 名古屋市 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ利用による堀川の観光都市づくり調査

阿児町 三重県 阿児町 体験型観光拠点(賢島周辺)整備調査及び基本設計

NPO法人伊勢河崎まちづくり衆 三重県 伊勢市
お伊勢参りのだいどころ河崎｢歴史的まちなみ空町家･空土蔵｣再生活用
事業調査

四日市市 三重県 四日市市 (心の豊かさの創出を基礎とした)街なか居住環境整備調査

米原町 滋賀県 米原町 SILC(shiga Integrated Logistics Center 滋賀統合物流ｾﾝﾀｰ)構想

大津市 滋賀県 大津市
大津百町再生への取り組み｢全国の若者の発想を活かした町家の再
生｣

NPO法人災害から文化財を守る会 京都府 京都市 文化遺産を核とした地域の防災力向上の取り組みによる地域の活性化

三条まちづくり協議会 京都府 京都市 人権･教育･福祉の三条たすけあい･まちづくり

(財)京都市景観・まちづくりセンター、NPO法人
都心界隈まちづくりネット、楽洛まちぶら会

京都府 京都市 まちづくりネットワークによるまちなみ景観形成・まちなか活性化調査

丹後ｴｺﾈｯﾄﾜｰｸ 京都府 京都･丹後ｴｺﾈｯﾄﾜｰｸ/環境共生地域ﾓﾃﾞﾙ調査

堺市 大阪府 堺市 都市空間の劇場化の検討

NPO法人ﾀﾞﾝｽﾎﾞｯｸｽ 大阪府 ｱｰﾄを活用したまちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

NPO法人大阪湾研究ｾﾝﾀｰ 大阪府 ﾐﾆ人工干潟による生物生息空間形成調査

大阪府、（財）大阪観光コンベンション協会 大阪府 ｢外国人が快適に観光できるまち･大阪｣実現化方策調査

大阪府 大阪府
市街化区域内の空閑地を活かし､｢地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ｣をﾘﾌﾚｯｼｭ ̃地域住民
が力を合わせ､暮らしやすい･住みたくなるまちづくり̃

大阪府 大阪府 自主防災から始める緊急対応型防災まちづくり

大阪府､東大阪市､八尾市 大阪府 地域再生を支援する住工共存型都市環境創造に向けた実践調査

野田のまちづくりを考える会 大阪府 大阪市
密集市街地において建物などの歴史的資源を生かし､災害に対し安心し
て暮らせるまちづくりを住民等が進めるｼｽﾃﾑの検討

北大江地区まちづくり実行委員会 大阪府 大阪市 休日もにぎわう官公庁街づくりﾓﾃﾞﾙ調査

大阪市 大阪府 大阪市 大阪駅周辺の鉄道乗換え利便性向上に向けた検討調査



応募団体名 調査名
推薦団体名
（実施地域）

大阪市 大阪府 大阪市 上町台地における都心居住ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ策定調査

古宮まちづくり委員会 兵庫県 播磨町
漁港をいかした活力のある災害に強いまちづくり̃古宮地区密集市街地
再生調査̃

NPO法人神戸ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ 兵庫県 神戸市 みなと神戸･ﾎﾟｰﾄﾙﾈｻﾝｽ̃次世代のみなとまちづくりへの検討調査

加古川市 兵庫県 加古川市 地域住民等の参画･提案を生かした新たな都心再生ﾓﾃﾞﾙの構築

(財)神戸港埠頭公社 兵庫県 神戸市 立地施設と連携した神戸海上新都心構想実現に向けた調査

NPO法人神戸まちづくり研究所 兵庫県 兵庫県 住民による防災まちづくりに向けた調査

橿原市 奈良県 橿原市 中南和の拠点としてのまちのにぎわいづくり計画基礎調査

(株) ぶらくり 和歌山県 和歌山市 ぶらくり丁地域活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業計画策定調査

和歌山観光･医療産業創造ﾈｯﾄﾜｰｸ 和歌山県 和歌山市
癒し･健康･予防医療を核とした新観光産業育成による都市再生ﾌﾟﾗﾝ調
査

鳥取市 鳥取県 鳥取市 市街地における城下町再生可能性調査

島根大学ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ論講座 島根県
若者による島根発･地域財交流ﾏｰｹｯﾄ創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ̃地域財のｺﾐｭﾆﾃｨ･
ﾄﾚｰﾄﾞによる人材育成と地域活性化̃

益田まちづくり塾 島根県 益田市
島根県芸術文化ｾﾝﾀｰ開館を契機とした益田駅前通り｢ｱｰﾄのまちづくり｣
計画

松江市 島根県 松江市 民間主導の外湯施設等を核とした都市型温泉地の再生調査

大社町 島根県 大社町 出雲大社を中心とした門前町再生の可能性調査

湯原町旅館協同組合 岡山県 湯原町 湯原温泉｢温泉ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ育成｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

NPO法人ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ･おのみち 広島県 尾道市 尾道携帯観光ﾅﾋﾞｼｽﾃﾑ｢どこでも博物館｣の活用による地域活性化調査

広島市 広島県 広島市
市民・NPO・事業者の活力と河川空間の魅力を生かした新たな都心のシ
ンボル空間づくり調査

広島東建築市場協議会 広島県
木材･建築ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ改革 及び IT高度利用住宅生産の連携による広島
県産材を初めとする国産材利用の促進と地産地消のまちづくりの調査

岩国市 山口県 岩国市 米軍岩国基地とﾀｲｱｯﾌﾟしたまち興し

NPO法人 新町川を守る会 徳島県 徳島市 川を生かしたまちづくり調査

NPO法人 港まちづくりﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾊｰﾊﾞｰこまつしま 徳島県 小松島市
小松島市における港の｢食｣を要とした市民行政協働による持続的まち
づくり推進調査

むれ源平まちづくり協議会 香川県 牟礼町 『牟礼町まちづくり計画』に基づく｢原風景を活かした元気なまちづくり｣

(財)直島福武美術館財団 香川県 瀬戸内ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ構想推進調査

今治市 愛媛県 今治市 自立型地方都市再生のための地域力整備に関する調査

ｿﾌｨｱ倶楽部 愛媛県 松山市
Welcome to Matsuyama!国際観光都市に向けて､外国人観光客の受け
入れ態勢づくり

肱川流域会議水中めがね 愛媛県 大洲市 風土に根ざした上下流交流による地域ｺﾐﾆﾃｨの再生調査

大方町、大方町あしたのまちづくり委員会 高知県 大方町 悠､遊､田舎暮らし可能性調査

(社) 西土佐環境･文化ｾﾝﾀｰ 四万十楽舎 高知県 環境共生「土佐の家」整備による循環型社会づくり

夜須町 高知県 夜須町
ﾔ･ｼｲﾊﾟｰｸを中心とした国際的観光体験型ﾘｿﾞｰﾄ･ﾘｸﾘｴｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ形成検
討

久留米市 福岡県 久留米市 河川を活かした多目的活用構想調査

福岡市､(財)福岡ｱｼﾞｱ都市研究所 福岡県 福岡市 日中都市間におけるﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝ相互交流調査

協同組合地域づくり九州 福岡県 太宰府市
太宰府をとりまく古代の巨大な防塁遺跡の歴史学習､文化活動交流拠
点の計画調査

(社) 九州･山口経済連合会 福岡県 福岡市 博多駅地区における交通結節点とまちづくりに関する調査

北九州市 福岡県 北九州市 八幡東田ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ構想｢環境都市空間･環境市街地形成｣調査事業

八女市 福岡県 八女市 歴史的市街地を活かしたまちづくりのための総合防災調査

活気ある中心市街地づくり研究会 佐賀県 市街地の交流人口拡大と活性化

肥前浜宿水とまちなみの会 佐賀県 鹿島市 浜宿独自の水文化に根付いた伝統的建造物群利活用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討

唐津市 佐賀県 唐津市 唐津･海遊浪漫都市構想調査



応募団体名 調査名
推薦団体名
（実施地域）

城下21の会(別称:城下町まちづくり協議会) 長崎県 対馬市
離島における中心市街地の再生､地域の特性を活かした美しい街なみ
形成

熊本市、熊本県 熊本県 熊本市
広域交通機能整備を契機とするJR熊本駅周辺まちづくりのための民間
事業者誘導調査

別府八湯竹瓦倶楽部 大分県 別府市
都市と地方の良好な関係を構築するための､移住ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽの可能性
調査

大分大学まちなか研究室 大分県 大分市 大分駅南における民学産官まちづくりｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ調査事業

中津江村 大分県 中津江村 2002年W杯の成果を継承･発展させた地域づくり

NPO法人大淀川流域ﾈｯﾄﾜｰｸ 宮崎県 都城市 子供の川体験から発想するｳｪﾙﾈｽｼﾃｨ支援ｼｽﾃﾑ検討

いぶすき町づくり協議会 鹿児島県 指宿市 住んでよし､訪れてよしのｲﾌﾞｷの国づくり

川内市 鹿児島県 川内市 河川舟運の復活による都市再生調査

浦添市 沖縄県 浦添市
未利用地(斜面緑地)の自然緑地保全のため整備手法及び集約換地に
よる高度利用区の土地利用に関する調査検討

沖縄県 沖縄県
災害に強い都市構造の形成及び良好な水辺空間再生のための総合的
雨水対策検討調査

那覇市 沖縄県 那覇市 国際通りを中心としたｽﾄｰﾘｰ演出によるまちづくり


