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1）まちづくり構想・計画の策定支援                     

・国⽴市富⼠⾒台地域まちづくりビジョン策定⽀援業務委託（国⽴市／平成 28〜29 年） 

・市⺠討議会運営等業務委託（⼤和市／平成 26〜29 年） 

・総合計画策定ワークショップ開催補助業務委託（北海道芽室町/平成 29 年） 

・三鷹市⼟地利⽤総合計画 2022 改定⽀援業務委託（三鷹市／平成 27 年） 

・⾏財政改⾰に関する計画策定に係る市⺠意⾒聴取⽀援業務委託（川崎市／平成 27 年） 

・総合計画策定に係る市⺠意⾒聴取⽀援業務委託（川崎市／平成 26 年） 

・各区区⺠祭における市⺠意⾒聴取⽀援業務委託（川崎市／平成 26 年） 

・「次世代郊外まちづくり基本構想」策定⽀援業務（横浜市、東京急⾏電鉄株式会社／平成 24

〜25 年） 

・三鷹市⽤途地域等に関する指定⽅針及び指定基準（仮称）素案作成業務（三鷹市／平成 24 年） 

・まちづくりに係る 3 計画（景観計画・緑マス・都市マス）の改定・策定⽀援業務（三鷹市／平
成 23 年） 

・「（仮称）まちづくり戦略ビジョン策定に係る分野別ワークショップ」運営業務（札幌市／平
成 23 年） 

・⼤規模市⺠ワークショップ全体コーディネート及びシナリオ作成業務（札幌市／平成 15 年） 

・都⼼交通に関する市⺠理解促進基礎調査（札幌市／平成 15 年） 

・都⼼交通ビジョン懇談会運営業務（札幌市／平成 14 年） 

・世⽥⾕エコビレッジ･プロジェクト基本計画策定調査委託（世⽥⾕区／平成 14 年） 

・（仮称）エコビレッジ基本構想検討のための区⺠参加運営委託（（財）世⽥⾕区都市整備公社
／平成 12 年） 

 

2）各種分野別計画の策定支援                        

2−1）分野別計画 

・川崎市空家等対策計画等作成⽀援業務委託（川崎市／平成 28 年） 

・札幌市スポーツ推進計画策定⽀援業務（札幌市／平成 23〜24 年） 

・東区地域防災計画⾒直し関係業務（札幌市／平成 24 年） 

・地域福祉計画推進事業実施委託（川崎市／平成 20〜22 年） 

・川崎市ごみ減量推進市⺠会議運営委託（川崎市／平成 21〜22 年） 

・（仮称）新・保育計画策定業務委託について（川崎市／平成 22 年） 

・中原区環境ミーティング（100 ⼈ WS）運営⽀援委託業務（川崎市／平成 21 年） 
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・幸区地域福祉計画推進事業業務委託（川崎市／平成 20 年） 

・⽯⼭・藤野・簾舞地区 地域交通計画策定検討業務（札幌市／平成 19 年） 

・川越市次世代育成⽀援対策⾏動計画策定業務（川越市／平成 16 年） 

 

2−2）公共施設等の整備・運⽤に係る計画 

・⽩⽯区複合庁舎整備に関する検討会等運営業務（札幌市／平成 24〜26 年） 

・北野連合会館改築検討委員会等運営業務（札幌市／平成 25 年） 

・（仮称）アートセンター実施内容検討⽀援業務（札幌市／平成 24 年） 

・JR ⽩⽯駅周辺地区整備デザイン調整・検討業務（札幌市／平成 20〜22 年） 

・創造活動センターに係る基礎調査／基本計画原案策定業務（札幌市／平成 20〜22 年） 

・アートセンターに係る検討委員会コーディネート業務（札幌市／平成 21〜22 年） 

・東急⽥園都市線⾼架下における新たなコミュニティ施設検討（東京急⾏電鉄株式会社／平成 22

年） 

・市⺠交流複合施設基本計画／創造活動センターに係る基礎調査（札幌市／平成 19〜20 年） 

・市⺠交流複合施設ホールに係る実施⽅針検討業務（札幌市／平成 20 年） 

・厚別清掃⼯場跡地暫定利⽤検討調査業務（札幌市／平成 18 年） 

・中の島まちづくりセンター･地区会館の改築基本検討にかかるワークショップ運営業務（札幌
市／平成 16〜17 年） 

・曙⼩学校跡地活⽤検討会議運営補助業務（札幌市／平成 16 年） 

 

2−3）郊外住宅地・団地の再⽣ 

・某団地再⽣検討⽀援業務委託（某団地管理組合／平成 28〜29 年） 

・某団地再⽣⽅針策定プログラム推進⽀援業務（A 社／平成 26〜28 年） 

・「某郊外住宅地」再⽣に向けた企画検討・実施⽀援業務委託（B 社／平成 28 年） 
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3）都市計画・地区計画などによる地区まちづくり               

・⼤森駅⻄側駅周辺の都市基盤施設整備計画等検討業務委託（トーニチコンサルタント株式会社、
⼤⽥区／平成 27〜29 年） 

・⼤⼭駅周辺地区まちづくり事業⽀援委託（板橋区/平成 29 年） 

・北野の⾥（仮称）のまちづくり整備計画策定に向けた基礎資料作成業務（三鷹市／平成 29 年） 

・川崎市内の空き家活⽤モデル事業業務委託（川崎市住宅供給公社/平成 29 年） 

・新⽥駅東⼝地区事業推進業務委託（草加市、昭和株式会社／平成 29 年） 

・北野の⾥（仮称）まちづくり⽅針策定⽀援／まちづくりワークショップ実施⽀援業務（三鷹市
／平成 25〜28 年） 

・改定草加市都市計画マスタープラン計画書デザイン作成業務委託（草加市／平成 28 年） 

・新⽥駅東⼝地区換地設計修正等及び事業推進業務委託（草加市、昭和株式会社／平成 28 年） 

・国道 330 号沿線「胡屋⼗字路〜胡屋北交差点」⼟地利⽤検討調査業務委託（⽟野総合コンサル
タント株式会社／平成 28 年） 

・⼤森駅周辺地区まちづくり検討推進業務（（独）都市再⽣機構／平成 26〜28 年） 

・北部市街地⾃治会交通対策連絡協議会コーディネート業務委託（川越市、川越市中⼼市街地活
性化協議会／平成 23〜26 年） 

・新⽥駅東⼝地区整備計画等作成及び事業推進業務委託（草加市、昭和株式会社／平成 23〜26

年） 

・新河岸駅周辺整備事業に向けた地区計画等策定業務委託（川越市／平成 21〜25 年） 

・中央通りまちづくり計画等策定に係るコーディネート業務（川越市中⼼市街地活性化協議会／
平成 24〜25 年） 

・「札幌市⾏政評価 市⺠参加ワークショップ」運営業務（札幌市／平成 24〜27 年） 

・「新さっぽろ駅周辺地区」まちづくり計画策定補助業務（札幌市／平成 25 年） 

・上板橋駅南⼝駅前地区まちづくりを考える会におけるワークショップ運営補助業務（板橋区／
平成 22〜24 年） 

・北栄地区地域ビジョン策定⽀援業務（札幌市／平成 23〜24 年） 

・次世代郊外まちづくり構想策定のための事務局ワークショップ企画運営（横浜市、東京急⾏電
鉄株式会社／平成 24 年） 

・地区まちづくり計画推進業務委託（川崎市／平成 24 年） 

・（仮称）多摩区⺠ワークショップ〜地域資源を活かした魅⼒あるまちづくりを考える〜開催業
務委託（多摩区観光推進協議会／平成 22 年） 

・もみじ台地域住環境保全推進業務（札幌市／平成 19〜21 年） 
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・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託（柏市／平成 21 年） 

・真駒内地域住環境保全推進業務（札幌市／平成 20 年） 

・「みなとを核とした地域活性化促進検討業務」における⽀援業務（北海道開発局／平成 20 年） 

・地区まちづくり計画策定⽀援業務委託（⼤⼭街道地区）（川崎市／平成 20 年） 

・⼿稲区地域づくり検討業務（札幌市／平成 18〜19 年） 

・札幌駅前通北街区地区 地区計画検討業務（札幌駅前通協議会／平成 19 年） 

・⼩淵沢道路整備検討ワークショップ委託（⼩淵沢まちづくり協議会／平成 19 年） 

・四⾕駅周辺地区における街づくり検討業務（（独）都市再⽣機構／平成 18 年） 

・⼤通交流拠点まちづくりガイドライン作成業務（⼤通交流拠点まちづくりガイドライン検討会
／平成 18 年） 

・札幌駅前通及び創成川通の整備基本計画に対する市⺠コンセンサス形成業務（札幌市／平成 16

年） 

・JR ⽩⽯駅周辺地区バスルート調査検討業務（札幌市／平成 16 年） 

・⼈⼝減少に対応した地域のまちづくり実践検討調査業務（札幌市／平成 16 年） 

・⾼階地区（第 2）新河岸駅周辺まちづくり検討調査業務委託（川越市／平成 16 年） 

・川越駅⻄⼝（第⼆⼯区）地区まちづくり実践検討調査（川越市／平成 11〜15 年） 

・川越市都市計画事業⾼階⼟地区画整理事業基本計画再検討業務委託（川越市、昭和株式会社／
平成 15 年） 

・JR ⽩⽯駅周辺地区市街地総合再⽣基本計画策定業務（札幌市／平成 12〜13 年） 

・曙地区まちづくりガイドライン策定業務（札幌市／平成 8〜11 年） 

・⽉寒中央東地区コミュニティゾーン形成事業実施計画検討業務（札幌市／平成 8〜11 年） 

・⼿稲駅周辺地区⼈にやさしいまちづくり整備計画策定業務（札幌市／平成 10 年） 

・⽇本⼤通り再整備計画検討調査（横浜市／平成 8 年） 

 

4）都市デザイン・景観まちづくり                      

・界わい形成地区指定に向けた候補地区における検討業務委託（世⽥⾕区／平成 29 年） 

・⾵景づくり普及啓発事業企画運営業務委託（世⽥⾕区／平成 27〜29 年） 

・（仮称）⾼尾駅北⼝地区屋外広告物地域ルール策定業務委託（⼋王⼦市／平成 28〜29 年） 

・都市景観形成基準進⾏管理⽀援業務委託（川越市／平成 28〜29 年） 

・武蔵野市景観ガイドライン策定⽀援等業務委託（武蔵野市／平成 26〜28 年） 

・界わい形成地区指定にむけた調査等業務委託（世⽥⾕区／平成 28 年） 

・景観施策の⽅向性等調査検討業務委託（川崎市／平成 28 年） 
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・地域景観形成基準進⾏管理⽀援業務委託（川越市／平成 22〜27 年） 

・景観・まちづくり意識普及に関する業務委託（川崎市／平成 23〜25 年） 

・川崎⼤師表参道・仲⾒世景観形成⽅針・基準等検討業務委託（川崎市／平成 25 年） 

・川崎⼤師表参道景観形成⽅針・基準等検討業務委託（川崎市／平成 23〜24 年） 

・中原街道景観形成⽅針・基準策定等業務委託（川崎市／平成 24 年） 

・新百合丘駅周辺屋外広告物基準改定等業務委託（川崎市／平成 24 年） 

・三鷹景観づくり計画 2022（仮称）策定⽀援業務（三鷹市／平成 24 年） 

・札幌駅前通北街区地区景観誘導制度検討業務（札幌市／平成 22 年） 

・川越市景観計画策定業務委託（川越市／平成 23 年） 

・川越⼗カ町地区地域景観形成基準進⾏管理⽀援業務（川越市／平成 17〜21 年） 

・中央通り周辺地区まちづくりガイドライン検討業務委託（川越市／平成 19〜21 年） 

・クレアモール・⼋幡通り周辺地区地域景観形成基準進⾏管理⽀援業務（川越市／平成 19〜21

年） 

・景観法の制度活⽤の成果と課題把握業務（国⼟交通省、三菱総研／平成 21 年） 

・景観計画重点区域の⾒直し等に係る調査・検討業務（札幌市／平成 21 年） 

・⼤⼭街道都市景観形成地区推進業務委託（川崎市／平成 21 年） 

・景観法の制度活⽤についての現状把握業務（国⼟交通省、三菱総研／平成 20 年） 

・南 1 条通道路景観検討業務（札幌市／平成 20 年） 

・JR ⽩⽯駅周辺地区整備デザイン調整・検討業務（札幌市／平成 16〜19 年） 

・⾵景づくり計画策定委託（世⽥⾕区／平成 19 年） 

・新富町周辺地区地域景観形成基準策定／進⾏管理⽀援業務（川越市／平成 15〜18 年） 

・良好な景観形成のための規制・誘導制度の活⽤促進⽅策検討調査業務（国⼟交通省、三菱総研
／平成 18 年） 

・横浜公園・象の⿐景観検討シミュレーション業務委託（横浜市／平成 18 年） 

・景観法施⾏に合わせた⾵景づくり条例⾒直し調査（世⽥⾕区／平成 16〜17 年） 

・ふるさとの原⾵景百選選定業務（⼩⽥原市／平成 17 年） 

・北海道港湾における環境･景観に配慮した施設整備検討業務（景観編）（北海道開発局／平成
16 年） 

・川越市景観形成地域：伝統商業地域策定調査業務（川越市／平成 15 年） 

・国分寺崖線にかかわる⽔と緑の⾵景軸の指定に関する調査（世⽥⾕区／平成 15 年） 

・⽇本⼤通り地区等景観シミュレーション調査業務（横浜市／平成 15 年） 

・みなとみらい 21 新港地区景観シミュレーション業務（横浜市／平成 15 年） 
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・⾵景づくり条例運⽤検討調査委託（世⽥⾕区／平成 11〜14 年） 

・南 1 条通（⻄ 20 丁⽬通-環状通間）道路景観検討業務（札幌市／平成 13〜14 年） 

・関内･⼭⼿地区都市景観シミュレーション業務委託（横浜市／平成 14 年） 

・都市景観シミュレーションシステム検討調査業務委託（横浜市／平成 13 年） 

・関内･⼭⼿地域都市デザインプラン策定業務委託（横浜市／平成 11〜12 年） 

・仮称札幌駅周辺地区都市景観形成地区基礎調査業務（札幌市／平成 12 年） 

・川越駅周辺地域地域景観形成基準案策定調査委託（川越市／平成 12 年） 

・⼤規模建築物等の景観誘導⽅策検討調査（横浜市／平成 12 年） 

・鶴⾒駅周辺街並みデザイン調査委託（横浜市鶴⾒区／平成 11 年） 

・都市景観シミュレーション検討調査（横浜市／平成 9〜10 年） 

・都市景観形成地区候補地基礎調査業務（札幌市／平成 10 年） 

・川越市都市景観形成計画策定調査業務委託（川越城下周辺地域）（川越市／平成 10 年） 

・世⽥⾕区景観条例素案検討調査（世⽥⾕区／平成 8〜9 年） 

・京浜臨海部河川･運河再整備構想調査（横浜市／平成 9 年） 

・横浜港臨港幹線道路象の⿐防波堤調査（横浜市／平成 9 年） 

 

5）福祉のまちづくり・地域づくり                       

・⾼津区地域福祉活動キラリ事業実施業務委託（川崎市⾼津区／平成 23〜29 年） 

・（仮称）練⾺区ユニバーサルデザイン経路ガイドライン作成等に係る業務委託（練⾺区／平成
28〜29 年） 

・ユニバーサルデザインガイドライン作成業務及び職員研修委託（板橋区／平成 29 年） 

・多摩区地域包括ケアシステム推進に向けた地域づくりの推進及び地区資料の更新業務委託（川
崎市多摩区／平成 29 年） 

・「板橋区ユニバーサルデザイン推進計画」策定⽀援業務等委託（板橋区／平成 27〜28 年） 

・地域包括ケアシステム推進に向けたモデル事業の実施及び地域資源の調査業務委託（川崎市多
摩区／平成 28 年） 

・近隣対応研修実施委託（世⽥⾕区／平成 27 年） 

・多摩区地域福祉啓発事業業務委託（川崎市多摩区／平成 27 年） 

・藻岩地区福祉ワークショップ開催業務（札幌市／平成 27 年） 

・橋わたしによる地域福祉の活性化ワークショップ事業（川崎市／平成 26 年） 

・⽼⼈福祉施設に対するアンケート実施に関するアドバイザー（簾舞まちづくり協議会／平成 26

年） 
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・中原区地域福祉計画普及啓発ワークショップ事業（川崎市／平成 23〜25 年） 

・地域福祉活動レポート「たかつハートリレー」実施業務委託（川崎市／平成 24〜25 年） 

・第 3 期多摩区地域福祉計画 つながりひろがるパートナーシップ連絡会業務委託（川崎市／平
成 25 年） 

・地域福祉計画「それいいね！福祉のまちチャレンジ事業」業務委託（川崎市／平成 25 年） 

・第三期川崎区地域福祉計画事業委託（川崎市／平成 23 年） 

・中原区地域福祉計画寄り合い処ワークショップ事業（川崎市／平成 23 年） 

・幸区地域福祉計画推進事業委託業務（川崎市／平成 21 年） 

・川崎区地域福祉ワークショップ等実施事業委託業務（川崎市／平成 17 年） 

 

6）防災まちづくり                 

・不燃化特区防災街づくり関連⽀援メニューの総合案内チラシの制作（世⽥⾕区／平成 29 年） 

・平成 28 年度防災啓発冊⼦作成業務委託（川崎市／平成 28 年） 

・簾舞地区防災マニュアル策定事業（簾舞まちづくり協議会／平成 28 年） 

・地域防災リーダーガイドブックのデザイン（机上防災訓練研究会／平成 28 年） 

・机上防災訓練パネルのデザイン（机上防災訓練研究会／平成 28 年） 

・札幌市都⼼地域帰宅困難者対策協議会 部会ワークショップ運営業務（札幌市／平成 26〜27

年） 

・⼩中学校防災教育⽤教材開発業務（札幌市／平成 24 年） 

・簾舞地区防災計画策定⽀援業務（札幌市／平成 18 年） 

 

7）地域固有の歴史や文化を継承するまちづくり                 

・リーディングプロジェクト「酒のくら交流施設」」交流機能強化事業（千厩まちづくり株式会
社／平成 29 年） 

・若者定住促進に向けた「千厩酒のくら交流施設」活⽤に係る調査業務等委託（岩⼿県⼀関市／
平成 28 年） 

・伝統的建造物群保存地区ガイドライン等作成業務委託（栃⽊市／平成 22 年） 

・伝統的建造物群保存地区 保存計画策定業務委託（栃⽊市／平成 21 年） 

・伝統的建造物群保存地区調査計画業務委託（栃⽊市／平成 21 年） 

・伝統的建造物群保存地区パンフレット作成業務委託（桜川市／平成 21 年） 

・伝建地区まちづくりガイドラインパンフレット作成業務委託（川越市／平成 19 年） 

・伝建地区保存整備実践調査業務（川越市／平成 15 年） 
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・川越市川越伝統的建造物群保存地区保存整備実践⼿法策定調査業務（川越市／平成 14 年） 

・川越市川越伝統的建造物群保存地区防災計画策定調査業務（川越市／平成 12〜13 年） 

・川越駅川越伝統的建造物群保存地区保存カルテ（データシート）制作業務（川越市／平成 13

年） 

・川越市伝統的建造物群保存地区における建築基準法緩和に関する⽅針策定業務（川越市／平成
10 年） 

・川越市伝統的建造物群保存地区保存計画策定業務（川越市／平成 9 年） 

・川越市伝統的建造物群保存地区策定調査（川越市／平成 7 年） 

・函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区に係るデザインガイドライン作成（函館市／平成 5

年） 

 

8）町村・集落の地域資源を活かすまちづくり                

・いなか暮らし「しごと」創造⽀援事業委託（北海道／平成 27〜29 年） 

・納内地域集落対策協議会活動⽀援業務（納内地域集落対策協議会／平成 28〜29 年年） 

・⼀関市千厩町中⼼市街地活性化に向けたニーズ等調査事業業務委託（千厩まちづくり株式会社
／平成 28 年） 

・「ドラキュラ de まちおこし」⽀援（七⼾町、七⼾ドラキュラ de まちおこし実⾏委員会／平成
25〜27 年） 

・都市⼈材誘致育成推進事業委託業務（北海道／平成 27 年） 

・滝上町 100 ⼈⼥⼦会企画⽀援（北海道滝上町／平成 27 年） 

・農村集落活性化⽀援事業に係る将来ビジョン策定⽀援業務（納内地域集落対策協議会／平成 27

年） 

・集落⽣活⽀援複合サービス推進事業コンサルティング業務（⽩⽼・登別集落⽣活⽀援協議会／
平成 27 年） 

・「ガンバル集落」⼈づくり事業（北海道／平成 26 年） 

・ご近所知恵出し会議運営⽀援（むつ市／平成 25 年） 

・まちなか再⽣総合プロデュース事業／七⼾町専⾨家派遣（（財）地域総合整備財団／平成 24

年） 

・七⼾町地域活性化のための外部専⾨家活⽤（七⼾町／平成 24 年） 

・地域⼒創造のための起業者定住促進モデル事業／七⼾町（総務省／平成 23 年） 
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9）エリアマネジメント                           

・オンプロジェクトを通したエリアマネジメント⼿法確⽴のための⽀援業務（野村不動産株式会
社／平成 28〜29 年） 

・「郊外住宅地 K」再⽣に向けた企画検討・実施⽀援業務委託（⼤和ハウス⼯業株式会社／平成
28〜29 年） 

・神⽥地域における賑わい創出に向けた戦略検討検討業務（（独）都市再⽣機構/平成 29 年） 

・WISE Living Lab 共創スペース運営⽀援（東京急⾏電鉄株式会社/平成 29 年） 

・WISE Living Lab 活動⽀援業務（東京急⾏電鉄株式会社/平成 29 年） 

・南町⽥拠点創出まちづくりプロジェクト 鶴間公園・融合ゾーン魅⼒創出事業に係る市⺠参画
⽀援業務委託（町⽥市/平成 29 年） 

・⼩杉駅周辺の新たな魅⼒づくり推進事業実施委託（川崎市中原区/平成 29 年） 

・「（仮）北 1 街区賑わい拠点整備実証実験に係わる調査・検証」業務（倶知安商⼯会議所/平
成 29 年） 

・「くっちゃんマチナカ賑わいプロジェクト」コンサルティング業務（倶知安商⼯会議所／平成
28 年） 

・次世代郊外まちづくり情報発信等⽀援業務（横浜市、東京急⾏電鉄株式会社／平成 28 年） 

・「次世代郊外まちづくり」エリアマネジメント構想策定⽀援業務（横浜市、東京急⾏電鉄株式
会社／平成 28 年） 

・「次世代郊外まちづくり」エリアマネジメント組織化⽀援業務（横浜市、東京急⾏電鉄株式会
社／平成 28 年） 

・「南町⽥プロジェクト」地域住⺠等の意向把握プログラム企画調査業務委託（東京急⾏電鉄株
式会社／平成 28 年） 

・⼆⼦⽟川ライズ協議会次期戦略⽴案ワークショップの企画運営に関する業務委託（東京急⾏電
鉄株式会社／平成 28 年） 

・神⽥地域の賑わい創出に向けたまちづくり⽅策検討業務（（独）都市再⽣機構／平成 28 年） 

・「次世代郊外まちづくり地域連携プログラム等」⽀援業務（横浜市、東京急⾏電鉄株式会社／
平成 27 年） 

・次世代郊外まちづくりエリアマネジメント検討業務（東京急⾏電鉄株式会社／平成 27 年） 

・もみじ台地域エリアマネジメント推進業務（札幌市／平成 25〜26 年） 

・地域ブランド化・地域経営に関する講義委託（東久留⽶市／平成 26 年） 

・「地域住⺠との連携強化に向けた仕組みづくり等」⽀援業務（横浜市、東京急⾏電鉄株式会社
／平成 26 年） 

・（仮称）⼆⼦新地コミュニティ施設の運営検討に関する⽀援業務（東京急⾏電鉄株式会社／平
成 26 年） 
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・⾼津⼤⼭街道資源活⽤事業委託業務（川崎市／平成 21〜24 年） 

・エリアマネジメント⼿法の活⽤検討調査業務（札幌市／平成 22 年） 

・⾼津⼤⼭街道資源活⽤事業 委託業務（川崎市／平成 22 年） 

・札幌駅前通地区エリアマネジメント促進⽀援業務（札幌市／平成 21 年） 

・⾼津区地域資源を活⽤した商業活性化推進事業業務委託（川崎市／平成 21 年） 

・⾼津⼤⼭街道マスタープラン策定業務（川崎市／平成 20 年） 

 

10）コミュニティの拠点づくり                         

・もみじ台管理センター有効活⽤事業委託（⽇興美装⼯業株式会社／平成 26〜29 年） 

・WISE Living Lab 共創スペース オープニングイベント企画・運営⽀援業務（東京急⾏電鉄株
式会社／平成 28 年） 

・（仮称）⼆⼦新地コミュニティ施設の運営検討に関する⽀援業務（東京急⾏電鉄株式会社／平
成 25 年） 

・中原区⺠交流センター及び中原区⺠交流サイト開設準備事業⽀援業務（川崎市／平成 19 年） 

・JR ⽩⽯駅周辺地区まちづくり活動業務（R ⽩⽯駅周辺地区街づくり協議会／平成 14〜16 年） 

・基本設計に向けた地域意向調査業務（R ⽩⽯駅周辺地区街づくり協議会／平成 16 年） 

・⼭⿐･曙地区まちづくり活動業務（⼭⿐･曙地区まちづくり委員会／平成 12〜14 年） 

 

11）住民自治や住民活動の支援                        

・地域まちづくり⼈材育成事業（札幌市／平成 28〜29 年） 

・地域課題解決事業運営等⽀援業務委託（川崎市多摩区／平成 23〜29 年） 

・冬みち地域連携事業補助業務（札幌市／平成 25〜29 年） 

・中板橋若⼿商⼈育成事業、商店街パワーアップ作戦（（公財）東京都中⼩企業振興公社/平成
27〜29 年） 

・地区街づくり協議会専⾨家⽀援業務委託（川越市／平成 28〜29 年） 

・北部市市街地⾃治会交通対策連絡協議会コーディネート業務委託（川越市／平成 28〜29 年） 

・コミュニティ施策の推進⽀援業務委託（川崎市/平成 29 年） 

・商業者ネットワーク構築事業業務委託（川崎市/平成 29 年） 

・新さっぽろ街⾓アート♪トンネルペインティングプロジェクトワークショップ運営等業務（札
幌市厚別区/平成 29 年） 

・市⺠活動促進講座開催業務（北海道／平成 28 年） 
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・屯⽥地区地域課題、地域連携を考える交流会運営業務（札幌市／平成 28 年） 

・地域コミュニティの活性化促進事業業務委託（川崎市多摩区／平成 28 年） 

・宮前区まちづくり⽀援事業業務委託（川崎市宮前区／平成 28 年） 

・札幌市さぽーとほっと基⾦説明会等委託業務（札幌市／平成 26〜27 年） 

・平成 27 年度地域の縁側活動推進事業委託（川崎市／平成 27 年） 

・代官⼭ HALL0WEEN2015 を考える座談会の運営（代官⼭ HALL0WEEN 実⾏委員会／平成 27

年） 

・「次世代郊外まちづくり住⺠創発プロジェクト」住⺠活動⽀援業務（横浜市、東京急⾏電鉄株
式会社／平成 25〜26 年） 

・緊急雇⽤創出推進事業補助⾦交付要綱に基づく市⺠まちづくり活動ＰＲ強化事業（札幌市／平
成 25 年） 

・「さっぽろ⼦どもの権利の⽇」に係る啓発事業の実施業務（札幌市／平成 25 年） 

・藻岩の地域⼒ UP のためのワークショップ開催業務（札幌市／平成 25 年） 

・あつべつ区⺠協議会ワークショップ運営業務（札幌市／平成 25 年） 

・緊急雇⽤創出推進事業北海道集落総合⽀援事業委託業務（北海道／平成 25 年） 

・平成 25 年度第 3 回地域⾵景資産選定等に関わる事業委託（世⽥⾕区／平成 25 年） 

・平成 24 年度⼿稲鉄北地区「世代間・地域間交流事業」普及促進業務（札幌市／平成 24 年） 

・JR ⽩⽯駅周辺地区整備 宿根草管理検討業務（札幌市／平成 24 年） 

 

12）広報等の編集・デザイン                        

・「宮前区歴史ガイドまち歩き」印刷作成業務委託（宮前区歴史⽂化調査委員会／平成 28〜29

年） 

・『旧国⽴駅舎の思い出』冊⼦編集業務委託（国⽴市/平成 29 年） 

・保育施設整備候補物件募集ポスター作成業務委託（世⽥⾕区／平成 27〜29 年） 

・三宿まちづくりハウス展⽰物等製作委託（世⽥⾕区／平成 28 年） 

・保育施設整備候補物件募集チラシ・ポスターの作成及び印刷業務委託（世⽥⾕区／平成 28 年） 

・「世⽥⾕都市デザインフォーラム 2017」ちらし等デザイン作成業務委託（世⽥⾕区／平成 28

年） 

・改定草加市都市計画マスタープラン計画書デザイン作成業務委託（草加市／平成 28 年） 

・「鉄東地区 魅⼒再発⾒事業」企画運営業務（札幌市／平成 28 年） 

・代官⼭ HALLOWEEN 2016 チラシ・ポスター制作（代官⼭商店会／平成 28 年） 

・⾃転⾞の交通ルール啓発冊⼦改訂版制作業務（川崎市交通安全対策協議会／平成 27 年） 
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・イラスト作成と Web ページのデザイン及びページ作成（国⽴障がい者リハビリテーションセ
ンター／平成 27 年） 

・HALL0WEEN マップの作成（代官⼭商店会／平成 27 年） 

・（仮称）Wise Living Lab 計画推進に向けた建築基準法第 48 条説明会会場展⽰物の制作（東京
急⾏電鉄株式会社／平成 27 年） 

・納内写真集作成業務（納内地域集落対策協議会／平成 27 年） 

・「ウォーキング推進キャンペーン」ポスター作成業務（札幌市／平成 26 年） 

・⽣活道路における交通安全対策に関する情報チラシ（1 号）の作成（⽇本⼤学理⼯学部／平成
26 年） 

・川越市都市景観形成地域パンフレット改訂業務委託（川越市／平成 26 年） 

・地域⾵景資産マップデザイン業務委託（世⽥⾕区／平成 26 年） 

・⾃転⾞の交通ルール啓発冊⼦改訂版制作（川崎市交通安全対策協議会／平成 26 年） 

・「みやまえ⼦育てガイドとことこ」「とことこおでかけマップ」編集業務委託（川崎市／平成
26 年） 

・公共空間景観形成ガイドライン冊⼦データ作成業務委託（川崎市／平成 25 年） 

・40 周年記念 幸アーカイブ事業実施業務委託（川崎市／平成 24 年） 

・平成 24 年度川崎市環境⾏政 PR ビデオ制作業務（川崎市／平成 24 年） 

 

13）調査・研究                              

・⽣活⼯房事業評価に関する委託（（公財）せたがや⽂化財団／平成 28〜29 年） 

・コミュニティ施策の推進⽀援業務委託（川崎市/平成 29 年） 

・北の住まいるタウンの推進に係る調査業務（北海道／平成 29 年） 

・札幌市市⺠まちづくり活動促進基⾦制度のあり⽅、並びに地域まちづくり活動の⼈材育成に係
る調査等委託業務（札幌市／平成 28 年） 

・資⾦循環のしくみづくりに向けた基礎調査実施委託（川崎市／平成 28 年） 

・オンプロジェクトを通したエリアマネジメント⼿法確⽴のための⽀援業務（野村不動産株式会
社／平成 28 年） 

・⽣活⼯房事業評価の委託（（公財）せたがや⽂化財団／平成 24〜27 年） 

・札幌広域圏組合共同研究事業「広域圏を深堀り！研究会」企画運営業務（札幌広域圏組合／平
成 27 年） 

・市⺠参加に関する先進事例の調査・分析等業務委託（川崎市／平成 27 年） 

・川崎市町内会・⾃治会会館整備補助制度にかかる制度周知及び意向調査業務（川崎市／平成 26

年） 
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・地域コミュニティ・インキュベーター機能調査（札幌市／平成 14 年） 

 

14）研修                                 

・全国地域リーダー養成塾ファシリテーション研修（（財）地域活性化センター／平成 19〜29

年） 

・景観・屋外広告物⾏政研修（国⼟交通⼤学校／平成 28〜29 年） 

・PTA 活動研修（川崎市宮前区／平成 28〜29 年） 

・滝上町政策形成研修会（北海道滝上町/平成 28〜29 年） 

・職員研修（ファシリテーター研修）（北海道芽室町/平成 28〜29 年） 

・全国町村会地域農政未来塾（全国町村会/平成 29 年） 

・市⺠活動応援講座（宮前区まちづくり協議会/平成 29 年） 

・コミュニティカフェ講座（川崎市幸区/平成 29 年） 

・市⺠エンパワーメント講座（川崎市宮前区/平成 29 年） 

・新規採⽤職員研修（考え伝える研修）（川崎市/平成 29 年） 

・新規採⽤職員研修（川崎市/平成 29 年） 

・ユニバーサルデザインガイドライン作成業務及び職員研修委託（板橋区／平成 29 年） 

・滝上町総合計画策定ワークショップ講師（北海道滝上町/平成 29 年） 

・公共サービス市⺠提案制度に関する市⺠協働研修（北海道苫⼩牧市/平成 29 年） 

・市⺠活動サポートセンターNPO マネジメント講座（（公財）さっぽろ⻘少年⼥性活動協会/平
成 29 年） 

・認定・条例個別指定等活⽤促進及び法改正周知業務（札幌市/平成 29 年） 

・マンション建替えセミナー講話（（株）UR リンケージ／平成 28 年） 

・⾼津市⺠館地域の寺⼦屋事業コーディネーター養成講座（川崎市⾼津区／平成 28 年） 

・課題対応型学習活性化セミナー（北海道⽴⽣涯学習センター／平成 28 年） 

・実践型地域雇⽤創造事業 リノベーションビジネス企画担当者育成セミナー（さっぽろ地域雇
⽤創造協議会／平成 27〜28 年） 

・川崎市新規採⽤職員研修「考える⼒向上」研修（川崎市／平成 28 年） 

・ファシリテーション研修（北海道⽯狩教育局／平成 27 年） 

・⼤樹町職員研修（情報発信⼒向上研修）実施業務（北海道⼤樹町／平成 27 年） 

・多摩区町会連合会町内会⻑・⾃治会⻑研修会（多摩区町会連合会／平成 27 年） 

・才能の芽を育てる体験学習「デザイン講座」運営業務委託（世⽥⾕区／平成 27 年） 

・地域⼒向上サポート実践研修会（北海道／平成 26 年） 
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・産業間連携ワークショップ講師（北海道湧別町／平成 26 年） 

・実践型地域雇⽤創造事業 都⼼まちづくりのためのリノベーション⼈材育成講座（さっぽろ地
域雇⽤創造協議会／平成 26 年） 

・ポスター・チラシ作成センスアップ研修 指導業務（札幌市／平成 25 年） 

・胆振管内社会教育主事研修会（厚真町教育委員会／平成 25 年） 

・⽇本⼥⼦⼤学 地域活動講座（⽇本⼥⼦⼤学／平成 25 年） 

・総合企画局職場集合研修（川崎市／平成 25 年） 

・ちょっと気になるワタシの終活予報（幸区市⺠館／平成 25 年） 

・⽣涯学習推進専⾨講座 住⺠との協働を進める⼿法 〜ファシリテーションの知識と技術〜（北
海道⽴⽣涯学習推進センター／平成 24 年） 

・地域が主体となった⾼齢者の⾒守りの促進事業「チラシ作成講演会」（川崎市／平成 24 年） 

・南房総市ワークショップ研修企画運営業務（南房総市／平成 21〜24 年） 

・専⾨家派遣事業（⻘森県むつ市ファシリテータ養成研修）（（財）電源地域振興センター／平
成 24 年） 

・研修「多様な主体が活躍する協働によるまちづくり」（福岡市）（（財）電源地域振興センタ
ー／平成 24 年） 

 

15）フォーラム等の企画・運営                        

・桜まつり次世代郊外まちづくりブース企画等⽀援業務（東京急⾏電鉄株式会社/平成 29 年） 

・美しが丘⼩学校 50 周年次世代郊外まちづくりブース企画（東京急⾏電鉄株式会社/平成 29 年） 

・特定⾮営利活動法⼈寄付促進事業業務委託（川崎市/平成 29 年） 

・地域の絆ネットワーク⽀援事業世⽥⾕地域地域交流会実施委託（世⽥⾕区／平成 21〜29 年） 

・地域の絆連携活性化事業⽟川地域地域交流会実施委託（世⽥⾕区／平成 23〜29 年） 

・百合が原⾳楽祭ＰＲポスター選考兼 PR イベント実施業務（札幌市／平成 28〜29 年） 

・武蔵野市景観シンポジウム開催⽀援業務委託（武蔵野市/平成 29 年） 

・設計者選定報告会の運営⽀援委託（世⽥⾕区/平成 29 年） 

・市⽴⾼校⽣と在札留学⽣との交流会実施業務（札幌市／平成 28 年） 

・認定・条例個別指定等活⽤促進業務（札幌市／平成 28 年） 

・「多摩区地域包括ケアシステム シンポジウム」事業（川崎市多摩区／平成 28 年） 

・WISE Living Lab 共創スペース オープニングイベント企画・運営⽀援業務（東京急⾏電鉄株
式会社／平成 28 年） 

・「さっぽろ⼦どもの権利の⽇」に係る啓発事業の実施業務（札幌市／平成 27 年） 
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・総合計画市⺠参加ワークショップ⽀援（北海道湧別町／平成 27 年） 

・川崎区企業市⺠交流事業推進研究会 開催⽀援業務委託（川崎市川崎区／平成 27 年） 

・東急チャイルドパートナーズ次世代郊外まちづくりブース運営⽀援業務（東京急⾏電鉄株式会
社／平成 27 年） 

・「次世代郊外まちづくり シビックプライド」発表会等の運営⽀援業務（横浜市、東京急⾏電
鉄株式会社／平成 27 年） 

・別海町フォーラム講師（北海道別海町／平成 26 年） 

・「あびら夢・未来 100 ⼈町⺠フォーラム」講師（北海道安平町／平成 26 年） 

・東京の緑を守る将来会議［円卓会議］[企画会議]⽀援（東京の緑を守る将来会議／平成 26 年） 

・平成 26 年度 都市デザインフォーラム運営⽀援（世⽥⾕区／平成 26 年） 

・新たな総合計画に係る市⺠フォーラム開催⽀援業務委託（川崎市／平成 26 年） 

・「家庭の省エネプロジェクト 2014」告知イベント運営⽀援（横浜市、東京急⾏電鉄株式会社
／平成 26 年） 

・地域福祉計画「それいいね！福祉のまちチャレンジ事業」発表会業務委託（川崎市／平成 24

年） 

・⼩⽥急線上部利⽤シンポジウム運営⽀援業務委託（世⽥⾕区／平成 24 年） 

 


