
第四次総合計画検討のための市民ワークショップ運営 平成17年度 長野市
松本市市民満足度調査 平成24・25・27年度 松本市
第四次塩尻市総合計画後期基本計画策定 平成21年度 塩尻市
第五次塩尻市総合計画策定支援 平成25・26年度 塩尻市
総合計画策定のための市民対話プロジェクト「塩尻未来会議」企画運営 平成25年度 塩尻市
第４次総合計画後期基本計画策定 平成19年度 山形村
区ビジョン策定に向けたまちづくり基礎調査 平成22年度 相模原市
第10次基本計画策定にかかる政策検討支援 平成26年度 松本市
第10次計画策定にむけた市民ワークショップの企画・運営 平成27年度 松本市
佐久市人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成26年度 佐久市
佐久穂町人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成27年度 佐久穂町
南砺市人口ビジョン策定 平成27年度 金沢大学
シティプロモーション戦略策定 平成27年度 塩尻市
川上村人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成27年度 川上村
小川村人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成27年度 小川村
高山市総合戦略等策定に係る調査・分析業務 平成27年度 高山市
南木曽町人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成27年度 南木曽町
第二次佐久市総合計画策定調査支援 平成27年度 佐久市
千曲市人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成27年度 千曲市
羽咋市における地方版総合戦略策定 平成27年度 金沢大学・羽咋市
松本市人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成27年度 松本市
朝日村人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 平成27年度 朝日村
野々市市第一次総合計画後期基本計画等策定支援 平成27年度～ 野々市市

防災 佐久市地域防災計画修正業務 平成24年度 佐久市
長野県商圏調査 平成21年度 長野県
中心市街地活性化・商業ビジョン策定業務 平成20年度 松本市・松本商工会議所
中心市街地活性化事業基本計画検証業務 平成25年度 塩尻市
産業振興ビジョン策定 平成19年度 千曲市
石川県次世代産業検討にかかる基礎調査 平成23年度 金沢大学
定額給付金等経済効果調査 平成21年度 上田市
七尾市地域産業振興プラン策定支援 平成24年度 七尾市
七尾市版産業連関表作成及び産業構造分析 平成24年度 七尾市
サービス産業支援施策立案に係る基礎調査 平成25・26年度 長野県
建設資材労働力需要実態調査 平成24・25年度 国土交通省
地域木材を活用した「地産地葬」製品開発 平成2１年度 塩尻市建設業協同組合
高度実践型支援人材研修業務 平成24年度 中小企業庁
信州ジビエ研究会ファシリテーション 平成24年度 長野県
市田駅EKIYATAIに対するマーケティング・ニーズ調査 平成26年度 高森町商工会
市民の健康とヘルスケア産業の創出をめざす松本ヘルス・ラボ事業 平成27年度 経済産業省・松本市
クラフトフェアまつもと2015にかかる周辺商店実態調査 平成27年度 工芸の五月実行委員会
平成27年度ワインインキュベーション推進事業 平成27年度 塩尻市
上田プレミアム商品券効果測定調査 平成27年度 株式会社ながのアド・ビューロ

松本プレミアム商品券利用実態に関するアンケート調査 平成27年度 松本プムミアム商品券事業実行委員会

農業振興地域整備計画策定業務 平成19年度 塩尻市
農業振興地域整備計画変更業務 平成25・26年度 塩尻市
食料・農業・農村基本計画策定 平成22年度 千曲市
第２次食料・農業・農村基本計画策定 平成27年度 千曲市
木曽町木工芸振興計画策定 平成22年度 木曽町
震災後の農業復興と今後の営農に関する調査 平成24年度 栄村
観光振興計画策定 平成22・23年度 長野市
松本市観光動向調査 平成23年度 松本市
塩尻市観光動向調査 平成25年度 塩尻市
観光客数及び経済波及効果測定調査 平成20年度 小布施町
白馬、飯山地域　長期滞在型旅行の現状と課題に関する調査 平成23年度 北陸信越運輸局
観光圏における顧客情報管理と情報アクセスに関する調査 平成23年度 北陸信越運輸局
いいときエリア観光サイト「いいときナビ」企画制作・運営 平成22～26年度 いいとき観光推進協議会
山岳高原を活かした世界水準の滞在型観光地づくり研究 平成25年度 長野県
「信州版スイスモビリティ」の開発及びマーケティング業務 平成25～26年度 長野県
北陸新幹線飯山駅２次交通マップ作成業務 平成26年度 信越９市町村広域観光連携会議・飯山市

福井県における地方の「おもてなし」向上事業 平成26年度 観光庁
広域観光周遊ルート形成促進に向けた基礎調査 平成27年度 北陸信越運輸局
アルプス山岳郷乗継ぎバス推進調査 平成27年度 北陸信越運輸局
世界水準の滞在型観光地計画策定 平成27年度 木曽町・大滝村
豊田市観光協会機能強化検討業務 平成27年度 豊田市観光協会
長野市観光振興計画策定支援 平成27年度 長野市
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上高地インバウンド推進事業 平成22年度～ 松本市
外国人向け上高地観光サイト「Sacred Highland Kamikochi」企画制作・運営 平成22年度～ 松本市
Facebookページ「Kamikochi」企画制作・運営 平成23年度～ 松本市
北信・中信地方における外国人観光客の言語バリアフリー化調査 平成22年度 北陸信越運輸局
松本、飯田、佐渡における観光イベントの外客受入環境整備事業 平成23年度 北陸信越運輸局
松本市街地の外国人観光客向け多言語マップ企画制作 平成23年度 北陸信越運輸局
北信・中信地方の観光地多言語サイン制作 平成22年度 北陸信越運輸局
大町市多言語サイン制作 平成24年度 北陸信越運輸局
立山黒部地域 外国人旅行者の受入に係る地方拠点整備事業 平成24年度 北陸信越運輸局
立山黒部アルペンルート外国人向けパンフレット企画制作 平成24年度 北陸信越運輸局
立山黒部アルペンルートオフィシャルサイト外国語版　企画制作 平成24年度 北陸信越運輸局
Facebookページ「Tateyamakurobe Alpine Route」企画制作・運営 平成24年度 北陸信越運輸局
受入環境整備サポーター派遣調査事業 平成24・25年度 北陸信越運輸局
金沢市における訪日外国人旅行者の受入環境整備事業 平成24年度 北陸信越運輸局
金沢市外国人向け食のガイドブック「Omotenashi」企画制作 平成24年度 北陸信越運輸局
ムスリム市場開拓のための営業ツール制作 平成25・26年度 長野県
外国人観光客のための電話通訳サービス試験運用事業 平成25・26年度 長野県
木曽路インバウンド推進の戦略策定事業 平成27年度 木曽観光復興対策協議会
インバウンド受入地域拡大事業 平成27年度 長野県
地域ブランド構築戦略策定 平成17年度 塩尻市
能登ブランド構築に関する調査 平成22年度 金沢大学
須坂市・信濃町・大町市/地域認知度調査業務 平成20年度 信州大学
地域課題に関する実態及び意向調査 平成25年度～ 信州大学
信州大学生および松本市在住外国人による松本市の魅力発見ワークショップ 平成25年度 （自主企画）
北アルプス3市村ブランド構築事業 平成26年度 北アルプス三市村観光連絡会

緑の基本計画基礎調査 平成24年度 松本市
第二次山形村環境基本計画 平成22年度 山形村
第三次山形村環境基本計画 平成27年度 山形村
自動車交通環境影響総合調査 平成23～27年度 環境省
ユニバーサルデザイン環境整備推進 平成24年度 世田谷区
UD（ユニバーサルデザイン）ワークショップ 平成24年度 世田谷区
次期まちづくりプラン策定支援 平成25・26年度 高森町
信濃町公共施設等総合管理計画策定業務 平成27年度 信濃町
西部地域公共交通総合連携計画策定 平成20年度 松本市
信濃町地域公共交通総合連携計画策定 平成22年度 信濃町地域公共交通協議会
信濃町地域公共交通総合連携計画策定 平成20年度 南信州広域連合
地域交通システム再構築促進事業 平成25年度 長野県
地域新交通システム評価検証 平成25～27年度 松本市
西部地域コミュニティバスモビリティマネジメント事業 平成24～26年度 松本市
地域公共交通政策に係る教材動画コンテンツ等企画制作 平成24・25年度 北陸信越運輸局
自動車交通環境影響総合調査 平成23～27年度 環境省
既存バス路線の定時性確保のための調査 平成26年度 松本市
地域公共交通ネットワークの確保・維持のための基礎資料の策定調査 平成26年度 中部運輸局
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律改正に伴う手引書作成 平成26年度 北陸信越運輸局
生活交通ネットワーク計画実行支援 平成27年度 佐久市
地域公共交通網形成計画の策定のための調査 平成27年度 駒ヶ根市
地域公共交通網形成計画策定支援 平成26・27年度 松本市
地域公共交通の住民参画型協議会運営に関する調査 平成27年度 中部運輸局
第５期長野県高齢者福祉プラン策定 平成23年度 長野県
第６期長野県高齢者福祉プラン策定 平成26年度 長野県
第一次地域福祉計画策定 平成22年度 千曲市
第二次地域福祉計画策定 平成27年度 千曲市
地域福祉活動計画策定 平成22年度 千曲市社会福祉協議会
第二次地域福祉活動計画策定 平成27年度 千曲市社会福祉協議会
生活衛生関係営業経営実態調査 平成23年度 厚生労働省
第2次地域福祉計画策定 平成21年度 塩尻市
第3次地域福祉計画策定 平成25年度 塩尻市
塩尻市障害者福祉推進プラン策定 平成25年度 塩尻市
塩尻市いきいき長寿計画策定 平成25年度 塩尻市
子ども・子育て支援事業計画 平成25年度 塩尻市
子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査 平成25・26年度 甲府市
子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査 平成25・26年度 松本市
健康産業市民ニーズ調査 平成26・27年度 松本市
松本市における出産環境整備に係る調査 平成27年度 松本市

まちづくり

福祉・医療
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「まつもと大歌舞伎」開催による経済効果等分析調査 平成20・22・24・26年度 まつもと歌舞伎実行委員会
南長野運動公園総合球技場再整備事業に伴う経済波及効果分析 平成24年度 長野市
松本山雅FC経済波及効果測定 平成23・24・26・27年度 （自主企画）
教育振興基本計画策定調査 平成25・26年度 塩尻市
生涯学習推進プランⅢ策定 平成26年度 塩尻市
サイトウ・キネン・フェスティバル経済波及効果測定 平成26年度 松本市
まつもと市民芸術館評価検証 平成27年度 松本市
地域協働コーディネーター養成業務 平成24年度 長野県
自治基本条例策定に係る市民会議運営支援 平成20年度 小諸市
市民交流センター創造会議運営 平成18年度 塩尻市
新しい公共支援のための県民フォーラム実施 平成24年度 長野県
市民交流センター「えんぱーく」運営協議会ワークショップ 平成25年度 （自主企画）
協働の成功要因調査と地域づくり人材養成の公開教材の制作 平成25年度～ 長野県
東御市地域ビジョン策定支援 平成27年度 東御市
平成27年度実践型地域雇用創造事業適正推進業務 平成27年度 塩尻市
地方シンクタンクフォーラム「人口減少・超高齢化時代の地域経営 ～適性規模化への賢い縮小という視点～」 平成24年度 地方シンクタンク協議会
SCOP設立10周年記念フォーラム「希望の持てる未来のために～地域における人材育成の重要性」 平成24年度 （自主企画）
公共的活動支援のための寄付募集支援業務委託 平成24年度 長野県
寄付募集サイトキャラクター「キッフィー」開発 平成24年度 長野県
ふるさと寄付金ＰＲ事業委託 平成22年度 塩尻市
個人情報保護の「過剰反応」に関する調査 平成19年度 内閣府
信州大学経済学部沼尾ゼミ　ファシリテーション講座 平成25年度 （自主企画）
カンボジア青年研修事業にかかる研修委託業務 平成25～27年度 JICA駒ヶ根
ラオス青年研修事業にかかる研修委託業務 平成27年度 JICA駒ヶ根

その他

寄付募集

行政マネジメン
ト

自治・協働・
市民参加
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スポーツ


