
その他 産業振興・観光振興に関わる実績一覧

年度 業務名 発注者

'18 熊野町町制施行100周年記念式典におけるワークショップ運営業務 熊野町（広島県）

'18 中国地方等の魅力発信による消費拡大事業 民間企業

'16 大田市第2次産業振興ビジョン策定業務 大田市（島根県）

'14、16 出雲湯村温泉水を活用したコスメ商品の販路開拓事業 民間企業（島根県）

'16 雲南市6次産業化による新産業創出方法検討業務 雲南市（島根県）

'16 都市・農村漁村体験交流事業業務に係る資源調査 民間企業（広島県）

'14-15 綺麗になって縁結び「出雲”薬草×美活”プロジェクト」運営支援業務 出雲商工会議所（島根県）

'14 島根県における6次産業化に関する事業者意識調査業務 島根県

'14 食の幸発信推進に関する基本計画策定業務 雲南市（島根県）

'14 医工連携によるものづくり産業活性化方策検討業務 雲南市（島根県）

'14 安芸高田市名産品販路拡大・神楽五色麺普及支援業務 安芸高田市（広島県）

'12-13 安芸高田市未来創造事業マーケティングブラッシュアップ業務 安芸高田市（広島県）

'13 さくらの里きすき商品開発支援業務 さくらの里株式会社（民間企業）

'13 福山あしな商工会全国展開事業支援 福山あしな商工会（広島県）

'11 地域発!商品開発講座「愛LOVE農」 補助事業（全国中小企業団体中央会）

'09-10 石州瓦再生利活用促進事業 石州瓦リサイクル推進協議会（島根県）

'07 小規模事業者新事業全国展開支援事業 邑南町商工会（島根県）

'04 雲南地域ブランド化推進事業 島根県木次総務事務所

'18 H30年度島根6次産業化サポートセンター業務 島根県

'09-10 農商工連携等人材育成事業 島根県中小企業団体中央会

'09-10
「農建連携」体制構築による耕作放棄地再生を通じた循環型有機農業の推進事
業

奥出雲町ＥＣＯ農業推進協議会（島根県）

'10 邑南町農林商工等連携ビジョン策定業務 邑南町（島根県）

'10 農商工連携等人材育成事業 八頭町商工会（鳥取県）

'09 農商工連携の推進方策検討調査
しまね産業振興財団・
島根県中小企業団体中央会

'08 <地域力連携拠点事業>農商工連携の連携プロセスに関する調査業務 （財）しまね産業振興財団

'08 新連携構築支援事業 マーケティング調査業務 民間企業

'08 農商工等連携対策支援事業 マーケティング調査業務 民間企業

地域資源のブランド化支援

農商工連携の推進



その他 産業振興・観光振興に関わる実績一覧

'18 小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業調査研究事業 広島県央商工会（広島県）

'18 里山ココロザシ・カフェ企画運営業務 広島県

'16-18 ひろしま「ひと・夢」未来塾企画運営業務 広島県

'17-18 世羅町地域づくり人材育成運営業務 世羅町（広島県）

'17 呉市内企業経営動向アンケート調査業務 呉市（広島県）

'17 事業継続力強化アドバイザー派遣事業 奥出雲町商工会（島根県）

'14-15 都市農村交流事業コーディネーター人材育成事業 島根県

'15 地域リーダー育成事業 奥出雲地域塾運営業務 奥出雲町（島根県）

'15 奥出雲町若者まちひとづくり事業業務 奥出雲町（島根県）

'14 中山間地域コーディネーター人材育成業務 島根県

'14 旅行商品の開発を担う中核的人材の育成「うんなん観光未来塾」 雲南市（島根県）

'13 アグリビジネスの担い手となる起業家育成事業企画・運営業務 邑南町（島根県）

'13～ グラント・ライティング事業 民間企業

'11 邑南町地域雇用創造推進事業 邑南町（島根県）

'11 現地マネージャー育成支援事業 全国商店街支援センター

'09-10 地域・まちづくり研修実施支援業務 国土交通省中国地方整備局（広島県）

'08 経営改善アドバイザー派遣事業 大田商工会議所（島根県）

'08 邑南町地域雇用創造推進事業に係る講師選定・派遣業務 島根県邑南町雇用創造推進協議会

'08 産業人材の還流による「内発型企業立地システム」の構築支援事業 江津市（島根県）

'06-07 島根あさひ社会復帰促進センター地域振興コンソーシアム支援業務 民間企業

'07 経営アドバイザー派遣業務 島根県商工会連合会

'06 鳥取県旭町矯正施設研究会コーディネート 民間企業

'06 建設業セミナー講演 岡山県中小企業中央会

'06 東広島市建設業支援業務 東広島商工会議所（広島県）

'18 隠岐諸島における今後の観光振興のあり方に関する検討（調査・分析）業務 島根県隠岐支庁県民局

'18 島根県インバウンドモニターツアー事業 島根県

'18
アドベンチャー・ツーリズムの推進に向けたアドベンチャー・フェスティバル
企画・運営業務

江の川流域・三瓶山エリア広域観光連携推
進協議会（島根県）

'18 津和野町観光拠点形成重点支援事業回遊型観光促進事業検討業務
津和野町歴史文化基本構想活用観光拠点形
成推進協議会（島根県）

'18 魅力的な観光地づくりワークショップ運営業務 熊野町（広島県）

経営革新・人材育成支援

観光振興
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'18 観光コンテンツ創造事業企画運営業務 熊野町（広島県）

'17-18
廃線となる108kmの鉄道資産を活用した新たな広域観光関連産業創出事業
（地域中核企業・創出支援事業）

中国経済産業局

'17 サイクリング・ツーリズムを中心とした新たな観光関連産業創出に向けた調査事業 中国経済産業局

'17 平成29年度世界遺産登録記念事業運営支援業務委託 大田市（島根県）

'17 熊野町観光交流拠点施設整備事業に係る新規補助要望資料等作成支援業務 熊野町（広島県）

'17 観光振興施設更新計画作成業務 安芸高田市（広島県）

'17 歴史文化基本構想を活用した観光拠点づくり事業にかかる回遊型観光促進事業 津和野町（島根県）

'17
平成29年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト
「しょうばら新発見！」観光資源等の掘り越し事業

庄原市商工会議所

'17 しまねの魅力調査・分析業務 島根県

13-17 しまねの観光認知度調査企画実施業務 島根県

15-17 日本遺産総合活用活性化事業支援業務 津和野町日本遺産推進協議会（島根県）

'16 津和野町観光振興計画策定業務 津和野町（島根県）

'13-15 県外からの女性観光客を対象としたアンケート調査業務 島根県

'15 SNSを活用した観光情報発信支援事業 島根県

'15 島根県内観光施設等におけるWiFi環境整備実態調査業務 島根県

'15 広島県・島根県観光連携協議会事業検証業務 島根県

'15 広島空港直行バス利用ニーズ調査業務 島根県

'14 ＳＮＳを活用した観光情報発信支援事業業務 島根県

'14 石見神楽常設公演化モデル事業推進支援事業 島根県

'13 石見神楽と温泉津の町並みを味わう土曜夜市創出プロジェクト調査事業 銀の道商工会（島根県）

'13 石見神楽常設公演化モデル事業推進支援 石見観光振興協議会（島根県）

'13 女性観光客動向調査業務 島根県

'13 邑南町観光資源調査・説明キャラバンプロジェクト 邑南町観光協会（島根県）

'13 「雲南市観光研究会」事業 雲南市（島根県）

'13 西ノ島ふるさと館展示リニューアル実施業務 西ノ島町（島根県）

'11 温泉津地区まち歩き資源データベース構築業務 島根県

'11 観光マーケティング調査業務 島根県

'11 石見神楽社中意向調査 島根県

'11 石見神楽検定に関するテキスト作成業務 浜田商工会議所（島根県）

'11 津和野町観光計画策定業務 津和野町（島根県）

'11 東広島ウォーキングマップ作成業務 東広島市（広島県）

'10 神話のふるさと「しまね」推進協議会計画策定支援業務 神話のふるさと島根推進協議会（島根県）

'10 石見神楽と山海の幸を活用した「観光・食」連携開発事業 浜田商工会議所（島根県）

'10 「広島オイスターロード」観光開発調査研究事業 呉広域商工会（広島県）
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'10 「稲生物怪録」を活用した観光振興プラン調査研究事業 三次商工会議所（広島県）

'09 島根県観光案内サイン調査及びガイドライン策定業務 島根県

'09 観光資源開発推進事業 竹原市（広島県）

'07 中海・宍道湖・大山圏域の観光連携の促進に関する調査・検討 松江商工会議所（島根県）

18 中山間地域給油取扱所実態調査業務 島根県

'11 事業用地分譲促進調査 島根県

'11 商店街の新たな取組支援 川本商工会（島根県）

'11 地域商業構築モデル買物弱者支援策定事業 民間企業（島根県）

'11 地域密着型店舗を核にした商業活性化方策検討調査 中国経済産業局（広島県）

'10 東広島市商業実態調査 東広島市（広島県）

'09 電波暗室検討に係る県内関係企業への利活用状況調査 島根県

'09 島根県空き工場等調査業務 島根県

'09 中国地域における植物工場導入促進のためのフィージビリティ調査
（財）ちゅうごく産業創造センター
（広島県）

'09 植物工場普及事業に係るシンポジウム等企画運営委託業務 民間企業

'08 住宅用部材販路開拓調査事業委託業務 島根県

その他


