主要事業実績
１．都市再生まちづくり事業
●札幌市都市戦略支援事業
・都心アクセス強化を考えるワークショップ運営業務（H29 年度）
・札幌市における墓地等のあり方の検討に向けた基礎調査研究業務（H29 年度）
・平成 29 年度主要公園の管理運営手法検討業務（H29 年度）
・
「平成 28 年度行政評価

市民参加ワークショップ」運営業務（H28 年度～）

・大谷地流通業務団地の高度化に向けた環境整備手法検討業務（H28 年度～）
・文化芸術意識調査支援業務（H26 年度～）
・平成 28 年度都心商業魅力アップ事業に係る来街者意識調査（H28 年度）
・主要公園の管理運営手法検討のための基礎調査業務（H27～28 年度）
・さっぽろエネルギー未来構想策定支援業務（H26 年度）
・
（仮称）アートセンターのためのサロントークコーディネート業務（H24 年度）
・
「札幌市まちづくり戦略ビジョン」策定支援業務（H23～24 年度）
・次期長期総合計画策定フレーム検討業務（H22 年度）
・国際芸術展の開催に係る基礎調査、継続調査及び検討委員会運営及び基本計画策定業務（H21～23 年度）
・都心まちづくり戦略策定支援業務（H21～22 年度）
・市民交流複合施設のホール運営手法等に関する基礎調査業務（H21 年度）
●札幌市都市再生プロジェクト
・平成 29 年度清田区公共交通サービスアップ協議会効果検証業務（H29 年度）
・いとなみの軸関連検討業務（H29 年度）
・都市文化創造拠点まちづくり案策定支援業務（H29 年度）
・北４東６周辺地区市街地再開発組合

事務局運営業務（H28 年度～）

・都市文化創造拠点まちづくり検討業務（H28 年度）
・創成東地区リノベーションまちづくり推進業務（H28 年度）
・札幌市民交流プラザの導入空間活用に関する調査・検討業務（H28 年度）
・札幌駅前通地区のまちづくりに係る支援業務（H27 年度）
・
（仮称）市民交流複合施設の導入空間活用に関する検討支援業務（H27 年度）
・都心まちづくり計画策定支援業務（H27 年度）
・都心まちづくり計画見直し検討業務（H26 年度）
・札幌市北３条広場及び駅前通地区のまちづくりに関する企画・運営支援等パッケージ業務（H26～28
年度）
・創成東地区まちづくり推進支援業務（H26～28 年度）
・北 3 条広場デザイン会議事務局業務（H25 年度）
・札幌市北 3 条広場利用の手引き作成業務（H25 年度）
・N2W4 展望テラス活用検討業務（H25 年度）
・
（仮称）創成川以東地区まちづくりビジョン策定支援及び都心まちづくり計画の見直しに係る調査・検
討業務（H25 年度）
・苗穂駅周辺地区意匠検討ワークショップ運営業務（H25 年度）

・北 3 東 11 周辺地区再開発事業基本計画策定業務（H24 年度）
・北 3 東 11 周辺地区再開発事業コーディネート業務（H24 年度～継続）
・北 3 東 11 周辺地区再開発準備組合事務局運営業務（H24 年度～継続）
・北 3 東 11 周辺地区再開発事業基本計画策定業務（H24 年度）
・みどりの助成制度検討業務（H24 年度）
・
「北４東６周辺地区」基本計画修正業務（H24 年度）
・北 3 東 11 周辺地区再開発準備組合コーディネート業務（H23 年度～継続）
・創成川以東地区まちづくり計画策定支援業務（H23～24 年度）
・
「北 3 東 11 周辺地区」推進計画策定業務（H23 年度）
・みどりのボリュームアップ調査検討業務（H23 年度）
・南 1 西 14 地区開発計画アドバイザリー業務（H23 年度）
・狸二条広場活用検討支援業務（H22 年度）
・北 3 条広場委員会コーディネート業務（H20～21 年度）
・北４東６周辺地区まちづくり準備組合コーディネート業務（H19 年度～継続）
・苗穂駅南地区再開発準備組合コーディネート業務（H19～22 年度）
・東雁来第２地区多機能交流地区土地利用及び事業計画検討業務（H18～23 年度）
・苗穂駅周辺地区まちづくり計画策定・調査・コーディネート業務（H17～22 年度）
・苗穂駅南地区再開発検討協議会運営・事業化推進業務（H17～19 年度）
・北４東６周辺地区再開発促進協議会運営・事業化推進業務（H17～18 年度）
●公民協働型まちづくり事業（札幌市苗穂地区）
・賑わい・交流の場づくり事業支援業務（H23～24 年度）
・産業遺産を活用した都市観光推進調査業務（H17 年度：全国都市再生モデル調査）
・苗穂駅周辺まちづくり協議会運営サポート業務（H2 年度～継続）
●地方都市戦略支援・都市活性化プロジェクト
・平成 29 年度民間まちづくり活動促進事業（当別町）※国土交通省補助金（H29 年度）
・平成 29 年度千歳市展開戦略企画会議運営補助業務（H29 年度）
・砂川市庁舎建設基本構想策定業務（H28 年度）
・東川町写真首都創生館運営検討支援業務（H28 年度）
・
「農業の 6 次産業化を通じた地域プロジェクトの推進」に係る支援業務（H28 年度）
・別海町矢臼別演習場周辺まちづくり構想（基本計画）策定支援業務（H28 年度）
・エコバス乗り降り OD 調査事業（H27 年度）
・公共交通利用促進事業（H27 年度）
・
（仮称）千歳市人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務（H27 年度）
・東川町地域再生計画策定に係る関連施設構想の検討（H27 年度）
・知内町地域材活用のアドバイザー業務（H27 年度）
・滝川市栄町３－３地区市街地総合再生計画策定委託業務（H26 年度）
・もち米の里なよろ「もっともち米プロジェクト」事業（H25～28 年度）
・岩見沢市中心市街地活性化基本計画作成作業（H24 年度）
・岩見沢市商業業務集積地区活性化推進業務（H23～24 年度）
・岩見沢市中心市街地居住環境等調査業務（H23 年度）

・滝川駅前再開発ビル活性化ビジョン策定業務（H23 年度）
・特別目的会社（SPC）アレンジャー業務（H20～23 年度）
・サハリン文化の発信と交流促進による都市観光推進調査（H19 年度：全国都市再生モデル調査）
・稚内駅前地区再開発事業プロジェクトマネジメント業務（H18～21 年度）
・㈱まちづくり稚内経営計画支援業務（H18～20 年度）
・さいほく型都市再生情報プログラム構築調査（H18 年度）

２．タウンマネジメント事業
●リノベーション事業
・区子育て情報室活用促進に関する検討支援業務（H29 年度）
・都心部常設キッズサロン室内デザイン及びレイアウト業務（H28 年度）
・中央図書館元気カフェ整備事業基本計画作成業務（H24 年度）
・中央図書館元気カフェ周辺整備を通じた障がい者訓練等業務（H24 年度）
・札幌エルプラザ情報センター

レイアウト改修設計・施工調査業務（H23 年度）

・札幌市役所本庁舎 1 階ロビー展示板製作等業務（H22 年度）
・元気ショップ等ロゴタイプ、マークデザイン作成及びコーディネート業務（H22 年度）
・札幌市役所本庁舎 1 階ロビー「（仮称）元気カフェ」調査計画業務（H21～22 年度）
・
（仮称）元気カフェコーナー等整備工事実施設計・監理（H21～22 年度）
・OYOYO 大通まち×アートセンター運営支援事業（H20～23 年度）※自主事業
・元気カフェ「ふらっと」計画・設計業務（H20 年度）
・さっぽろチャレンジオフィス事業（H18～24 年度）※自主事業
・さっぽろ赤レンガカフェ事業（H16～19 年度）※自主事業
●空間デザイン事業
・平取町地域資源活用総合交流促進施設新築工事監理委託業務（平取町民芸品共同作業場）
（H29 年度）
・国立大学法人北海道大学キャンパスマスタープラン策定支援委託業務（H28 年度～）
・白石区複合庁舎元気カフェ周辺整備を通じた障がい者訓練等業務（H28 年度）
●札幌ＴＭＯ事業
・
「都心ガイドブック」企画制作事業（H20 年度）
・札幌都心ポータルサイト構築・運営事業（H16～23 年度）※H24～28 年度自主事業
・札幌ＴＭＯタウンマネージャー業務（H14～21 年度）
●まちづくり組織サポート事業
・
「苗穂東地区まちづくり活性化事業」企画・運営業務（H22・24 年度）
・札幌市大通地区エリアマネジメント推進事業（H19～20 年度）
・札幌市（仮称）清田区地区センター計画策定・運営組織設立コーディネート事業（H16～19 年度）
・砂川地域交流センター計画策定・運営組織設立コーディネート事業（H16～18 年度）
●まちなか活性化事業
・札幌駅前通地区のまちづくりに係る支援業務（H28 年度）
・サッポロ・ミツバチ・プロジェクト実行委員会（H24 年 6 月より NPO 法人サッポロ・ミツバチ・プ
ロジェクト）事務局業務(H22～24 年度)
・
「街なか店舗魅力向上調査」業務（H21 年度）

・秋の観光イベント創出調査事業（H17 年度）
・さっぽろ雪まつり市民フォーラム・ワークショップ運営事業（H16～17 年度）
・さっぽろプロムナード調査事業（H16 年度）
・魅力的な街路空間社会実験事業（H15 年度）

３．シンクタンク事業
●国土施策等調査
・住みよい当別町本町地区のあり方検討プロジェクト
（国土交通省

公営住宅に係る PPP／PFI 導入推進事業）
（H28 年度）

・釧路市における市民協働による安心な街なか季節居住を実現する「ライフケアビレッジ」の
展開方策調査（H21 年度）
・健康長寿社会の実現に向けた地域滞在型観光等の推進方策に関する調査（H19 年度）
・村格・都市格の形成（郷土への誇りを育てるまちづくり）に向けた推進方策調査（H19 年度）
・被災地域における多様な主体の連携による中山間地域まちづくり推進調査（H17 年度）
・合併市町村におけるテーマの豊かなまちづくりの展開方策調査（H16 年度）
●観光振興事業
・江差町版 DMO 設立に関する調査研究等委託業務（H29 年度）
・平成 29 年度札幌市観光イベント経済効果調査（H29 年度）
・富裕層受入に向けた市内宿泊施設調査補助業務（H29 年度）
・来札観光客満足度調査及び外国人個人観光客動態調査（H24～27、H29 年度）
・札幌市修学旅行実態調査業務（H28 年度）
・札幌市公衆無線 LAN 整備状況調査業務（H27 年度）
・
「そらいち食と観光ガイド」システム修正委託業務（H26 年度）
・スマートフォン用アプリ「そらいち食と観光ガイド」配信・データ収集システム保守業務（H25 年度）
・豊平館保存活用計画策定及び札幌市豊平館修理整備等検討委員会運営支援業務（H24～28 年度）
・
「そらち“そらいちの旅”道外プロモーション実施事業」委託業務（スマートフォン向け地域観光アプリ
の開発）
（H24 年度）
・いしかり“とっておきの魅力”発信事業委託業務（地域資源を活用した観光ガイドブックの編集・制作）
（H24 年度）
・きたほっかいどう・地域資源イノベーション業務委託（地域資源を活用した観光ガイドブックの編集・
制作）（H24 年度）
・
「北海道のワイン＆チーズツーリズムガイドブック H25」の編集・制作（H24 年度）
・そらちエリア食と観光魅力発信事業（地域資源を活用した観光ガイドブックの編集・制作）（H23 年度）
・平取町観光振興ビジョン策定事業（H23 年度）
・豊平館保存活用検討業務（H22～23 年度）
・札幌市観光振興プラン策定補助業務（H22～23 年度）
・
「赤レンガ庁舎前庭」利活用促進業務(H22 年度)
・外国人個人観光客動態調査（H22 年度）
・道東エリアドライブマップ作成事業（H21 年度）
・日高地域観光情報データ整備事業（H21 年度）
・体験型観光プログラム作成事業（H20 年度）

・健康長寿社会の実現に向けた地域滞在型観光等の推進方策に関する調査（H19 年度）
・来札観光客満足度調査（H17・19～20・22 年度）
・アートツーリズム調査検討事業（H17 年度）
・秋の観光イベント創出調査事業（H17 年度）
●医療介護・保健・福祉関連事業
・平成 29 年度新型インフルエンザ対策シミュレーション訓練等支援業務（H29 年度）
・子どもの居場所づくりに関する調査・研究業務（H29 年度）
・札幌市障がい者スポーツ調査業務（H27 年度・H29 年度）
・障がい児・者実態等調査業務（H28 年度）
・札幌市子ども・子育て支援事業計画の見直しに向けた調査・補助業務（H28 年度）
・札幌市の出生率に係る意識調査・分析業務（H28 年度）
・
（仮称）札幌市がん対策推進プラン作成補助業務（H28 年度）
・札幌市介護サポートポイント事業アンケート調査集計に関する業務（H27～28 年度）
・高齢者の社会参加に関する聞き取り調査実施業務（H27 年度）
・手稲区地域密着型自殺対策事業映像制作企画業務（H27 年度）
・がん対策部会運営補助業務（H27 年度）
・白石区複合庁舎元気カフェ基本計画作成及びさっぽろ駅における障がい者雇用の場の創出検討業務
（H27 年度）
・
「健康さっぽろ 21（第二次）
」アクションプランの企画、原稿データ作成及び印刷業務（H27 年度）
・手稲区富丘西宮の沢地区における健康・福祉に関する住民意識調査業務（H26 年度）
・宮の森大倉山地区の保健福祉に関するアンケート集計分析業務（H26 年度）
・厚別西地区地域保健福祉活動の補助及び住民意識調査業務（H26 年度）
・平岡地区福祉のまち推進センター活動周知パンフレット制作業務（H26～28 年度）
・地域医療連携ワークショップ実施結果整理等業務（H26 年度）
・地域医療連携ワークショップ運営等業務（H25 年度）
・札幌市子ども・子育て支援事業計画策定に関する調査・補助業務（H25 年度）
・栄西の健康・福祉に関する住民意識調査業務（H25 年度）
・障がい者施設製品に係る元気デザイン向上事業企画運営・実施業務（H25・26 年度）
・医療と介護の連携のためのアンケート調査業務（H24 年度）
・ウォーキング推進キャンペーン実施業務（H24 年度）
・北海道バリアフリーマップ作成事業（H21 年度）
・医療計画策定に関する調査業務（H20～23 年度）
・産婦人科救急電話相談記録分析業務（H20 年度）
・授産製品や販路拡大方策検討業務（H20 年度）
●安全安心・コミュニティ・市民自治関連事業
・地域活動への参加呼びかけ参考書（H29 年度）
・キャンパスタウン厚別ワークショップ企画運営業務（H29 年度）
・平成 29 年度第 1 回市民意識調査業務（H29 年度）
・冬みち地域連携事業補助業務（H27 年度～）
・清田区安全安心まちづくり事業企画・運営業務（H26～29 年度）

・開成小学校「避難所・クエスト」企画・運営業務（H28 年度）
・札苗緑小学校

避難所運営研修会（H28 年度）

・鉄東第 7 分区町内会避難所研修運営業務（H28 年度）
・東苗穂小学校

防災研究会（H28 年度）

・鉄東地区安全安心なまち連絡協議会
・下白石東町内会

避難所研修運営補助業務（H28 年度）

町内会活動ガイドデザイン作成業務（H28 年度）

・さっぽろ未来創生プラン・パブリックコメント「さっぽろ未来人材ワークショップ」運営業務（H27 年度）
・白石区町内会活動活性化支援事業（H27 年度）
・ボランティア全体研修企画・運営業務（H27 年度）
・豊平区水害・土砂災害時の地域支え合い事業に係るワークショップ企画運営業務（H27 年度）
・
「まちづくりのレシピ」整備業務（H26 年度）
・東区地域防災活動手順書普及啓発業務（H25 年度～）
・恵庭市除排雪ワークショップモデル事業委託業務（H25 年度）
・食の安全・安心表示の店推進事業及び販売アドバイザー育成事業に係るアンケート調査業務（H25 年度）
・市民と共に学ぶまちづくり推進研修「ジョイまちゼミナール」実施業務（H24～28 年度）
・西野川環境整備区間ワークショップ運営業務（H23 年度）
・
「まちづくりコミュニケーション教室」開催支援業務（H22 年度）
・
「三世代サロンつなが～る」広報パッケージ制作業務（三世代サロンつなが～る：H22 年度）
・地域防災計画制作等業務（H22 年度）
・地域防災計画修正支援業務（H21 年度）
・地域防災力を考える懇話会運営支援業務（H20 年度）
・地域防犯ネットワーク会議ワークショップ運営業務（H20 年度）
・
「コミュニティ施設利用促進検討懇談会」運営補助業務（H20 年度）
・まちづくり参加・入門教室事業実施業務（H20 年度）
・町内会加入促進ポスターの企画・制作（H19 年度）
・地域と創る冬みち事業運営業務（H18～26 年度）
●地域再生・活性化推進調査
・平取町地域おこし協力隊員の活動に関してのコーディネート等業務（H25 年度～）
・北斗市東前地区（東地区）開発計画見直し検討業務（H28 年度）
・都心商業魅力アップ事業に係る来街者意識調査業務（H28 年度）
・川湯温泉地区再生事業計画基礎調査業務（H27 年度）
・市内大学生地元就職促進施策検討に係る学生アンケート等調査業務（H27 年度）
・北星学園大学と札幌市交通局による地下鉄活性化プロジェクト実施業務（H26 年度）
・西区アート創造ワークショップ等運営業務（H26 年度）
・札幌丘珠空港都心連絡バスアンケート等調査業務（H25 年度）
・地下鉄真駒内駅の壁面デザインコンセプト案作成業務（H25 年度）
・平取町ソーシャルビジネス創造事業（H25 年度）
・アイヌ文化コラボ六次化農園等新ビジネス支援事業アドバイザー（H25 年度）
・新幹線を機軸とした都心交通のあり方に関する調査・研究業務（H24 年度）
・航空路線需要調査事業委託業務（H24 年度）
・道内航空ネットワーク需要拡大推進事業（H23 年度）

・スポーツ産業発展可能性調査事業（H23 年度）
・文化産業発展可能性調査事業（H23 年度）
・丘珠空港利用促進支援業務（H22～23 年度）
・そらち『炭鉱（やま）の記憶』地域資源利活用データベース構築事業（H22 年度）
・真駒内地域住環境保全推進業務（H21～22 年度）
・道の駅を活用した広域的連携による地域づくり推進調査（H18 年度）
・スローライフを満喫するロングステイ型移住ビジョンの策定（H18 年度：全国都市再生モデル調査）
●美しい村づくり推進事業（美瑛町）
・農村起業中核的人材育成事業企画運営業務（H17～18 年度）
・都市地方連携プログラム策定事業（H17 年度）
・NPO 法人びえい農観学園運営サポート業務（H15～18 年度）
●地域環境活動・環境整備等推進事業（札幌市）
・浄化槽設置意向調査等業務（H28 年度）
・エコドライブシミュレーター体験会運営業務（H24・H28 年度）
・環境情報収集発信業務（H18～22 年度）
・事業系紙ごみリサイクル事業推進業務（H18～20 年度）

４．地域遺産トラスト事業
●北海道遺産構想推進事業
・北海道遺産構想推進協議会（H21 年 4 月より NPO 法人北海道遺産協議会） 事務局業務（H13 年度～継続）
・北海道遺産公式ガイドブック＆DVD 制作・販売（H18 年度～継続）
・北海道遺産ポストカード制作・販売（H15 年度～継続）
・北海道遺産Ｗｅｂサイト制作・運営（H14 年度～継続）
・北海道遺産データベース作成・管理（H14 年度～継続）
・北海道遺産情報誌編集制作（H13 年度～継続）
●地域遺産活用ツーリズム事業
・DMO 等設立支援業務※鵡川・沙流川 WAKUWAKU 協議会（H29 年度）
・鵡川・沙流川流域広域交流圏域形成 DMO 構築連携事業「レーザー彫刻機械操作技術講習業務委託」
（H28 年度）
・鵡川・沙流川流域広域交流圏域形成 DMO 構築連携事業「流域資源調査業務委託」
（H28 年度）
・札幌駅北口発無料シャトルバス運行業務（H27 年度）
・沙流ユーカラ街道シャトルバス運行業務（H25～28 年度）
・平取町歴史文化ツーリズム推進事業企画運営業務（H23 年度）
・ヘリテージ・ツーリズム企画運営事業（H23 年度）
・アートツーリズム調査検討事業（H17 年度）
・るもい｢食｣ロード推進事業（H17 年度）
・空知炭鉱遺産観光活用可能性調査事業（H16 年度）
・檜山管内観光情報収集業務（H16 年度）
・空知炭鉱ヒストリー保存事業（H15 年度）
・ニシン文化記憶伝承事業（H15 年度）

●地域環境・文化資源の保全活用推進事業
・歴史的資産文献調査業務（H29 年度）
・流域特産品開発業務※鵡川・沙流川 WAKUWAKU 協議会（H29 年度～）
・
「地域資源活用観光開発業務（漁業等産業遺産利活用調査研究）」委託業務（H27～継続）
・鵡川・沙流川 WAKUWAKU 協議会等運営支援業務（H27 年度～）
・平取町地域活性化協議会実践事業アドバイザー（H25 年度～）
・平取町文化的景観活用・普及啓発事業支援業務（H24 年度～）
・平取町文化的景観自然的環境等調査業務（H24 年度～）
・地域に埋もれた歴史文化調査啓発業務（H27 年度）
・旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮活用方針作成業務（H27 年度）
・札幌市豊平館修理整備等検討委員会運営支援業務（H26 年度）
・
「輝くびらとり未来につなぐ都市交流・おもてなし・発信力強化」地域ひとづくり事業（H26 年度）
・平成 27 年度平取町実践型地域雇用創造事業計画策定支援業務（H26 年度）
・平取町 6 次化農業就業者処遇改善推進事業（H26 年度）
・平取町伝統的工芸品産業従事者処遇改善推進事業（H26 年度）
・二風谷民芸組合起業支援アドバイザー業務（H25 年度）
・沙流ユーカラ街道活性化協議会等開催支援業務（H25～28 年度）
・地域文化資源活用交流産業推進事業に係る地域資源ガイド研修運営業務（H25 年度）
・沙流川流域の地場資源活用交流産業人材ネットワーク形成事業（H24 年度）
・地域資源活用交流促進検討会運営支援業務（H24 年度）
・都市山村交流促進検討会運営支援業務（H24 年度）
・平取町伝統的産業振興計画策定支援業務（H24 年度）
・伝承の森構想イメージ共有化支援業務（H24 年度）
・アイヌ文化情報データベース整備事業（H23 年度）
・平取町アイヌ文化資源の保全活用による持続的産業モデル創造事業（H22～23 年度）
・平取町の観光資源と地場産業を活かした地域間交流促進とマニュアル作成事業（H22 年度）
・沙流川流域森林資源有効活用推進事業業務（H22 年度）
・アイヌ文化に関する研究推進・連携体制構築等に係る調査・検討事業（H21 年度）
・文化的景観保護推進調査（H18～23 年度）
・サロベツ自然再生事業

浚渫船の保存に関する知見収集（アーカイブ作成）業務（H18 年度）

・財団法人日本グラウンドワーク協会運営サポート業務（H17～23 年度）
・アイヌ文化環境保全対策調査事業（H15～17 年度）
・伝統的生活空間整備構想調査事業（H13 年度）

５．出版・プロモーション事業
●出版
・北海道マガジン「カイ」（雑誌：H20～27 年度、web：H28 年度～継続）
・
「さっぽろ大人のＢＡＲ」（H14 年度）
・
「笑うクスリ指」
（H14 年度）
・
「さっぽろ喫茶店さんぽ」（H13 年度）

●広報誌・情報誌・記念誌・Web サイト等の企画・制作・運営
・公立はこだて未来大学 Web サイト維持管理業務（H26 年度～）
・鵡川・沙流川流域広域交流圏域形成 DMO 構築連携事業「むかわ町・日高町・平取町の魅力発信冊子
の制作・印刷」
（H28 年度）
・産業遺産シビックプライド醸成事業「PR 資材デザイン制作事業」委託業務（H28 年度）
・野口観光 50 周年記念誌制作（H27 年度）
・美瑛町

新施設パネルテキストリライト（H27 年度）

・たびらい北海道

WEB サイト原稿作成業務（H26 年度～継続）

・次期札幌市健康づくり基本計画

原稿データ作成及び印刷業務（H25 年度）

・公立はこだて未来大学学外ホームページ制作業務・改修業務（H25 年度）
・札幌の冬・ウインタースポーツ PR 映像制作業務（H25 年度）
・札幌の冬・ウインタースポーツの魅力 PR 記事の制作掲載業務（H25～28 年度）
・札幌市障がい者相談支援事業所ガイドブック改訂等業務（H25・27 年度）
・平取町地域活性化協議会ウェブサイト維持管理業務（H25～26・H28～29 年度）
・平取町地域活性化協議会ウェブサイト作成・運営支援業務（H24・H27 年度）
・北海道 Likers

フォトライター業務（H24 年度～継続）

・
「旭イノベックス 60 年の歩み」（旭イノベックス：H24 年度）
・
「元気カフェ本の森」販売促進品のデザイン制作等業務（H24 年度）
・
「元気カフェ本の森」リーフレットデザイン作成等業務（H24 年度）
・
「元気カフェ」リーフレットデザイン作成等業務（札幌市：H22 年）
・
「都心ガイドブック」企画・制作（札幌ＴＭＯ：H20 年度）
・
「地域づくりの処方箋」の企画・制作（札幌市手稲区：H19 年度）
・
「Ｍｙ

Ｖｉｓｉｏｎ

Ｎｅｗｓ」
（ベネッセコーポレーション：H17～H18 年度）

・
「区制 30 周年記念誌」（札幌市西区：H14 年度）
・
「旭鉄工グループ 50 年の歩み」（旭鉄工：H14 年度）
・
「はばたく苗穂」
（苗穂駅周辺まちづくり協議会：H12 年度～継続）
・
「ＡＳＡＨＩ」（旭鉄工：H7 年度～19 年度）
・
「ＪＵＭＰ」
（野口観光：H2 年度～継続）
●セミナー・イベント等の企画運営事業
・
「フロンティアになるまち」シンポジウム運営補助業務（H29 年度）
・
「麦チェン！北海道」PR イベント運営補助業務（H29 年度）
・クロスホテル

コラボマルシェ業務（H29 年度）

・第 2 回冬季アジア札幌大会ボランティア全体研修運営業務（H28 年度）
・
「kuraché（クラシェ）」事務局業務（H25 年度～継続）
・札幌駅前通地下広場憩いの空間におけるマルシェ企画作成業務（H24 年度）
･｢地域からの循環型社会づくりシンポジウム｣運営業務（H21 年度）
・さっぽろキャンドルナイト企画・運営支援事業（H16 年度～継続）
・環境マラソン講座運営業務（H16 年度・H18 年度）
・そうやファンロード＆メディア展 H17（H16 年度）
・エコファミリー事業（H15 年度）
・エコライフ WEEK 運営委員会イベント企画運営（H14 年度）

●販売促進・プロモーション事業
・KAI select（H28 年度～）
・
「カイのおカイもの」（H26 年度～継続）

