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「環境未来都市」構想推進協議会 構成員一覧（平成29年7月現在）

市区町村（１１６団体）
北海道釧路市 北海道帯広市 北海道下川町 北海道洞爺湖町 北海道ニセコ町 青森県青森市

岩手県大船渡市 岩手県陸前高田市 岩手県釜石市 岩手県住田町 宮城県仙台市 宮城県岩沼市

宮城県東松島市 福島県新地町 福島県南相馬市 茨城県土浦市 茨城県つくば市 茨城県東海村

栃木県宇都宮市 栃木県小山市 群馬県館林市 群馬県みなかみ町 埼玉県さいたま市 埼玉県川越市

埼玉県熊谷市 埼玉県川口市 埼玉県東松山市 埼玉県春日部市 埼玉県戸田市 千葉県柏市

千葉県流山市 千葉県浦安市 東京都千代田区 東京都中央区 東京都港区 東京都江東区

東京都豊島区 東京都荒川区 東京都板橋区 東京都武蔵野市 東京都調布市 神奈川県横浜市

新潟県新潟市 新潟県長岡市 新潟県柏崎市 新潟県見附市 新潟県上越市 富山県富山市

石川県加賀市 石川県羽咋市 山梨県山梨市 山梨県北杜市 長野県長野市 長野県飯田市

岐阜県岐阜市 岐阜県大垣市 岐阜県高山市 岐阜県中津川市 岐阜県各務原市 岐阜県白川町

岐阜県御嵩町 静岡県掛川市 愛知県名古屋市 愛知県豊橋市 愛知県刈谷市 愛知県豊田市

愛知県安城市 愛知県新城市 滋賀県彦根市 滋賀県近江八幡市 滋賀県守山市 滋賀県東近江市

滋賀県愛荘町 京都府京都市 京都府宮津市 京都府京丹後市 京都府木津川市 京都府京丹波町

大阪府大阪市 大阪府堺市 大阪府豊中市 大阪府吹田市 大阪府泉大津市 大阪府枚方市

大阪府門真市 兵庫県神戸市 兵庫県尼崎市 兵庫県加西市 兵庫県南あわじ市 奈良県生駒市

鳥取県鳥取市 島根県出雲市 岡山県岡山市 岡山県倉敷市 岡山県西粟倉村 広島県広島市

山口県宇部市 徳島県上勝町 徳島県那賀町 香川県高松市 愛媛県松山市 高知県高知市

高知県梼原町 福岡県北九州市 福岡県福岡市 福岡県岡垣町 長崎県長崎市 長崎県五島市

熊本県熊本市 熊本県水俣市 熊本県小国町 鹿児島県鹿児島市 沖縄県那覇市 沖縄県宮古島市

沖縄県南城市 沖縄県浦添市

道府県（４６団体）
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県

福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県

神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県

長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県

島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県

愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県

大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

関係各省（１１省庁）
内閣府 警察庁 総務省 外務省 財務省 文部科学省

厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省



関係政府機関（３０団体）
国立研究開発法人 科学技術振興機構 国立研究開発法人 建築研究所 国立研究開発法人 国立環境研究所

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構 独立行政法人 都市再生機構

地方共同法人 日本下水道事業団 公益財団法人
交通エコロジー・モビリティー財団 公益財団法人 地球環境戦略研究機関

公益財団法人 都市緑化機構 公益財団法人 日本下水道新技術機構 公益社団法人 日本交通計画協会

一般社団法人 イクレイ日本 一般財団法人 大阪科学技術センター 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構

一般財団法人 地域活性化センター 一般社団法人 都市エネルギー協会 一般社団法人 都市環境エネルギー協会

一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 一般財団法人 都市みらい推進機構 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所

一般社団法人 日本オーニング協会 一般社団法人 日本ガス協会 一般社団法人 日本機械工業連合会

一般社団法人 日本公園緑地協会 一般財団法人 日本国際協力システム 一般社団法人 日本ボイラ協会

一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター 一般財団法人 みなと総合研究財団 一般財団法人 民間都市開発推進機構

民間団体（５７団体）
株式会社安藤・間 株式会社インフォメックス 株式会社エックス都市研究所

株式会社エナジア 株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

特定非営利活動法人
エヌピーオー・フュージョン長池 エンコアード株式会社 大阪ガス株式会社

岡谷鋼機株式会社 オムロン株式会社 カーボンフリーコンサルティング株式会社

カルチュレード株式会社 株式会社九電工 グリーンブルー株式会社

株式会社グルディオ ＣＤＰ 株式会社ＪＴＢ首都圏

株式会社ＪＴＢ法人東京 株式会社事業革新パートナーズ 清水建設株式会社

シンフォニアテクノロジー株式会社 すてきナイスグループ株式会社 株式会社スーパーソフトウェア

住友商事株式会社 積水ハウス株式会社 第一交通産業株式会社

大成建設株式会社 大和ハウス工業株式会社 ＤＩＣ株式会社

株式会社東急エージェンシープロミックス 株式会社東急総合研究所 株式会社東京海上研究所

東京ガス株式会社 株式会社日経ＢＰ 株式会社日建設計総合研究所

日東電工株式会社 日発販売株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社

日本ユニシス株式会社 特定非営利活動法人 バイオマス産業機構 株式会社博報堂

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ＰｗＣコンサルティング合同会社 一般社団法人 東日本未来都市研究会

株式会社ファインテック 富士通株式会社 株式会社フルタイムシステム

マイクライメイトジャパン株式会社 株式会社ミチクリエイティブシティデザイ
ナーズ 株式会社三井住友銀行

株式会社三井物産戦略研究所 三菱自動車工業株式会社 ヤフー株式会社

横浜市資源リサイクル事業協同組合 株式会社リコー 株式会社ロスフィー



お問い合わせ先
内閣府 地方創生推進局
〒100-0014

東京都千代田区永田町1-11-39
永田町合同庁舎7F

TEL:03(5510)2199
E-mail:g.futurecity.council@cao.go.jp

※ 「環境未来都市」構想推進協議会へ加入希望の方は
上記アドレスまでご連絡ください。
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