


私たちは、創業以来、時代や社会のニーズを的確に捉えつつ、“ 世の中の基をつくる ”

という基本理念のもと、都市計画、公共政策、環境創生、地域再生、官民連携等の広範多

岐にわたるシンクタンク業務の実績を積み重ねてまいりました。また Think Tank （頭脳集

団）の枠組みに留まらず、時には Do Tank（行動実践する頭脳集団）となって、行政や市

民と協働しながら意欲的にまちづくりに取り組んでまいりました。

翻ってわが国は、急速な少子高齢化、社会経済のグローバル化、地球温暖化、インフラ

の老朽化への対応とともに、巨大自然災害への備えなど、様々な政策課題に直面しており、

官民が連携しながら次世代を支える新しいガバナンスと国土づくりに取り組むことが求め

られています。加えて深刻化する地方の人口減少が日本全体の国力衰退につながるとの認

識のもと、更なる地方分権や地域産業の創出・活性化等により雇用を確保しつつ、多様な

主体が協働しながら地方を創生していくことも喫緊の課題となっています。

「地域経営の戦略コンサルティング」をミッションとする私たちは、このような時代の

潮流と社会の要請を的確に捉えつつ、構想力、創造力、調査力、説得力、表現力を兼ね備

えた、様々な領域の専門家である社員一人ひとりが力を合わせて、顧客に感謝される新た

な価値の提供に努め、より良い地域社会づくりに貢献すべく日々進化してまいります。

代表取締役社長　筒井　康仁
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ご挨拶

「地域経営の戦略コンサルティング」を目指して



会 社 名 株式会社　創建（SOKEN.Inc）

事 業 所
名古屋本店（名古屋市中区）東京本部（東京都港区）　
支店／横浜・千葉・埼玉・静岡・岐阜・三重・滋賀
　　　大阪・神戸・京都

設 立 1971 年 10 月 1 日

代 表 者 代表取締役社長　筒井 康仁

資 本 金 5,000 万円

社 員 数 37 名（令和 3 年 3 月現在）

事 業 概 要 シンクタンク・コンサルティング

博 士
工 学 　 2 名
都 市 情 報 学 　 1 名

技 術 士
総 合 技 術 監 理 部 門 　 1 名
建 設 部 門 　 5 名

APEC エンジニア CIVIL 1 名

認 定 都 市 プ ラ ン ナ ー 3 名

一 級 建 築 士 2 名

専門社会調査士（認定） 2 名
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会社概要



R2 港区基本計画・赤坂地区版計画書策定に係る支援 港区

R2 第５次基本構想・前期基本計画策定支援 小金井市

R2 第５次豊明市総合計画改訂（中間見直し）支援 豊明市

R2 令和 2 年度　第 6 次豊川市総合計画改訂支援 豊川市

R2 持続可能な行政運営に向けた課題に関する検討調査 名古屋市

H29 港区基本計画改定に関する支援 港区

H29 第６次総合計画後期基本計画策定支援 東海市

H28 港区基本計画見直しに向けた区民参画組織運営等支援 港区

H28 港区基本計画・赤坂地区版計画書改定に係る支援 港区

H26 調布市基本計画の修正検討及び市民意識調査 調布市

H26 みよし市総合計画（後期基本計画）策定 みよし市

H26 南伊勢町総合計画策定 南伊勢町

H26 第 6 次総合計画後期基本計画策定支援 岡崎市

H25 岡崎市総合計画（後期基本計画）策定に向けた市民意識調査 岡崎市

R1 足立区文化・読書・スポーツ分野計画策定コンサルティング 足立区

R1 武蔵野市生涯学習計画策定支援 武蔵野市

R1 第 2 次浦安市生涯学習推進計画策定 浦安市

H29 生涯学習に関する意識調査 渋谷区

R2 教育分野各個別計画策定支援 港区

R2 （仮）第 4 次豊田市教育行政計画に係る基礎調査及び計画策定 豊田市

R2 小金井市教育プラン策定支援 小金井市

R2 「千代田区立図書館基本運営方針」策定支援 千代田区

R2 豊川市図書館基本計画改定 豊川市

R1 おおた教育ビジョン 2019 策定支援 大田区

H30 葛飾区教育振興基本計画策定 葛飾区

H30 安城市教育振興基本計画策定 安城市

H30 教職員の働き方改革実施計画策定支援 港区

H30 調布市教育プラン策定 調布市

H30  「子供の読書活動の推進等に関する調査研究」 文部科学省

H28 幼児教育・保育推進ビジョン策定支援 世田谷区

R2 品川区スポーツ推進計画策定支援 品川区

R2 府中市スポーツ推進計画策定支援 府中市

R2 武蔵野市スポーツ振興計画策定に伴う市民意識調査 武蔵野市

R1 第２期豊川市スポーツ振興計画（仮称）策定 豊川市

R1 江東区スポーツ推進計画（改定版）策定支援 江東区

R1 第 2 期生涯スポーツ推進プラン策定（中間見直し） 多治見市

R1 松戸市スポーツ推進計画基礎調査 松戸市

R1 長久手市スポーツ推進計画策定支援 長久手市

H30 「（仮称）町田市スポーツ推進計画 19-28」策定支援 町田市

H30 （仮称）八潮市スポーツ推進計画策定支援 八潮市

H29 新たな東京都スポーツ推進計画の策定支援 東京都

H29 川崎市スポーツ振興基本計画策定に伴う調査研究 川崎市

H29 スポーツを活用した名古屋ブランド確立に向けた基礎調査 名古屋市

H28 中央区スポーツ推進計画策定支援 中央区

R2 文京区アカデミー推進計画策定支援 文京区

R2 千代田区文化芸術プラン（第四次）策定にかかる
コンサルタント 千代田区

R2 港区国際化推進プラン策定支援 港区

R2 亀山市文化芸術推進基本計画及び亀山市男女共同
参画基本計画策定に伴うアンケート調査分析 亀山市

R2 令和２年度第２次岡崎市文化振興推進計画
に関する市民意識調査 岡崎市

R1 相模原市次期さがみはら文化振興プラン策定支援 相模原市

R1 文京区アカデミー推進計画策定支援（実態調査） 文京区

H30 大田区文化振興プラン改定支援 大田区

H30 第２期西東京市文化芸術振興計画策定支援 西東京市

H29 「（仮称）台東区文化プログラム」策定支援 台東区

H29 世田谷区文化・芸術振興計画策定 世田谷区

H27 川崎市国際施策推進プラン策定 川崎市

H25 「名古屋市文化振興計画」の改訂に係る調査 名古屋市

H29 大都市制度・広域連携に関する調査研究報告書作成 名古屋市

H25 名古屋大都市圏戦略の検討調査 名古屋市

H25 大都市制度・広域連携検討調査 名古屋市

H24 名古屋大都市圏に係る戦略検討調査 名古屋市

H24 名古屋都市圏に係る基本指標推計等調査 名古屋市

H24 広域連携に関する指標調査 名古屋市

H25 台東区協働指針改定支援 台東区

H25 府中市市民協働推進基本方針等策定支援 府中市

H21 岡崎市市民協働推進計画策定 岡崎市
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総合計画

名古屋大都市圏・大都市制度

芸術文化・国際化

生涯学習教育

スポーツ

総合計画・国土政策

教育・スポーツ・芸術文化

市民協働

公共政策



R2 千代田区男女共同参画に関する意識・実態調査 千代田区

R2 第 5 次としま男女共同参画推進プランにかかる
意識・実態調査及び計画策定支援 豊島区

R2 大田区男女共同参画推進プラン策定 大田区
R2 次期調布市男女共同参画推進プラン策定に係る調査 調布市
R1 「台東区男女平等推進行動計画」改定のためのサポート 台東区

H30 多様な選択を可能にする学びに関する調査 内閣府
H29 第 3 次伊勢市男女共同参画基本計画策定 伊勢市
H27 岡崎市男女共同参画基本計画策定 岡崎市

R2 第３次府中市保健計画及び第３次府中市食育推進計画策定支援 府中市

R1 「しながわ健康プラン２１」中間・評価見直し等支援 品川区

R1 岐阜市地域福祉推進計画策定 岐阜市

R1 第 4 期志木市地域福祉計画及び第 5 次志木市地域福祉活動計画策定 志木市

R1 練馬区健康づくり総合計画策定支援 練馬区

R1 第３次豊川市食育推進計画策定 豊川市

H30 志木市いろは健康２１プラン（第４期）計画策定 志木市

H30 志木市自殺対策計画策定 志木市

H30 健康に関する区民意識調査及び健康増進計画策定支援 渋谷区

H30 町田市食育推進計画策定支援 町田市

H30 港区自殺対策推進計画策定支援 港区

H29 第 3 次浜松市食育推進計画策定支援 浜松市

H29 台東区健康推進計画策定に係る調査及び計画策定支援 台東区

H29 いたばし健康プランの中間評価及び後期行動計画策定支援 板橋区

H29 第 3 次蒲郡市食育推進計画策定 蒲郡市

H28 健康千代田 21 改定支援 千代田区

H30 地震防災マップ・津波ハザードマップ作成 知多市

H27 四日市市土砂災害ハザードマップ作成 四日市市

H26 石野地区防災ワークショップ運営・防災マップ作成 豊田市

H26 知多市防災マップ作成 知多市

H26 日進市防災マップ・防災カルテ作成 日進市

H26 土砂災害ハザードマップ作成 岐阜市

R1 第３次豊田市子ども総合計画策定 豊田市

R1 台東区次世代育成支援計画（第二期）策定支援 台東区

R1 岐阜市子ども・子育て支援に関する計画策定 岐阜市

H30 （仮称）葛飾区子ども・若者計画策定業務支援 葛飾区

H30 平成 30 年度岡崎市子ども・子育て支援事業計画策定 岡崎市

H26 中央区子ども子育て支援事業計画（仮称）策定支援 中央区

R2 豊山町地域強靭化計画策定支援 豊山町

H30 幸田町地域防災計画修正 幸田町

H29 豊田市松平地区防災総合コーディネート事業 豊田市

H29 港区生活安全行動計画策定支援 港区

H27 国土強靭化地域計画策定支援 名古屋市

H27 長久手市地域防災計画改定 長久手市

H27 いなべ市地域防災計画策定 いなべ市

H27 伊賀市地域防災計画策定 伊賀市

H27 水害対策と連携した街づくり手法検討 調査研究機関

H26 日進市地域防災計画改定 日進市

H26 高浜市地域防災計画策定 高浜市

R2 第 3 次刈谷市耐震改修促進計画策定 刈谷市

H27 犬山市耐震改修促進計画策定 犬山市

H26 碧南市耐震改修促進計画策定 碧南市

H24 豊川市耐震改修促進計画 豊川市

H23 建築減災プラン調査検討（耐震改修促進計画） 愛知県

R2 緊急防災対策河川工事の内みずから守るプログラム支援 愛知県

H30 災害・避難カードモデル事業 岐阜県

H29 崇化館地区避難所運営マニュアル作成及びワークショップ運営 豊田市

H25 災害対策職員行動マニュアル作成 台東区

H24 港区震災復興マニュアル改定 港区

R2 岡崎市文化財保存活用地域計画策定支援業 岡崎市

R2 令和２年度 浜松市文化財保存活用地域計画策定支援 浜松市

R2 犬山市文化財保存活用地域計画策定支援 犬山市

R1 明和町文化財保存活用地域計画作成事業地域計画等作成 明和町

H29 豊田市歴史文化基本構想策定 豊田市

H28 旧鈴木家住宅保存整備基本構想策定 豊田市

H27 世田谷区文化財の保存活用に関する方向性検討 世田谷区
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総合計画・国土政策 / 教育・スポーツ・芸術文化 /
防災・減災 / 保健・福祉・子ども子育て / 文化財活用

地域防災計画

健康・食育

男女共同参画

子ども子育て支援事業計画

耐震改修促進計画

防災マップ

災害マニュアル

防災・減災

保健・福祉・子ども子育て

文化財活用
歴史文化



R2 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の改定に関する調査（その 4） 東京都

R1 中野区都市計画マスタープラン改定素案検討 中野区

R1 都市計画マスタープラン検討調査 名古屋市

H30 海老名市都市マスタープラン改定 海老名市

H30 都市マスタープランに掲げる土地利用計画・用途地域見直し検討 国分寺市

H29 いなべ市都市計画マスタープラン策定 いなべ市

H29 東員町都市計画マスタープラン改訂 東員町

H27 国分寺市都市マスタープラン改訂等 国分寺市

R2 令和２年度関内駅周辺地区再整備計画検討 横浜市

H30 東神奈川臨海部周辺地区再編整備計画改定 横浜市

H30 西新井・梅島エリアデザイン計画策定 足立区

H29 立会川・勝島地区まちづくりビジョン策定支援 品川区

H27 都市計画道路 3・4・23 号線沿線の用途変更・地区計画策定に向けた調査 小平市

H27 岩戸北二丁目地区地区計画等検討調査 狛江市

H27 柴崎駅周辺地区地区計画等検討調査 調布市

H26 小川駅前周辺地区の地区計画策定 小平市

H29 全国道路情勢調査一般交通量調査に伴う解析 名古屋市

H27 目黒区交通安全計画改定 目黒区

H26 地方鉄道等とバス交通の連携・活性化対策に関する調査 岐阜県

H25 三重県総合交通ビジョン策定 三重県

H25 岐阜市総合交通戦略（2014-2018）策定 岐阜市

R2 第 2 次岐阜市地域公共交通網形成計画策定に係る調査 岐阜市

H30 EV バス運行調整支援 さいたま市

H29 次世代バス導入検討調査 さいたま市

H29 地域公共交通ネットワークに係る調査 京都市

H29 堀川における水上交通活性化検討支援 名古屋市

H27 岐阜市乗り継ぎ拠点等詳細検討 岐阜市

H27 東海市地域公共交通網形成計画策定 東海市

H26 岐阜市地域公共交通再編調査 岐阜市

H25 地域交通課題検討 品川区

H30 シェアサイクル事業（社会実験）効果検証 品川区

H26 久屋大通交通社会実験 2014 名古屋市

H22 名チャリ社会実験 2010 名古屋市

H20 岐阜国道管内交通安全対策評価 国土交通省

H20 自転車走行環境整備モデル調査 世田谷区

H29 モビリティマネジメント実施 横浜市

H29 「スローライフ京都」大作戦推進 京都市

H28 岐阜市モビリティマネジメント教育推進 岐阜市

H22 地下鉄延伸に伴う徳重モビリティマネジメント基礎調査 名古屋市

R2 法指定踏切道改艮計画に伴う踏切道改艮対策検討（喜多山４号踏切） 名古屋市

R2 法指定踏切道に伴う対策検討（瓢箪山５号踏切、矢田６号踏切） 名古屋市

R2 令和２年度都市計画道路の基礎調査・資料作成 東京都

H29 弥富相生山線の防災機能に関する代替案作成 名古屋市

H27 三鷹 3･4･13 号線他道路計画検討 東京都

H27 八事周辺地区交通状況調査 名古屋市

H27 金城ふ頭開発に係る広域交通解析 名古屋市

H26 尾張旭市道路網計画策定 尾張旭市

H25 菰野町道路マスタープラン策定 菰野町

R1 横浜駅周辺における駐車場整備のルール等に関する調査検討 横浜市

R1 名古屋駅周辺のまちづくりにおける駐車場のあり方検討調査 名古屋市

H27 都心部における駐車施策の検討調査 名古屋市

H25 駐車場附置義務検討調査 名古屋市

H25 みなとみらい２１地区における交通対策等の検討調査 調査研究機関

R2 「目黒区交通バリアフリー推進基本構想」改定 目黒区

R2 港区バリアフリー基本構想策定支援 港区

R2 赤坂地域まちづくり構想策定支援 港区

R2 令和２年度ＩＲ（統合型リゾート）推進事業周辺まちづくり検討 横浜市

R2 川崎港の魅力向上に向けた基礎調査 川崎市

R2 東港地区まちづ くリビジョン策定 蒲郡市

R2 令和２年度主要駅周辺地区まちづくり誘導策検討 横浜市

R1 （仮称）赤坂地域まちづくり構想策定に向けた検討支援 港区

R1 水辺利活用整備計画作成 品川区

R1 港区バリアフリー基本構想改定素案作成等支援 港区

R1 水辺空間整備にあわせたまちづくり他に関する研究 都市再生機構

H30 用途地域等地域地区見直し検討 調布市

H30 海老名市立地適正化計画策定 海老名市

H29 都市再生事業に伴う水害対策広報資料作成他 水資源機構

H28 可児市かわまちづくり基本計画策定 可児市

H28 国分寺街道周辺まちづくり検討支援 国分寺市
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R2 大田区自転車等駐車対策協議会支援及び次期自転車等総合計画策定等 大田区

R2 練馬区自転車利用総合計画策定支援（令和２年度） 練馬区

R2 春日井市自転車活用推進計画策定 春日井市

R2 豊橋市自転車活用推進計画策定（2 年目） 豊橋市

R1 名古屋駅周辺のまちづくりにおける自転車関連施策検討 名古屋市

H30 自転車総合計画施策検討・推進 横浜市

H28 川崎市総合自転車対策検討 川崎市

H27 自転車等の駐車対策の総合的推進に関する計画策定支援 品川区

R2 令和２年度調布市景観計画等検討調査 調布市

H29 本宿地区まちなみ景観形成方針検討 岡崎市

H28 伊豆半島景観形成行動計画策定支援 静岡県

H27 景観地区指定事業 みよし市

H24 港区景観計画改訂支援 港区

H24 鎌ケ谷市景観計画策定支援 鎌ケ谷市

H24 富士山周辺景観形成保全行動計画策定 静岡県

H23 亀山市景観計画策定 亀山市

H21 国分寺市景観まちづくり指針策定 国分寺市

H19 豊田市景観計画策定 豊田市

H18 広域景観形成基本計画策定等 愛知県

H18 犬山市景観計画策定 犬山市

H30 景観形成ガイドライン等検討調査 調布市

H28 川崎大師表参道 - 仲見世景観形成方針・基準策定等 川崎市

H27 田原市公共事業景観形成ガイドライン策定 田原市

H26 静岡市三保地区景観計画ガイドライン等策定 静岡市

H26 鎌ケ谷市景観計画ガイドライン作成支援 鎌ケ谷市

H25 公共事業の景観ガイドライン作成 横浜市

H25 街なみ環境整備方針策定支援 堺市

H24 町田市公共事業景観形成指針策定 町田市

R2 平成 31 年度浜松市歴史的風致維持向上計画策定 浜松市

R2 令和２年度認定歴史的風致維持向上計画管理支援 岡崎市

R2 亀山市歴史的風致維持向上計画（第２期）策定支援委託 亀山市

H30 歴史的風致維持向上計画策定 津島市

H27 鎌倉市歴史的風致維持向上計画策定 鎌倉市

H23 明和町歴史的風致維持向上計画策定 明和町

H22 恵那市歴史的風致維持向上計画策定 恵那市

H20 犬山市歴史的風致維持向上計画策定 犬山市

H29 シェアサイクルの導入に関する計画策定支援 品川区

H28 練馬区シェアサイクル計画策定 練馬区

H27 コミュニティサイクルエリア拡大検討 さいたま市

H26 港区自転車シェアリング事業検証 港区

H23 コミュニティサイクル事業導入検討 名古屋市

R2 駐輪場の利用促進に向けた検討 川崎市

R1 登戸駅周辺駐輪場整備検討 川崎市

H30 自転車等駐車場の改修・整備に向けた検討 品川区

H29 新宿区自転車等に関する総合計画の策定のための調査等 新宿区

H28 さいたま市駐輪場適正配置方針検討 さいたま市

H30 新宿区自転車ネットワーク計画策定 新宿区

H30 自転車走行空間整備の効果検証 東京都

H29 豊島区自転車走行空間計画策定支援 豊島区

H29 岡﨑市乙川リバーフロント地区サイン実施設計 岡崎市

H28 新たな案内板の整備にかかる検討調査 名古屋市

H27 葛飾区公共サイン再構築支援 葛飾区

H25 都立公園サイン基本計画策定 東京都

R1 安城市学校施設長寿命化計画策定 安城市

H30 土岐市小中学校長寿命化計画策定支援 土岐市

H30 津島市学校施設長寿命化計画策定 津島市

H26 公園施設長寿命化計画策定 町田市

H30 知多市図書館機能調査 知多市

H28 東海市公共施設総合管理計画策定 東海市

H28 草津市中学校給食実施方式等検討 草津市

H27 岡崎市スポーツ施設配置整備方針策定 岡崎市
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R2 令和２年度調布市環境基本計画及び調布市地球
温暖化対策実行計画（区域施策編）改定支援 調布市

R2 港区環境基本計画策定支援 港区

R2 川崎市環境基本計画改定業務支援 川崎市

R2 第４期四日市市環境計画策定 四日市市

R2 「第 4 次名古屋市環境基本計画」策定支援 名古屋市

H29 第二次松阪市環境基本計画策定支援 松阪市

H29 渋谷区環境基本計画改定支援 渋谷区

H28 西尾市環境基本計画策定 西尾市

H28 目黒区環境基本計画改定 目黒区

H27 豊田市環境基本計画策定 豊田市

H27 恵那市環境基本計画策定 恵那市

H27 津島市環境基本計画策定 津島市

R1 一宮市地球温暖化対策実行計画等策定 一宮市

R1 港区地球温暖化対策地域推進計画策定のための基礎調査 港区

H30 御嵩町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
第２次改訂版策定支援 御嵩町

H28 鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定 鈴鹿市

H27 岐阜県地球温暖化対策実行計画策定 岐阜県

H23 世田谷区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定 世田谷区

H25 目黒区地球温暖化対策地域推進計画改定 目黒区

H22 川崎市地球温暖化対策推進計画策定 川崎市

H21 岐阜市地球温暖化対策実行計画策定 岐阜市

H25 保育園エコモデル検証 北区

H24 学校エコ改修と環境教育事業に係る効果検証 豊田市

H24 学校エコ改修と環境教育事業に係る効果検証 京都市

H24 いきものマップ作成 みよし市

H23 環境基本計画（こども版）作成 みよし市

H24 再生可能エネルギーの
固定価格買取制度活用に関する検討 世田谷区

H24 地区のエネルギー利用実態の
把握に関する調査 中央区

H24 民間建築物環境配慮ガイドライン策定 葛飾区

H24 新エネルギー推進計画 北区

H22 チャレンジ 25 地域づくり事業 岐阜県庁

H28 低炭素都市なごや戦略実行計画改定基礎調査 名古屋市

H26 新エネルギー推進計画 横浜市

H25 新エネルギー推進計画 豊明市

H25 新エネルギー賦存量調査 可児市

H24 低炭素モデル地区要素検討 名古屋市

H24 革新的エネルギー・環境戦略への対応調査検討 名古屋市

R2 社会資本整備における「グリーンインフラ」
の取組推進に関する調査検討 国土交通省

R2 道路におけるグリーンインフラの取組みに関
する調査整理

国土技術政
策総合研究所

H30 社会資本整備等における「グリーンインフラ」
の取組推進に関する調査検討 国土交通省

H30 グリーンインフラ及び緑の機能の評価に
関する研究事例調査 国土交通省
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H24 都市の生物多様性確保実現性向上等検討調査 国土交通省

H24 ビオトープ整備・管理・活用検討 横浜市

H23 生態系サービスの見える化等業務 名古屋市

H22 生物多様性指数（シンガポールインデックス）
の海外事例調査務 調査研究機関

H22 生物多様性地域戦略策定基礎調査 静岡市

H21 中部圏生態系ネットワーク形成検討調査 環境省

R2 立川市緑の基本計画改定 立川市

R2 足立区緑の基本計画改定支援 足立区

R2 第二次墨田区緑の基本計画策定支援 墨田区

R2 港区緑と水の総合計画策定支援 港区

R2 大府市緑の基本計画策定 大府市

R2 浜松市緑の基本計画策定 浜松市

H30 なごや緑の基本計画 2020 改定検討 名古屋市

H30 狛江市緑の基本計画改定支援 狛江市

H29 緑の基本計画作成 豊田市

H28 川崎市緑の基本計画改定支援 川崎市

H27 緑の基本計画策定 目黒区

H27 朝霞市緑の基本計画策定 朝霞市

H27 川崎市緑の実施計画策定 川崎市

H27 緑の基本計画策定 富士市

H23 四日市市広域緑の基本計画改定 四日市市・菰野町
朝日町・川越町

H22 緑の基本計画策定
（「緑の基本計画」の優良事例 40 選） 名古屋市

H22 豊橋市緑の基本計画策定 豊橋市

H21 知立市緑の基本計画策定 知立市

H21 港区緑と水の総合計画策定
（「緑の基本計画」の優良事例 40 選） 港区

H20 三重県広域緑地計画改定 三重県

H17 愛知県広域緑地計画基礎調査 愛知県

R2 新城市森づくり基本計画改定 新城市

R2 令和２年度板橋区緑化指導基準改定補助 板橋区

H30 市街地緑地保全方針検討 豊田市

H30 都市におけるオープンスペースの保全・
活用に向けた検討調査 国土交通省

H30 自然が有する多様な機能の道路空間への
導入に関する調査整理

国土技術政策
総合研究所

H26 西部緑地保全方針検討 豊田市

H26 花やか豊田プラン策定 豊田市

H26 みなとみらい 21 地区緑化計画検討 横浜市

H25 これからの緑地保全のあり方の検討 名古屋市

H23 新たな緑地保全・緑化方策の検討調査 国土交通省

R2 パークマネジメントプラン検討（その２） 横浜市

R1 さいたま市サイクルパーク構想策定支援 さいたま市

R1 岐阜市畜産センター公園再整備あり方検討 岐阜市

R1 星ケ台運動公園整備基本計画策定 多治見市

R1 東山植物園お花畑再整備構想（基本計画） 名古屋市

H30 長期未整備公園緑地の都市計画の見直しの方針と
整備プログラム（第２次）説明会運営補助等 名古屋市

H30 岐阜ファミリーパーク総合スポーツ公園化検討 岐阜市

H30 （仮称）シンボルロード整備基本設計及び実施設計 朝霞市

H29 基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し 朝霞市

H29 （仮称）公園・緑地の総合的な維持管理計画策定支援 国分寺市

H28 公園・緑地機能再編整備プラン調査検討 調布市

H28 長期未整備公園の方策検討 名古屋市

H28 あだち公園☆いきいきプラン推進計画策定 足立区

H28 多様な主体との連携による都市公園の
マネジメントに関する検討調査 国土交通省

H27 民間主体により管理運営される
「新たな都市公園」のあり方検討調査 国土交通省

H27 幸田町墓地需要予測等調査 幸田町

H26 都市の諸課題に対応した今後のオープン 
スペースの確保及びマネジメント等検討調査 国土交通省

H26 調布市公園緑地再配置調査検討 調布市

H26 練馬区公園配置基礎調査 練馬区

H23 公園経営基本計画策定 名古屋市

H21 新宿区公園づくり基本計画策定 新宿区

H17 港にぎわい公園づくり基本方針策定 港区
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H27 岡崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援 岡崎市

H27 総合戦略等策定支援 東海市

H27 長久手市まちひとしごと創生総合戦略策定 長久手市

H27 半田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援 半田市

H27 海津市創生総合戦略策定支援 海津市

H27 港区版「人口ビジョン」及び
「総合戦略」の策定支援 港区

H27 地方版総合戦略策定調査 小金井市

H27 武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定 武蔵村山市

H27 青梅市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定 青梅市

R1 木更津市中心市街地活性化基本計画策定 木更津市

H29 第３期中心市街地活性化基本計画策定支援 豊田市

H29 みよし市中心市街地基本構想策定 みよし市

H29 中心市街地まちづくり基本計画策定 刈谷市

H28 刈谷市まちなか将来構想 刈谷市

H27 青梅市中心市街地活性化基本計画策定 青梅市

R1 土地区画整理事業の事業促進用地の確保
における費用対効果分析 安城市

H30 松原団地駅西側地区住宅市街地総合整備事
業の再評価に係る費用対効果分析調査 草加市

H30 経済波及効果豊田市産業連関表更新 豊田市

H28 鳥羽市観光経済波及効果調査 鳥羽市

H28 住宅市街地総合整備事業の再評価に係る費用便益分析調査 草加市

H27 高速度鉄道第 6 号線野並・徳重間事後評価に関する調査 名古屋市

H27 諏訪森神野線外公共事業評価指標検討 堺市

H26 ラグビーワールドカップ 2019 の効果測定 豊田市

H23 コミュニティサイクル事業効果検討 名古屋市

H21 公共事業の事業評価に係る不確実性調査 国土交通省

H20 第二東名高速道路網経済波及効果検討 調査研究機関

H19 本丸御殿費用対効果検討 名古屋市

H24 岐阜市中心市街地活性化事後評価 岐阜市

H24 練馬区買物支援等事業推進検討 練馬区

H21 六本木地区都市再開発調査 港区

H20 三好拠点地区都市整備構想作成 みよし市

H18 街なか居住推進事業調査検討 愛知県

R2 令和２年度杉並区産業実態調査 杉並区

R2 府中市商店街振興プラン策定支援等 府中市

H30 産業振興ビジョン改定支援 目黒区

H29 各務原市産業振興ビジョン（第２期）策定支援 各務原市

H28 恵那市雇用マスタープラン策定 恵那市

H28 三田商店街変身計画作成支援 港区

H28 千代田区商工振興基本計画改定調査検討 千代田区

H28 国分寺市魅力ある商業振興プラン見直し検討 国分寺市

H28 高輪にぎわいプロジェクト運営支援 港区

H26 日進市商業振興方針策定 日進市

H25 三重のええとこ発見、地域資源・生産者情報整備事業 三重県

H24 建設業の異業種連携による事業化促進 浜松市

H23 木曽三川流域上下流交流による経済活性化検討 名古屋市

H30 （仮称）安城市都市農業振興ビジョン作成 安城市

H29 各務原市産業振興ビジョン（第２期）
策定支援 各務原市

H27 第三次国分寺市農業振興計画策定支援 国分寺市

H24 農の学校基本計画策定／人材育成・活用構想 練馬区

H21 田園フロンティア整備基本構想・基本計画 日進市

H19 アグリライフ基本構想 安城市
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経済・産業

中心市街活性化計画

まち・ひと・しごと創生総合戦略

経済評価・事業評価

産業振興

農林水産業
農林水産業

地域経済



H30 中央区住宅マスタープラン改定 中央区

H30 愛西市空家等対策計画策定 愛西市

H30 文京区空家等対策計画等策定 文京区

H29 荒川区住宅マスタープラン策定に係る調査等 荒川区

H28 国分寺市住宅マスタープラン策定 国分寺市

H28 分譲マンションヒアリング調査 さいたま市

H27 鎌倉市空き家実態調査 鎌倉市

H27 岩倉市空き家等調査・検討 岩倉市

H27 空き家等利活用に関するエリアマネジメント組織化検討 岐阜市

H26 墨田区分譲マンション実態調査 墨田区

H24 松平地域まちづくり構想策定 豊田市

H23 豊島区空き家実態調査 豊島区

H22 下山まちづくりアクションプラン策定 豊田市

H21 中山間地域空き家台帳作成調査 豊田市

H20 住替え支援に係る調査・検討 愛知県

H18 街なか居住推進事業調査検討 愛知県

R2 令和２年度総合自治会館跡地等有効活用事業
アドバイザリー 川崎市

R2 東海市中心市街地活性化エリアプラット
フォーム支援

東海市エリ
アプラット

フォーム
R2 町田市里山環境活用保全市場調査 町田市

R2 金シャチ横丁展示施設に関する事例調査等 名古屋市

R1 町田市大地沢青少年センター民間活力導入支援 町田市

R1 総合自治会館跡地等有効活用調査等 川崎市

R1 愛知県緑化センター等の民間活力導入検討調査 愛知県

R1 指定管理者公募支援 岡崎市

R1 金シャチ横丁第二期整備事業化検討 名古屋市

R1 国際展示場拡張整備に係る基本構想の策定 名古屋市

H30 大府駅東立体駐車施設事業者選定等支援 大府市

H30 静岡市南八幡町地区地域多世代交流型住宅整備検討支援 静岡市

H30 川崎市営自転車等駐輪場指定管理者事業評価支援 川崎市

H29 民間活力導入事業性調査（鶴舞公園） 名古屋市

H29 大府市マスタープラン策定 大府市

H29 駿府城公園民間活力導入検討 静岡市

H27 エリアマネジメントに関する調査検討 東京都

H27 金シャチ横丁における集客力向上策検討調査 名古屋市

H26 中心市街地商業活性化エリアマネジメント支援 調査研究機関

H25 持続可能な景観まちづくりファンド検討調査 国土交通省

H25 世界の金シャチ横丁（仮称）構想事業化検討調査 名古屋市

H23 公園経営に関する調査研究 名古屋市

H23 持続的な道路ＰＰＰの仕組みづくり社会実験
国土交通省

名古屋市
調査研究機関

H23 中部地方における官民連携まちづくり方策検討 国土交通省

H23 東大和市向原地区プロジェクトアドバイザリー 東京都

H21 モノづくり文化交流エリア民間活力導入検討 名古屋市

R2 町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上検討調査等 町田市

H30 刈谷駅前観光案内所基本構想策定 刈谷市

H30 金シャチ横丁第二期整備計画調査検討 名古屋市

H29 豊田市観光実践計画策定 豊田市

H28 知立市観光振興計画策定 知立市

H27 明和町観光振興計画見直し策定 明和町

H27 あいち山車まつり調査 愛知県

H27 名古屋駅観光案内所の強化に向けた調査
及び機運醸成事業 名古屋市

H25 歴史的観光資源活用 岡崎市

H24 世界の金シャチ横丁（仮称）基本構想の策定 名古屋市

H23 自治体アンテナショップ実態調査 愛知県

H23 道路交通環境の変化に伴う国内来道観光
に関する効果把握調査 国土交通省

H22 観光振興計画策定 明和町

H21 愛知県内観光情報の提供・発信に関する
実態調査 愛知県

H20 大名古屋圏における広域観光の振興に関
する提言書作成 調査研究機関
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観光

経済・産業 / 農林水産業 /

観光 /PPP・PFI/ 住宅マネジメント・空き家対策

観光振興

住宅マネジメント・空き家対策

PPP・PFI

住宅マネジメント・空き家対策

官民連携



＜岐阜支店＞

＜大阪支店＞

＜三重支店＞

＜神戸支店＞

〒 500-8458 
岐阜県岐阜市加納村松町 1 丁目 7 番地
T E L：058-268-6733　FAX：058-268-6732

〒 532-0011 
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 11 番 27 号
T E L：06-6476-7681　FAX：06-6476-7682

〒 511-0079
三重県桑名市有楽町 13 －Ｊ 502
T E L： 0594-25-8700　FAX：0594-25-8701

〒 651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目 2 番 20 号
T E L： 078-891-3416　FAX：078-891-3417

www.soken.co.jp

＜名古屋本店＞

＜静岡支店＞

＜京都支店＞

＜横浜支店＞

〒 460-0011
名古屋市中区大須四丁目 10 番 32 号 上前津ＫＤビル 7 階
T E L：052-253-7124（代表）   FAX：052-253-7184（代表）

地下鉄上前津駅「12 番出口」より徒歩 1 分

〒 422-8057 
静岡県静岡市駿河区見瀬 82 番 1 号
T E L：054-202-8890　FAX：054-202-8891

〒 600-8177 
京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町 391
T E L：075-585-5756　FAX：075-585-5757

〒 231-0004 
横浜市中区元浜町三丁目 21 番地 2
T E L：045-222-8512　FAX：045-222-8542

＜千葉支店＞

＜埼玉支店＞

＜滋賀支店＞

〒 260-0013 
千葉県千葉市中央区中央一丁目 11 番１号 808
T E L：043-306-6600　FAX：043-306-6607

〒 330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町３－３３
T E L： 048-778-8542　FAX：048-778-8547

〒 520-0043
滋賀県大津市中央三丁目 2 番 1 号
T E L： 077-536-5548　FAX：077-536-5549

◎

芝郵便局■

御成門中学校■

芝公園
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第
一
京
浜

至汐留

至
三
田

都心環状線

都心環状線

＜東京本部＞
〒 105-0011
東京都港区芝公園一丁目３番８号 苔香園ビル３階
T E L：03-6809-1781　　FAX：03-6809-1782

都営三田線御成門駅「A2 番出口」より徒歩 1 分


