
業務実績

Planning,Research & ExperimentKEIKAKU lab

業務実績にある「会社業務実績」は法人設立後に弊社で請け負った実績を掲載
しており、「個人業務実績」ではこれまでに弊社代表が携わってきた実績を掲載
しています。



総合計画・総合戦略／人口ビジョン・まちづくり
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2010 滋賀県 長浜市 長浜市西浅井地域まちづくりプラン策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 岩泉町 新岩泉町まちづくり総合計画後期基本計画策定支援業務 アンケート、フレーム作成、計画策定
2015 岩手県 岩泉町 岩泉町版人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務 アンケート、ヒアリング、計画策定
2015 岩手県 盛岡市 盛岡市UIJ ターンに係る意識調査業務 アンケート、ワークショップ、PR冊子作成
2015 岩手県 金ケ崎町 地域拠点整備モデル事業 アンケート、ヒアリング
2016 岩手県 盛岡市 盛岡市 KPI（重要業績評価指標）の分析等調査等業務 統計分析、事業分析
2016 岩手県 金ケ崎町 日常生活調査事業 アンケート、ヒアリング、統計分析

会
社
業
務
実
績

2018 岩手県 盛岡市 平成 30 年度盛岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略市民参
画型評価等業務委託 ワークショップ、文献調査

2019 岩手県 岩泉町 新しい岩泉町総合計画策定支援業務委託 計画策定、会議の運営等
2019 岩手県 令和２年県民の幸福感に関するパネル調査業務委託 アンケート

地域福祉
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2009 大阪府 大阪狭山市 第２次大阪狭山市地域福祉計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2010 大阪府 門真市　 門真市第２期地域福祉計画策定支援業務 アンケート
2011 大阪府 門真市 門真市第２期地域福祉計画策定支援業務 ヒアリング、計画策定、会議の運営等
2012 大阪府 守口市 第２次守口市地域福祉計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 滝沢市 滝沢市地域福祉計画策定業務 アンケート
2015 岩手県 滝沢市 滝沢市地域福祉計画策定業務 ヒアリング、計画策定、会議の運営等
2016 岩手県 矢巾町 矢巾町地域福祉ニーズ調査業務（多機関連携モデル事業） アンケート、ヒアリング、ワークショップ



子ども・子育て
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2009 兵庫県 三木市 三木市次世代育成支援後期行動計画策定業務 計画策定
2009 兵庫県 洲本市 洲本市次世代育成支援後期行動計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2009 兵庫県 小野市 小野市次世代育成支援対策後期行動計画策定業務 アンケート、ヒアリング、計画策定、会議の
運営等

2009 兵庫県 相生市 相生市次世代育成支援後期行動計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2009 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市次世代育成支援後期行動計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2009 大阪府 柏原市 柏原市次世代育成支援行動計画（後期）策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2009 大阪府 島本町 第 2期島本町母子家庭等自立促進計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2013 岩手県 釜石市 釜石市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務 アンケート、ニーズ量の推計
2013 T 社 岩泉町子育て支援マスタープラン業務 アンケート、計画策定
2013 岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町子ども・子育て支援ニーズ調査業務 アンケート、ニーズ量の推計
2013 岩手県 紫波町 紫波町子ども・子育て支援事業計画基礎調査・分析業務 アンケート、ニーズ量の推計
2013 岩手県 大船渡市 大船渡市子ども・子育て支援に関するニーズ調査業務 アンケート、ニーズ量の推計
2013 岩手県 矢巾町 矢巾町子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務 アンケート、ニーズ量の推計
2014 岩手県 釜石市 釜石市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 紫波町 紫波町子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 矢巾町 矢巾町子ども・子育て支援事業計画策定業務 計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 大槌町 大槌町子ども・子育て支援事業計画策定業務 計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 大船渡市 大船渡市子ども・子育て支援事業計画策定業務 計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 計画策定、会議の運営等

会
社
業
務
実
績

2018 岩手県 金ケ崎町 子どもの貧困支援体制等整備に係るニーズ調査業務 ニーズ調査、ヒアリング調査、ワークショップ
2018 岩手県 金ケ崎町 子ども・子育て支援事業に係るニーズ調査業務 ニーズ調査、ヒアリング調査、ワークショップ



事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

会
社
業
務
実
績

2018 岩手県 大船渡市 子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務 ニーズ調査、人口推計、教育・保育事業等の
量の見込み

2018 岩手県 釜石市 次期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務 ニーズ調査、人口推計、教育・保育事業等の
量の見込み

2018 岩手県 紫波町 子ども・子育て支援事業計画基礎調査・分析業務委託 ニーズ調査、人口推計、教育・保育事業等の
量の見込み、統計資料整理

2018 岩手県 田野畑村 子ども・子育て支援事業計画策定業務 ニーズ調査、人口推計、教育・保育事業等の
量の見込み

2018 岩手県 滝沢市 平成 30 年度滝沢市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査
業務

ニーズ調査、人口推計、教育・保育事業等の
量の見込み

2019 岩手県 釜石市 釜石市次期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 計画策定、会議の運営等
2019 岩手県 金ケ崎町 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 計画策定、会議の運営等

2019 岩手県 滝沢市 令和元年度第二期滝沢市子ども・子育て支援事業計画策定支
援業務 計画策定

高齢介護
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2008 大阪府 河南町 第 4期河南町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2008 奈良県 桜井市 桜井市老人保健福祉計画及び第 4期介護保険事業計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2008 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市老人福祉計画及び介護保険事業計画（第４期）策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2010 京都府 宇治市 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の見直しを図るための実
態調査業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2010 和歌山県 紀の川市 紀の川市第５期介護保険事業計画及び老人福祉計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2010 京都府 八幡市 八幡市介護サービス等の利用に関するアンケート調査業務 アンケート、現状分析、会議の運営等

2010 大阪府 八尾市 八尾市要介護認定者実態調査等委託業務 アンケート、給付分析、会議の運営等



事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2011 京都府 八幡市 八幡市要援護高齢者実態把握事業委託業務 アンケート
2011 くすのき広域連合 くすのき広域連合第５期介護保険事業計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2011 京都府 宇治市 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の見直しを図るための実
態調査業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2011 和歌山県 紀の川市 紀の川市第５期介護保険事業計画及び老人福祉計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2011 京都府 八幡市 八幡市高齢者健康福祉計画介護保険事業計画（第５期）策定業務 計画策定、会議の運営等
2011 大阪府 八尾市 第5期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定等支援業務 計画策定、会議の運営等
2012 兵庫県 西宮市 西宮市二次予防対象者把握事業 アンケート
2014 岩手県 北上市 第7次北上市高齢者福祉計画・第6期北上市介護保険事業計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 岩泉町 岩泉町日常生活圏域ニーズ調査業務 アンケート

2014 岩手県 田野畑村 田野畑村高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画策定に係る日
常生活圏域ニーズ調査業務 アンケート

2014 岩手県 田野畑村 田野畑村高齢者保健福祉計画および第6期介護保険事業計画策定業務 計画策定、会議の運営等
2014 岩手県 岩泉町 岩泉町高齢者住環境調査業務 アンケート、概略設計

2016 岩手県 岩泉町 平成 28年度岩泉町介護予防・日常生活支援総合事業対象者把握業務 基本チェックリスト、個別判定、個人
結果票作成、高齢者台帳作成

会
社
業
務
実
績

2016 岩手県 金ケ崎町 高齢者の実態把握に関するアンケート調査業務 アンケート
2017 岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定業務支援 計画策定、会議の運営等
2017 岩手県 釜石市 釜石市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画策定業務委託 アンケート、計画策定、会議の運営等
2017 A 社 A市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務支援 計画策定、会議の運営等
2018 岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町在宅医療・介護連携及び一般介護予防マップ作成業務 マップの作成

2019 岩手県 遠野市 第八次遠野市高齢者福祉計画・第８期遠野市介護保険事業計画策定に
係る実態調査及び分析等業務 アンケート

2019 岩手県 大船渡市 大船渡市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務 アンケート
2019 岩手県 奥州市 令和元年度奥州市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務 アンケート



障がい福祉
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2008 兵庫県 加西市 加西市障害者基本計画・第２期障害福祉計画策定業務 アンケート、ヒアリング、計画策定、
会議の運営等

2008 大阪府 島本町 第２期島本町障害福祉計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

2008 大阪府 柏原市 柏原市障害者計画及び第２期障害福祉計画策定業務 アンケート、ヒアリング、計画策定、
会議の運営等

2008 京都府 向日市 第２期向日市障害福祉計画策定業務 ［副］アンケート、計画策定、会議の
運営等

男女共同参画
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2010 京都府 宇治市 宇治市男女共同参画計画（第３次UJI あさぎりプラン）策定業務 アンケート、ヒアリング、計画策定、
会議の運営等

2012 兵庫県 芦屋市 第３次芦屋市男女共同参画行動計画策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等

保健・医療・食育
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2010 奈良県 　 平成 22年度奈良県市町村国民健康保険運営のあり方検討のための医
療費等分析業務 医療費分析、ヒアリング、施策の提案

2011 奈良県 　 平成 23年県民健康・栄養調査業務 アンケート、栄養素等摂取量の算出等
2012 大阪府 大阪狭山市 第２期大阪狭山市特定健康診査等実施計画策定業務 医療費分析、計画策定等

2012 大阪府 和泉市 第２次和泉市食育推進計画策定業務 アンケート、ヒアリング、計画策定、
会議の運営等

2012 兵庫県 西宮市 新・にしのみや健康づくり 21（第２次）策定業務 アンケート、計画策定、会議の運営等



 商工会・商工会議所関連
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2015 岩手県商工会連合会 大槌町商工会経営発達支援計画策定支援業務（専門家派遣） 計画策定支援

2016 岩手県 一戸町商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業　経済動向調査及び需要動向調査
分析業務

アンケート、グループインタビュー、
ヒアリング

会
社
業
務
実
績

2017 岩手県 大槌商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業　地域経済動向調査及び需要動向
調査状況分析

アンケート、統計資料整理、ワーク
ショップ

2017 岩手県 一戸町商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業　地域経済動向調査 ヒアリング
2017 岩手県 二戸市商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業　商品パンフレットデザイン作成 パンフレットデザイン
2017 岩手県 二戸市商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業　需要動向調査 アンケート、ヒアリング
2017 岩手県 二戸市商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業　経営状況調査 アンケート

その他
事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

個
人
業
務
実
績

2009 和歌山県 和歌山県屋外広告物県民意識調査業務 アンケート
2010 香川県 平成 22年度県政世論調査業務 アンケート

2010 和歌山県 和歌山県観光入込客統計共通基準調査業務 アンケート、経済波及効果の算出、
観光統計調査対応

2011 和歌山県 和歌山県観光入込客統計共通基準調査業務 アンケート、経済波及効果の算出、
観光統計調査対応

2012 和歌山県 和歌山県観光入込客統計共通基準調査業務 アンケート、経済波及効果の算出、
観光統計調査対応

2013 B 社 町方地区ほか３地区用地買収業務 用地買収
2013 B 社 町方地区ほか３地区用地取得等支援業務（第 1回変更） 用地買収
2013 C 社 平成 25年度穴口～室小路地区歩道橋橋梁予備設計（その２）業務 ［副］ワークショップ
2015 岩手県 北上市 北上市みちのく民俗村整備計画策定業務 ［副］計画策定、ヒアリング



事業年度 発注者 実施業務名 業務内容

会
社
業
務
実
績

2018 自主開催 シングルマザー＆ファーザーの交流会
子どもの貧困対策にかかる弊社社会
貢献事業、託児付き婚活イベントの
開催

2018 岩手県 空き家活用・適正管理広報事業 フォーラム開催、広報媒体の作成

2018 岩手県 滝沢市 平成 30年度たきざわ de ハッピープロジェクトアンケート調査支援
業務 アンケート調査、ヒアリング調査

2019 自主開催 シングルマザー＆ファーザーの交流会２nd
子どもの貧困対策にかかる弊社社会
貢献事業、託児付き婚活イベントの
開催


