
実施年度 事業名 委託者 業務内容
昭和５５〜平成１５年 全国観光地活性化研修セミナー 近畿日本ツーリスト協定旅館連盟 地域活性化指導

昭和６２ 熊本県菊水町「菊水万世の都」開発基本計画 熊本菊水町 開発基本計画策定

昭和６３ 群馬県太田市「大田祭」活性化事業 群馬県太田市 地域活性化指導

神奈川県山北町地域活性化事業 神奈川県山北町 地域活性化指導

和歌山県田辺市「弁慶まつり」基本計画 和歌山県田辺市 実施計画策定

熊本県菊水町「古墳まつり」基本計画 熊本菊水町 地域活性化指導

平成元年 長野県辰野町「ほたる童謡公園」開発計画 長野県辰野町 開発基本計画策定

東京都秋川市「秋川祭り」活性化事業 東京都秋川市 活性化計画策定

徳島市「阿波の里」施設開発基本構想 徳島県ハレルヤ製菓 開発基本構想策定

佐賀県呼子町「桃山太閤苑」施設開発基本計画 呼子松浦漬本舗 開発基本計画策定

神奈川県秦野市「たばこ祭り」活性化基本計画 神奈川県秦野市 イベント基本計画策定

茨城県土浦市「土浦七夕祭り」活性化基本計画 茨城県土浦商工会議所 イベント基本計画策定

滋賀県西浅井町電源地域産業育成支援事業 滋賀県西浅井町 観光開発ビジョン策定

滋賀県余呉町地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

平成２年 愛知県足助町「町制１００周年記念事業」 愛知県足助町 地域活性化指導

鳥取県関金町地域活性化事業 鳥取県関金町 地域活性化指導

東京都杉並区「区民まつり」活性化事業 東京都杉並区 活性化基本構想策定

鳥取県智頭町イベント活性化事業 鳥取県智頭町 イベント改革指導

鹿児島県加世田「吹上浜砂の祭典」活性化事業 鹿児島県加世田市 イベント活性化指導

鹿児島県吹上浜広域観光推進事業 吹上浜観光推進協議会 地域活性化指導

新潟県十日町「きもの博物館」活性化事業 新潟県十日町 基本計画策定

群馬県片品村地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

平成３年 滋賀県西浅井町電源地域産業育成支援事業 滋賀県西浅井町 活性化基本計画策定

鳥取県気高町「貝殻節まつり」活性化事業 鳥取県気高町 地域活性化指導

愛知農協中央会イベント活性化事業 愛知県農協中央会 イベント活性化指導

鹿児島県上屋久町イベント活性化事業 鹿児島県観光課 イベント基本計画策定

京都府「宮福線民営化に伴う丹後地方活性化事業 丹後観光キャンペーン推進協議会 活性化基本計画策定

秋田県八郎潟町「八郎湖湖岸土地利活用事業」 秋田県八郎潟町 土地利活用基本構想策定

秋田県八郎潟町電源地域産業育成支援事業 秋田県八郎潟町 産業育成ビジョン策定

平成４年 鹿児島県沖永良部町イベント活性化事業 鹿児島県観光課 企画実施指導

鹿児島県川内市イベント活性化事業 鹿児島県観光課 イベント活性化指導

鹿児島県東市来町イベント活性化事業 鹿児島県観光課 イベント活性化指導

山口県美和町イベント活性化事業 山口県美和町 イベント活性化指導

高知県吾北村地域活性化事業 高知県地域振興課 地域活性化指導

高知県檮原町地域活性化事業 高知県地域振興課 地域活性化指導

熊本県菊池市地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

鹿児島県祁答院町イベント活性化事業 鹿児島県観光課 イベント活性化指導

栃木県栗山村地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

平成５年 愛知県安城市イベント活性化事業 愛知県安城市商工会議所 イベント活性化指導

鹿児島市観光イベント活性化事業 鹿児島市観光課 基本構想策定

福島県広野町電源地域産業育成支援事業 福島県広野町 基本計画策定

平成６年 岩手県地域イベントジャンプアップ事業 岩手県宮古地方振興局 基本計画策定

京都府宮津市電源地域産業育成支援事業 京都府宮津市 観光基本計画

農水省ふるさとのまつり推進事業 （財）ふるさと情報センター 活性化推進方策策定

秋田県八郎潟町電源地域産業育成支援事業 秋田県八郎潟町 産業育成ビジョン策定

秋田県八郎潟町産業発掘調査事業 秋田県八郎潟町 産業発掘調査報告書策定

岩手県地域イベントジャンプアップ事業 岩手県宮古地方振興局 基本計画策定

平成７年 秋田県八郎潟町こだわり商品開発事業 秋田県八郎潟町 商品開発ビジョン策定

農水省ふるさとのまつり推進事業 （財）ふるさと情報センター 推進方策手引書作成

福岡県甘木市地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

平成８年 香川県豊浜町第４次総合計画 香川県豊浜町 総合計画策定

滋賀県木之本町淡海文化推進事業 滋賀県木之本町 地域活性化指導

北海道夕張市地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

青森県三沢市地域活性化アドバイス事業 国土庁地方振興局 地域活性化指導

農水省ふるさとのまつり推進事業 （財）ふるさと情報センター 農林水産品活性化方策策定

滋賀県西浅井町地域資源調査事業 滋賀県商工会連合会 地域資源調査報告書策定

平成９年 青森県福地村総合計画 青森県福地村 総合計画策定

北海道音更町総合計画 北海道音更町 総合計画策定

大分県大山町地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

平成１０年 岐阜県福岡町総合計画 岐阜県福岡町 総合計画策定

福岡県小郡市総合計画 福岡県小郡市 総合計画策定

広島県福富町地域活性化アドバイス事業 国土庁水資源部 地域活性化指導

大分県大山町地域活性化アドバイス事業 国土交通省水資源部 地域活性化指導

平成１１年 新潟県新穂村総合計画 新潟県新穂村 総合計画策定

平成１１～１４年 広島県呉市市制１００周年記念事業 広島県呉市 記念事業総合指導

平成１１～1５年 全国自治体イベント実務者研修講座 （財）地域活性化センター 実務研修指導

平成１１年 徳島県三加茂町観光開発策定事業 徳島県三加茂町 観光開発計画策定

群馬県片品村地域活性化アドバイス事業 国土交通省水資源部 地域活性化指導

愛媛県菊間町総合計画 愛媛県菊間町 総合計画策定

平成１２年 徳島県三加茂町総合計画 徳島県三加茂町 総合計画策定

静岡県松崎町総合計画 静岡県松崎町 総合計画策定

奈良県斑鳩町地域活性化事業 国土交通省地方振興局 地域活性化指導
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愛媛県面河村地域活性化アドバイス事業 国土交通省水資源部 地域活性化指導

平成１２～１５年 福島県北会津村地域活性化事業 福島県北会津村 地域活性化指導

平成１３年 地域資源活用調査支援事業 国土庁都市計画課 資源調査報告書策定

平成１４年 鳥取県気高町地域資源調査事業 鳥取県気高町観光協会 資源活用基本計画策定

福島県田島町産業活性化事業 福島県田島町商工会 資源発掘調査報告書策定

佐賀県東背振村地域活性化アドバイス事業 国土交通省水資源部 地域活性化指導

J-NET21企業調査事業 中小企業総合事業団 企業経営者ヒアリング

平成１５年 群馬県高山村総合計画 群馬県高山村 総合計画策定

岡山県津山市築城４００年記念事業 岡山県津山市 記念事業総合指導

平成１５～１９年 神奈川県愛川町町民アイデアまちづくり事業 神奈川県愛川町 地域振興総合アドバイザー

練馬区商店街活性化支援 東京都練馬区 商店街活性化提言書作成

環境配慮商品ヒアリング調査事業 東京都 環境商品ヒアリング報告書

平成１６年 福島県田島町産業活性化事業 福島県田島町商工会 特産品開発基本計画策定

千葉県勝浦市観光イベント活性化事業 （社）日本観光協会 イベント改革計画策定

町田市地域工業活性化ビジョン策定事業 （財）町田商工会議所 活性化ビジョン策定

平成１７年 地域ブランドづくり事業 近畿日本ツーリスト 地域ブランド総合指導

小規模事業経営診断 東京都商工会連合会 企業診断報告書作成

中心商店街活性化支援事業 和歌山県新宮市 ＴＭＯ構想策定

福島県田島町産業活性化事業 福島県田島町商工会 まちづくり実施計画策定

高知県四万十市地域づくり出前研修事業 （財）地域活性化センター イベント改革計画策定指導

平成１８年 練馬区観光協会法人化調査事業 東京都練馬区 法人化調査及び事業計画策定

小笠原諸島不利性･優位性転換可能性調査事業 国土交通省（近畿日本ツーリスト共同事業） 調査事業報告書策定

東村山市観光振興に伴う産業活性化事業 東京都東村山市商工会 地域資源活用による計画策定

平成１９年 町田市観光資源調査事業 東京都町田商工会議所 観光資源発掘と活用方策策定

三条市地域資源活用産業活性化事業 新潟県三条市 地域資源活用産業活性化方策策定

観光立村国際グリーンツーリズム推進事業 （財）都市農山漁村交流活性化機構 国際ＧＴ推進方策策定

一店逸品運動推進事業 青梅商工会議所 中心商店街活性化方策指導

三種町定住促進基本計画策定事業 秋田県三種町 定住促進基本計画策定

歴史的・文化的資産活用方策の調査検討事業 国土交通省（近畿日本ツーリスト共同事業） 実証実験による資源活用方策

南会津やまなみ泊覧会基本計画策定事業 福島県南会津町 地域づくり博覧会基本計画策定

広島県東広島市水源地域活性化アドバイス事業 国交省水資源部水源地域対策課 地域活性化指導

平成２０年 観光協会法人化のための事業計画及び法人化方策 愛知県西尾市（国交省派遣事業） 事業計画及び法人化方策指導

千葉市中心市街地内地域資源発掘調査事業 千葉市商工会議所 地域資源調査及び活用方策策定

平成２１年 富士市観光交流まちづくり計画策定事業 静岡県富士市（近畿日本ツーリスト共同事業） 計画策定検証・見直し策定

東京都日の出町観光資源発掘調査事業 東京都日の出町 地域資源調査及び活用方策策定　

八丈島外国人誘致のためのアンケート調査事業 東京都（近畿日本ツーリスト共同事業） 外国人アンケート調査分析

平成２1年～ 平成旅館塾研修事業 近畿日本ツーリスト協定旅館ホテル連盟 旅館経営者の観光人材育成指導

平成２２年 東京都日の出町観光振興計画策定事業 東京都日の出町 観光振興計画策定

富士市観光交流まちづくり実施計画指導 静岡県富士市（近畿日本ツーリスト共同事業） 実施計画策定指導

三重県松阪市水源地域活性化アドバイス事業 国交省水資源部 地域活性化指導

東広島市観光力創造事業 広島県東広島市（近畿日本ツーリスト共同事業） 観光力創造総合指導

平成２３年 東京都三宅島観光振興プラン策定事業 東京都三宅村 観光振興プラン策定

平成２３年～ 東京都日の出町観光まちづくり支援事業 東京都日の出町 審査委員長及び指導

ふくしま産業応援ファンド事業 福島県西郷村商工会 実施計画策定

愛川町町民活動支援事業 神奈川県愛川町 審査委員長及び指導

平成２４年 復興支援型地域社会雇用創造事業 福島県西郷村商工会 実施計画策定事業

ふくしま産業応援ファンド事業 福島県西郷村商工会 実施計画策定

愛川町住民提案型協働事業 神奈川県愛川町 審査委員長及び指導

白浜海女まつり活性化事業 千葉県南房総市 活性化実践指導

平成２５年 福島県地域ブランドイメージ回復支援事業 福島県西郷村商工会 地域イベント総合指導

東京都日の出町観光まちづくり支援事業 東京都日の出町 審査委員長及び指導

愛川町町民活動支援事業 神奈川県愛川町 審査委員長及び指導

地方議会人特集号「祭りは地域活性化の救世主になるか」地方議会人編集部 原稿寄稿

平成２６年 東京都日の出町観光まちづくり支援事業 東京都日の出町 審査委員長及び指導

愛川町町民活動支援事業 神奈川県愛川町 審査委員長及び指導

白浜海女まつり活性化外国人モニター事業アンケート調査千葉県南房総市 外国人アンケート調査事業

静岡県富士市観光基本計画策定事業 静岡県富士市（近畿日本ツーリスト共同事業） 基本計画策定事業
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