
上士幌町 北海道上士幌町 「イムノリゾート上士幌」づくりによる定住・二地域居住促進調査

苗穂駅周辺まちづくり協議会 北海道札幌市 産業遺産を活用した都市観光の展開とコミュニティビジネスの創出

日ロ交流による都市再生活力推進協議
会

北海道稚内市
「日ロ友好最先端都市」にふさわしい国際交流活力による、にぎわい
文化-最北情景創出調査

「羅針盤」とともにまちづくりを考えてい
る市民メンバー

北海道室蘭市
地方臨海工業都市の「まち」を元気にするために地元工場の新たな
取組や都市再生の動き等を活用する方策を検討する調査

斜里町 北海道斜里町 「世界自然遺産ロード」による交流型都市の整備調査

「場所文化フォーラム」３Rプロジェクト実
行委員会

北海道帯広市
北の屋台を中心とした十勝独自のエネルギーネットワークモデルの
構築

都市環境デザイン会議北海道ブロック 北海道岩見沢市
岩見沢市における大学とまち・住民・産業との包括的交流によるまち
づくり

弘前大学地域共同研究センター 青森県青森市
郊外住宅地からの円滑な住み替えによる街なか居住と中心市街地
活性化の推進

株式会社　八戸港貿易センター 青森県八戸市 港にぎわい「おんでやぁんせ」プロジェクト

水沢市大町街づくり推進協議会 岩手県水沢市 水沢市大町地区/ハートフル・タウンマネジメント展開方策調査

NPO法人　アクセシブル北上 岩手県北上市
ITを利用した社会環境整備のユニバーサルデザインによる住民満足
度の向上

あすと長町施設立地研究会 宮城県仙台市 官民協働による持続的な都市景観形成・複合機能形成の誘導

東鳴子ゆめ会議 宮城県鳴子町 観光都市における脱自動車移動・健康増進両立プログラム

秋田市、大学コンソーシアムあきた 秋田県秋田市
「大学コンソーシアムあきた」と「秋田市」との連携によるまちづくり方
策調査～美しいまちづくりに向けた学官の協働体制の構築～

大館市 秋田県大館市
街なか居住と大規模空き店舗の利活用による中心市街地再生プロ
ジェクト調査

角館町 秋田県角館町
歴史的まちなみ景観を活かした地域活性化調査　－武家屋敷群と一
体化したまちづくり－

特定非営利活動法人　極楽鳥海人 山形県酒田市 北前船を活用した酒田港親水空間づくり推進計画調査

川俣町 福島県川俣町 中南米民俗音楽の拠点形成と交流によるまちづくり

特定非営利活動法人　循環型社会推
進センター

福島県
少子高齢化が進む郊外型住宅団地における持続できる地域社会構
築へ向けた試行

“ふくしま荒川物語”実行委員会 福島県福島市 “ふくしま荒川物語”アクションプラン策定調査
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龍ケ崎市 茨城県龍ヶ崎市
関東鉄道竜ケ崎線活性化検討調査（地域とともに歩む地方鉄道の振
興方策）

特定非営利活動法人　つくばハウジン
グ研究会

茨城県土浦市 土浦市中心市街地における組合型集合住宅の検討

鹿嶋市 茨城県鹿嶋市 「鹿島神宮門前町の再生から鹿嶋の未来を展望する」

足利市 栃木県足利市
市民との協働による文化創造の都市づくりによるまちなか再生促進
活動調査

高崎市 群馬県高崎市
中心市街地における大学連携プラットホーム・多目的サテライト教室
創出構想

フィールドミュージアム「２１世紀のシル
クカントリー群馬」推進委員会準備会

群馬県
養蚕・製糸・織物などの歴史遺産を生かした「シルクカントリー群馬」
の地域再生構想

伊勢崎市 群馬県伊勢崎市
市民と産・学・行政の連携による公共バスネットワークシステムモデ
ル調査　～公共交通と自動車の共存による市民と環境にやさしい都
市づくり～

草津町 群馬県草津町
【次世代育成・誘客・防災公園】－まちを元気にする公園活用モデル
事業－

戸田市 埼玉県戸田市 パトロールステーションを中心としたまちづくり推進モデル調査

日進工専地区街づくり協議会 埼玉県さいたま市 官民連携による地域資源を活かした新たな環境創造のまちづくり

ＮＰＯ次世代環境健康学センター、千葉
大学

千葉県柏市 ケミカルフリータウン構想を通じたまちづくり

東京大学・千葉大学 千葉県 外国人研究者・留学生向け住宅整備方策調査

特定非営利活動法人　盤州里海の会 千葉県木更津市
東京湾に臨む盤洲干潟と港を活かした「海めぐりの里」構想・計画つく
り

柏の葉キャンパスシティＩＴコンソーシア
ム

千葉県 ＩＴの活用によるユニバーサルデザインのまちづくりに関する実証実験

印西市 千葉県印西市
印西市新産業創造戦略～インキュベーション運営プログラム策定及
びスタート事業～

船橋市 千葉県船橋市
下水道施設上部利用計画策定業務～都市水路の再生による環境対
策と潤いの創出

大原町 千葉県大原町
2007年問題解決に向けた海と山の自然を活用したスローライフが楽
しめるまちづくり

特定非営利活動法人　ニュースタート
事務局

千葉県市川市 大規模団地の地域活性化方策検討調査

新宿地域・大学とまちづくり研究会 東京都新宿区 新宿地域・大学都市構想検討調査

有限会社　毎日の生活研究所 東京都世田谷区 乳幼児期の活き活き公園利活用調査
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青梅市 東京都青梅市 『青梅』近未来型中核的都市づくり基礎調査

東京駅周辺防災隣組（地域協力会） 東京都千代田区
業務地区のＤＣＰ構想に展開させる防犯・防災情報システム構築調
査

特定非営利活動（ＮＰＯ）法人　産学連
携推進機構

東京都千代田区 先端技術を活用した「近未来型防犯・防災のまちづくり」調査

特定非営利活動法人　エヌピーオー・
フュージョン

東京都多摩市 「多摩みんなでつくる暮らしの安心づくり産業」のための基礎調査

新小岩南地域まちづくり協議会 東京都葛飾区
区境を越えた住民交流による『にぎわい・安全安心生活拠点』整備構
想策定に関する調査

足立区 東京都足立区 公的賃貸住宅団地建替に伴う居住者構成適正化方策の確立

新宿区 東京都新宿区
都心部における水とみどりのネットワークのよる自然環境の再生に関
する調査

東田端まちづくり協議会 東京都北区
「東田端レールパーク型まちづくり構想」の策定～広大な鉄道施設に
分断されたまちの再生

ＮＰＯ法人　運河を美しくする会 他 東京都 「海の生き物」の棲み処（すみか）づくり

財団法人　東京観光財団 東京都
オンリーワンの集客資源を活かした東京発「未来志向の都市観光事
業モデル」の創設

東京都 東京都 世界遺産の玄関口となる魅惑のまち小笠原の創出

戸塚駅西口第三地区まちづくりの会 神奈川県横浜市 新時代にマッチしたまちづくり計画策定のための調査研究

特定非営利活動法人　ITC横浜 神奈川県横浜市 横浜域内IT市場形成を核とする都市再生プロジェクト

川崎市 神奈川県川崎市 小杉駅周辺における望ましい都市型居住環境の創出

特定非営利活動法人　小田原まちづく
り応援団

神奈川県小田原市 小田原お堀端メインストリートプログラムの策定と社会実験調査

栃尾市 新潟県栃尾市
謙信を育てた里づくりとしてまちなか再生を図る雁木空間形成システ
ム構築の調査

新潟商工会議所 新潟県新潟市 都市型観光推進のための街路空間軸景観整備方策調査

阿賀野市 新潟県阿賀野市
道の駅を核としたフィンランド型福祉のまちづくりモデル検討調査　～

超高齢社会への挑戦！～

チーム黒塀プロジェクト 新潟県村上市
城下町村上・市民の心意気で作る景観再生モデル地区
黒塀による景観社会実験と、石畳化に向けた住民協定締結

長岡市 新潟県長岡市 中山間地域（旧山古志村）における復興住宅モデル調査
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塩沢町 新潟県塩沢町
スキー観光の活性化と市街地活性化に向けたリノベーションシステム
の構築調査

富山市 富山県富山市 中心市街地の小学校統合に伴う跡地等の活用可能性調査

立山ヒーリング・ツーリズム協議会 富山県立山町 立山エリア再生における自然・文化・知的財産の活用調査事業

ＮＰＯ法人　ござっせ倶楽部 石川県能美市 新市連携による九谷焼の里再生調査

石川県 石川県白山市 合併市におけるコンパクトシティ化モデル調査

ＫＣＳネットワーク 石川県金沢市
石川の姉妹都市交流再考と次代の都市再生に向けた新ネットワーク
デザインの構築

加賀市 石川県加賀市
城下町｢大聖寺｣・歴史を語る町屋の再生（蘇生＆リユース）による新
たなる居住提案への挑戦          ・・｢歩いて暮らせるまち｣・・

特定非営利活動法人　かわだ夢グリー
ン

福井県鯖江市 うるしの里の福井豪雨水害からの復興まちづくり活動調査

特定非営利活動法人　えがおつなげて 山梨県 都市農山村交流による観光立県やまなしのモデル調査開発

松本市 長野県松本市 「新たな土地利用マネジメント」調査事業

長野県 長野県軽井沢町 国際親善文化観光都市「KARUIZAWA」の顔づくり

佐久市 長野県佐久市 メディカルハイウエイオアシス構想事業実施可能性調査

（財）川上村振興公社 長野県川上村
首都圏４市と連携した体験・交流促進事業の推進と公社の自立に関
する調査

美濃加茂市 岐阜県美濃加茂市
中山道太田宿・日本ライン下り等を生かした、歩いて楽しい中心市街
地の再生計画検討調査

下呂温泉ゆのまち散歩道の会 岐阜県下呂市 下呂温泉地区の「歩いて楽しい街並み景観・風景」形成調査

岐阜県、羽島市 岐阜県羽島市
新幹線岐阜羽島駅及び名神高速道路羽島ＩＣを活用した観光・交流
拠点形成促進調査

岐阜市、（財）岐阜市にぎわいまち公社 岐阜県岐阜市 柳ヶ瀬地区における潜在的建替え需要の顕在化調査

沼津駅南商店街再生協議会 静岡県沼津市
複数商店街の競争・連携による“美しい街づくり”を通した街なか再生
方策の検討調査

財団法人　浜松まちづくり公社 静岡県浜松市 歴史的まち並みを生かした地域活性化に向けた基礎調査

大浜地区歩いて暮らせる街づくり推進
委員会

愛知県碧南市 路地のたたずまいの保全推進のための合意形成調査
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西尾市商業協同組合 愛知県西尾市
六万石城下町のコンパクト市街地再生調査ー天守をシンボルとする
景観まちづくり－

 「ものづくり文化の道」推進協議会 愛知県名古屋市 「ものづくり文化の道」形成推進調査

町衆コラボ寄合、観光文化交流研究
会、日本ライン広域観光推進協議会

愛知県犬山市
町衆による現代の「宿（語り部×空間）」を活用した観光交流の魅力
再構築調査

社団法人　東三河地域研究センター 愛知県豊橋市
三河港国際自動車交流拠点（MIKAWA PORT MOTOR MESSE）実現
に関する調査

海ぼうず運営委員会 三重県南勢町
高齢者の知恵を生かした伊勢の南玄関地域の「交流・継承・体感」事
業

鳥羽商工会議所 三重県鳥羽市
鳥羽城趾・旧城下町遺構を活かした都市観光まちづくりと歩行者回遊
ネットワーク整備に関する調査

ＮＰＯ法人　西大津周辺防犯推進協議
会

滋賀県大津市 「まちの保安官」が支える西大津の安全・安心まちづくり

大津市 滋賀県大津市
大津百町都市水路計画調査検討業務～地域の水辺を活かしたコミュ
ニティ活動の活性化

「湖の駅」ネットワーク推進協議会 滋賀県大津市 湖をつなぐ駅づくり検討調査

舞鶴市、京都・まいづる立命館地域創
造機構（ＭＩＲＥＣ）

京都府舞鶴市 「北東アジア地域情報館」構築を目指した地域創造戦略調査

木津町 京都府木津町 木津町東部地区都市再構築ビジョン検討及び社会実験

（財）京都市景観・まちづくりセンター，
立誠まちづくり委員会

京都府京都市
木屋町・都心繁華街の安心・安全のコミュニティの形成と地域景観の
創造

千本ふるさと共生自治運営委員会 京都府京都市 共生・永住・自治のまち「千本」活性化プロジェクト調査

都市居住推進研究会 京都府京都市
循環型地域経済に貢献する「京都こだわり住宅」のモデル構築に向
けた実践的取り組み

大阪府 大阪府大阪市 水都大阪「水辺ウォーク」プロジェクト

大阪府・高槻市（H17.7　芥川・ひとと魚
にやさしい川づくり実行委員会設立予
定）

大阪府高槻市 「芥川・ひとと魚にやさしい川づくり」プロジェクト

特定非営利活動法人　　環境教育技術
振興会

大阪府 大阪湾ダイビングスポット創造プロジェクト

大阪安全・安心まちづくり支援ＩＣＴ活用
協議会

大阪府 ＩＴ（ＩＣタグ）を活用した生徒の安全・安心確保システム構築事業

財団法人　大阪地域振興調査会（八軒
家浜・中之島舟運活性化連絡会議事務
局）

大阪府 八軒家浜の運営管理に関する調査

豊中市 大阪府豊中市
成熟都市におけるコミュニティ・ディベロップメント手法開発モデル調
査─　中心市街地地区における商業集積像の形成および規制誘導
型商店街再生戦略を中心に
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堺市 大阪府堺市
都市水路（狭山池・仁徳陵ネットワーク再生水路）調査～水辺をむす
び観光資源化を目指したまちづくり

堺千年の森クラブ 大阪府堺市 森づくり活動を通して展開する市街地における緑化推進

寝屋川市 大阪府寝屋川市
「寝屋川市におけるゲーム・ＣＧを活用したまちづくり～ゲームでつく
る人・まち・みち」構想策定調査

ミナミ歓楽街環境浄化推進協議会 大阪府大阪市 歓楽街における安全なまちづくりの推進調査

藤井寺市 大阪府藤井寺市
遣唐留学生「井真成」の歴史遺産を新たに市民のシンボルとした市
の活性化

大阪市 大阪府大阪市
エネルギー的観点からみた環境性向上に資するのまちづくり検討調
査

せんばＧＥＮＫＩの会 大阪府大阪市
地域活動グループと大学等の協働による＜学びの場＞を核とする都
心再生調査

姫路市 兵庫県姫路市
姫路市都心地区における都市環境改善へ向けた歩行者専用・優先
ゾーン形成調査

国立大学法人　神戸大学 兵庫県朝来市 鉱山産業遺構を活用したまちの再生戦略調査

伊丹市 兵庫県伊丹市
清酒発祥の地における歴史・文化資源を活かした都市ブランド戦略プ
ロジェクト調査

赤穂市 兵庫県赤穂市 赤穂緞通や塩を活かした創造的な滞在型観光サービス開発調査

甲子園口地区まちづくり協議会 兵庫県西宮市 自転車を最大限に生かした甲子園口コンパクトタウン推進計画

逆瀬川都市再生モデル調査実行委員
会

兵庫県宝塚市
地域住民自ら創る「生活サービス拠点」としての再開発ビルの再生手
法調査

神戸市 兵庫県神戸市
神戸市中央区都市水路計画調査検討業務～自然の回廊を配したま
ちづくり

特定非営利活動法人　さんが俥座 奈良県奈良市 「奈良の街がセミナーハウス」プロジェクト実現化調査

高野町 和歌山県高野町 「宗教環境都市」高野山の「まちづくり計画」調査

倉吉市 鳥取県倉吉市
若者いきいきカフェ実験調査事業～大学と地域の連携による中心市
街地の再生

鳥取県 鳥取県鳥取市
鳥取沿岸の総合的な土砂管理を有効活用したNPOとの連携による海
岸利用及びまち活性化活動計画の検討

島根大学 島根県松江市
子どもと女性を犯罪から守る時空間、公共空間から見た地域防犯力
高度化調査

行って楽しい・迎えて嬉しい石見銀山
NPO

島根県奥出雲町 中国－韓国－日本 「新・鉄の道」による問題解決友好都市提携



調査名
推薦団体名
（実施地域）

応募団体名

別添資料

駅西地域街づくり協議会 岡山県岡山市 市民版駅西地区再生プランの策定

特定非営利活動法人　まちづくり推進
機構岡山

岡山県
住環境・まちづくりいきいき助け合いネットワークシステムに関する調
査

倉敷市 岡山県倉敷市
地方の既成市街地における小規模土地区画整理事業の有効活用検
討調査

竹原市 広島県竹原市
町並み保存地区における空家を活用した，地元地域学プログラム実
施による，新「まちなかコミュニティ」づくり

広島市 広島県広島市 流川・薬研堀地区安全なまちづくりの推進

周南市 山口県周南市 「駅と暮らそう！」駅まわり定住の推進

阿南市観光協会 徳島県 発光ダイオードで広がる「阿南光のまちづくり」の調査

上勝環境デザイン研究会 徳島県上勝町
上勝町での持続的地域づくりを目指した「多重連携交流芸術活動」の
基盤づくり

ＮＰＯ法人　子育て支援ネットワークとく
しま、徳島大学総合科学部

徳島県
ユニバーサルデザインの実現に向けた多様な主体の参加プロセス確
立に関する調査

かがわ建築市場協議会 香川県
間伐材の有効活用をはじめとした木材と建築のロジスティクス改革
及び ＩＴ高度利用住宅生産の連携による四国産材の促進と地産地消
のまちづくりの調査

社団法人　愛媛県紙パルプ工業会 愛媛県四国中央市 人工ゼオライトを活用した河川環境改善構想調査

道後温泉誇れるまちづくり推進協議会 愛媛県松山市
四国･松山･道後温泉歴史漂う景観まちづくり宣言(マニフェスト)検討
モデル調査

特定非営利活動法人　ソーホーベン
チャー協会

高知県高知市
コンセンサス・ビルディング手法による新たな中心市街地振興策の検
討調査

野市町 高知県野市町
「ｴｺﾃｰﾏﾊﾟｰｸﾀｳﾝ香南創造ﾌﾟﾗﾝ」・・・合併シナジー効果と地域資源の
有効活用によるまちづくり

須崎市 高知県須崎市 「太陽と森」クリーンエネルギーを活用したまちづくり

中村商工会議所 高知県四万十市 長期滞在型観光をめざすまちづくり調査

行橋市 福岡県行橋市 既存ストックを活用した新しい「まち」機能づくり調査

特定非営利活動法人　筑後川流域連
携倶楽部

福岡県久留米市 筑後川まるごと博物館を核とした，流域の“知的インフラ”形成

柳川市観光協会 福岡県柳川市 環境保全・景観形成をすすめ、街のにぎわいと観光産業の良循環を

久留米市 福岡県久留米市 中心市街地の活性化のための定住促進調査



調査名
推薦団体名
（実施地域）

応募団体名

別添資料

前原市 福岡県前原市 大学隣接集落地区における新しい学民連携の確立と門前町の形成

ひとりでも安全・安心まちづくり実行委
員会

福岡県北九州市
北九州市小倉都心部における防災まちづくりの一環として平時と災
害時における市民ネットワークの構築活動と地域防災の情報と知恵
を集約するプラットフォームづくりの計画調査

北九州市 福岡県北九州市
小倉駅～紫川河畔地域における水循環と連携したヒートアイランド対
策等調査事業

福岡県 福岡県福岡市
アジアに開かれた「ふくおか」にふさわしい健全な賑わいの創出のた
めのモデル調査

伊万里市 佐賀県伊万里市 中心市街地交流人口拡大作戦「表にとびだした古伊万里美術館」

佐世保市 長崎県佐世保市
キラキラ佐世保４０３地区中心市街地と連携した斜面地（密集市街
地）の住環境整備調査

NPO法人　髙瀬蔵 熊本県玉名市 循環型社会と高齢社会におけるまちなか住宅供給システムの調査

佐伯市 大分県佐伯市 九州一広いまちのまちなか再生

宮崎市、清武町、田野町 宮崎県宮崎市 ITと人のネットワークを融合した助け合いのまちづくり調査

宮崎県、宮崎市 宮崎県宮崎市
宮崎駅西口の低未利用公有地における民間資金を活用した賑わい
拠点、交通拠点の形成

特定非営利活動法人　ジュントス 鹿児島県西之表市
サーファーが伝統の地場産業を環境保全型として継承するまちづくり
構想策定調査

鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 かごしま安心安全セーフティネット構築調査

与那国町 沖縄県与那国町
「姉妹都市花蓮市との国境交流と多様な観光交流を通じた新しいま
ちづくり」（どうなんちま交流・再生プログラム）

沖縄県 沖縄県 複合交通結節施設を中心とした利便性の高いまちづくりモデル調査

NPO法人　エコ・ビジョン沖縄 沖縄県那覇市
ゼロエミッション構想に基づく「生ごみ循環」と、「食・農観光」の調査及
びプログラム開発

社団法人　沖縄市観光協会 沖縄県沖縄市 市民発「沖縄・中の町ミュージックタウン構想」の検討


