


東北地域のプロジェクト2008掲載機関のホームページ

地域 自治体・機関・団体等 ホームページ

青森県

青森県庁 http://www.pref.aomori.lg.jp/
（財）21あおもり産業総合支援センター http://www.21aomori.or.jp/
新むつ小川原㈱ http://www.shinmutsu.co.jp/
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
青森事務所 http://www.fvc.co.jp/base/aomori.html

岩手県

岩手県庁 http://www.pref.iwate.jp/
（財）いわて産業振興センター http://www.joho-iwate.or.jp/
岩手県工業技術センター http://www.pref.iwate.jp/~kiri/
（財）ふるさといわて定住財団 http://www.isop.ne.jp/f-iwate/
岩手県障害者作業所連絡協議会 http://www.isop.ne.jp/iwassrk/

宮城県

宮城県庁 http://www.pref.miyagi.jp/
仙台市役所 http://www.city.sendai.jp/
食材王国みやぎ http://www.foodkingdom-miyagi.jp/
（財）みやぎ産業振興機構 http://www.joho-miyagi.or.jp/
NPO法人　環境会議所東北 http://www.kk-tohoku.or.jp/
仙台フィンランド健康福祉センター http://sendai.fwbc.jp/index.htm

秋田県
秋田県庁 http://www.pref.akita.lg.jp/
（財）あきた企業活性化センター http://www.bic-akita.or.jp/
（財）秋田県林業公社 http://www11.ocn.ne.jp/~akita-rk/

山形県

山形県庁 http://www.pref.yamagata.jp/
（財）山形県産業技術振興機構 http://www.ypoint.jp/
有機エレクトロニクス研究所 http://www.organic-electronics.jp/
山形県工業技術センター http://www.yrit.pref.yamagata.jp/

福島県

福島県庁 http://www.pref.fukushima.jp/
2009年 FIS フリースタイルスキー世界選手権
猪苗代大会組織委員会事務局 http://www.inawashiro2009.jp/

第20回全国生涯学習フェスティバル実行委員会 http://www.manabipia2008.gr.fks.ed.jp/

新潟県
新潟県庁 http://www.pref.niigata.lg.jp/
新潟県担い手育成総合支援協議会 http://www.niikaigi-ninaite.jp/
（財）にいがた産業創造機構 http://www.nico.or.jp/
北海道・東北未来戦略会議 http://www.hokutou.jp/
北東北広域連携推進協議会 http://www.n-tohoku.gr.jp/
（社）東北経済連合会 http://www.tokeiren.or.jp/
㈱インテリジェント・コスモス研究機構 http://www.icr-eq.co.jp/
東北観光推進機構 http://www.tohokukanko.jp/
南東北中枢広域都市圏構想推進協議会 http://www.renkei-sunplan.jp/
東北地域新規事業化支援センター http://www.tokeiren.or.jp/nct/
（社）東北ニュービジネス協議会 http://www.tnb.or.jp/
東北経済産業局 http://www.tohoku.meti.go.jp/
東北地方整備局 http://www.thr.mlit.go.jp/
北陸地方整備局 http://www.hrr.mlit.go.jp/
東北農政局 http://www.maff.go.jp/tohoku/index.html
北陸農政局 http://www.maff.go.jp/hokuriku/
（独）都市再生機構 http://www.ur-net.go.jp/
東日本高速道路㈱ http://www.e-nexco.co.jp/
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 http://www.jrtt.go.jp/



事業地域：青　森　県

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1 1 9 10 19

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

美しいふるさとの水循
環推進プロジェクト

あおもり循環型社会創
造プロジェクト

県境不法投棄現場原状
回復対策事業 津軽ダム

2 31 32 45 74 75

産　業

岩木川左岸農業水利事
業

小田川二期農業水利事
業

「攻めの農林水産業」
総合販売戦略プロジェ
クト

むつ小川原開発 あおもり型産業創造育
成プロジェクト

76 77 78 94 95

あおもりウェルネスラ
ンド構想

あおもり農工ベスト
ミックス新産業創出構
想

青森県クリスタルバレ
イ構想

あおもりエコタウンプ
ラン

環境 ･エネルギー産業
創造特別区域計画

99 100 110 118

あおもりクリエイト
ファンド

あおもり元気企業チャ
レンジ基金

あおもりツーリズム創
造プロジェクト

しごと空間創造プロ
ジェクト

3 121 135

生活・都市
環境、住民
参加

コンパクトシティ構想 地域安全 ･防災推進プ
ロジェクト

4 144 145

医療・福祉 健康といのちの育み推
進プロジェクト

地域連携パス定着支援
事業

5 161 162 163 175

教育、文化・
スポーツ

自立する人づくり推進
プロジェクト

命を大切にする心を育
む県民運動推進事業

あおもりっ子育みプラ
ン21

新青森県総合運動公園
整備事業

6 204 206

広域交通・
通信、広域
活動

ユビキタスあおもり推
進プロジェクト

一般国道45号　上北
道路



事業地域：岩　手　県

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1 11 12 13 14 17

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

県境不法投棄事案に係
る環境再生事業

廃棄物適正処理監視等
推進事業

廃棄物処理モデル施設
整備事業

循環型地域社会形成推
進事業 一関遊水地

20

胆沢ダム

2 33 34 35 46 54

産　業

馬淵川沿岸農業水利事
業

いさわ南部農地再編整
備事業 和賀中部農業水利事業 いわて園芸産地力強化

推進事業
南いわての「食」戦略
的産業育成事業

66 71 73 79 80

森の国いわて木材流通
拡大促進事業

地域営漁計画推進特別
対策事業費補助

前浜資源活用連携促進
事業

自動車関連産業創出推
進事業

いわて戦略的研究開発
支援事業費

81 82 83 104 111

岩手県産業成長戦略～
潜在力を成長へ～

岩手県南広域ものづく
り力強化対策事業

岩手県沿岸圏域ものづ
くり産業振興事業

県北地域産業支援事業
費

県央滞在型広域観光振
興事業

112 113 114

未知の奥・平泉観光振
興事業

県北圏域着地型観光推
進事業

県北圏域三大クラス
ター推進事業費

3 136 139 140

生活・都市
環境、住民
参加

がけ崩れ危険住宅移転
促進事業

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業

いわてへの定住交流促
進

4 146

医療・福祉
自殺対策推進事業～い
のちとこころ、支える
いわて～

5 164 165

教育、文化・
スポーツ

すこやかサポート推進
事業 学習定着度状況調査

6 187 188 200 207

広域交通・
通信、広域
活動

東北横断自動車道釜石
秋田線　遠野～東和間

一般国道455号　北山
バイパス

釜石港湾口地区　防波
堤整備事業

一般国道45号　高田
道路



事業地域：宮　城　県

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1 2 3 4 5 6

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

「ダメだっちゃ温暖化」
みやぎ推進事業

地球温暖化対策地域推
進事業

伊豆沼・内沼環境保全
対策事業

百年の杜づくり推進事
業 みちのく環境管理規格

16 18

自然エネルギー等・省
エネルギー促進事業

鳴瀬川中流緊急対策特
定区間

2 36 47 52 84 85

産　業

鳴瀬川・大崎地区農業
水利事業

環境にやさしい農業推
進事業

アグリビジネス支援事
業

先端的医療・福祉産業
支援事業

情報産業振興戦略の推
進

86 96 105 106 107

仙台フィンランド健康
福祉センタープロジェ
クト

環境・リサイクル産業
団地整備事業

新事業・経営革新等支
援事業

ベンチャー育成ファン
ド事業 中小企業再生支援事業

119 120

障害者就労・雇用促進
事業

みやぎグローバルビジ
ネス総合支援事業

3 122 123 124 125 126

生活・都市
環境、住民
参加

仙台市高速鉄道東西線 仙台空港臨空都市整備
推進事業 “あすと長町 ”整備

仙塩広域都市計画事業
（仙台市荒井土地区画
整理事業）

仙塩広域都市計画事業
（仙台市仙台駅東第二
土地区画整理事）

130

国営みちのく杜の湖畔
公園整備事業

4 154 155

医療・福祉 ユニットケア推進事業 仙台市すこやか子育て
プラン推進事業

5 166 167 168 176 177

教育、文化・
スポーツ

県立高校将来構想推進
事業

個性かがやく高校づく
り推進事業 医療的ケア推進事業 仙台城跡整備事業 仙台国際音楽コンクー

ル

6 190 208

広域交通・
通信、広域
活動

一般国道47号　仙台
北部道路

一般国道45号　桃生
登米道路



事業地域：秋　田　県

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1 7 21 22 23

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

「水と緑の秋田県」創
造事業 砂子沢ダム建設事業 成瀬ダム 森吉山ダム

2 37 48 53 55 56

産　業

平鹿平野農業水利事業
目指せ “元気な担い
手 ”農業夢プラン応援
事業

フロンティア農業者研
修

首都圏マーケティング
強化事業

青果物等ビジネス活性
化マーケティング事業

57 67 68 97 101

食彩あきた推進事業 21秋田の森林づくり
事業

乾燥秋田スギ銘柄化促
進事業

秋田県北部エコタウン
計画

あきたアカデミーベン
チャーファンド

102 103 115

あきた産業人材育成支
援事業

高校生パワーアップ推
進事業

あきた農山村活性化総
合推進事業

3

生活・都市
環境、住民
参加

4 147 148 156 157

医療・福祉 厚生連病院施設整備助
成事業

心の健康づくり・自殺
予防対策事業

子どもを生み育てるこ
とに係る経済的負担の
軽減

こども総合支援エリア
整備事業

5

教育、文化・
スポーツ

6 209

広域交通・
通信、広域
活動

日本海沿岸東北自動車
道　大館北～小坂



事業地域：山　形　県

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1 24 25 26

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

留山川ダム整備事業 最上小国川ダム建設事
業 長井ダム

2 38 39 40 41 58

産　業

最上川中流農業水利事
業

最上川下流沿岸農業水
利事業

米沢平野二期農業水利
事業

水田畑地化基盤強化対
策事業

新山形県農産物等流通
戦略推進事業

59 87 88 89 90

やまがた食産業クラス
ター創造事業

山形有機エレクトロニ
クスバレー構想

超精密加工テクノロ
ジー開発支援事業

山形カロッツェリア型
ものづくり推進事業

山形セレクション推進
事業

116

「おいしい山形」観光
キャンペーン

3 127 128 131

生活・都市
環境、住民
参加

山形ニュータウン「蔵
王みはらしの丘」開発
整備事業

鶴岡第2地方合同庁舎 最上川ふるさと総合公
園

4 149 150

医療・福祉 ドクターバンク事業 がん医療高度化推進事
業

5 169

教育、文化・
スポーツ

山形県における「少人
数教育」

6 191 192 193 210

広域交通・
通信、広域
活動

一般国道112号　酒田
南拡幅事業

主要地方道山形天童線
道路改築事業 新庄酒田道路 一般国道13号　新庄

北道路



事業地域：福　島　県

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1 15 27

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

「もったいない」が生き
ている社会づくり事業 松川遊砂地

2 42 43 50 60 69

産　業

隈戸川農業水利事業 新安積農業水利事業 「環境と共生する農業」
推進事業

トレーサビリティ機能
アップ支援事業 森林環境基金事業

91 92

うつくしま次世代医療
産業集積プロジェクト
事業

半導体関連分野におけ
る新たな産業クラス
ターの形成

3 141 142

生活・都市
環境、住民
参加

7つの生活圏と6本の
連携軸

ふくしま環境・エネル
ギーフェア開催事業

4 158

医療・福祉 次世代育成支援対策

5 170 171 173 174 178

教育、文化・
スポーツ

第20回全国生涯学習
フェスティバル

声楽アンサンブルコン
テスト全国大会

地域を担う人材育成の
ための学習サポート事
業

LD等の中高連携型生
徒支援事業

2009年 FIS フリース
タイルスキー世界選手
権猪苗代大会

179

双葉地区教育構想推進
事業

6 194 195 201 211

広域交通・
通信、広域
活動

福島空港・あぶくま南
道路

会津縦貫北道路、会津
縦貫南道路、栃木西部・
会津南道路

小名浜港（東港地区）
小名浜港東港地区　多
目的国際ターミナル整
備事業



事業地域：新　潟　県

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1 8 28 29 30

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

トキをプロデュース・
野生復帰推進事業 大河津可動堰改築 統合河川環境整備事業 環境用水利活用促進事

業

2 44 49 61 62 63

産　業

柏崎周辺農業水利事業 経営体育成総合支援事
業

バイオリサーチパーク
構想

新潟市情報系ベン
チャー支援事業

（仮称）食と花のにい
がた交流センター整備
事業

64 65 70 93 108

（仮称）アグリパーク・
国際農業研究センター
整備事業

新潟市バイオマスタウ
ン構想

ふるさと越後の家づく
り事業

いきいき健康ビジネス
創出事業

にいがた産業夢おこし
基金

109

小規模農家集落営農支
援事業

3 129 132 133 134 137

生活・都市
環境、住民
参加

新潟駅付近連続立体交
差事業

奥只見レクリエーショ
ン都市公園整備 大潟水と森公園整備 県立野球場整備 危機管理センター

143

新・にいがた人応援事
業

4 151 152 153 159 160

医療・福祉 めざせ !!「健康にいが
た21」作戦

小児救急医療体制整備
事業

勤務医ショートサポー
ト事業

サテライト保育ママ事
業

にいがたっ子すこやか
パスポート

5 172 180

教育、文化・
スポーツ

いじめ根絶県民運動　
ストップ・ザ・いじめ

新埋蔵文化センター建
設事業

6 197 198 202 203 205

広域交通・
通信、広域
活動

上越魚沼地域振興快速
道路

日本海沿岸東北自動車
道　荒川～朝日

新潟空港国際トラン
ジット利用促進事業

北東アジア交流戦略事
業

オムニバスタウン新潟
　交通システム改善事
業



事業地域： 2 県以上

分野 プ ロ ジ ェ ク ト
1

国土・自然
環境、資源・
エネルギー

2 51　青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島

72　青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島

98　青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島・新潟

117　青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島・新潟

産　業 農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金

TOHOKUものづくり
コリドー（東北産業ク
ラスター計画）

東経連事業化センター
（東北地域新規事業化
支援センター）

東北観光推進機構

3 138　青森・岩手・秋田

生活・都市
環境、住民
参加

男女共同参画推進事業

4

医療・福祉

5

教育、文化・
スポーツ

6 181　青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島・新潟

182　青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島・新潟

183　青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島・新潟 184　青森・岩手・秋田 185　宮城・山形

広域交通・
通信、広域
活動

2030年に向けた東北
ビジョン～東アジアの
イノベーションランド
を目指して～

ほくとう戦略会議 東北インテリジェン
ト・コスモス構想 北東北広域連携構想

宮城・山形の連携に関
する基本構想「みらい
創造！MYハーモニー
プラン」

186　青森・新潟 189　岩手・秋田 196　山形・新潟 199　福島・新潟

整備新幹線（東北、北
陸） 盛岡秋田道路 新潟山形南部連絡道路 一般国道289号　八十

里越


