
年度 ＮＯ 事業種別 受賞者 事業名 所在地

1 神田練塀町地区市街地再開発組合 神田練塀町地区第一種市街地再開発事業 千代田区

2 日本橋二丁目地区市街地再開発組合 日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業 中央区

3 日本橋室町三丁目地区市街地再開発組合 日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業 中央区

4 浜松町一丁目地区市街地再開発組合 浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業 港区

5 大井一丁目南第１地区市街地再開発組合 大井一丁目南第一地区第一種市街地再開発事業 品川区

6 武蔵小山パルム駅前地区市街地再開発組合 武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業 品川区

7
宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業

個人施行者　株式会社パルコ
宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業 渋谷区

8 道玄坂一丁目駅前地区市街地再開発組合 道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 渋谷区

9

千駄ヶ谷五丁目北地区第一種市街地再開発事業

個人施行者：三菱地所株式会社

　　　　　　　　 日本製粉株式会社
千駄ヶ谷五丁目北地区第一種市街地再開発事業 渋谷区

10 東池袋五丁目地区市街地再再開発組合 東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業 豊島区

11 東神奈川一丁目地区市街地再開発組合 東神奈川一丁目地区第一種市街地再開発事業 横浜市

12 二俣川駅南口地区市街地再開発組合 二俣川駅南口地区第一種市街地再開発事業 横浜市

13 知立駅北地区市街地再開発組合 知立駅北地区第一種市街地再開発事業 知立市

14 小倉駅南口東地区市街地再開発組合 小倉駅南口東地区第一種市街地再開発事業 北九州市

15 熊本桜町再開発株式会社 桜町地区第一種市街地再開発事業 熊本市

16 マンション建替え 花の北モールマンション建替え組合 花の北地区マンション建替え事業(優建事業) 姫路市

1 札幌創世1.1.1区北１西１地区市街地再開発組合
札幌創世1.1.1区北１西１地区第一種市街地再開

発事業
札幌市

2 中央一丁目１４・１５番地区市街地再開発組合
石巻市中央一丁目14・15番地区第一種市街地再

開発事業
石巻市

3 大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業 大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業 千代田区

4 (独)都市再生機構 晴海三丁目西地区第一種市街地再開発事業 中央区

5 赤坂九丁目北地区市街地再開発組合 赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業 港区

6 田町駅前東口地区市街地再開発組合 田町駅前東口地区第一種市街地再開発事業 港区

7 西品川一丁目地区市街地再開発組合 西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業 品川区

8 桜町一丁目４番地区市街地再開発組合
富山市桜町一丁目４番地区第一種市街地再開発事

業
富山市

9 岐阜駅東地区市街地再開発組合 岐阜駅東地区第一種市街地再開発事業 岐阜市

10 静岡呉服町第二地区市街地再開発組合 静岡呉服町第二地区第一種市街地再開発事業 静岡市

11 富士駅南口地区優良建築物整備事業建設組合 富士駅南口地区優良建築物等整備事業 富士市

12 岡山市中山下一丁目１番地区市街地再開発組合
岡山市中山下一丁目１番地区第一種市街地再開発

事業
岡山市

1 立町二丁目５番地区市街地再開発組合
石巻市立町二丁目５番地区第一種市街地再開発事

業
石巻市

2 湊二丁目東地区市街地再開発組合 湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業 中央区

3 銀座六丁目10地区市街地再開発組合 銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業 中央区

4 赤坂一丁目地区市街地再開発組合 赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業 港区

5 西新宿五丁目中央北地区市街地再開発組合
西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開発事業

新宿区

6 目黒駅前地区市街地再開発組合 目黒駅前地区第一種市街地再開発事業 品川区

7 府中駅南口第一地区市街地再開発組合 府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業 府中市

8 片町A地区市街地再開発組合 金沢市片町A地区第一種市街地再開発事業 金沢市

9 掛川駅前東街区市街地再開発組合 掛川駅前東街区第一種市街地再開発事業 掛川市

10 藤枝駅前一丁目８街区市街地再開発組合 藤枝駅前一丁目８街区第一種市街地再開発事業 藤枝市

11 三田駅前Bブロック地区市街地再開発組合 三田駅前Bブロック地区第一種市街地再開発事業 三田市

功労者表彰者一覧（平成２３年度～令和２年度）①
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年度 ＮＯ 事業種別 受賞者 事業名 所在地

1 中央三丁目１番地区市街地再開発組合 石巻市中央三丁目１番地区第一種市街地再開発事 石巻市

2 多賀城駅北開発株式会社 多賀城駅北地区第一種市街地再開発事業
多賀城市

3 大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業 大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業 千代田区

4 京橋二丁目西地区市街地再開発組合 京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業 中央区

5 勝どき五丁目地区市街地再開発組合 勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業 中央区

6 六本木三丁目東地区市街地再開発組合 六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業 港区

7 糀谷駅前地区市街地再開発組合 糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業 大田区

8 立川駅北口西地区市街地再開発組合 立川駅北口西地区第一種市街地再開発事業 立川市

9 鹿島田駅西部地区再開発株式会社 鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業 川崎市

10 大和駅東側第４地区市街地再開発組合 大和駅東側第４地区第一種市街地再開発事業 大和市

11 大手通表町西地区市街地再開発組合 大手通表町西地区第一種市街地再開発事業 長岡市

12 福井駅西口中央地区市街地再開発組合 福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業 福井市

13 大垣駅南街区市街地再開発組合 大垣駅南街区第一種市街地再開発事業 大垣市

14 静岡駅前南町10地区市街地再開発組合 静岡駅前南町10地区第一種市街地再開発事業 静岡市

15 草薙駅南口地区市街地再開発組合 草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業 静岡市

16 明石駅前南地区市街地再開発組合 明石駅前南地区第一種市街地再開発事業 明石市

17 広島駅南口Bブロック市街地再開発組合 広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発事業 広島市

18 広島駅南口Cブロック市街地再開発組合 広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業 広島市

19 荏原町駅前地区防災街区整備事業組合 荏原町駅前地区防災街区整備事業 品川区

20 目黒本町五丁目24番地区防災街区整備事業組合 目黒本町五丁目24番地区防災街区整備事業 目黒区

21 加古川市寺家町周辺地区防災街区整備事業組合 寺家町周辺地区防災街区整備事業
加古川市

22 住宅地区の環境整備
木積　重樹（宇治市建設部住宅課ウトロ住環境

対策室）
ウトロ地区住環境改善事業 宇治市

1 帯広市開広団地地区第一種市街地再開発事業 帯広市開広団地地区第一種市街地再開発事業 帯広市

2 大曲通町地区市街地再開発組合 大曲通町地区第一種市街地再開発事業 大仙市

3 月島一丁目3,4,5番地区市街地再開発組合 月島一丁目3,4,5番地区第一種市街地再開発事業 中央区

4 西富久地区市街地再開発組合 西富久地区第一種市街地再開発事業
新宿区

5 京成曳舟駅前東第三地区市街地再開発組合 京成曳舟駅前東第三地区第一種市街地再開発事業 墨田区

6 北品川五丁目第１地区市街地再開発組合 北品川五丁目第１地区第一種市街地再開発事業 品川区

7 京急蒲田西口駅前地区市街地再開発組合 京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業 大田区

8 二子玉川東第二地区市街地再開発組合 二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業
世田谷区

9 南小岩七丁目西地区第一種市街地再開発事業 南小岩七丁目西地区第一種市街地再開発事業 江戸川区

10 調布駅北第１Ａ地区市街地再開発組合 調布駅北第１Ａ地区第一種市街地再開発事業
調布市

11 調布駅北第１Ｂ地区第一種市街地再開発事業 調布駅北第１Ｂ地区第一種市街地再開発事業 調布市

12 大滝町二丁目地区市街地再開発組合 大滝町２丁目地区第一種市街地再開発事業 横須賀市

13 西町南地区市街地再開発組合 西町南地区第一種市街地再開発事業 富山市

14 権堂Ｂ－１地区市街地再開発組合 権堂Ｂ－１地区第一種市街地再開発事業 長野市

15 吉原町１番地区市街地再開発組合 吉原町１番地区第一種市街地再開発事業
飯塚市

16 ダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事 ダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事業 飯塚市

功労者表彰者一覧（平成２３年度～令和２年度）②
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年度 ＮＯ 事業種別 受賞者 事業名 所在地

1 一番町二丁目四番地区市街地再開発組合 一番町二丁目四番地区第一種市街地再開発事業 仙台市

2 大工町１丁目地区市街地再開発組合 大工町１丁目地区第一種市街地再開発事業 水戸市

3 川口金山町１２番地区市街地再開発組合 川口金山町１２番地区第一種市街地再開発事業 川口市

4 飯田橋駅西口地区市街地再開発組合 飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 千代田区

5 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発組合 南池袋二丁目Ａ地区第一種市街地再開発事業 豊島区

6 三河島駅前南地区市街地再開発組合 三河島駅前南地区第一種市街地再開発事業 荒川区

7 大泉学園駅北口地区市街地再開発組合 大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業 練馬区

8 調布駅南口東地区市街地再開発組合 調布駅南口東地区第一種市街地再開発事業 調布市

9 日ノ出町駅前Ａ地区市街地再開発組合 日ノ出町駅前Ａ地区第一種市街地再開発事業 横浜市

10 横浜市住宅供給公社 長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業 横浜市

11 小杉町３丁目中央地区市街地再開発組合 小杉町３丁目中央地区第一種市街地再開発事業 川崎市

12 沼津市 沼津駅北拠点地区暮らし・にぎわい再生事業 沼津市

13 セキスイハイム東海株式会社 富士宮市中央町地区優良建築物等整備事業 富士宮市

14 茶屋町東地区市街地再開発組合 茶屋町東地区第一種市街地再開発事業 大阪市

15 和泉市 和泉府中駅東第一地区第二種市街地再開発事業 和泉市

16 栄・常盤地区市街地再開発組合 栄・常盤地区第一種市街地再開発事業 佐世保市

17 大博町７区住環境整備推進協議会 大浜地区住宅地区改良事業 福岡市

18 四日市門前町まちづくり推進協議会 四日市地区街なみ環境整備事業
宇佐市

1 河原町地区被災市街地優良建築物等整備事業 河原町地区被災市街地優良建築物等整備事業 仙台市

2 城山町三丁目第一地区市街地再開発組合 城山町三丁目第一地区第一種市街地再開発事業 小山市

3 北戸田駅東１街区市街地再開発組合 北戸田駅東１街区第一種市街地再開発事業 戸田市

4 大崎駅西口南地区市街地再開発組合 大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業 品川区

5 武蔵小杉駅南口地区西街区市街地再開発組合 武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事 川崎市

6 武蔵小杉駅南口地区東街区市街地再開発組合 武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事 川崎市

7 小田急相模原駅北口Ｂ地区市街地再開発組合 小田急相模原駅北口Ｂ地区第一種市街地再開発事 相模原市

8 西町東南地区市街地再開発組合 西町東南地区第一種市街地再開発事業 富山市

9 静岡呉服町第一地区市街地再開発組合 静岡呉服町第一地区第一種市街地再開発事業 静岡市

10 新島田ショッピングビル建設組合

新島田ショッピングビル地区優良建築物等整備事

業
島田市

11 香里園駅東地区市街地再開発組合 香里園駅東地区第一種市街地再開発事業
寝屋川市・

枚方市

12 生駒駅前北口第二地区市街地再開発組合 生駒駅前北口第二地区第一種市街地再開発事業 生駒市

13 住宅地区の環境整備 戸次本町街づくり推進協議会 戸次本町地区街なみ環境整備事業 大分市

功労者表彰者一覧（平成２３年度～令和２年度）③
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年度 ＮＯ 事業種別 受賞者 事業名 所在地

1 中通一丁目地区市街地再開発組合 中通一丁目地区第一種市街地再開発事業 秋田市

2 上尾中山道東側地区市街地再開発組合 上尾中山道東側地区第一種市街地再開発事業 上尾市

3 越谷駅東口市街地再開発組合 越谷駅東口第一種市街地再開発事業 越谷市

4 淡路町二丁目西部地区市街地再開発組合 淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業 千代田区

5 虎ノ門・六本木地区市街地再開発組合 虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業 港区

6 六本木一丁目南地区市街地再開発組合 六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業 港区

7 京成曳舟駅前東第二南地区市街地再開発組合 京成曳舟駅前東第二南地区第一種市街地再開発事 墨田区

8 大井町西地区市街地再開発組合 大井町西地区第一種市街地再開発事業
品川区

9 戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業 戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業 横浜市

10 相模大野駅西側地区市街地再開発組合 相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業 相模原市

11 中央通りｆ地区市街地再開発組合 中央通りｆ地区第一種市街地再開発事業 富山市

12 問屋町西部南街区市街地再開発組合 問屋町西部南街区第一種市街地再開発事業 岐阜市

13 柳ケ瀬通北地区市街地再開発組合 柳ケ瀬通北地区第一種市街地再開発事業 岐阜市

14 清水駅西第一地区市街地再開発組合 清水駅西第一地区第一種市街地再開発事業 静岡市

15 旭通4丁目地区市街地再開発組合 旭通4丁目地区第一種市街地再開発事業
神戸市

16 けやき大通り第一種市街地再開発事業 けやき大通り第一種市街地再開発事業 和歌山市

17 上駅通り地区市街地再開発組合 上駅通り地区第一種市街地再開発事業
大村市

18 密集市街地の整備 関原一丁目中央地区防災街区整備事業 関原一丁目中央地区防災街区整備事業 足立区

1 横手駅東口第一地区市街地再開発組合 横手駅東口第一地区第一種市街地再開発事業
横手市

2 新川二丁目地区第一種市街地再開発事業 新川二丁目地区第一種市街地再開発事業 中央区

3 六本木三丁目地区市街地再開発組合 六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業 港区

4 西新宿八丁目成子地区市街地再開発組合 西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業 新宿区

5 大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 長岡市

6 大手通中央東地区市街地再開発組合 大手通中央東地区第一種市街地再開発事業 長岡市

7 牧野駅東地区第一種市街地再開発事業 牧野駅東地区第一種市街地再開発事業 枚方市

8 寝屋川市駅東地区再開発株式会社 寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業
寝屋川市

9 高松丸亀町商店街G街区市街地再開発組合 高松丸亀町商店街G街区第一種市街地再開発事業 高松市

10 西小倉駅前第一地区市街地再開発組合 西小倉駅前第一地区第一種市街地再開発事業 北九州市

11 牧志・安里地区市街地再開発組合 牧志・安里地区第一種市街地再開発事業
那覇市

12 市街地住宅整備 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備 住宅市街地総合整備事業（密集型）細島東部地区 日向市

功労者表彰者一覧（平成２３年度～令和２年度）④
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年度 ＮＯ 事業種別 受賞者 事業名 所在地

1 郡山駅前一丁目第一地区市街地再開発組合 郡山駅前一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 郡山市

2 宇都宮馬場通り西地区市街地再開発組合 宇都宮馬場通り西地区第一種市街地再開発事業 宇都宮市

3 宇都宮駅西口第四B地区市街地再開発組合 宇都宮駅西口第4B地区第一種市街地再開発事業 宇都宮市

4 粕壁三丁目A街区市街地再開発組合 粕壁三丁目A街区第一種市街地再開発事業 春日部市

5 蕨駅西口地区7番街区市街地再開発組合 蕨駅西口地区7番街区第一種市街地再開発事業 蕨市

6 三田小山町地区市街地再開発組合 三田小山町地区第一種市街地再開発事業 港区

7 後楽二丁目西地区市街地再開発組合 後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業 文京区

8
茗荷谷駅前地区市街地再開発組合

茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業
文京区

9 東五反田二丁目第2地区市街地再開発組合 東五反田二丁目第2地区第一種市街地再開発事業 品川区

10 二子玉川東地区市街地再開発組合 二子玉川東地区第一種市街地再開発事業 世田谷区

11 八王子駅南口地区市街地再開発組合 八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業 八王子市

12 新潟駅南口第二地区市街地再開発組合 新潟駅南口第二地区第一種市街地再開発事業 新潟市

13 長野駅前A-3地区市街地再開発組合 長野駅前A-3地区第一種市街地再開発事業 長野市

14 静岡駅前紺屋町地区市街地再開発組合 静岡駅前紺屋町地区第一種市街地再開発事業 静岡市

15 福山駅前開発株式会社 東桜町地区第一種市街地再開発事業 福山市

16 中央町22番街区市街地再開発組合 中央町22番街区第一種市街地再開発事業 鹿児島市

17 中央町23番街区市街地再開発組合 中央町23番街区第一種市街地再開発事業 鹿児島市

18 板橋三丁目地区防災街区整備事業組合 板橋三丁目地区防災街区整備事業 板橋区

19 東岸和田駅東地区防災街区整備事業組合 東岸和田駅東地区防災街区整備事業 岸和田市

20 住環境整備 東京都板橋区 大谷口上町地区住宅地区改良事業 板橋区
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