
国土交通省 農林水産省 文部科学省 防衛省

東日本高速道路㈱ 中日本高速道路㈱ 西日本高速道路㈱ 首都高速道路㈱ 都市再生機構

千葉大学 富山大学 福井大学 名古屋大学 信州大学

東北大学 鉄道・運輸機構 豊橋技術科学大学 農林水産消費安全技術センター 高エネルギー加速器研究機構

青森県 青森市 八戸市 三沢市 むつ市

平川市 藤崎町 南部町 六ケ所村

岩手県 岩手県 盛岡市 花巻市 北上市 野田村

宮城県 仙台市 石巻市 気仙沼市 白石市

東松島市 村田町

秋田県 秋田市 能代市 男鹿市 湯沢市

八峰町

山形県 山形県 山形市 鶴岡市 新庄市

福島県 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市

白河市 喜多方市 二本松市 本宮市 只見町

柳津町 小野町 南会津町

茨城県 水戸市 古河市 結城市 常陸太田市

取手市 牛久市 鹿嶋市 東海村

栃木県 宇都宮市 足利市 佐野市 鹿沼市

日光市 真岡市 大田原市 那須塩原市 さくら市

上三川町 那須町 壬生町

群馬県 群馬県 前橋市 桐生市 太田市 みなかみ町

埼玉県 さいたま市 行田市 上尾市 草加市

越谷市 久喜市 嵐山町 小川町 杉戸町

千葉県 千葉市 船橋市 館山市 木更津市

茂原市 佐倉市 習志野市 市原市 君津市

浦安市 四街道市 匝瑳市 南房総市 香取市

東京都 中央区 港区 新宿区 台東区

墨田区 品川区 大田区 世田谷区 中野区

杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区

練馬区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市

三鷹市 青梅市 府中市 調布市 町田市

小金井市 国分寺市 狛江市 稲城市 あきる野市

神奈川県 横浜市 川崎市 平塚市 小田原市

茅ヶ崎市 逗子市 相模原市 三浦市 秦野市

厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市

南足柄市 綾瀬市 寒川町

山梨県 甲府市 富士吉田市 笛吹市 北杜市

富士川町

長野県 長野市 松本市 上田市 岡谷市

飯田市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市

塩尻市 茅野市 千曲市 中野市 駒ヶ根市

立科町 富士見町 辰野町 坂城町 木祖村

白馬村

新潟県 新潟市 長岡市 上越市 十日町市

燕市 妙高市 魚沼市 南魚沼市

富山県 富山市 高岡市 魚津市 氷見市

滑川市 黒部市 砺波市 南砺市 射水市

石川県 金沢市 七尾市 小松市 輪島市

珠洲市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市

能美市 野々市市 津幡町 内灘町 中能登町

能登町

福井県 福井市 敦賀市 小浜市 大野市

勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 永平寺町

おおい町

静岡県 静岡市 浜松市 島田市 磐田市

焼津市 藤枝市 掛川市 袋井市 下田市

伊豆市 菊川市

愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市

瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 豊田市

蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市

稲沢市 新城市 尾張旭市 岩倉市 豊明市

田原市 愛西市 弥富市 みよし市 あま市

長久手市 設楽町 東栄町

岐阜県 岐阜市 大垣市 高山市 多治見市

関市 中津川市 美濃市 瑞浪市 羽島市

恵那市 土岐市 各務原市 可児市 山県市

瑞穂市 飛騨市 郡上市 下呂市 海津市

八百津町 白川村

三重県 津市 桑名市 鈴鹿市 尾鷲市

鳥羽市 伊賀市 紀北町

（公財）石川県林業公社 神奈川県内広域水道企業団 （公財）栃木県農業振興公社 社会福祉法人(21) 太田市土地開発公社

（公財）武蔵野市こども協会 学校法人（1） 土地区画整理組合(2) 特定非営利活動法人(1) 千葉都市モノレール㈱

土地改良区連合 軽自動車検査協会 （一財）三重県環境保全事業団 ㈱URコミュニティ 安房郡市広域市町村圏事務組合

岐阜県
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地域建設業経営強化融資制度の導入状況

平成30年4月末現在

国
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福島県

茨城県


