
NO. 移転
対象地域

対象機関 移転の概要 移転元（※１） 移転先（※２）

1 青森 （独）海洋研究開発機構（JAMSTEC） 海洋分野における人材育成等を図るため、海洋研究開発機構の連携拠点の設置 神奈川県横須賀市 青森県八戸市

2 宮城 （独）水産研究・教育機構（旧水研センター） 地域拠点を生かした漁船漁業の経営安定に資する共同研究の展開 神奈川県横浜市 宮城県気仙沼市

3 秋田 （独）教職員支援機構（前教員研修センター） 言語活動指導者養成研修の実施 茨城県つくば市 秋田県潟上市

4 山形 （国研）国立がん研究センター がんのメタボローム研究分野の研究連携拠点の設置 東京都中央区 山形県鶴岡市

5 福島 ―
福島イノベーション・コースト構想における福島ロボットテストフィールド、国際産学連携
拠点の 設置

－ 福島県南相馬市、浪江町

6 新潟 （独）医薬基盤・健康・栄養研究所 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院との研究連携に向けた協議会の設 置 東京都新宿区 新潟県南魚沼市

7 富山 （独）教職員支援機構（前教員研修センター） キャリア教育指導者養成研修の実施 茨城県つくば市 富山県富山市

8 富山 （独）医薬品医療機器総合機構 アジア医薬品・医療機器トレーニングセンター研修所の設置 東京都千代田区 富山県富山市

9 富山 国立医薬品食品衛生研究所 天然物医薬品分野での研究連携拠点の設置 神奈川県川崎市 富山県射水市

10 石川 （独）情報通信研究機構（NICT）
NICTと石川県による包括協定の締結を通じた、北陸StarBED技術センターの機能拡
充

東京都小金井市 石川県能美市

11 石川 （独）産業技術総合研究所（産総研） 炭素繊維分野をはじめとした県内企業との研究連携拠点の設置 茨城県つくば市 石川県金沢市

12 石川 （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 石川県金沢市

13 福井 （独）理化学研究所（理研）
加速器を用いた生物照射の研究や利活用のため、理化学研究所仁科加速器研究セ
ンターの協力による育種研究連携拠点の設置

埼玉県和光市 福井県敦賀市

14 福井 （独）水産研究・教育機構（旧水研センター）
水産研究連携を推進するため、「海洋生物資源国際研究センター（仮称）」の新設へ
の協力を実施

神奈川県横浜市 福井県小浜市

15 福井 （独）産業技術総合研究所（産総研） 福井県の重点産業関連の研究連携拠点の設置 茨城県つくば市 福井県福井市

16 福井 （独）教職員支援機構（前教員研修センター） 小学校における外国語教育指導者養成研修の実施 茨城県つくば市 福井県坂井市

17 山梨 森林技術総合研修所 現地研修拠点の設置 東京都八王子市 山梨県

18 長野 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校の合宿の実施 東京都練馬区 長野県上田市

19 岐阜 （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA) 岐阜県における宇宙航空に関する広報普及、教育活動に関する連携 東京都調布市 岐阜県各務原市

20 岐阜 森林技術総合研修所 現地連携研修の実施 東京都八王子市 岐阜県美濃市

21 静岡 （独）水産研究・教育機構（旧水研センター） 水産研究の連携拠点の設置 神奈川県横浜市 静岡県静岡市

22 愛知 （独）農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構） 花きに関する研究連携拠点の設置 茨城県つくば市 愛知県田原市

23 愛知 （独）産業技術総合研究所（産総研） 窒化ガリウム半導体研究連携拠点の設置 茨城県つくば市 愛知県名古屋市

24 三重 （独）教職員支援機構（前教員研修センター） 外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修の実施 茨城県つくば市 三重県津市

25 滋賀 （独）国立環境研究所 湖沼環境研究分野の研究連携拠点の設置 茨城県つくば市 滋賀県大津市

26 京都 （独）情報通信研究機構（NICT）
京都府のスマートシティ構想実現に向けた、情報通信研究機構との研究連携体制の
構築

東京都小金井市 京都府

27 京都 （独）理化学研究所（理研）
脳科学分野やAIに関する地域イノベーション創出のため、理化学研究所と地域の大
学・企業等との共同研究の展開

埼玉県和光市 京都府

28 大阪 （独）医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所（組織全体）の移転 東京都新宿区 大阪府摂津市

29 兵庫 （独）理化学研究所（理研） 産学連携体制の強化のための連携拠点の設置 埼玉県和光市 兵庫県神戸市

30 鳥取 （独）農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構） ナシ研究の連携拠点の設置 茨城県つくば市 鳥取県北栄町

31 鳥取 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校の調査・研究機能の一部移転 東京都小平市 鳥取県鳥取市

32 島根 （独）国際協力機構（JICA） 開発途上国の行政官等を対象とした青年研修等の研修機能の一部移転 東京都千代田区 島根県海士町

33 島根 （独）農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構） 畜産研究機能の強化のため、大田研究拠点の拡充 茨城県つくば市 島根県大田市

34 岡山 森林技術総合研修所 現地連携研修の実施 東京都八王子市 岡山県真庭市

35 岡山 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校の合宿の実施 東京都練馬区 岡山県美作市

36 広島 （独）理化学研究所（理研）
広島大学が所有するイノベーションプラザを活用したライフサイエンス共同研究拠点
の設置

埼玉県和光市 広島県東広島市

37 広島 （独）酒類総合研究所 （独）酒類総合研究所東京事務所の全部移転 東京都北区 広島県東広島市

研究機関・研修機関等の移転元・移転先
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38 山口 （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA)
防災分野等におけるリモートセンシング利用技術の研究、人材育成、国際連携、災害
対応の強化のため、宇宙航空研究開発機構の衛星運用や利活用拠点の設置

東京都調布市 山口県宇部市

39 山口 （独）水産研究・教育機構（旧水研センター） 水産研究の連携拠点の設置 神奈川県横浜市 山口県下関市

40 山口 防衛装備庁艦艇装備研究所 艦艇装備研究所の機能拡充に合わせた補完的な研究拠点の設置 東京都目黒区 山口県岩国市

41 香川 （独）農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構） 野菜研究機能の強化のため、四国研究センターの拡充 茨城県つくば市 香川県善通寺市

42 愛媛 （独）海上・港湾・航空技術研究所(海上技術安全 研究所) 造船技術力強化を図るための連携拠点の設置 東京都三鷹市 愛媛県今治市

43 高知 （独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）
海洋分野における地域イノベーションの創出等を図るため、海洋研究開発機構の連
携拠点の機能拡充等

神奈川県横須賀市 高知県南国市

44 福岡
（福岡市）

（独）理化学研究所（理研）
理化学研究所、九州大学、福岡市の三者による連携協定に基づく応用化学分野等に
おける地域イノベーション創出に向けた連携拠点の設置

埼玉県和光市 福岡県福岡市

45 福岡
（久留米市）

（独）理化学研究所（理研）
福岡県におけるバイオ産業振興のため、理化学研究所と地域の大学・企業等との共
同研究の展開

埼玉県和光市 福岡県久留米市

46 福岡 （独）産業技術総合研究所（産総研） 水素材料強度研究連携拠点の設置 茨城県つくば市 福岡県糸島市

47 福岡 環境調査研修所 環境調査研修所の研修拠点の設置 埼玉県所沢市 福岡県北九州市

48 佐賀 （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との研究連携に向けた協議 茨城県つくば市 佐賀県玄海町

49 熊本 環境調査研修所 環境調査研修所の研修拠点の設置 埼玉県所沢市 熊本県水俣市

50 大分 （独）国際交流基金 「日本語パートナーズ事業」に係る一部機能の移転による研修拠点の設置 埼玉県さいたま市 大分県別府市

※１「移転元」については、移転元の施設名や組織名が特定可能な場合には、その所在市区町村、それ以外は、対象機関の本部の所在する市区町村を記載。
※２「移転先」については、施設移転の予定地、機能移転の移転先の場所(施設等）が特定可能な場合、または年次プラン作成者に市町村が入っている場合には、その市町村、それ以外は提案した府県を記載。
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