道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）

観光庁

（東京都千代田区）

農林水産研修所

（東京都八王子市）

（独）医薬品医療機器総合機構

地方拠点（薬事戦略相談機能を有する北海道支部）
の設置（東京都千代田区）

（独）情報処理推進機構

情報処理推進機構の一部移転（セキュリティセンター
等）（東京都文京区）

（独）海洋研究開発機構

人材育成機能の一部（神奈川県横須賀市）

（独）防災科学技術研究所

災害リスク研究ユニット（茨城県つくば市）
各種自然災害リスク評価システムの研究開発、災害
リスク情報の相互運用環境の整備及び災害対策支
援システムの研究開発、官民協働防災クラウドに関
する研究開発等

（独）国立文化財機構

文化財に関する調査及び研究等（東京都台東区）

森林技術総合研修所

森林及び林業に関する総合的な試験及び研究、林木
の優良な種苗の生産及び配布等（東京都八王子市）

（独）森林総合研究所

漆に関する研究部門（茨城県つくば市）

（独）水産総合研究センター

中央水産研究所の養殖部門（神奈川県横浜市）

環境調査研修所

（埼玉県所沢市）

（独）水産総合研究センター

開発調査センター（神奈川県横浜市）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

生物系特定産業技術研究支援センター水田生産シ
ステム研究部門（埼玉県さいたま市）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター水田輪作システム研究部
門（茨城県つくば市）
秋田県
（独）宇宙航空研究開発機構

相模原キャンパスロケットエンジン研究部門（神奈川
県相模原市）

（独）教員研修センター

（茨城県つくば市）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所（茨城県つくば市）

（独）国立がん研究センター研究所

メタボローム研究分野サテライト（東京都中央区）

山形県
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）
ロボット・機械システム部（一部拠点又は福島拠点の
設置）（神奈川県川崎市）
エネルギー・環境本部（一部拠点又は福島拠点の設
置）（神奈川県川崎市）

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

（イノベーション・コースト構想に掲げられているロボッ
トテストフィールドの新設）
（イノベーション・コースト構想に掲げられている国際
産学連携拠点の新設）

福島県
（イノベーション・コースト構想に掲げられている情報
発信（アーカイブ）拠点の新設）

茨城県

（独）医薬品医療機器総合機構

一部拠点又は福島拠点の設置（東京都千代田区）

（独）放射線医学総合研究所

（千葉県千葉市）

（独）農業環境技術研究所

（茨城県つくば市）

（独）産業技術総合研究所東京本部

（東京都千代田区）

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

産業技術本部ロボット・機械システム部（神奈川県川
崎市）

（独）科学技術振興機構

（埼玉県川口市）

消防大学校

（東京都調布市）

（独）理化学研究所

光量子工学研究領域（埼玉県和光市）

森林技術総合研修所

（東京都八王子市）

（独）理化学研究所

光量子工学研究領域（埼玉県和光市）

（独）中小企業基盤整備機構

（東京都港区）

農林水産政策研究所

（東京都千代田区）

国立社会保障・人口問題研究所

（東京都千代田区）

森林技術総合研修所

（東京都八王子市）

国土交通大学校

小平本校（東京小平市）

（独）国立公文書館

（東京都千代田区）

（独）医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）

栃木県

群馬県
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

新潟県

富山県

部門・機能（所在地）

（独）医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）

（独）工業所有権情報・研修館

一部移転（知財人材部及び知財活用支援センターが
行う業務）（東京都千代田区）

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

石油開発技術本部技術センター（千葉県千葉市）

（独）医薬品医療機器総合機構

ジェネリック医薬品等審査部及び国際部（アジア医薬
品・医療機器薬事トレーニングセンターを含む）（東京
都千代田区）

国立医薬品食品衛生研究所

薬品部（東京都世田谷区）

消防大学校

消防研究センター火災災害調査部（東京都調布市）

（独）教員研修センター

・小学校における英語活動等国際理解活動指導者養
成研修
・英語教育海外派遣研修
・キャリア教育指導者養成研修
の開催及び機能移転
（茨城県つくば市）

（独）産業技術総合研究所

北陸センターの設置（東京都千代田区）

（独）情報通信研究機構

本部（東京都小金井市）

（独）国立美術館

東京国立近代美術館工芸館の移転（東京都千代田
区）

農林水産研修所

本所（東京都八王子市）

（独）理化学研究所

仁科加速器研究センター生物照射チーム（埼玉県和
光市）

（独）産業技術総合研究所

エネルギー・環境、生命工学、情報・人間工学、材料・
化学、エレクトロニクス・製造の各領域（茨城県つくば
市）

国立教育政策研究所

教育課程研究センター（東京都千代田区）

（独）教員研修センター

教育課題研修課（東京都千代田区）

（独）国立青少年教育振興機構本部

青少年教育研究センター（東京都渋谷区）

石川県

福井県

本部研究推進部（神奈川県横浜市）
（独）水産総合研究センター
日本海区水産研究所（新潟県新潟市）
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

（神奈川県川崎市）

森林技術総合研修所

（東京都八王子市）

山梨県
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）

森林技術総合研修所

（東京都八王子市）

特許庁

審査部門の一部（地方拠点の設置）（東京都千代田
区）

自衛隊体育学校

第２教育課（東京都練馬区）

（独）国際協力機構

青年海外協力隊事務局（東京都千代田区）

（独）防災科学技術研究所

地震・火山防災ユニット（茨城県つくば市）

長野県
国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）
（独）医薬基盤・健康・栄養研究所
薬用植物資源研究センター（筑波研究部）（茨城県つ
くば市）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所本所の一部（茨城県つくば市）
ナノチューブ実用化研究センター（茨城県つくば市）

（独）産業技術総合研究所
臨海副都心センターのうち生命工学領域（東京都江
東区）
調布航空宇宙センター（東京都調布市）
（独）宇宙航空研究開発機構
相模原キャンパス（神奈川県相模原市）

岐阜県

（独）医薬基盤・健康・栄養研究所

薬用植物資源研究センター筑波研究部（茨城県つく
ば市）

（独）日本スポーツ振興センター

国立スポーツ科学センター（東京都北区）

国立教育政策研究所

（東京都千代田区）

国立保健医療科学院

（埼玉県和光市）

農林水産政策研究所

（東京都千代田区）

森林技術総合研修所

（東京都八王子市）

（独）国際交流基金

支部の新設（東京都新宿区）

（独）情報処理推進機構

IT人材育成本部（東京都文京区）

（独）情報通信研究機構

起業支援業務等関係部門（東京都小金井市）
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

静岡県

部門・機能（所在地）

（独）海洋研究開発機構

地球深部探査センター、海洋掘削科学研究開発
センター、海底資源研究開発センター（神奈川県横浜
市、横須賀市）

（独）産業技術総合研究所

材料・化学領域 機能化学研究部門(地方拠点の設
置）（広島県広島市）

消防大学校

（東京都調布市）

（独）水産総合研究センター

本部、中央水産研究所、開発調査センター（神奈川
県横浜市）

（独）理化学研究所

光量子工学研究領域（埼玉県和光市）
仁科加速器研究センター
光量子光学関連部門（埼玉県和光市）
医療機器・介護製品等の開発につながる研究機能
仁科加速器研究センター
産業連携部門（埼玉県和光市）
光量子工学の実用化につながる研究機能

（独）理化学研究所

ライフサイエンス関連機器開発のための基礎技術研
究部門（神奈川県横浜市）

（独）宇宙航空研究開発機構

調布航空宇宙センター（東京都調布市）
構造・複合材技術研究ユニット
飛行技術研究ユニット
事業推進部航空産業協力課

（独）医薬品医療機器総合機構

薬事戦略相談機能（東京都千代田区）
医療機器等の開発から試験・治験までの相談機能

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

花き研究所（茨城県つくば市）

（独）工業所有権情報・研修館

知的財産専門人材の育成・研修機能（東京都千代田
区）

愛知県

先進パワーエレクトロニクス研究センター（茨城県つく
ば市）
電力エネルギー制御・有効利用のための半導体デバ
イス、電力変換器の研究機関
知能システム研究部門（茨城県つくば市）
知能情報処理の研究開発機能

（独）産業技術総合研究所

ロボットイノベーション研究センター（茨城県つくば市）
ロボット技術の研究開発機能
生活支援ロボット安全研究センター（茨城県つくば市）
ロボット技術の研究開発機能
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

三重県

滋賀県

部門・機能（所在地）

気象庁

（東京都千代田区）

（独）国際観光振興機構

（東京都千代田区）

環境調査研修所

（埼玉県所沢市）

森林技術総合研修所

林業機械化センターを除く（東京都八王子市）

（独）水産総合研究センター

本部及び開発調査センター（神奈川県横浜市）

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

石油開発技術本部技術センターの一部（千葉県千葉
市）

（独）防災科学技術研究所

一部移転（茨城県つくば市）

（独）教員研修センター

研修の一部開催（茨城県つくば市）

自治大学校

研修の一部開催（東京都立川市）

（独）国立環境研究所

一部移転（茨城県つくば市）

文化庁

（東京都千代田区）

（独）国立文化財機構

本部事務局（東京都台東区）

（独）国立美術館

本部事務局（東京都千代田区）

（独）日本芸術文化振興会

本部事務局（東京都千代田区）

（独）国際観光振興機構

（東京都千代田区）

（独）情報通信研究機構

ワイヤレスネットワーク研究所（神奈川県横須賀市）

（独）放射線医学総合研究所

放射線科学領域における基盤技術開発機能（千葉県
千葉市）

（独）理化学研究所

脳科学研究等一部機能（埼玉県和光市）

特許庁

特許審査第一部～第四部（東京都千代田区）
（西日本を対象とする特許審査拠点の設置）

中小企業庁

（東京都千代田区）

（独）工業所有権情報・研修館

知財活用支援センター知財戦略部、研修部
（西日本を対象とする知財支援拠点を新たに設置）
（東京都千代田区）

（独）医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）

（独）医薬品医療機器総合機構

再生医療分野の審査機能の関西支部への権限委譲
（東京都千代田区）

京都府

大阪府
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）
（東京都調布市）

消防大学校
消防研究センター（東京都調布市）
（独）防災科学技術研究所

（茨城県つくば市）

気象大学校

（千葉県柏市）

（独）理化学研究所

関西本部の設置（埼玉県和光市）

（独）物質・材料研究機構

機構の全部または、ナノスケール材料部門等SPring8を利用する一部の研究部門（茨城県つくば市）

（独）産業技術総合研究所

本部（東京都千代田区）

（独）情報処理推進機構

（東京都文京区）

（独）海洋研究開発機構

（神奈川県横須賀市・横浜市）

科学技術・学術政策研究所

（東京都千代田区）

（独）国際協力機構

（東京都千代田区）

（独）日本貿易振興機構

（東京都港区）

観光庁

（東京都千代田区）

（独）医薬基盤・健康・栄養研究所

薬用植物資源研究センター筑波研究部 （茨城県つく
ば市）

（独）国立病院機構

（東京都目黒区）

（独）日本医療研究開発機構

（東京都千代田区）

国立教育政策研究所

（東京都千代田区）

（独）国立特別支援教育総合研究所

（神奈川県横須賀市）

農林水産研修所

（東京都八王子市）

環境調査研修所

（埼玉県所沢市）

（独）産業技術総合研究所

臨海副都心センター（生命工学領域）（東京都江東
区）

兵庫県

奈良県
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

和歌山県

鳥取県

部門・機能（所在地）

総務省統計局

（東京都新宿区）

（独）統計センター

（東京都新宿区）

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

（神奈川県川崎市）

（独）統計センター

統計編成部（東京都新宿区）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所（梨育種の機能移転）（茨城県つくば市）

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業能力開発大学校の調査・研究機能の移転（東京
都小平市）
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）

国土技術政策総合研究所

都市研究部（分室等の設置）（茨城県つくば市）

（独）国立青少年教育振興機構本部

移転又は西日本拠点施設の設置（東京都渋谷区）

（独）国立特別支援教育総合研究所

移転又は西日本拠点施設の設置（神奈川県横須賀
市）

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

石油開発技術本部 技術センター（千葉県千葉市）

（独）海洋研究開発機構

西日本拠点施設の設置（神奈川県横須賀市等）

情報通信政策研究所

地方拠点の設置（東京都国分寺市、千代田区）

（独）情報処理推進機構

地方拠点の設置（東京都文京区）

農林水産政策研究所

地方拠点の設置（東京都千代田区）

（独）国立長寿医療研究センター

研究所（地方拠点の設置）（愛知県大府市）
花き研究所（地方拠点の設置）（茨城県つくば市）

島根県

食品総合研究所 （地方拠点の設置）（茨城県つくば
市）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構
畜産草地研究所（一部機能の移転）（茨城県つくば
市）
果樹研究所（茨城県つくば市）

（独）水産総合研究センター

中央水産研究所経営経済研究センター・資源管理研
究センター
開発調査センター（神奈川県横浜市）

農林水産研修所

（東京都八王子市）

森林技術総合研修所

（東京都八王子市）

（独）宇宙航空研究開発機構

調布航空宇宙センター（地方拠点の設置）（東京都調
布市）

（独）物質・材料研究機構

（茨城県つくば市）

自治大学校

（東京都立川市）

（独）国際協力機構

青年海外協力隊の派遣前研修・青年研修等機能等
の一部機能の移転（東京都千代田区）
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）
ライフサイエンス技術基盤研究センター（神奈川県横
浜市）

（独）理化学研究所
バイオリソースセンターの西日本拠点の新設（茨城県
つくば市）

岡山県

（独）情報処理推進機構

（東京都文京区）

自衛隊体育学校

（東京都練馬区）

（独）医薬基盤・健康・栄養研究所

（東京都新宿区）

農林水産政策研究所

（東京都千代田区）

森林技術総合研修所

林業機械化センター（群馬県沼田市）ほか

国立教育政策研究所

（東京都千代田区）

（独）国立特別支援教育総合研究所

（神奈川県横須賀市）
生命システム研究センターのうち１細胞分子評価
チーム（大阪府吹田市）
統合生命医科学研究センターのうち骨関節疾患研究
チーム（東京都港区）

（独）理化学研究所

環境資源科学研究センターのうち酵素研究チーム
（埼玉県和光市）
（独）医薬品医療機器総合機構

医薬品等承認審査業務部門及び相談業務部門の広
島支部の設置（東京都千代田区）

（独）国際協力機構

研究部門（東京都千代田区）

自治大学校

（東京都立川市）

自衛隊体育学校

（東京都練馬区）

防衛大学校

（神奈川県横須賀市）

（独）水産総合研究センター

中央水産研究所のうち
経営経済研究センター
資源管理研究センター
水産物応用開発研究センター（神奈川県横浜市）

（独）宇宙航空研究開発機構

だいち2号・後継機の情報処理・データセンター

防衛省技術研究本部

艦艇装備研究所（東京都目黒区）

広島県

山口県
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）

消費者庁

（東京都千代田区）

（独）国民生活センター

（東京都港区）

情報通信政策研究所

（東京都国分寺市）

森林技術総合研修所

（東京都八王子市）

農林水産研修所

（東京都八王子市）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所のうち食品機能研究領域及び食品
工学研究領域（茨城県つくば市）

（独）情報通信研究機構

ネットワーク研究本部
・光ネットワーク研究所
・ワイヤレスネットワーク研究所
・ネットワークセキュリティ研究所
ソーシャルICT推進研究センター
社会還元促進部門
産学連携部門
国際推進部門
産業振興部門
（東京都小金井市・神奈川県横須賀市）

（独）海洋研究開発機構

戦略研究開発領域 地震津波海域観測研究開発セン
ター（神奈川県横須賀市・横浜市）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

野菜茶業研究所 つくば野菜研究拠点（茨城県つくば
市）

環境調査研修所

（埼玉県所沢市）

（独）海上技術安全研究所

流体設計系
流体性能評価系
構造安全評価系
構造基盤技術系
環境・動力計
ＥＥＤＩプロジェクトチーム（東京都三鷹市）

徳島県

香川県

愛媛県

11 / 13 ページ

道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）
海洋生命工学研究開発センター
深海・地殻内生物圏研究分野（神奈川県横須賀市）

（独）海洋研究開発機構

海底資源研究開発センター
地震津波海域観測研究開発センター
（神奈川県横浜市、横須賀市）

（独）水産総合研究センター

中央水産研究所（神奈川県横浜市）
環境資源科学研究センター
（ケミカルバイオロジー研究グループ）
（統合ゲノム研究ユニット）
（埼玉県和光市、神奈川県横浜市）

（独）理化学研究所

生命工学領域（創薬基盤研究部門）（東京都江東区）
高知県

（独）産業技術総合研究所

エネルギー環境領域
地質情報研究部門
地質調査総合センター（茨城県つくば市）

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

石油開発技術本部（メタンハイドレート研究開発グ
ループ）
金属資源開発本部（金属資源技術部）
（千葉県千葉市、東京都港区）

（独）防災科学技術研究所

観測・予測研究領域
社会防災システム研究領域（茨城県つくば市）

（独）森林総合研究所本所

複合材料研究領域（CLT関連）
水土保全研究領域（治山関連）
林業工学研究領域（林業機械・架線関連）
（茨城県つくば市）
人工知能研究センター（東京都江東区）
先進パワーエレクトロニクス研究センターの一部
ロボットイノベーション研究センターの一部
（茨城県つくば市）

（独）産業技術総合研究所

創エネルギー研究部門
省エネルギー研究部門
太陽光発電研究センター（茨城県つくば市）
省エネルギー研究部門
燃料電池材料グループ
創エネルギー研究部門
水素材料グループ（茨城県つくば市）

福岡県

国際研修機能（教務課国際研修企画係及び国際研
修企画専門官）の移転（埼玉県所沢市）

環境調査研修所

工学・化学（ナノテクノロジー、有機エレクトロニクス）
部門（埼玉県和光市）
（独）理化学研究所
疾患多様性医科学研究部門（神奈川県横浜市）
（独）情報通信研究機構

情報通信系企業の創業を支援する部門（東京都小金
井市）

（独）国立特別支援教育総合研究所

（神奈川県横須賀市）
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道府県別提案一覧
対象
提案道府県
機関

部門・機能（所在地）

気象大学校

（千葉県柏市）

（独）医薬基盤・健康・栄養研究所

薬用植物資源研究センター筑波研究部（茨城県つく
ば市）

（独）海上技術安全研究所

流体設計系
構造基盤技術系
海洋開発系
洋上再生エネルギー開発系
水中工学系（東京都三鷹市）

（独）水産総合研究センター

水産工学研究所（茨城県神栖市）

佐賀県

長崎県

生物系特定産業技術研究支援センター（埼玉県さい
たま市）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構
つくば野菜研究拠点（茨城県つくば市）
中央水産研究所（神奈川県横浜市）
熊本県
（独）水産総合研究センター

水産工学研究所（茨城県神栖市）
西海区水産研究所有明海・八代海漁場環境研究セ
ンター（長崎県長崎市）

環境調査研修所

（埼玉県所沢市）

森林技術総合研修所

地方拠点の設置（東京都八王子市）

陸上自衛隊輸送学校

（東京都練馬区）

（独）国際交流基金

日本語国際センター（埼玉県さいたま市）

大分県
サービス観測・モデル化研究グループ（茨城県つくば
市）
（独）産業技術総合研究所
サービス設計工学研究グループ（東京都江東区）

宮崎県

沖縄県

（独）農業環境技術研究所

生態系計測研究領域
農業環境インベントリーセンター（茨城県つくば市）

（独）医薬品医療機器総合機構

一部相談機能の設置（東京都千代田区）

（独）海洋研究開発機構

海底資源研究開発センター（神奈川県横須賀市）

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

金属資源開発本部（千葉県千葉市）

（独）産業技術総合研究所

創薬基盤研究部門（東京都江東区）

（独）製品評価技術基盤機構

バイオテクノロジー部門（東京都渋谷区）

国立感染症研究所

サテライトオフィスの新設（東京都千代田区）
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