
№ 分　野 プロジェクト名称 場　　所

1 交通・流通
国際海上コンテナターミナル整備（名古屋港）、国
際海上コンテナターミナル（霞4号幹線）整備（四
日市港）

愛知県、三重県
http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/jigyou/data/pdf/h2304_shiryou
08.pdf

http://www.yokkaichi.pa.cbr.mlit.go.jp/kasumi4gou/kondankai/pd
f2/siryou6.pdf

2 交通・流通 名岐道路 愛知県一宮市～岐阜県岐阜市

3 交通・流通 一宮西港道路 愛知県一宮市～弥富市

4 交通・流通 新名神高速道路
愛知県海部郡飛島村～兵庫県神戸
市

http://www.c-nexco.co.jp/corporate/project/

5 交通・流通 国際物流ターミナル整備（三河港） 愛知県蒲郡市 http://www.mikawa.pa.cbr.mlit.go.jp/gaiyou/jigyou_mikawa.html

6 交通・流通 名鉄犬山線布袋駅付近鉄道高架事業 愛知県江南市 http://www.city.konan.lg.jp/machidukuri/tokei/tekkou.html

7 交通・流通
中部国際空港
機能強化（完全24時間化）

愛知県常滑市
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000046/46023/19k
okusaikuko.pdf

8 交通・流通 名浜道路 愛知県常滑市～蒲郡市 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSIKEKA/meihinroad.htm

9 交通・流通
名鉄名古屋本線・三河線（知立駅付近）連続立体
交差事業

愛知県知立市 http://www.city.chiryu.aichi.jp/0000001696.html

10 交通・流通 西知多道路 愛知県東海市～常滑市 http://www.pref.aichi.jp/dourokensetsu/nishichita/

11 交通・流通 新東名高速道路（第二東海自動車道） 愛知県東海市～神奈川県海老名市 http://www.c-nexco.co.jp/corporate/project/  

12 交通・流通 ＪＲ武豊線（半田駅付近）連続立体交差事業 愛知県半田市 http://www.city.handa.lg.jp/contents/30040017.html

13 交通・流通 名豊道路 愛知県豊橋市～名古屋市 http://www.cbr.mlit.go.jp/meishi/doro/23meiho/index.html

14 交通・流通 衣浦豊田道路 愛知県豊田市 http://www.pref.aichi.jp/0000018179.html http://www.aichi-dourokousha.or.jp/tk_s1.php

15 交通・流通 東海環状自動車道 愛知県豊田市～三重県四日市市 http://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/jimusho/toukaikanjyou/

16 交通・流通
守山パーキングエリアでのスマートインターチェン
ジ

愛知県名古屋市 http://www.cbr.mlit.go.jp/road/smart_ic/index.htm

17 交通・流通 名鉄名古屋本線連続立体交差事業 愛知県名古屋市
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-douro-
keikaku/iken2/by_pref/pdf22/851055.pdf

18 交通・流通 名古屋環状２号線
愛知県名古屋市、日進市、春日井
市、清須市、海部郡甚目寺町、大治
町、飛島村

http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000007697.html

19 交通・流通 名古屋瀬戸道路 愛知県名古屋市～瀬戸市 http://www.pref.aichi.jp/0000018804.html http://www.aichi-dourokousha.or.jp/nagoyaseto_s1.php

20 交通・流通 名古屋高速道路 愛知県名古屋市 http://www.nagoya-expressway.or.jp/
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21 交通・流通 名古屋港ふ頭再編改良事業 名古屋港金城ふ頭 http://www.mlit.go.jp/common/001082489.pdf

22 交通・流通 高山下呂連絡道路 岐阜県下呂市～高山市

23 交通・流通 濃飛横断自動車道 岐阜県郡上市～中津川市
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/zaisei-
yosan/yosan/yosan-gaiyo/23yosan-z-tousho-1.data/1-5-1-
2.pdf

24 交通・流通 富山高山連絡道路 岐阜県高山市～富山県富山市
http://www.pref.toyama.jp/sections/1510/ki/kitaagrseibijyoukyo
u.pdf

25 交通・流通 小松白川連絡道路 岐阜県白川村～石川県小松市 http://www.pref.ishikawa.jp/douken/komashira/

26 交通・流通 岐阜南部横断ハイウェイ 岐阜県美濃加茂市～大垣市

27 交通・流通 （仮称）海津スマートIC 岐阜県海津市 http://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/kisha/pdf/140808.pdf

28 交通・流通 国道19号　瑞浪恵那道路
岐阜県瑞浪市土岐町～恵那市武並
町

29 交通・流通
近鉄名古屋線（川原町駅付近）連続立体交差事
業

三重県四日市市 http://www.pref.mie.lg.jp/HKENSET/HP/htm/8-1.htm

30 交通・流通 四日市インターアクセス道路 三重県四日市市～菰野町
http://www.pref.mie.lg.jp/HKENSET/HP/original/R477/inter-
access.htm

31 交通・流通 伊勢志摩連絡道路 三重県志摩市～伊勢市 http://www.pref.mie.lg.jp/SKENSET/HP/images/231ip01.pdf

32 交通・流通 近畿自動車道紀勢線(尾鷲北ＩＣ～勢和多気ＩＣ）
三重県多気郡多気町～大阪府松原
市（うち、北牟婁郡紀北町までは紀勢
自動車道）

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisei/jigyou/kisei/index.html

33 交通・流通 鈴鹿亀山道路 三重県鈴鹿市～亀山市 http://www.pref.mie.lg.jp/DOROKI/HP/suzukame/

34 交通・流通 びわこ京阪奈線(仮称）鉄道構想 滋賀県米原市～京都府京田辺市
http://www.pref.shiga.jp/kakuka/h/kotsu-s/biwako-
keihanna.html

35 交通・流通 草津線複線化事業（ＪＲ草津線草津駅～柘植駅） 滋賀県草津市～三重県伊賀市
http://www.pref.shiga.jp/yosan/yosan21-tousyo/dobokukotu-
s.pdf

36 交通・流通 名神名阪連絡道路 滋賀県東近江市～三重県伊賀市

37 交通・流通 甲賀湖南道路 滋賀県甲賀市～栗東市

38 交通・流通 琵琶湖若狭湾快速鉄道（嶺南地域鉄道）
滋賀県高島市～福井県三方上中郡
若狭町

http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/tetudou/wakasawan/html
/project_outline_3.html

39 交通・流通 琵琶湖西縦貫道路 滋賀県長浜市～大津市

40 交通・流通 国際物流ターミナル整備（御前崎港） 静岡県御前崎市
http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/jigyou/data/pdf/h2201_shiryou
11.pdf

http://www.shimizu.pa.cbr.mlit.go.jp/port_omaezaki/index.html
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41 交通・流通 伊豆縦貫自動車道 静岡県沼津市～下田市 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/road/izu_jukan/index.html

42 交通・流通 国際海上コンテナターミナル整備（清水港） 静岡県静岡市 http://www.shimizu.pa.cbr.mlit.go.jp/port_shimizu/index.html

43 交通・流通 静岡南北道路 静岡県静岡市
http://www.city.shizuoka.jp/deps/doro1/doro_1_sisaku_doro_ya
mawakiooya_2005.html

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/18sai/2_h18_140.pdf

44 交通・流通 中部横断自動車道 静岡県静岡市～長野県小諸市 http://www.e-nexco.co.jp/open-chubu/
http://www.c-
nexco.co.jp/corporate/project/construction/tyuubu-oudan.html

45 交通・流通 静岡東西道路 静岡県静岡市～藤枝市
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/torikumi/shimizupi/index.ht
ml

46 交通・流通 金谷御前崎連絡道路 静岡県島田市～牧之原市
http://www.cbr.mlit.go.jp/guidance/yosan/h19/pdf/yosangaiyou
09.pdf

47 交通・流通 豊橋浜松道路 静岡県浜松市～豊橋市

48 交通・流通 国際物流ターミナル整備（田子の浦港） 静岡県富士市 http://www.shimizu.pa.cbr.mlit.go.jp/jimusho/gaiyou04.html http://www.shimizu.pa.cbr.mlit.go.jp/port_tagonoura/index.html

49 交通・流通 （仮称）三方原スマートインターチェンジ設置事業 静岡県浜松市東区
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/douro/traffic/sic/mikat
ahara.html

50 交通・流通 （仮称）館山寺スマートインターチェンジ設置事業 静岡県浜松市西区
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/douro/traffic/sic/kanza
nji.html

51 交通・流通 東海道本線袋井・磐田間新駅・自由通路 静岡県磐田市鎌田
http://www.city.iwata.shizuoka.jp/shimin/koutsu/shi
neki.php

52 交通・流通 国道1号　東駿河湾環状道路 静岡県沼津市岡宮～沼津市東椎路

53 交通・流通 金沢港整備事業 石川県金沢市 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanazawakouwan/p03a.html

54 交通・流通 金沢能登連絡道路 石川県金沢市～志賀町
http://www.pref.ishikawa.jp/douken/page3/office01/kanazawa_t
aduruhama.html

http://www.pref.ishikawa.jp/douken/page2/page22.html

55 交通・流通 金沢外環状道路 石川県金沢市他 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ishikawaciv/sotokan-umi.html http://www.pref.ishikawa.jp/douken/page2/page22.html

56 交通・流通 七尾港整備事業 石川県七尾市
http://www.hrr.mlit.go.jp/johokokai/hyouka/hyouka01/h22/h22_
4/h22-4_8_nanao.pdf

57 交通・流通 北陸新幹線白山総合車両所 石川県白山市　米永町　宮保町 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shink/hskstama9.html

58 交通・流通 能登空港インター道路 石川県輪島市 http://www.pref.ishikawa.jp/douken/page2/page22.html

59 交通・流通 能越自動車道 石川県輪島市～富山県砺波市
http://www.pref.ishikawa.jp/douken/page3/office01/nanaohimi.h
tml

60 交通・流通 （仮称）能美根上スマートインターチェンジ 石川県能美市
http://www.city.nomi.ishikawa.jp/photonews/Nomi_N
egami_smartIC_establishment.html

61 交通・流通 松本糸魚川連絡道路 長野県松本市～新潟県糸魚川市 http://www.pref.nagano.lg.jp/doboku/douken/matsuito/003.htm
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62 交通・流通 中部縦貫自動車道 長野県松本市～福井県福井市 http://www.cbr.mlit.go.jp/takayama/gaiyo/takakiyo.html

63 交通・流通 上信自動車道 長野県東御市～群馬県渋川市 http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/road/images/17shibun06.pdf

64 交通・流通 三遠南信自動車道 長野県飯田市～静岡県浜松市 http://www.cbr.mlit.go.jp/iikoku/seibi/sanen/

65 交通・流通 伊那木曽連絡道路 長野県木曽町～伊那市
http://www.pref.nagano.lg.jp/doboku/douken/naganodouro2011
/p18naga2011.pdf

66 交通・流通 中央新幹線（東京都・名古屋市間）
東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、
長野県、岐阜県、愛知県

http://company.jr-
central.co.jp/company/others/chuoshinkansen01.html

67 交通・流通 北陸新幹線 東京都～大阪府 http://www.h-shinkansen.gr.jp/

68 交通・流通 高岡環状道路 富山県高岡市 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3/05.pdf

69 交通・流通 富山外郭環状道路 富山県富山市
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/8590/1/22
jutenjigyo24.pdf

70 交通・流通 伏木富山港整備事業 富山県富山市、射水市、高岡市
http://www.hrr.mlit.go.jp/johokokai/hyouka/hyouka01/h19/h19_
2/h19-2~11toyamakou.pdf

71 交通・流通 福井港丸岡インター連絡道路 福井県坂井市 http://www.pref.fukui.jp/doc/koukikaku/tiikikoukikaku/tiiki.html

72 交通・流通 福井港整備事業 福井県坂井市、福井市
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kouwan/fukui/fukui06vision_d/fil
/003.pdf

73 交通・流通 福井外環状道路 福井県坂井市～福井市 http://www.pref.fukui.jp/doc/koukikaku/tiikikoukikaku/tiiki.html

74 交通・流通
敦賀港鞠山南地区　多目的国際ターミナル整備
事業

福井県敦賀市 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kigyo/terminal-plan.html

75 交通・流通 敦賀南スマートIC 福井県敦賀市
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/koho/shisei
_topics/h24/smart-ic_kyoka.html

76 交通・流通 （仮称）三方PAスマートIC 福井県若狭町

77 交通・流通 舞鶴若狭自動車道（近畿自動車道敦賀線） 福井県敦賀市～兵庫県三木市
http://www.pref.fukui.jp/doc/koukikaku/maiwaka/maiwakagaiyo
u.html

http://www.c-
nexco.co.jp/corporate/project/construction/maiduru-
wakasa.html

78
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

国営木曽三川公園 愛知県、岐阜県、三重県 http://www.kisosansenkoen.go.jp/

79
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

岩ケ池公園整備事業 愛知県刈谷市 http://www.iwagaike-park.com/index.html

80
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

亀城公園再整備事業 愛知県刈谷市
http://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/koen/kouen20
1302191043499.html

http://www.cbr.mlit.go.jp/takayama/gaiyo/takakiyo.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/road/images/17shibun06.pdf
http://www.cbr.mlit.go.jp/iikoku/seibi/sanen/
http://www.pref.nagano.lg.jp/doboku/douken/naganodouro2011/p18naga2011.pdf
http://www.pref.nagano.lg.jp/doboku/douken/naganodouro2011/p18naga2011.pdf
http://company.jr-central.co.jp/company/others/chuoshinkansen01.html
http://company.jr-central.co.jp/company/others/chuoshinkansen01.html
http://www.h-shinkansen.gr.jp/
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3/05.pdf
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/8590/1/22jutenjigyo24.pdf
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/8590/1/22jutenjigyo24.pdf
http://www.hrr.mlit.go.jp/johokokai/hyouka/hyouka01/h19/h19_2/h19-2%7E11toyamakou.pdf
http://www.hrr.mlit.go.jp/johokokai/hyouka/hyouka01/h19/h19_2/h19-2%7E11toyamakou.pdf
http://www.pref.fukui.jp/doc/koukikaku/tiikikoukikaku/tiiki.html
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kouwan/fukui/fukui06vision_d/fil/003.pdf
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kouwan/fukui/fukui06vision_d/fil/003.pdf
http://www.pref.fukui.jp/doc/koukikaku/tiikikoukikaku/tiiki.html
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kigyo/terminal-plan.html
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/koho/shisei_topics/h24/smart-ic_kyoka.htm
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/koho/shisei_topics/h24/smart-ic_kyoka.htm
http://www.pref.fukui.jp/doc/koukikaku/maiwaka/maiwakagaiyou.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/koukikaku/maiwaka/maiwakagaiyou.html
http://www.c-nexco.co.jp/corporate/project/construction/maiduru-wakasa.html
http://www.c-nexco.co.jp/corporate/project/construction/maiduru-wakasa.html
http://www.c-nexco.co.jp/corporate/project/construction/maiduru-wakasa.html
http://www.kisosansenkoen.go.jp/
http://www.iwagaike-park.com/index.html
http://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/koen/kouen201302191043499.html
http://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/koen/kouen201302191043499.html


№ 分　野 プロジェクト名称 場　　所 HP、資料のアドレス

81
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

羽黒中央公園整備事業 愛知県犬山市羽黒 http://www.city.inuyama.aichi.jp/profile/keikaku/pdf/003/02.pdf

82
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

愛・地球博記念公園 愛知県長久手市 http://www.aichi-toshi.or.jp/park/park(HP)/morikoro/

83
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

油ヶ淵水辺公園 愛知県碧南市、安城市 www.pref.aichi.jp/0000017784.html

84
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

中心市街地拠点整備事業 愛知県安城市
http://www.city.anjo.aichi.jp/event/minamimeiji/kyo
tenpaburikkukomento.html

85
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

東三河ふるさと公園 愛知県豊川市 http://www.aichi-toshi.or.jp/park/park(HP)/furusato/index.html

86
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

豊川市スポーツ公園 愛知県豊川市 http://www.city.toyokawa.lg.jp/munic/sports-koen.html

87
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

名古屋城本丸御殿の復元 愛知県名古屋市 www.hommaru-palace.city.nagoya.jp/

88
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

東山動植物園再生プラン 愛知県名古屋市 www.higashiyama.city.nagoya.jp/16_evolution/index.php

89
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

モノづくり文化交流拠点構想（金城ふ頭開発） 愛知県名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-12-0-0-0-0-
0-0-0.html

90
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

乙川リバーフロント地区整備事業 愛知県岡崎市康生町 http://www.okh21.org/project/19

91
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

第３２回全国都市緑化あいちフェア
愛知県長久手市（愛・地球博記念公
園） http://www.aichi-fair2015.jp/

92
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

岐阜公園再整備事業 岐阜県岐阜市
http://www.city.gifu.lg.jp/secure/15893/shiryou_gifukouen_bosy
uu.pdf

93
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

岐阜市鷺山エリア福祉ゾーンの整備 岐阜県岐阜市早田・鷺山・則武地区

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-
fukushi/fukushi/shogai/sesakukyogikai/index.data/2
6-3siryou7.pdf

94
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

海上アクセス拠点「津なぎさまち」周辺整備 三重県津市
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1215/article.php?ar
ticleid=20

95
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

津市産業・スポーツセンター整備事業 三重県津市 http://www.info.city.tsu.mie.jp/uploads/photos/19692.pdf

96
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

新生美術館整備事業 滋賀県大津市
http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/a/kikaku/press/
131225kihonkeikakusakutei.html

http://www.city.inuyama.aichi.jp/profile/keikaku/pdf/003/02.pdf
http://www.aichi-toshi.or.jp/park/park(HP)/morikoro/
http://www.pref.aichi.jp/0000017784.html
http://www.city.anjo.aichi.jp/event/minamimeiji/kyotenpaburikkukomento.html
http://www.city.anjo.aichi.jp/event/minamimeiji/kyotenpaburikkukomento.html
http://www.aichi-toshi.or.jp/park/park(HP)/furusato/index.html
http://www.city.toyokawa.lg.jp/munic/sports-koen.html
http://www.hommaru-palace.city.nagoya.jp/
http://www.higashiyama.city.nagoya.jp/16_evolution/index.php
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-12-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-12-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.okh21.org/project/19
http://www.aichi-fair2015.jp/
http://www.city.gifu.lg.jp/secure/15893/shiryou_gifukouen_bosyuu.pdf
http://www.city.gifu.lg.jp/secure/15893/shiryou_gifukouen_bosyuu.pdf
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/fukushi/shogai/sesakukyogikai/index.data/26-3siryou7.pdf
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/fukushi/shogai/sesakukyogikai/index.data/26-3siryou7.pdf
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/fukushi/shogai/sesakukyogikai/index.data/26-3siryou7.pdf
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1215/article.php?articleid=20
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1215/article.php?articleid=20
http://www.info.city.tsu.mie.jp/uploads/photos/19692.pdf
http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/a/kikaku/press/131225kihonkeikakusakutei.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/a/kikaku/press/131225kihonkeikakusakutei.html


№ 分　野 プロジェクト名称 場　　所 HP、資料のアドレス

97
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

（仮称）竹町都市公園 滋賀県近江八幡市竹町

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.p
hp?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd
5=0&bn_cd=2

98
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

南アルプスユネスコエコパークの登録推進

静岡県静岡市、川根本町
長野県飯田市、伊那市、富士見町、
大鹿村
（※当プロジェクトには山梨県韮崎
市、南アルプス市、北杜市、早川町も
含まれる。）

http://www.city.shizuoka.jp/deps/seiryuu/minami-
alps_br.html

99
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク
長野県伊那市、飯田市、富士見町、
大鹿村

http://www.city.shizuoka.jp/deps/seiryuu/minami-
alps_br.html

100
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

藤枝総合運動公園 静岡県藤枝市 http://www.fujiedascp.com/

101
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

熱海港海岸環境整備事業 静岡県熱海市
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-820/c-
jigyou/nagisa.html

102
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

清水港海づり公園代替施設の整備 静岡県静岡市清水区清水港内

103
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

富士山世界遺産センター（仮称） 静岡県富士宮市
http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-
150/sekai_112-1.html

104
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

金沢城公園整備事業 石川県金沢市 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kouen/siro/kanazawajyo.html

105
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

サイエンスヒルズこまつ 石川県小松市 http://www.city.komatsu.lg.jp/5793.htm

106
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

白山手取川ジオパーク 石川県白山市 http://hakusan-geo.main.jp/

107
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

加賀大聖寺藩十万石文化再生事業 石川県加賀市

108
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

国営アルプスあづみの公園 長野県安曇野市、大町市 http://www.azumino.go.jp/

109
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

松本城南・西外堀復元事業 長野県松本市
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/kyoikuiinkai/kaigi
roku/gijirokushiryo23_1.files/231215teirei09kaigirokushiryo2.pdf

110
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

舞台芸術特区TOGA構想 富山県南砺市 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1718/kj00003209.html

111
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

北アルプスゴールデンルート
富山市～高山市～松本市～糸魚川
市～富山市

http://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/kankou/goldenroute/

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=2
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=2
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=2
http://www.city.shizuoka.jp/deps/seiryuu/minami-alps_br.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/seiryuu/minami-alps_br.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/seiryuu/minami-alps_br.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/seiryuu/minami-alps_br.html
http://www.fujiedascp.com/
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-820/c-jigyou/nagisa.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-820/c-jigyou/nagisa.html
http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-150/sekai_112-1.html
http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-150/sekai_112-1.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kouen/siro/kanazawajyo.html
http://www.city.komatsu.lg.jp/5793.htm
http://hakusan-geo.main.jp/
http://www.azumino.go.jp/
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/kyoikuiinkai/kaigiroku/gijirokushiryo23_1.files/231215teirei09kaigirokushiryo2.pdf
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/kyoikuiinkai/kaigiroku/gijirokushiryo23_1.files/231215teirei09kaigirokushiryo2.pdf
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1718/kj00003209.html
http://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/kankou/goldenroute/


№ 分　野 プロジェクト名称 場　　所 HP、資料のアドレス

112
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

立山黒部ジオパーク
富山県東部（富山市、魚津市、滑川
市、黒部市、舟橋村、上市町、立山
町、入善町、朝日町）

http://tatekuro.jp/

113
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

新富山県立近代美術館（仮称） 富山県富山市
http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/newmus
eum/newmuseum.htm

114
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 福井県勝山市 http://www.city.katsuyama.fukui.jp/geopark/

115
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

勝山市新体育館 福井県勝山市
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=19
50

116
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

福井県EV・PHVタウン構想 福井県全域
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=9c2f2G123476
6084d5&y=2009&m=3

117
観光・文

化・教育・ｲ
ﾍﾞﾝﾄ

福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会
福井県全域、石川県金沢市、静岡県
御殿場市

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/024610/kokutaitop2
014.html

118
産業・技
術・情報

中部地域八ヶ岳構造創出戦略
○次世代自動車関連ビジネス
○航空機関連ビジネス
○ヘルスケア産業
○グリーン・アンド・クリーン・ビジネス

愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石
川県

http://www.chubu.meti.go.jp/jisedai/cykss.html

119
産業・技
術・情報

あいち臨空新エネルギー実証研究エリア 愛知県常滑市 http://www.pref.aichi.jp/shin-san/shinene_area/index.html

120
産業・技
術・情報

「知の拠点あいち」 愛知県豊田市、瀬戸市 http://www.chinokyoten.jp/introduction.htm

121
産業・技
術・情報

ウェルネスバレー推進事業 愛知県大府市、知多郡東浦町
https://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=
5500

122
産業・技
術・情報

サイエンス・クリエイト21計画 愛知県豊橋市 http://www.city.toyohashi.aichi.jp/tech/sc_top.html

123
産業・技
術・情報

豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト 愛知県豊田市 http://www.teitanso-toyota-city.com/

124
産業・技
術・情報

低炭素社会モデル地区（とよたエコフルタウン） 愛知県豊田市 http://toyota-ecofultown.com/

125
産業・技
術・情報

豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業 愛知県豊田市、岡崎市 http://www.pref.aichi.jp/0000027472.html

126
産業・技
術・情報

北名古屋ごみ焼却工場建設事業 愛知県北名古屋市 https://www.city.kitanagoya.lg.jp/snew/2009/gomi4.php

127
産業・技
術・情報

なごやサイエンスパーク 愛知県名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000009870.html

128
産業・技
術・情報

航空機生産・整備拠点整備事業 愛知県西春日井郡豊山町

129
産業・技
術・情報

東海・北陸連携コンポジットハイウェイ構想
愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石
川県・福井県

http://www.chubu.meti.go.jp/c32automobile/141203
-1/index.html

http://tatekuro.jp/
http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/newmuseum/newmuseum.htm
http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/newmuseum/newmuseum.htm
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/geopark/
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=1950
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=1950
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=9c2f2G1234766084d5&y=2009&m=3
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=9c2f2G1234766084d5&y=2009&m=3
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/024610/kokutaitop2014.html
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/024610/kokutaitop2014.html
http://www.chubu.meti.go.jp/jisedai/cykss.html
http://www.pref.aichi.jp/shin-san/shinene_area/index.html
http://www.chinokyoten.jp/introduction.htm
https://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5500
https://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5500
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/tech/sc_top.html
http://www.teitanso-toyota-city.com/
http://toyota-ecofultown.com/
http://www.pref.aichi.jp/0000027472.html
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/snew/2009/gomi4.php
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000009870.html
http://www.chubu.meti.go.jp/c32automobile/141203-1/index.html
http://www.chubu.meti.go.jp/c32automobile/141203-1/index.html


№ 分　野 プロジェクト名称 場　　所 HP、資料のアドレス

130
産業・技
術・情報

愛知県庁水素社会普及啓発ゾーン 愛知県名古屋市中区
http://www.pref.aichi.jp/san-
kagi/shinene/suisozone/src/

131
産業・技
術・情報

愛知総合工科高等学校の整備促進
愛知県名古屋市千種区星が丘山手
107（元東山工業高校跡地）

http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000065
/65191/kihonkeikaku.pdf

132
産業・技
術・情報

テクノプラザ 岐阜県各務原市 http://www.gifu-techno.jp/

133
産業・技
術・情報

超深地層研究所計画 岐阜県瑞浪市 http://www.jaea.go.jp/04/tono/miu/mium.html

134
産業・技
術・情報

ソフトピアジャパン 岐阜県大垣市 http://www.softopia.or.jp/

135
産業・技
術・情報

多治見市モザイクタイルミュージアム 岐阜県多治見市
http://www.city.tajimi.lg.jp/kanko/mosaictilemuseum
_ouen.html

136
産業・技
術・情報

下呂市新クリーンセンター整備事業 岐阜県下呂市小川
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?cd=327
5

137
産業・技
術・情報

亀山・関テクノヒルズ 三重県亀山市 http://www.kameyama-t.jp/

138
産業・技
術・情報

津市新最終処分場建設事業 三重県津市
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/shobunjokensetsusuishi
nka/

139
産業・技
術・情報

津市リサイクルセンター建設事業 三重県津市
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1026/article.php?ar
ticleid=1

140
産業・技
術・情報

松坂市ごみ処理基盤施設整備事業（熱回収施
設・リサイクルセンター建設工事）

三重県松阪市
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/13291770856
64/index.html

141
産業・技
術・情報

（仮称）道の駅津かわげ 三重県津市
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1214/a
rticle.php?articleid=1

142
産業・技
術・情報

竜王岡屋の工業団地開発 滋賀県蒲生郡竜王町
http://www.pref.shiga.jp/kouhyo/chougi/200715/H200715okaya.
pdf

143
産業・技
術・情報

一般廃棄物処理施設 滋賀県近江八幡市竹町

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.p
hp?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd
5=0&bn_cd=10

144
産業・技
術・情報

静岡新産業集積クラスター 静岡県 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/

145
産業・技
術・情報

フォトンバレープロジェクト 静岡県西部地域 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/photon/index.html

146
産業・技
術・情報

フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト 静岡県中部地域 http://www.ric-shizuoka.or.jp/fsh/

147
産業・技
術・情報

ファルマバレープロジェクト 静岡県東部地域 http://www.fuji-pvc.jp/

148
産業・技
術・情報

いしかわ炭素繊維クラスター 石川県 http://www.isico.or.jp/soshiki/gijyutsu/carbon-c

149
産業・技
術・情報

いしかわサイエンスパーク 石川県能美市 http://www.ishikawa-sp.com/isp/index.html

http://www.pref.aichi.jp/san-kagi/shinene/suisozone/src/
http://www.pref.aichi.jp/san-kagi/shinene/suisozone/src/
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000065/65191/kihonkeikaku.pdf
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000065/65191/kihonkeikaku.pdf
http://www.gifu-techno.jp/
http://www.jaea.go.jp/04/tono/miu/mium.html
http://www.softopia.or.jp/
http://www.city.tajimi.lg.jp/kanko/mosaictilemuseum_ouen.html
http://www.city.tajimi.lg.jp/kanko/mosaictilemuseum_ouen.html
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?cd=3275
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?cd=3275
http://www.kameyama-t.jp/
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/shobunjokensetsusuishinka/
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/shobunjokensetsusuishinka/
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1026/article.php?articleid=1
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1026/article.php?articleid=1
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1329177085664/index.html
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1329177085664/index.html
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1214/article.php?articleid=1
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1214/article.php?articleid=1
http://www.pref.shiga.jp/kouhyo/chougi/200715/H200715okaya.pdf
http://www.pref.shiga.jp/kouhyo/chougi/200715/H200715okaya.pdf
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=10
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=10
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=17&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=10
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/photon/index.html
http://www.ric-shizuoka.or.jp/fsh/
http://www.fuji-pvc.jp/
http://www.isico.or.jp/soshiki/gijyutsu/carbon-c
http://www.ishikawa-sp.com/isp/index.html
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150
産業・技
術・情報

天龍峡エコバレープロジェクト 長野県飯田市
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/service/detail.jsp?id=
3361

151
産業・技
術・情報

北陸ライフサイエンスクラスター 石川県、富山県、福井県内各所 http://hiac.or.jp/cluster2/

152
産業・技
術・情報

革新的イノベーション創出プログラム（COI）「革新
材料による次世代インフラシステムの構築～安
全・安心で地球と共存できる数世紀社会の実現
～」

石川県、岐阜県内各所

153
産業・技
術・情報

山島地区新工業団地開発 石川県白山市
http://www.city.hakusan.lg.jp/kensetsubu/tosikeikak
u/toshikeikakugaiyou120605.html

154
産業・技
術・情報

長野県「地域イノベーション戦略」 長野県全域 http://www.tech.or.jp/cluster/

155
産業・技
術・情報

スーパークラスター（研究成果展開事業） 長野県全域

156
産業・技
術・情報

革新的イノベーション創出プログラム（COI） 長野県長野市 http://www.shinshu-u.ac.jp/coi/about/coi.php

157
産業・技
術・情報

富山県企業立地促進計画（第二期） 富山県内全域（山間部を除く） http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1307/kj00005524.html

158
産業・技
術・情報

エネルギー研究開発拠点化計画 福井県全域 http://www.pref.fukui.jp/doc/dengen/kyoten/kyotennka.html

159 治水・利水 豊川用水二期事業 愛知県、静岡県 http://www.pref.aichi.jp/0000018929.html

160 治水・利水 日光川水閘門改築事業 愛知県海部郡飛島村 http://www.pref.aichi.jp/0000032918.html

161 治水・利水 国営総合農地防災事業矢作川総合第二期事業
愛知県安城市、岡崎市、豊田市、知
立市、刈谷市、高浜市、碧南市、西尾
市

http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/kisocyou/html/pdf/y
asonikigaiyo.pdf

162 治水・利水 設楽ダム建設事業 愛知県北設楽郡設楽町 www.cbr.mlit.go.jp/shitara/00home/sitemap.html

163 治水・利水 堀川総合整備事業 愛知県名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-4-4-15-1-0-0-
0-0-0.html

164 治水・利水 庄内川河川改修事業（打出地区） 愛知県名古屋市

165 治水・利水 一級河川安永川都市基盤河川改修事業 愛知県豊田市
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/__icsFil
es/afieldfile/2009/10/26/aneikawa.pdf

166 治水・利水 国営施設機能保全事業尾張西部地区

愛知県名古屋市、一宮市、津島市、
江南市、稲沢市、愛西市、清須市、弥
富市、あま市、大治市、蟹江市、飛島
村

http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/kisocyou
/html/area-sub3.html

167 治水・利水 国営総合農地防災事業新濃尾地区 岐阜県岐阜市他、愛知県名古屋市他
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/sinnoubi/pages/11s
hinnoubi_toha/00.html

168 治水・利水 新丸山ダム建設事業
岐阜県加茂郡八百津町、岐阜県可児
郡御嵩町

www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/

http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/service/detail.jsp?id=3361
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/service/detail.jsp?id=3361
http://hiac.or.jp/cluster2/
http://www.city.hakusan.lg.jp/kensetsubu/tosikeikaku/toshikeikakugaiyou120605.htm
http://www.city.hakusan.lg.jp/kensetsubu/tosikeikaku/toshikeikakugaiyou120605.htm
http://www.tech.or.jp/cluster/
http://www.shinshu-u.ac.jp/coi/about/coi.php
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1307/kj00005524.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/dengen/kyoten/kyotennka.html
http://www.pref.aichi.jp/0000018929.html
http://www.pref.aichi.jp/0000032918.html
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/kisocyou/html/pdf/yasonikigaiyo.pdf
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/kisocyou/html/pdf/yasonikigaiyo.pdf
http://www.cbr.mlit.go.jp/shitara/00home/sitemap.html
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-4-4-15-1-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-4-4-15-1-0-0-0-0-0.html
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/__icsFiles/afieldfile/2009/10/26/aneikawa.pdf
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/__icsFiles/afieldfile/2009/10/26/aneikawa.pdf
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/kisocyou/html/area-sub3.html
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/kisocyou/html/area-sub3.html
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/sinnoubi/pages/11shinnoubi_toha/00.html
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/sinnoubi/pages/11shinnoubi_toha/00.html
http://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/
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169 治水・利水 西濃用水第二期農業水利事業
岐阜県大垣市、養老郡養老町、不破
郡垂井町、安八郡神戸町、揖斐郡揖
斐川町、大野町、池田町

http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/seinou/top.html

170 治水・利水 木曽川水系連絡導水路事業 岐阜県揖斐郡揖斐川町他 http://www.water.go.jp/chubu/kisodo/ http://www.pref.aichi.jp/0000013377.html

171 治水・利水 川上ダム建設事業 三重県伊賀市 http://www.water.go.jp/kansai/kawakami/

172 治水・利水 中勢用水農業水利事業 三重県津市、亀山市
http://www.maff.go.jp/tokai/seibi/kensetu/kisocyou/html/pdf/
chuseiyosui.pdf

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/jigyouhyouka/h23jizen/p
df/kouyou12.pdf

173 治水・利水 木曽川下流耐震・液状化対策 三重県桑名市　他

174 治水・利水 巴川総合治水対策 静岡県静岡市
http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki2/shizuoka/tomoegawa/9s
ougou/index.html

175 治水・利水 富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 静岡県静岡市　他

176 治水・利水 由比地区直轄地すべり対策事業 静岡市清水区

177 治水・利水 天龍川ダム再編事業
静岡県浜松市、愛知県北設楽郡豊根
村

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_dam/tenryu.html

178 治水・利水 沼川流域治水対策 静岡県沼津市
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ic
hiran/kensetsu/kasen/100mm/gaiyou.pdf

179 治水・利水 三峰川総合開発（美和ダム再開発） 長野県伊那市
http://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/jigyo/images/09gaiyou/2011g
aiyou_01.pdf

180 治水・利水 常願寺川水系直轄砂防事業 富山県富山市、中新川郡立山町
http://www.hrr.mlit.go.jp/johokokai/hyouka/hyouka01/h23/h23_
4/6.pdf

181 治水・利水 利賀ダム建設事業 富山県南砺市 www.hrr.mlit.go.jp/toga/

182 治水・利水 国営総合農地防災事業 庄川左岸地区
富山県高岡市、砺波市、小矢部市、
南砺市

http://www.city.tonami.toyama.jp/tonamisypher/ope
n_imgs/info/0000013322.pdf

183 治水・利水 足羽川ダム建設事業 福井県今立郡池田町 www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/

184 都市開発 JR尾張一宮駅前ビル整備事業 愛知県一宮市
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/machi/saikaihatu/ek
imae/index.html

185 都市開発 稲沢駅周辺整備事業 愛知県稲沢市
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/toshikeikaku/eki/top.h
tml

186 都市開発 岡崎市シビックコア地区整備事業 愛知県岡崎市 http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu3423.html

187 都市開発 東岡崎駅周辺地区整備推進事業 愛知県岡崎市 http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu7919.html

188 都市開発 JR春日井駅周辺整備 愛知県春日井市 http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kyoten/kasugaieki.html

189 都市開発 新城IC周辺整備事業 愛知県新城市 http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,17460,171,819,html
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http://www.hrr.mlit.go.jp/johokokai/hyouka/hyouka01/h23/h23_4/6.pdf
http://www.hrr.mlit.go.jp/johokokai/hyouka/hyouka01/h23/h23_4/6.pdf
http://www.hrr.mlit.go.jp/toga/
http://www.city.tonami.toyama.jp/tonamisypher/open_imgs/info/0000013322.pdf
http://www.city.tonami.toyama.jp/tonamisypher/open_imgs/info/0000013322.pdf
http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/machi/saikaihatu/ekimae/index.html
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/machi/saikaihatu/ekimae/index.html
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/toshikeikaku/eki/top.html
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/toshikeikaku/eki/top.html
http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu3423.html
http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu7919.html
http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kyoten/kasugaieki.html
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,17460,171,819,html


№ 分　野 プロジェクト名称 場　　所 HP、資料のアドレス

190 都市開発 東海市中心街整備 愛知県東海市
http://www.city.tokai.aichi.jp/~shoukou/sangyousinkou/sanngyo
usinnkou-img/000-gaiyos-riri-su.pdf

191 都市開発
豊田市駅前通り北地区第一種市街地再開発事
業

愛知県豊田市
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/aj00/aj04/1233770_7162
.html

192 都市開発 クオリティライフ21城北 愛知県名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-4-5-0-0-0-0-0-
0-0.html

193 都市開発 名駅一丁目１番計画北地区（仮称）建設事業 愛知県名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000018852.html

194 都市開発
名古屋駅新ビル計画
（名駅一丁目１番計画南地区（仮称）建設事業）

愛知県名古屋市
http://company.jr-central.co.jp/company/business/nagoya-
building/index.html

195 都市開発 鳴海駅前市街地再開発事業 愛知県名古屋市 http://www.nui.or.jp/project/narumi.htm

196 都市開発 築地ポートタウン計画 愛知県名古屋市
http://www.port-of-
nagoya.jp/topics/portnews/No.76/tukiji/index.html

197 都市開発 ささしまライブ24 愛知県名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-6-0-0-0-0-
0-0-0.html

198 都市開発 名古屋駅周辺地下公共空間整備 愛知県名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/00000
33/33322/siryou2-4.pdf

199 都市開発 愛知県医療療育総合センター（仮称） 愛知県春日井市神屋町

200 都市開発
小牧駅(こまきえき)周辺(しゅうへん)地区整備事
業

愛知県小牧市

201 都市開発 公立陶生病院新東棟建設工事 愛知県瀬戸市西追分町

202 都市開発
豊橋市駅前大通二丁目地区第１種市街地再開発
事業

豊橋市駅前大通二丁目地区

http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/8843/%E7%A
C%AC1%EF%BD%9E3%E5%8F%B7%E8%AD%B0%E6%A1
%88(%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%91).pdf

203 都市開発 岐阜羽島インター南部東地区地区計画 岐阜県羽島市
http://www.city.hashima.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3497
/burokkubetugaiyouzu231201.pdf

204 都市開発 つかさのまち夢プロジェクト 岐阜県岐阜市 http://www.city.gifu.lg.jp/13422.htm

205 都市開発 ２期岐阜市中心市街地活性化基本計画 岐阜県岐阜市 http://www.city.gifu.lg.jp/13693.htm

206 都市開発 市立恵那病院の再整備 岐阜県恵那市
http://www.city.ena.lg.jp/kurashi/life/iryoukenkou/setsubi/iryou
seibi/

207 都市開発 高山市シビックコア地区整備計画 岐阜県高山市 http://www.cbr.mlit.go.jp/eizen/policy/civic_core/06.htm

208 都市開発 大垣駅南街区第一種市街地再開発事業 岐阜県大垣市 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000016152.html

209 都市開発 日本まん真ん中美濃市まるごと川の駅構想 岐阜県美濃市 http://www.city.mino.gifu.jp/pages/3595

http://www.city.tokai.aichi.jp/%7Eshoukou/sangyousinkou/sanngyousinnkou-img/000-gaiyos-riri-su.pdf
http://www.city.tokai.aichi.jp/%7Eshoukou/sangyousinkou/sanngyousinnkou-img/000-gaiyos-riri-su.pdf
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/aj00/aj04/1233770_7162.html
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/aj00/aj04/1233770_7162.html
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-4-5-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-4-5-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000018852.html
http://company.jr-central.co.jp/company/business/nagoya-building/index.html
http://company.jr-central.co.jp/company/business/nagoya-building/index.html
http://www.nui.or.jp/project/narumi.htm
http://www.port-of-nagoya.jp/topics/portnews/No.76/tukiji/index.html
http://www.port-of-nagoya.jp/topics/portnews/No.76/tukiji/index.html
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000033/33322/siryou2-4.pdf
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000033/33322/siryou2-4.pdf
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/8843/%E7%AC%AC1%EF%BD%9E3%E5%8F%B7%E8%AD%B0%E6%A1%88(%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%91).pdf
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/8843/%E7%AC%AC1%EF%BD%9E3%E5%8F%B7%E8%AD%B0%E6%A1%88(%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%91).pdf
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/8843/%E7%AC%AC1%EF%BD%9E3%E5%8F%B7%E8%AD%B0%E6%A1%88(%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%91).pdf
http://www.city.hashima.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3497/burokkubetugaiyouzu231201.pdf
http://www.city.hashima.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3497/burokkubetugaiyouzu231201.pdf
http://www.city.gifu.lg.jp/13422.htm
http://www.city.gifu.lg.jp/13693.htm
http://www.city.ena.lg.jp/kurashi/life/iryoukenkou/setsubi/iryouseibi/
http://www.city.ena.lg.jp/kurashi/life/iryoukenkou/setsubi/iryouseibi/
http://www.cbr.mlit.go.jp/eizen/policy/civic_core/06.htm
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000016152.html
http://www.city.mino.gifu.jp/pages/3595
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210 都市開発 高山駅周辺整備 岐阜県高山市
http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000061/100
2140/1002145.html

211 都市開発
久居駅(ひさいえき)周辺(しゅうへん)地区整備事
業

三重県津市

212 都市開発 (仮称）市民総合交流センター 滋賀県草津市大路二丁目

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shi
keikaku/chikijinkensomubosai/kouryu-
kihonkousou.html

213 都市開発 中東遠総合医療センター 静岡県掛川市 http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/

214 都市開発 掛川駅前東街区再開発事業 静岡県掛川市駅前
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/keikaku/
torikumi/saikaihatu.html

215 都市開発 沼津駅周辺総合整備事業 静岡県沼津市 http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/station/

216 都市開発 交流拠点（日本平周辺）整備 静岡県静岡市
http://www.city.shizuoka.jp/deps/kouen-
seibi/nihondairakihon.html

217 都市開発 静岡都心整備 静岡県静岡市 http://www.gpo.co.jp/shizuoka/designmeeting/16d-2.pdf

218 都市開発 地域拠点（安倍川駅・草薙駅）整備 静岡県静岡市 http://www.city.shizuoka.jp/000112289.pdf

219 都市開発 東静岡副都心整備 静岡県静岡市
http://www.city.shizuoka.jp/deps/higasisizuoka/koshin_higashish
izuoka_index.html

220 都市開発 静岡県草薙総合運動場のリニューアル 静岡県静岡市 http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-560/renewal.html

221 都市開発 清水都心整備 静岡県静岡市 http://www.gpo.co.jp/shizuoka/designmeeting/16d-2.pdf

222 都市開発 袋井駅南北自由通路・南口駅前広場整備事業 静岡県袋井市
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kbn/16300020/16300020.ht
ml

223 都市開発 藤枝市中心市街地活性化事業 静岡県藤枝市 http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/jigyosha_chukatsu_about.html

224 都市開発 磐田駅周辺地区まちづくり計画 静岡県磐田市 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/toshiseibi/ekimachi.htm

225 都市開発 新所原駅周辺整備事業 静岡県湖西市 http://www.city.kosai.shizuoka.jp/4649.htm

226 都市開発 高塚駅南北自由通路・南口駅前広場整備事業 静岡県浜松市

227 都市開発 天竜川駅自由通路及び橋上駅舎化事業 静岡県浜松市東区

228 都市開発 市役所第一庁舎建設事業 長野県長野市 http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/city-hall/

229 都市開発 長野市芸術館建設事業 長野県長野市

http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000061/1002140/1002145.html
http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000061/1002140/1002145.html
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shikeikaku/chikijinkensomubosai/kouryu-kihonkousou.htm
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shikeikaku/chikijinkensomubosai/kouryu-kihonkousou.htm
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shikeikaku/chikijinkensomubosai/kouryu-kihonkousou.htm
http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/keikaku/torikumi/saikaihatu.html
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/keikaku/torikumi/saikaihatu.html
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/station/
http://www.city.shizuoka.jp/deps/kouen-seibi/nihondairakihon.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/kouen-seibi/nihondairakihon.html
http://www.gpo.co.jp/shizuoka/designmeeting/16d-2.pdf
http://www.city.shizuoka.jp/000112289.pdf
http://www.city.shizuoka.jp/deps/higasisizuoka/koshin_higashishizuoka_index.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/higasisizuoka/koshin_higashishizuoka_index.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-560/renewal.html
http://www.gpo.co.jp/shizuoka/designmeeting/16d-2.pdf
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kbn/16300020/16300020.html
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kbn/16300020/16300020.html
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/jigyosha_chukatsu_about.html
http://www.city.iwata.shizuoka.jp/toshiseibi/ekimachi.htm
http://www.city.kosai.shizuoka.jp/4649.htm
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/city-hall/
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230 都市開発 新幹線飯山駅関連事業 長野県飯山市
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shinkansen/shuhensei
bi/ekishuuhenkeikaku/seibikeikaku.htm

231 都市開発 第2期飯田市中心市街地活性化基本計画 長野県飯田市
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/open_imgs/info/000000005
9_0000007167.pdf

232 都市開発 高岡駅周辺整備事業 富山県高岡市
http://www.city.takaoka.toyama.jp/sangyo/shintakaokaeki/sebi/
index.html

233 都市開発 第２期高岡市中心市街地活性化基本計画 富山県高岡市
http://www.city.takaoka.toyama.jp/sangyo/0402/syokan/syougy
ou/cyushin/chushinindex.htm

234 都市開発
富山駅付近連続立体交差事業及び同駅周辺地
区土地区画整理事業

富山県富山市 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1506/kj00003011.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/ekishuhenseibika
/tochikukakuseirijigyo.html

235 都市開発
富山県リハビリテーション病院・こども支援セン
ター整備

富山県富山市 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1209/kj00012790.html

236 都市開発 富山市中心市街地活性化基本計画（第２期） 富山県富山市
http://www.city.takaoka.toyama.jp/shogyo/sangyo/shintakaokae
ki/chushinshigai/kihonkekaku.html

237 都市開発 福井駅周辺土地区画整理事業 福井県福井市 http://www.city.fukui.lg.jp/d360/station/kukakuseiri/gaiyou.html

238 都市開発 福井駅付近連続立体交差事業 福井県福井市 http://www.pref.fukui.jp/doc/ekisyuu/gaiyou.html http://www.pref.fukui.jp/doc/tokei/ekisyu.html

239 都市開発 福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業 福井県福井市
http://www.city.fukui.lg.jp/d360/compact/saikaihatu/nisiguti/ind
ex.html

240 総合特区
国際戦略総合特別区域
「アジア№1航空宇宙産業クラスター形成特区」

愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静
岡県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一
宮市、半田市、春日井市、津島市、安
城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南
市、小牧市、稲沢市、新城市、東海
市、大府市、知多市、尾張旭市、豊明
市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥
富市、みよし市、あま市、豊山町、大
口町、蟹江町、飛島村、岐阜市、大垣
市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪
市、恵那市、美濃加茂市、各務原市、
可児市、郡上市、梅津市、笠松町、垂
井町、神戸町、輪之内町、安八町、大
野町、坂祝町、川辺町、御嵩町、津
市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿
市、いなべ市、木曽岬町、東員町、飯
田市、松川町、高森町、喬木村、豊丘
村、浜松市、名古屋港管理組合の地
域

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_p
age/k5_koukuuutyuu.html

241 総合特区 とやま地域共生型福祉推進特区 富山県
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_p
age/t10_toyama.html

242 総合特区 ふじのくに先端医療総合特区 静岡県
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_p
age/t11_fuji.html

243 総合特区
未来創造「新・ものづくり」特区
新・産業集積エリア整備事業

静岡県浜松市
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_p
age/t12_hamamatsu.html

244 総合特区 次世代エネルギー・モビリティ創造特区 愛知県豊田市
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_p
age/t13_toyota.html

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shinkansen/shuhenseibi/ekishuuhenkeikaku/seibikeikaku.htm
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shinkansen/shuhenseibi/ekishuuhenkeikaku/seibikeikaku.htm
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/open_imgs/info/0000000059_0000007167.pdf
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/open_imgs/info/0000000059_0000007167.pdf
http://www.city.takaoka.toyama.jp/sangyo/shintakaokaeki/sebi/index.html
http://www.city.takaoka.toyama.jp/sangyo/shintakaokaeki/sebi/index.html
http://www.city.takaoka.toyama.jp/sangyo/0402/syokan/syougyou/cyushin/chushinindex.htm
http://www.city.takaoka.toyama.jp/sangyo/0402/syokan/syougyou/cyushin/chushinindex.htm
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1506/kj00003011.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/ekishuhenseibika/tochikukakuseirijigyo.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/ekishuhenseibika/tochikukakuseirijigyo.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1209/kj00012790.html
http://www.city.takaoka.toyama.jp/shogyo/sangyo/shintakaokaeki/chushinshigai/kihonkekaku.html
http://www.city.takaoka.toyama.jp/shogyo/sangyo/shintakaokaeki/chushinshigai/kihonkekaku.html
http://www.city.fukui.lg.jp/d360/station/kukakuseiri/gaiyou.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/ekisyuu/gaiyou.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/tokei/ekisyu.html
http://www.city.fukui.lg.jp/d360/compact/saikaihatu/nisiguti/index.html
http://www.city.fukui.lg.jp/d360/compact/saikaihatu/nisiguti/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/k5_koukuuutyuu.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/k5_koukuuutyuu.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t10_toyama.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t10_toyama.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t11_fuji.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t11_fuji.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t12_hamamatsu.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t12_hamamatsu.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t13_toyota.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t13_toyota.html
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245 総合特区 みえライフイノベーション総合特区 三重県
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_p
age/t28_mie.html

246 総合特区 ふじのくに防災減災・地域成長モデル総合特区 静岡県
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ic
hiran/toc_page/t34_bousai.html

247 総合特区
地域の“ものづくり力”を活かした「滋賀健康創生」
特区

滋賀県
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ic
hiran/toc_page/t39_shiga.html

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t28_mie.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t28_mie.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t34_bousai.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t34_bousai.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t39_shiga.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/t39_shiga.html
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