
地域連携軸構想名 地域連携軸構想
幹事地方公共団体

地域連携軸構想
推進組織名1

地域連携軸構想
推進組織名2

地域連携軸構想
推進組織名3

名称 北海道渡島支庁 青函インターブロック
交流圏構想推進協議会

所属部・課 北海道渡島支庁地域政策部地域政策課

郵便番号 041-8558 041-8558

ホームページアドレス 住所 函館市美原4-6-16 函館市美原　4-6-16

http://www.jomon.ne.jp/̃seikan01/ 電話番号 0138-47-9000 0138-47-9000

FAX 0138-47-9203 0138-47-9203

名称 - -(推進組織解散)

所属部・課 - -

郵便番号 - -

住所 - -

電話番号 - -

FAX - -

名称 秋田市 秋田・岩手地域連携軸
推進協議会

所属部・課 企画調整部・企画調整課

郵便番号 010-8560 010-8560

住所 秋田市山王1-1-1 秋田市山王1-1－1

電話番号 018-866-2032 018-866-2032

FAX 018-866-2278 018-866-2278

名称 宮城県 宮城・山形地域連携推進会議

所属部・課 企画部政策課

郵便番号 980-8570 980-8570

住所 仙台市青葉区本町3-8-1 仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号 022-211-2408 022-211-2408

FAX 022-211-2493 022-211-2493

名称 宮城県 南東北中枢広域都市圏
構想推進協議会

所属部・課 企画部政策課

郵便番号 980-8570 980-8570

ホームページアドレス 住所 仙台市青葉区本町3-8-1 仙台市青葉区本町3-8-1

http://www.renkei-sunplan.jp 電話番号 022-211-2408 022-211-2408

FAX 022-211-2493 022-211-2493

名称 福島県 茨城県地域計画課 栃木県地域振興課

所属部・課 企画調整部地域づくり領域

郵便番号 960-8670 310-8555 320-8501

ホームページアドレス 住所 福島市杉妻町2-16 水戸市笠原町978-6 宇都宮市塙田1-1-20

http://business2.plala.or.jp/fit21/ 電話番号 024-521-7119 029-301-2720 028-623-2256

FAX 024-521-7912 029-301-2739 029-623-2234

名称 - －（推進組織未設置）

所属部・課 - -

郵便番号 - -

住所 - -

電話番号 - -

FAX - -

名称 群馬県高崎市 北関東・新潟地域連携軸
推進協議会

所属部・課 市長公室企画調整課

郵便番号 370-8501 370-8501

ホームページアドレス 住所 高崎市高松町35-1 高崎市高松町35-1

http://www.city.takasaki.gunma.jp/sosiki/kikaku/renjiku/renjiku.htm 電話番号 027-321-1202 027-321-1202

FAX 027-330-1960 027-330-1960

名称 - 北関東自動車道建設促進
期成同盟

所属部・課 -

郵便番号 - 320-8501

住所 - 宇都宮市塙田1-1-20

電話番号 - 028-623-2396

FAX - 028-623-2397

名称 山梨県 中部日本横断自動車道
建設促進期成同盟会

山梨県中部横断自動車道
建設促進期成同盟会

中部西関東市町村
地域連携軸協議会

所属部・課 土木部高速道推進課

郵便番号 400-8501 400-8501 400-8501 400-8501

住所 甲府市丸の内1-6-1 甲府市丸の内1-6-1
高速道路推進課

甲府市丸の内1-6-1
高速道路推進課

甲府市丸の内1-6-1

電話番号 055-223-1692 055-223-1692 055-223-1692 055-223-1312

FAX 055-223-1693 055-223-1693 055-223-1693 055-223-1320

名称 長野県 －（推進組織未設置）

所属部・課 企画局企画課 -

郵便番号 380-8570 -

住所 長野市大字南字幅下692-2 -

電話番号 026-235-7012 -

FAX 026-235-7471 -
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中部縦貫地域連携軸構想

9

関東大環状連携軸構想

10

中部横断自動車道沿線連携軸構想

7

福島・新潟地域連携軸構想

8

北関東・新潟地域連携軸構想

5

南とうほくＳＵＮプラン

6

２１世紀ＦＩＴ構想

3

岩手・秋田地域連携軸構想

4 宮城・山形地域連携軸

31地域連携軸構想の幹事地方公共団体及び推進組織一覧

1

青函インターブロック交流圏構想

2

環十和田プラネット広域交流圏構想



地域連携軸構想名 地域連携軸構想
幹事地方公共団体

地域連携軸構想
推進組織名1

地域連携軸構想
推進組織名2

地域連携軸構想
推進組織名3

名称 愛知県 三遠南信地域整備連絡会議 三遠南信軸地域
交流ネットワーク会議

三遠南信地域
経済開発協議会

所属部・課 建設部道路建設課

郵便番号 460-8501 460-8501 440-8501 440-8508

住所 名古屋市中区三の丸3-1-2 名古屋市中区三の丸3-1-2 豊橋市今橋町1 豊橋市花田町字石塚42-1

電話番号 052-954-6545 052-954-6545 0532-51-2180 0532-53-7211

FAX 052-972-6417 052-972-6417 0532-56-5128 0532-53-7210

名称 愛知県 東海三県一市連絡協議会 東海環状道路建設促進
期成同盟会

東海環状地域整備
推進協議会

所属部・課 企画振興部企画課

郵便番号 460-8501 460-8501 500-8570 460-8501

住所 名古屋市中区三の丸3-1-2 名古屋市中区三の丸3-1-2 岐阜市藪田南2-1-1 名古屋市中区三の丸3-1-2

電話番号 052-954-6090 052-954-6090 - -

FAX 052-971-4723 052-971-4723 - -

名称 富山県 日本中央横断軸構想
推進協議会

所属部・課 経営企画部総合計画課

郵便番号 930-8501 930-8501

ホームページアドレス 住所 富山市新総曲輪1-7 富山市新総曲輪1-7

http://www.pref.toyama.jp/sections/1012/oudan/ 電話番号 076-444-3114 076-444-3114

FAX 076-444-3473 076-444-3473

名称 三重県 紀伊半島開発連絡協議会

所属部・課 総合企画局経営企画チーム

郵便番号 514-8570 514-8570

住所 津市広明町13 津市広明町13

電話番号 059-224-2089 059-224-2089

FAX 059-224-2069 059-224-2069

名称 - 京滋奈三・広域交流圏研究会

所属部・課 -

郵便番号 - 604-0862

住所 -
京都市中京区烏丸通夷川上ﾙ

京都商工会議所5F
（社）京都経済同友会事務局

電話番号 - 075-222-0881

FAX - -

名称 岐阜県 福井県 三重県 滋賀県

所属部・課 地域県民部地域計画局地域政策室

郵便番号 500-8570 910-8580 514-8570 520-8577

ホームページアドレス 住所 岐阜市藪田南2-1-1 福井市大手3-17-1 津市広明町13 大津市京町4-1-1

http://www.man-naka.org/  電話番号 ０５８-272-1111 0776-20-0225 059-224-2089 077-528-3315

(観光・産業関連のみ掲載） FAX 058-272-2574 0776-20-0623 059-224-2069 077-528-4830

名称 兵庫県 T・TAT地域連携軸推進連絡会議

所属部・課 県民政策部政策室総務課

郵便番号 650-8567 650-8567

ホームページアドレス 住所 神戸市中央区下山手通5-10-1 神戸市中央区下山手通5-10-1

http://www.t-tat.or.jp/ 電話番号 078-362-3216 078-362-3216

FAX 078-362-3705 078-362-3705

名称 - 瀬戸内海交流圏研究会

所属部・課 -

郵便番号 - 730-0041

住所 - 広島市中区小町4-33
中国電力3号館中四国経済連合会

電話番号 - 082-242-4511

FAX - 082-245-8305

名称 - -(推進組織解散)

所属部・課 - -

郵便番号 - -

住所 - -

電話番号 - -

FAX - -

名称 岡山県 西日本中央連携軸
推進協議会

所属部・課 企画振興部企画振興局

郵便番号 700-8570 700-8570

ホームページアドレス 住所 岡山市内山下2-4-6 岡山市内山下2-4-6

http://www.renkeijiku.net/ 電話番号 086-226-7251 086-226-7251

FAX 086-232-5354 086-232-5354

名称 広島県 中国四国地域連携軸推進会議

所属部・課 総務企画部政策企画局

郵便番号 730-8511 730-8511

ホームページアドレス 住所 広島市中区基町10-52 広島市中区基町10-52

http://www.bell.ne.jp/rainbow/ 電話番号 082-513-2410 082-513-2410

FAX 082-212-4015 082-212-4025
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西日本中央連携軸構想

22

中四国地域連携軸構想

19

瀬戸内海グランドデザイン

20

西瀬戸経済圏構想

17

福井・滋賀・三重地域連携軸構想

18

T・TAT地域連携軸構想

15

紀伊半島広域交流圏

16

京滋奈三・広域交流圏

13

東海環状軸

14

日本中央横断軸構想

12

三遠南信軸



地域連携軸構想名 地域連携軸構想
幹事地方公共団体

地域連携軸構想
推進組織名1

地域連携軸構想
推進組織名2

地域連携軸構想
推進組織名3

名称 - -(推進組織解散)

所属部・課 - -

郵便番号 - -

住所 - -

電話番号 - -

FAX - -

名称 - 東九州軸推進機構

所属部・課

郵便番号 810-0001

ホームページアドレス 住所 福岡市中央区天神1-10-24
（社）九州・山口経済連合会

http://www.higashikyushu.jp 電話番号 092-761-4261

FAX 092-724-2102

名称 - －（推進組織未設置）

所属部・課 - -

郵便番号 - -

住所 - -

電話番号 - -

FAX - -

名称 佐賀県 九州北部三県
広域連携推進協議会

北部九州福岡・佐賀・長崎
三県広域観光協議会

長崎街道沿線
自治体連絡会議

所属部・課 企画部・企画調整課

郵便番号 佐賀市城内1-1-59 840-8570 840-8570 850-8570

ホームページアドレス 住所 840-8570 佐賀市城内1-1-59 佐賀市城内1-1-59 長崎市江戸町2-13

http://fsn-3ken.jp/ 電話番号 0952-25-7369 0952-25-7369 0952-25-7098 095-826-9645

FAX 0952-25-7263 0952-25-7263 0952-25-7304 095-822-4103

名称 熊本県 有明海・八代海沿岸地域開発
及び交通体系に係る検討委員会

所属部・課 企画振興部企画課

郵便番号 862-8570 862-8570

ホームページアドレス 住所 熊本市水前寺6-18-1 熊本市水前寺6-18-1

http://ariake.kbc3.co.jp/ 電話番号 096-384-1591 096-384-1591

FAX 096-384-4066 096-384-4066

名称 長崎県 島原・天草・長島架橋
建設促進協議会

島原・天草・長島架橋
建設促進期成会連絡協議会

所属部・課 地域振興部地域政策課

郵便番号 850-8570 850-8570 855-8555

住所 長崎市江戸町2-13 長崎市江戸町2-13
長崎県地域政策課

島原市上の町537
島原市企画課

電話番号 095-826-9645 095-826-9645 0957-63-1111

FAX 095-822-4103 095-822-4103 0957-64-5525

名称 熊本県 中九州・地域高規格道路
促進期成会

所属部・課 企画振興部企画課

郵便番号 862-8570 869-2301

住所 熊本市水前寺6-18-1 阿蘇郡阿蘇町内牧261
阿蘇町役場

電話番号 096-384-1591 0967-32-1080

FAX 096-384-4066 0967-32-1560

名称 鹿児島県 熊本県 宮崎県

所属部・課 企画部企画調整課

郵便番号 890-8577 862-8570 880-8501

住所 鹿児島市鴨池新町10-1 熊本市水前寺6-18-1 宮崎市橘通東2-1-1

電話番号 099-286-2347 096-383-1111 0985-26-7115

FAX 099-286-5525 096-382-4066 0985-26-7331

名称 鹿児島県 沖縄県

所属部・課 企画部企画調整課

郵便番号 890-8577 900-857

住所 鹿児島市鴨池新町10-1 那覇市泉崎1-2-2

電話番号 099-286-2347 098-866-2026

FAX 099-286-5525 098-866-2351

（注）平成15年6月現在
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南の海洋連携軸構想
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中九州連携軸構想

30

南九州広域交流圏構想

27

有明海・八代海沿岸地域開発構想

28

九州西岸軸構想

25

九州中央軸構想

26

九州北部地域連携軸構想

23

日本海国土軸構想

24

東九州軸構想


