
○事業実施地区一覧

no 都道府県名 地区名 愛称等 所在地 事業手法
施行面積

（ha）
1 北海道 篠路拓北 札幌ニュータウンあいの里 札幌市 区整 378.2

2 宮城県 利府沢乙 利府しらかし台 利府町 区整（個人） 123.2

3 茨城県 神立第一（土浦） 土浦市 区整（知事） 168.0

4 茨城県 神立第二 土浦市 区整（知事） 29.5

5 茨城県 岡郷釈迦山（総和） 古河市 工業団地 237.7

6 茨城県 駒羽根 古河市 区整（個人） 28.7

7 茨城県 石岡・柏原 石岡市 工業団地 165.9

8 茨城県 研究学園 筑波研究学園都市 つくば市 一団地 　 1,338.0

9 茨城県 研究学園（花室、大角豆、手代木） 筑波研究学園都市 つくば市 新住 260.4

10 茨城県 玉取 筑波研究学園都市 つくば市 区整 94.7

11 茨城県 下横場 筑波研究学園都市 つくば市 区整 70.7

12 茨城県 妻木苅間 筑波研究学園都市 つくば市 区整 276.5

13 茨城県 竹園 筑波研究学園都市 つくば市 区整 60.5

14 茨城県 小野川 筑波研究学園都市 つくば市 区整 24.9

15 茨城県 大角豆 筑波研究学園都市 つくば市 区整 18.9

16 茨城県 手代木 筑波研究学園都市 つくば市 区整 88.5

17 茨城県 上原 筑波研究学園都市 つくば市 区整 297.5

18 茨城県 小野崎 筑波研究学園都市 つくば市 区整 98.4

19 茨城県 羽成 筑波研究学園都市 つくば市 区整 67.5

20 茨城県 戸頭 取手市 区整 130.5

21 茨城県 北竜台 竜ヶ崎ニュータウン北竜台 龍ケ崎市 区整 326.5

22 茨城県 北守谷 常総ニュータウン北守谷 守谷市 区整 260.5

23 茨城県 南守谷 常総ニュータウン南守谷 守谷市 区整 158.9

24 茨城県 大生郷 常総市 工業団地 68.6

25 茨城県 龍ヶ岡 竜ヶ崎ニュータウン龍ヶ岡 龍ケ崎市 区整 344.8

26 茨城県 冬木 五霞原宿台 五霞町 区整 51.0

27 茨城県 南台 フローラルシティ石岡南台 石岡市 区整 74.3

28 茨城県 小絹 常総ニュータウン絹の台 つくばみらい市 区整 85.2

29 茨城県 龍ヶ崎（工業） つくばの里 龍ケ崎市 工業団地 89.6

30 茨城県 内守谷 常総ニュータウンきぬの里 常総市 区整 66.3

31 茨城県 豊里手子生 つくばテクノパーク豊里 つくば市 工業団地 69.0

32 茨城県 大砂（工業） つくばテクノパーク大穂 つくば市 工業団地 41.0

33 茨城県 桜柴崎 つくばテクノパーク桜 つくば市 区整 65.7

34 茨城県 牛久北部 人人ニュータウンひたち野中央 牛久市 区整 174.3

35 茨城県 土浦北（工業） テクノパーク土浦北 土浦市 工業団地 41.7

36 茨城県 下高井 取手ゆめみ野 取手市 区整 79.7

37 茨城県 東下根 人人ニュータウンひたち野中央 牛久市 区整 59.9

38 茨城県 中根・金田台 つくばガーデンシティ星都夢都 つくば市 区整 189.9

39 茨城県 葛城 研究学園葛城 つくば市 区整 484.7

40 茨城県 萱丸 つくばみどりの里 つくば市 区整 292.7

41 栃木県 犬伏新町（佐野） 佐野市 区整（個人） 19.6

42 栃木県 寺内長田（真岡第一） 真岡市 工業団地 175.4

43 栃木県 勝瓜（真岡第二） 真岡市 工業団地 130.9

44 栃木県 犬伏第一（佐野） 佐野市 工業団地 111.3

45 栃木県 大谷（真岡） 真岡市 区整（個人） 36.2

46 栃木県 鹿沼 鹿沼市 工業団地 132.6

47 栃木県 上野原（晃望台） 晃望台 鹿沼市 区整（個人） 8.9

48 栃木県 多功南原 テクノパークかみのかわ 上三川町 区整 31.7

49 栃木県 自治医科大学周辺 グリーンタウンしもつけ 下野市 区整 182.0

50 栃木県 間々田 グリーンタウン小山南 小山市 区整 52.6

51 栃木県 戸祭 戸祭台 宇都宮市 区整（個人） 30.1

52 栃木県 宇都宮テクノポリスセンター ゆいの杜 宇都宮市 区整 177.2

53 栃木県 東谷・中島 インターパーク宇都宮南 宇都宮市・上三川町 区整 137.5

54 群馬県 東部第一（高崎） 高崎市 区整（知事） 54.4

55 埼玉県 北所沢 所沢市 区整（知事） 80.0

56 埼玉県 大宮（住宅） さいたま市 区整（知事） 49.7

57 埼玉県 大宮（工業） さいたま市 区整（知事） 61.9

58 埼玉県 深谷 深谷市 区整（知事） 102.9

59 埼玉県 川越狭山（住宅） 川越市・狭山市 区整（知事） 67.5

60 埼玉県 川越狭山（工業） 川越市・狭山市 区整（知事） 180.1

61 埼玉県 原郷 深谷市 一般宅造 37.6

62 埼玉県 北坂戸 坂戸市 区整 120.4

63 埼玉県 冨士見（住宅） 坂戸市・鶴ヶ島市 区整 119.0

64 埼玉県 冨士見（工業） 川越市・坂戸市 区整 96.0

65 埼玉県 狭山台 狭山市 区整 104.1
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66 埼玉県 平沼 久喜市 区整 67.5

67 埼玉県 川越鶴ヶ島 かわつるグリーンタウン 川越市・鶴ヶ島市 区整 137.9

68 埼玉県 箕田赤見台 鴻巣市 区整 59.6

69 埼玉県 越谷 越谷市 流通団地 32.6

70 埼玉県 高坂丘陵 高坂ニュータウン 東松山市 区整 97.2

71 埼玉県 清久 久喜市 工業団地 68.8

72 埼玉県 花崎駅北 花崎さつき野 加須市 区整 52.5

73 埼玉県 飯能南台 ビックヒルズ飯能美杉台 飯能市 区整 104.7

74 埼玉県 浦和南部 うらわイーストシティ さいたま市 区整 45.8

75 埼玉県 杉戸西 杉戸高野台 杉戸町 区整 118.3

76 埼玉県 霞ヶ関 川越ニューシティいせはら 川越市 区整 69.8

77 埼玉県 加須大利根 加須市 区整（個人） 97.4

78 埼玉県 坂戸入西 坂戸ニューシティにっさい 坂戸市 区整 119.3

79 埼玉県 飯能大河原 ビックヒルズ飯能大河原 飯能市 区整 137.7

80 埼玉県 吉川 吉川きよみ野 吉川市 区整 62.6

81 埼玉県 吉川駅南 吉川駅みなみ 吉川市 区整 82.0

82 埼玉県 飯能南台第二 ビッグヒルズ飯能美杉台めぐみの丘 飯能市 区整 49.1

83 埼玉県 菖蒲北部 久喜市 区整 64.9

84 埼玉県 大宮西部 Liv-Field 西大宮 さいたま市 区整 115.5

85 埼玉県 越谷レイクタウン 越谷レイクタウン 越谷市 区整 225.6

86 埼玉県 三郷中央 三郷市 区整 114.8

87 埼玉県 八潮南部中央 八潮市 区整 72.1

88 埼玉県 高坂駅東口第二 うらら花高坂 東松山市 区整 58.9

89 埼玉県 岩槻南部新和西 みそのウィングシティ さいたま市 区整 73.8

90 埼玉県 浦和東部第二 みそのウィングシティ さいたま市 区整 183.2

91 千葉県 金ヶ作（常盤平） 常盤平 松戸市 区整 169.3

92 千葉県 五井市原（市原） 市原市 一般宅造 100.1

93 千葉県 北小金 小金原 松戸市 区整 230.4

94 千葉県 高根木戸 高根台 船橋市 区整（個人） 73.0

95 千葉県 北習志野 習志野台 船橋市 区整 147.9

96 千葉県 津田沼 袖ヶ浦 習志野市 埋立 109.5

97 千葉県 湖北台 我孫子市 区整 143.7

98 千葉県 新検見川 さつきが丘 千葉市 区整 77.6

99 千葉県 東寺山 みつわ台 千葉市 区整 102.3

100 千葉県 沼南台 大津ヶ丘 柏市 区整 111.8

101 千葉県 北柏 柏市 区整 109.9

102 千葉県 千葉東南部 Ctiy&Ctiyおゆみ野 千葉市 区整 605.0

103 千葉県 千原台 Ctiy&Ctiyちはら台 千葉市 区整 368.9

104 千葉県 潤井戸 うるいど南 市原市 区整 131.0

105 千葉県 浦安東 浦安マリナイースト21 浦安市 区整 232.6

106 千葉県 野田山崎 野田瑞季の街 野田市 区整 57.7

107 千葉県 萱田 八千代ゆりのき台 八千代市 区整 98.4

108 千葉県 南志津 志津 佐倉市 区整 66.7

109 千葉県 千葉北部（印西） 千葉ニュータウン 印西市・白井市 新住 1,840.0

110 千葉県 千葉北部（船橋） 千葉ニュータウン 船橋市 新住 90.0

111 千葉県 和良比 四街道美しが丘 四街道市 区整 40.9

112 千葉県 物井 ベリータウンもねの里 四街道市 区整 95.7

113 千葉県 千葉寺 青葉の森の街 千葉市 区整 55.3

114 千葉県 高柳西部第一 しいの木台 松戸市・柏市 区整 39.3

115 千葉県 高柳西部第二 しいの木台 柏市 区整 9.2

116 千葉県 西八千代北部 八千代緑が丘 はぐみの杜 八千代市 区整 140.5

117 千葉県 新鎌ヶ谷 鎌ヶ谷市 区整 59.1

118 千葉県 坪井 船橋美し学園 芽吹の杜 船橋市 区整 65.4

119 千葉県 酒々井南部 酒々井町 区整 71.7

120 千葉県 新市街地 流山おおたかの森 流山市 区整 275.0

121 千葉県 寺崎 佐倉てらさき 佐倉市 区整 46.3

122 千葉県 柏北部東 柏市 区整 128.0

123 千葉県 金田東 かずさアクアシティ 木更津市 区整 155.6

124 千葉県 流山運動公園南 流山市 区整（知事） 9.0

125 東京都 豊田（多摩平） 多摩平 日野市 区整 132.9

126 東京都 田無 ひばりが丘 西東京市・東久留米市 一般宅造 34.5

127 東京都 竹の塚 足立区 区整 100.0

128 東京都 北八王子 八王子市 区整 107.0

129 東京都 鶴川 町田市 区整 121.3

130 東京都 国立（国立富士見台） 国立富士見台 国立市 区整 92.8

131 東京都 栗原・六月町（栗原） 足立区 区整（組合） 9.0

132 東京都 青梅羽村（西東京） 青梅市・羽村市 区整 166.2
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133 東京都 久留米（滝山） 滝山 東久留米市・小平市 区整 155.8

134 東京都 千歳船橋（希望ヶ丘） 希望ヶ丘 世田谷区 区整（組合） 10.0

135 東京都 谷在家 足立区 区整（組合） 9.0

136 東京都 板橋 高島平 板橋区 区整 332.4

137 東京都 南多摩 多摩ニュータウン 多摩市・稲城市・八王子市 新住 1,429.3

138 東京都 北部流通 足立区 流通団地 33.0

139 東京都 宇津木台 八王子市 区整 77.0

140 東京都 鶴川第二 鶴川台 町田市 区整 64.3

141 東京都 南八王子 八王子みなみ野シティ 八王子市 区整 394.3

142 東京都 稲城堂ヶ谷戸 多摩ニュータウン 稲城市 区整 1.2

143 東京都 稲城竪台 多摩ニュータウン 稲城市 区整（組合） 7.1

144 神奈川県 生田（百合ヶ丘） 百合ヶ丘 川崎市 区整 60.8

145 神奈川県 岡本（大船） 鎌倉市 区整（市長） 36.4

146 神奈川県 第一（藤沢） 藤沢市 区整（市長） 45.8

147 神奈川県 相模原（大山） 相模原市 一般宅造 39.7

148 神奈川県 茅ヶ崎寒川 茅ヶ崎市 区整 15.9

149 神奈川県 寒川 寒川町 区整（知事） 21.9

150 神奈川県 馬入（平塚） 平塚市 区整（市長） 57.1

151 神奈川県 東生田 西三田 川崎市 区整 56.2

152 神奈川県 菅 寺尾台 川崎市 区整 24.0

153 神奈川県 洋光台 横浜市 区整 207.5

154 神奈川県 港南台 横浜市 区整 298.6

155 神奈川県 霧が丘 横浜市 区整 112.7

156 神奈川県 鳶尾 厚木市 区整 87.6

157 神奈川県 厚木流通 厚木市・平塚市 区整 26.9

158 神奈川県 鴨志田 横浜市 区整 55.9

159 神奈川県 西菅 川崎市 区整 84.1

160 神奈川県 港北第一 港北ニュータウン 横浜市 区整 548.2

161 神奈川県 港北第二 港北ニュータウン 横浜市 区整 768.4

162 神奈川県 長津田 長津田みなみ台 横浜市 区整 94.1

163 神奈川県 奈良 あおば山の手台 横浜市 区整 87.6

164 神奈川県 森の里 厚木ニューシティ森の里 厚木市 区整（個人） 285.0

165 神奈川県 黒川 黒川はるひ野 川崎市 区整 80.5

166 神奈川県 比々多第一 いせはら大住台 伊勢原市 区整 21.1

167 神奈川県 新本牧 横浜市 区整（市長） 88.0

168 神奈川県 真田・北金目 湘南テラス 平塚市 区整 68.7

169 神奈川県 成瀬第二 伊勢原なるせ 大山ガーデン 伊勢原市 区整 37.8

170 神奈川県 港北中央 港北ニュータウン 横浜市 区整 23.7

171 岐阜県 滝呂 多治見市 区整 52.4

172 岐阜県 西部緑のまち （旧：喜多） 多治見市 区整 5.3

173 岐阜県 土岐ﾌﾟﾗｽﾞﾏ・ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ第一 土岐ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ 土岐市 区整 105.9

174 静岡県 藤枝 藤枝市 区整 117.8

175 愛知県 猪高西山 名古屋市 区整（市長） 105.6

176 愛知県 鳴子 名古屋市 区整 67.4

177 愛知県 高蔵寺 高蔵寺ニュータウン 春日井市 区整 702.1

178 愛知県 東知立 知立市 区整（個人） 55.5

179 愛知県 沓掛 豊明市 区整 97.2

180 愛知県 朝倉 知多市 区整 75.6

181 愛知県 徳重西部 名古屋市 区整 26.7

182 愛知県 寺本 寺本台 知多市 区整 27.0

183 愛知県 三好ヶ丘第一 アートヒル三好ヶ丘 みよし市 区整 125.7

184 愛知県 五ヶ丘 豊田市 区整 112.1

185 愛知県 三好ヶ丘第二 アートヒル三好ヶ丘 みよし市 区整 88.1

186 愛知県 日進株山 日進香久山 日進市 区整 80.9

187 愛知県 水野 ぽったりたうん SETO みずの坂 瀬戸市 区整 68.0

188 愛知県 山手 ぽったりたうん SETO やまて坂 瀬戸市 区整（個人） 27.7

189 愛知県 三好ヶ丘中央 アートヒル三好ヶ丘 みよし市 区整 15.7

190 愛知県 常滑西 飛香台 常滑市 区整 49.0

191 三重県 桑名西方 桑名市 区整（市長） 32.6

192 三重県 南部丘陵（笹川） 笹川 四日市市 区整（知事） 162.5

193 三重県 大山田 大山田ニュータウン 桑名市 区整 194.0

194 三重県 蓮花寺 大山田ニュータウン蓮花寺 桑名市 区整 82.3

195 三重県 播磨 陽だまりの丘 桑名市 区整 156.0

196 滋賀県 湖南（住宅） 湖南市 区整（知事） 72.0

197 滋賀県 湖南（工業） 湖南市 区整（知事） 219.5

198 滋賀県 仰木 レークピア大津 仰木の里 大津市 区整 188.8

199 滋賀県 水口 甲賀市 区整 79.6



no 都道府県名 地区名 愛称等 所在地 事業手法
施行面積

（ha）
200 滋賀県 水口第二 甲賀市 区整 90.9

201 滋賀県 伊香立緑の里 伊香立緑の里びわこサイエンスパーク 大津市 区整 42.5

202 京都府 八幡 八幡市 区整 185.6

203 京都府 相楽 平城・相楽ニュータウン 木津川市・精華町 区整 263.9

204 京都府 祝園 光台 精華町 区整 202.4

205 京都府 木津中央 ハーモニーシティ木津 木津川市 区整 245.7

206 京都府 木津南 ハーモニーシティ木津 木津川市 区整 283.8

207 京都府 南田辺北 同志社山手 京田辺市 区整 64.5

208 大阪府 五月ヶ丘 池田市 区整（市長） 52.7

209 大阪府 香里 枚方市 区整 155.2

210 大阪府 向ヶ丘 堺市 区整 75.2

211 大阪府 金剛 富田林市・大阪狭山市 区整 216.4

212 大阪府 光明池 和泉市 新住 127.8

213 大阪府 鶴山台 和泉市 新住 77.9

214 大阪府 金剛東 金剛東ニュータウン 富田林市 区整 230.7

215 大阪府 田原 パークヒルズ田原 四條畷市 区整 126.8

216 大阪府 和泉中央丘陵 トリヴェール和泉 和泉市 新住 370.0

217 大阪府 枚方長尾 ポエムノールひらかた北山 枚方市 区整 41.4

218 大阪府 小野原東 アートアベニュー箕面おのはら 箕面市 区整 30.5

219 大阪府 三日市 サザンノール三日市 河内長野市 区整 19.8

220 大阪府 国際文化公園都市 彩都　（西部・中部） 茨木市・箕面市 区整 375.1

221 兵庫県 東舞子 神戸市 区整（市長） 41.3

222 兵庫県 甲南 芦屋市・西宮市 区整 31.8

223 兵庫県 鈴蘭台 神戸市 区整（市長） 136.1

224 兵庫県 大久保東 明石市 区整（知事） 109.5

225 兵庫県 新多聞 神戸市 区整 193.4

226 兵庫県 落合 神戸市 区整（市長） 238.8

227 兵庫県 藤原 藤原台 神戸市 区整 280.7

228 兵庫県 北神戸第一 神戸リサーチパーク 鹿の子台 神戸市 区整 220.8

229 兵庫県 北神戸第二・第三 神戸リサーチパーク 赤松台・上津台 神戸市 区整 277.1

230 兵庫県 北摂（住宅） 北摂三田ウッディタウン 三田市 新住 587.2

231 兵庫県 北摂（工業） 北摂三田テクノパーク 三田市 工業団地 136.1

232 兵庫県 南山 ひょうご東条ニュータウン インターパーク 南山の里 加東市 区整 158.5

233 兵庫県 出合 神戸市 区整 22.0

234 兵庫県 田中 ウインズタウン西神戸 神戸市 区整 30.7

235 兵庫県 名塩 創造の丘 ナシオン 西宮市 新住 240.6

236 兵庫県 神戸学園南 ガーデンシティ舞多聞　 神戸市 区整 108.4

237 奈良県 富雄 奈良市 区整 71.7

238 奈良県 平城 平城・相楽ニュータウン 奈良市 区整 348.7

239 奈良県 真美ヶ丘 大和真美ヶ丘ニュータウン 広陵町・香芝市 区整 297.6

240 奈良県 奈良阪 奈良青山 奈良市 一般宅造 99.9

241 和歌山県 橋本隅田 紀北橋本エコヒルズ紀ノ光台 橋本市 区整 126.3

242 山口県 山の田 下関市 区整（市長） 23.6

243 山口県 周南 周南市 区整（市長） 225.3

244 山口県 久保 周南市 区整（市長） 72.9

245 福岡県 藤松 北九州市 区整（市長） 38.3

246 福岡県 足立 北九州市 区整（知事） 41.0

247 福岡県 長尾 福岡市 区整 82.7

248 福岡県 東郷 日の里 宗像市 区整 217.6

249 福岡県 小倉 北九州市 一般宅造 7.1

250 福岡県 豊浜 福岡市 埋立 27.6

251 福岡県 赤間 宗像市 区整（個人） 29.0

252 福岡県 油山 福岡市 区整 23.0

253 福岡県 花鶴ヶ丘 古賀市 区整 44.0

254 福岡県 柏原 福岡市 区整 68.5

255 福岡県 千鳥 千鳥パークタウン 古賀市・福津市 区整 63.4

256 福岡県 千鳥東 千鳥パークタウン 福津市 区整 57.4

257 福岡県 塔原・杉塚 グリーンヒルズ二日市天拝坂 筑紫野市 区整 81.6

258 福岡県 前原 ハートタウン前原 南風台 糸島市（旧前原市） 区整 50.6

259 福岡県 下曽根駅南口 北九州市 区整 29.7

260 福岡県 福間駅東 明日花 福津市 区整 107.5

261 福岡県 北九州学術・研究都市南部 学研都市ひびきの 北九州市 区整 121.4

262 青森県 八戸新都市 八戸ニュータウン 八戸市 区整 330

263 岩手県 盛岡南新都市 ゆいとぴあ盛南 盛岡市 区整 320

264 岩手県 花巻流通業務団地 花巻流通団地 花巻市 流通団地 37

265 秋田県 秋田新都市 御所野ニュータウン 秋田市 一般宅造 380

266 山形県 山形新都市 蔵王みはらしの丘 山形市・上山市 区整 260



no 都道府県名 地区名 愛称等 所在地 事業手法
施行面積

（ha）
267 福島県 いわきニュータウン いわき市 一般宅造 530

268 栃木県 佐野新都市 サザンクロス佐野ほか 佐野市 区整 140

269 埼玉県 本庄新都心 本庄市 区整 65

270 新潟県 長岡ニュータウン 長岡市 一般宅造 440

271 静岡県 浜北新都市 きらりタウン浜北 浜松市 区整 160

272 三重県 上野新都市 ゆめぽりす伊賀 伊賀市 区整 300

273 鳥取県 鳥取新都市 つのいニュータウン 鳥取市 一般宅造 300

274 岡山県 吉備高原都市 加賀郡吉備中央町 一般宅造 610

275 広島県 賀茂学園都市 東広島市 一般宅造 490

276 山口県 宇部新都市 あすとぴあ 宇部市 区整 150

277 香川県 新宇多津都市 綾歌郡宇多津町 一般宅造 190

278 愛媛県 今治新都市 しまなみヒルズ 今治市 区整 170

279 佐賀県 鳥栖北部丘陵新都市 弥生が丘・基山グリーンパーク 鳥栖市・三養基郡基山町 区整 250

280 宮崎県 宮崎学園都市 宮崎市 一般宅造 300

281 沖縄県 那覇新都心 那覇市 区整 210

合計 41,535.0

事業手法の説明

区整 機構施行による土地区画整理事業

区整（個人） 機構の個人施行による土地区画整理事業

区整（組合） 組合施行による土地区画整理事業

区整（知事） 都道府県施行による土地区画整理事業

区整（市長） 市町村施行による土地区画整理事業

一団地 一団地の官公庁施設事業

新住 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業

一般宅造 一般宅地造成事業

流通団地 流通業務市街地の整備に関する法律による流通団地造成事業

埋立 水面埋立事業

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開
発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業

工業団地


