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都市自治体・都市シンクタンク等の調査
研究活動～求められる「総合計画」、「社
会福祉・保健医療」への取組み～

全国の都市自治体及び都市自治体が設置する都市政策研究等を行う組織（以下、「都市シンクタンク

等」という。）による調査研究活動について、都市自治体間における情報共有を図り、都市自治体の政策

形成能力向上に資することを目的とし、定期的に調査を行っている。本稿では、2019 年度の調査結果を

報告する。

はじめに

都市自治体や都市シンクタンク等の調査研

究活動は、自治体における行政活動の中で必

要とされる調査、実践につながる研究が多

く、地域が抱える行政課題について、市民や

地域の大学等と連携した取組みが多く見受け

られる。

本調査において報告された都市自治体や都

市シンクタンク等の独自の取組みや先進的な

事例にぜひ目を向けていただき、ご参考とし

ていただきたい。

2019 年度は、「2018 年度都市自治体の調査

研究活動に関するアンケート調査」の実施、

また、「都市シンクタンクカルテ」の作成を

行った。これらの調査の概要は、以下のとお

りである。

◆調査対象

全国 815 市区の全部門

都市シンクタンク等 48 団体

◆調査内容

2018 年度に実施した調査研究活動

◆調査方法

メールによるアンケート

◆回答状況

400 市区（回収率 約 49.1%）

47 団体（回収率 97.9％）

◆調査研究活動件数

1,051 本

1 調査研究活動の状況

（1）調査研究活動の分野

回答のあった 400 市区及び 47 団体のうち、

「調査研究活動を行った」のは 283 市区

（70.8%）・39 団体（83.0%）である。

調査研究活動の分野は、「総合計画関係」が

249 本であり、最も多い（23.7%）。次いで、

「社会福祉・保険医療関係」が 155 本（14.7%）、

「生活基盤整備関係」が 120 本（11.4%）、「経

済・産業振興関係」が 116 本（11.0%）、「地域
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づくり関係」が 101 本（9.6%）と続き、上位

5分野に属する調査研究が 741 本で全体の約

7割を占めている（図1）。

2017 年度（2016 年度実績）及び 2018 年度

調査結果（2017 年度実績)1と比較すると、都

市自治体では、「総合計画関係」が増加し、「社

都市とガバナンス Vol.32

都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動～求められる「総合計画」、「社会福祉・保健医療」への取組み～

147

1 2018 年度にも同様の調査を実施している。「都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動」（『都市とガバナンス』第
30 号 ,2018 年）144-161 頁。
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図1 調査研究活動分野
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会福祉・保健医療関係」を上回る結果となっ

た。一方、都市シンクタンク等では、「地域づ

くり関係」が増加し、「経済・産業振興関係」

を上回る結果となった。都市自治体及び都市

シンクタンク等のどちらにおいても、「経済・

産業振興関係」は減少している（図2）。

調査研究活動の詳細については、本稿の最

後に表3として、また都市シンクタンク等に

ついては表4としてお示しする。

ここでは、調査研究数上位3分野について

紹介する。

ア 総合計画関係

「総合計画関係」では、計画策定のための基

礎調査に加えて、計画に基づく事業の進捗確

認や評価のために、事業所管部署による市民

意識調査等も多く行われている。

イ 社会福祉・保健医療関係

「社会福祉・保健医療関係」では、介護・育

児・健康づくり・食育等の多岐に渡る分野の

調査、分析が行われている。次期子ども子育

て支援事業計画策定のための調査実施を回答

する自治体も多かった。
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図2 調査研究活動分野の変化
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ウ 生活基盤・整備関係

「生活基盤・整備関係」では、地域公共交通

に関する調査研究が多い。利用実態調査や事

業者ヒアリング、乗降調査等により、計画策

定やバスルートの検討が行われている。

（2）調査研究活動の実施形態

調査研究活動の実施・参画主体は、「都市自

治体（都市シンクタンク等又は企画部門を除

く）職員」であるものが 475 本（45.2%）であ

り、最も多い。次いで「都市自治体の企画部

門（都市シンクタンク等を除く）の職員」が

198 本（18.8%）、「都市シンクタンク等の職

員」が 105 本（10.0%）である（表1）。

実施形態は、数が多い順に、「組織内グルー

プ研究」が 419 本（調査研究本数の 39.9%）、

「その他」が 359 本（調査研究本数の 34.2%）、

「外部有識者参加研究会」が 155 本（調査研究

本数の 14.7%）となっている（図3）。

（3）調査研究活動の課題・問題点

調査研究活動を行った際の課題や問題点

は、「③専門知識、ノウハウ不足」を 122 団体

が回答していて最も多く、次いで「④アン

ケート有効回答件数不足」を 78 団体が回答

している。（図4）。

専門知識やノウハウ不足という回答結果か

らわかるように、調査研究の担い手の人材育

成が最大の課題である。また、実施主体とし

て、事業所管部署の職員が、調査研究に取り
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表1 調査研究活動の実施・参画主体（中心的役割に近い順に各1つ）

87198②都市自治体の企画部門の職員(1 を除く)
105①都市シンクタンク等の職員 9

3 位
15

2 位

61238100⑤シンクタンク、コンサルティング会社の職員(1 を除く)
28165④他自治体の職員
83191475③都市自治体の職員(1、2 を除く)
28

13⑧公益法人、NPO法人の職員(1、5 を除く)

1 位

153018⑦大学院生・大学生
368672⑥大学の研究者

24210無回答
798127⑩その他
854428⑨市民(5、6、7 を除く)
1721

610

359
71
90

155
128
120

419
78
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図3 調査研究の実施形態（複数選択可）
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組む事例が多いが、現場の問題意識等につい

ては反映されやすい反面、必要人員が不足し

ていたり、兼務により十分な調査研究の時間

が確保できない等の問題も挙げられている。

2 都市シンクタンク等の活動の状況

（1）設置数及び設置形態

次に、都市シンクタンク等の組織動向、活

動実績等について紹介する。

2019 年4月1日現在の都市シンクタンク

等の設置数は 48 団体であり、廃止、新設の動

きはあるが、2018 年度の 48 団体からその数

は横ばいで推移している。

設置形態の内訳は、「自治体の内部組織」と

して機能している都市シンクタンク等が 28

団体（58.3％）であり、これまでと同様に最

も多い（図5）。次いで、「公益財団法人」が

8団体（16.7%）、「大学の付属機関」が4団

体（8.3%）と続いている。なお、「その他」の

内容は、「常設の任意団体」、「常設の提言機

構」、「広域連合」、「NPO法人」、「一般財団法

人」である。

（2）調査研究事業費

調査研究事業費予算額の1団体あたりの平

均は 1,366 万円（図6）であり、2018 年度調

査の 1,224 万円から増加した。

（3）研究員数

研究員の1団体あたり平均数は、5.6 人（図

7）（常勤 4.0 人、非常勤は 1.6 人）である。

おわりに

多忙な日常業務、突発的な現場対応、様々

な調整事務に追われる職場環境にあって、各

都市自治体は、限られた人員を捻出して、本
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調査結果にあるような調査研究活動に取り組

んでいる。現場の眼差しで、市民の声に耳を

傾け、事業者とともに汗をかくことで見えて

くるものがある。

当センターでは、これら都市自治体及び都

市シンクタンク等の調査研究活動について、

本誌の他にも、ホームページ（http://www.

toshi.or.jp/?cat=52）にて、情報提供してい

る。これらの情報提供が、都市自治体及び都

市シンクタンク等における調査研究活動、政

策形成に少しでもご参考となれば幸いであ

る。

最後に、お忙しい中、本調査にご協力をい

ただいた皆様に深く感謝申し上げます。

（研究員 安齋顕考）

都市とガバナンス Vol.32

都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動～求められる「総合計画」、「社会福祉・保健医療」への取組み～

151

都道府県名 市区名 調査研究名

北海道

札幌市

○札幌における再生医療研究の実用化に向けた周辺産業等調査○大谷地流通
業務団地共同通勤バス実行可能性調査○ eスポーツを通じた産業活性化調査
研究○平成 30 年度観光客入込数調査○平成 30 年度第3四半期観光客入込数
調査○来札観光客満足度調査及び外国人個人観光客動態調査○札幌市夜景観
光経済効果調査業務○平成 30 年度観光客動態調査○平成 30 年度重度障がい
者の在宅介護に関するアンケート調査(保健福祉局)○医療的ケアを必要とす
る子どもに関する調査(保健福祉局)○札幌市の温暖化対策推進に関する調査
(環境局)

函館市
○転入者アンケート調査○函館市子ども・子育て支援に関するニーズ調査○
コンブ養殖技術改良研究事業○磯焼け漁場機能診断・藻場造成技術開発研究
事業○ホッケ資源量変動機構解明研究事業

室蘭市 ○室蘭市標準学力調査○室蘭市総合計画・室蘭市総合戦略改定に関わる市民
アンケート

帯広市

○平成 30 年度男女共同参画に関する意識調査○市民アンケート調査○第三
期帯広市地域福祉計画策定に向けたアンケート調査○帯広市障害者計画の策
定に向けたアンケート調査○(次期)おびひろこども未来プラン策定にかかる
アンケート調査○第3期帯広市中心市街地活性化基本計画策定に向けた市民
アンケート○帯広市産業経済実態調査○農業経営等に関するアンケート○将
来都市構造の分析○緑の基本計画基礎調査業務委託○教育に関する意識調査

苫小牧市 ○情報連携による行政業務の高度化に関する研究○苫小牧市の環境に関する
アンケート○喫煙、受動喫煙に関する実態調査

稚内市 ○第2次稚内市地域福祉計画策定のためのアンケート調査
紋別市 ○国土強靭化地域計画策定に係る防災・減災に関する市民意識調査
千歳市 ○市民意向調査○食育推進計画策定に係る市民アンケート
深川市 ○人口動態調査
富良野市 ○新たな総合計画のあり方

登別市 ○登別市営住宅等長寿命化計画策定基礎調査○登別市都市計画マスタープラ
ンの見直しに向けた市民アンケート調査

北斗市 ○公共交通に関するニーズ調査

青森県

青森市 ○平成 30 年度青森市民意識調査

青森公立大学
地域連携セン
ター

○地域見守り端末に関する調査事業○小学校外国語科における「書くこと」
の到達目標の分析とライティングテストの開発○小学校外国語科における青
森県版英語リーディング教材の開発○ねぶた出張を考える～東京ねぶたの事
例から～事業○日常文化としての青森ねぶた祭～ねぶた祭を支える人々～○
『留学経験のアウトカムがコミュニティーに及ぼす影響に関する研究ー青森
県内への留学生受け入れに関してー』事業○浅虫地域力の強化事業○学生が

表2 都市自治体の調査研究活動一覧（太字は都市シンクタンク等）
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図7 研究員数
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組む事例が多いが、現場の問題意識等につい

ては反映されやすい反面、必要人員が不足し

ていたり、兼務により十分な調査研究の時間

が確保できない等の問題も挙げられている。

2 都市シンクタンク等の活動の状況

（1）設置数及び設置形態

次に、都市シンクタンク等の組織動向、活

動実績等について紹介する。

2019 年4月1日現在の都市シンクタンク

等の設置数は 48 団体であり、廃止、新設の動

きはあるが、2018 年度の 48 団体からその数

は横ばいで推移している。

設置形態の内訳は、「自治体の内部組織」と

して機能している都市シンクタンク等が 28

団体（58.3％）であり、これまでと同様に最

も多い（図5）。次いで、「公益財団法人」が

8団体（16.7%）、「大学の付属機関」が4団

体（8.3%）と続いている。なお、「その他」の

内容は、「常設の任意団体」、「常設の提言機

構」、「広域連合」、「NPO法人」、「一般財団法

人」である。

（2）調査研究事業費

調査研究事業費予算額の1団体あたりの平

均は 1,366 万円（図6）であり、2018 年度調

査の 1,224 万円から増加した。

（3）研究員数

研究員の1団体あたり平均数は、5.6 人（図

7）（常勤 4.0 人、非常勤は 1.6 人）である。

おわりに

多忙な日常業務、突発的な現場対応、様々

な調整事務に追われる職場環境にあって、各

都市自治体は、限られた人員を捻出して、本

都市とガバナンス Vol.32

都市自治体の調査研究活動
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図4 調査研究活動を行った際に生じた課題・問題点（複数選択可）
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図5 都市シンクタンク等の設置形態
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図6 調査研究事業費予算額

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



19-07-428　146_4-1_「都市自治体・都市シンクタンク等の調...  Page 8 19/10/17 13:38  v5.51

都市とガバナンス Vol.32

都市自治体の調査研究活動

152

青森県

ボランティア活動に参加しやすくなる環境整備に関する研究事業○スカイプ
その他の SNSを活用した地域経営志向インバウンドMICE国際観光企画・
プロモーション・評価の研究事業○青森県内の自治体及び事業者の情報発信
に関する実証的研究事業

五所川原市 ○五所川原市市営住宅長寿命化計画○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

岩手県

盛岡市

○人口減少社会における若者の地元定着に向けた施策の方向性について○盛
岡市におけるアクティブシニアの活躍の推進について○若者の社会動態の分
析と関係人口を機軸とした移住・定住施策の推進について○岩手大学地域課
題解決プログラム「人生 100 年時代における男女共同参画のありかたについ
て～男性の家事育児参画を中心に働き方・暮らし方の見直す～」○岩手県立
大学平成 30 年度地域政策研究センター 地域協働研究【ステージⅠ】「女性
活躍推進が地域活性化に与える影響について」○木質バイオマスによる地域
循環型システムの構築について○若年層の悩みに関する意識調査－自殺予防
を見据えた取組み－○ふるさと納税の地元事業者等による運営方法の構築と
魅力有る返礼品についての研究○市民に親しまれる市産材ベンチのデザイン
開発○米内浄水場における緩速ろ過法による浄水処理方法の研究～緩速ろ過
池清掃ロボットの可能性を探る～○志波城古代公園の活性化のための3 D

モデル制作○史跡や文化財の国際化対応～地域国際化にともなう史跡・文化
財の発信・対応手法の開発

盛岡市まちづ
くり研究所

○人口減少が及ぼす地域への影響と若者の地元定着に向けた施策の方向性に
ついて○盛岡市におけるアクティブシニアの活躍の推進について

大船渡市
○総合計画のための基礎調査(市民意識調査)○総合戦略のための若者意識調
査○行政改革の取組状況調査○行政評価(事務事業)○子ども・子育て支援に
関するニーズ調査

花巻市
○まちづくり市民アンケート○花巻市子ども・子育て支援に関するニーズ調
査○組織文化の形成を図る学校組織マネジメントの在り方に関する調査研究
○分団内における部の再編に関する調査について

北上市
○北上市市民意識調査○外国人住民に係る実態調査○外国人の医療環境整備
へ向けた取組に関する研究○北上市立図書館基本的運営方針中間検証○空き
家等調査

遠野市 ○遠野市子ども・子育て支援総合計画に関するニーズ調査
一関市 ○一関・平泉定住自立圏アンケート

陸前高田市 ○陸前高田市まちづくり総合計画策定支援事業○陸前高田市地域公共交通網
計画

釜石市
○在宅医療・介護実態調査○研修事業等に関する実態調査○各職能団体との
一次連携○釜石市健康に関する意識調査○かまいし男女共同参画推進プラン
改定に関する市民意識調査

奥州市 ○空き家実態調査

宮城県

塩竈市
○平成 30 年度塩竈アフタースクール事業に係る事後調査○「塩竈市子ども・
子育て支援事業計画」策定に係る子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査
○塩竈市国民健康保険第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施
計画

白石市 ○地方創生市民アンケート

名取市
○名取市総合計画策定のための市民意識調査○名取市子ども・子育て支援事
業計画策定○第二次名取市環境基本計画策定に係る市民意識調査○名取市地
域福祉市民意識調査○生涯学習振興計画策定市民意識調査

多賀城市
○多賀城市まちづくりアンケート○多賀城市子どもの生活に関する実態調査
○多賀城市子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート○こころの
健康に関するアンケート調査

栗原市 ○栗原市中核機能地域の整備の基本構想策定に係る高校生アンケート

秋田県

秋田市 ○秋田市事業用地需要調査および工業用地環境分析等業務委託○秋田市幹線
バス路線等調査検討業務○秋田市交通系 ICカード導入・運用実態等調査

能代市 ○「白神ねぎ」の PRとまちづくりへの活用についての調査研究
湯沢市 ○市民満足度調査
鹿角市政策研
究所

○第7次鹿角市総合計画のための基礎資料集

由利本荘市 ○由利本荘市将来人口推計業務○由利本荘市総合計画 後期基本計画策定の
ための市民アンケート調査

潟上市 ○第3次潟上市食育推進計画(仮称)策定に係る市民意識調査

山形県

米沢市 ○障害者差別解消法に関する条例策定のためのアンケート調査
酒田市 ○平成 30 年度酒田市観光に関する調査研究
新庄市 ○まちづくり市民アンケート
最上地域政策
研究所

○高齢者支援対策○克雪対策

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.
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山形県 東根市 ○平成 30 年度東根市生活習慣に関する実態調査

福島県

福島市 ○福島市労働条件等実態調査○商店街変動調査○新しい福島市総合計画の策
定に向けた市民アンケート調査○子ども・子育て支援ニーズ調査

郡山市 ○市民意見レーダー○6次産業化トータル支援ネットワークの構築○スマー
トな働き方

いわき市
○中山間地域における商品開発○外国人を軸としたインバウンド観光開発プ
ロジェクト○映像制作による観光マーケティングの実践○市内ショッピング
モール・センターにおける消費行動の現地調査○技能実習生の日本語教育の
実態調査及びその課題把握と学生のグローバル化対応

白河市
○地域内移動支援助成実証実験○白河市立地適正化計画の策定に向けた市民
及び事業者アンケート調査○白河市無形民俗芸能等支援事業 関連調査○第
2期白河市子ども・子育て計画策定に係るニーズ調査

須賀川市 ○須賀川市の立ち位置を分析
喜多方市 ○喜多方市の行政サービスに対する満足度・重要度アンケート調査

南相馬市 ○南相馬市 市民意識調査○行政区活動内容等調査○南相馬市地域福祉計画
策定のためのアンケート調査○泉官衙遺跡発掘調査

茨城県

水戸市 ○水戸市地域福祉計画策定に関するアンケート調査
下妻市 ○公民連携研究会

常陸太田市 ○資源ごみ分別に関するアンケート○「常陸太田市地域公共交通再編実施計
画」の見直し

北茨城市 ○北茨城市観光資源調査
笠間市 ○移住・定住促進施策に関する共同研究
取手市 ○市民意識調査

牛久市
○平成 30 年度「牛久市の行政サービスに対する市民満足度調査」○転入・転
出に関するアンケート調査○市内・準市内事業所の男女共同参画推進状況ア
ンケート調査○平成 30 年度北部地域の市街化調整区域における宅地開発調
査検討業務○ 30 国補公園第1号牛久市公園施設長寿命化計画策定業務

常陸大宮市 ○市民意識調査
かすみがうら
市

○かすみがうら市スマート IC設置可能性等調査業務

栃木県

うつのみや市
政研究セン
ター

○宇都宮市民の医療・介護レセプトデータに関する定量的解析－在宅ケアに
着目して－○滞在型の関係人口化手法における空き家活用の可能性に関する
調査研究○宇都宮市における単身世帯を支えるまちづくりに向けた調査研究
○宇都宮市における食料品アクセス問題の現状と課題に関する調査研究○宇
都宮市北西部における地域資源の観光活用方策に関する調査研究○宇都宮市
の人口移動メカニズムに関する調査研究―転出者に着目して―

足利市
○平成 31 年足利市民アンケート調査○足利市子ども・子育て支援事業計画
策定に係るニーズ調査○健康と食育に関するアンケート○市道大久保町 87
号線周辺交通量等調査業務

佐野市
○佐野市のコンパクトなまちづくりに向けた市民アンケート調査○市政に関
するアンケート○人権問題に関する市民意識調査○男女共同参画に関する市
民意識調査○男女共同参画に関する事業所実態調査

小山市
○小山市空家民泊推進3カ年計画策定に伴う調査研究○小山市空家利活用等
調査研究○子ども子育て支援事業事業計画に関するニーズ調査○内閣府の戦
略的イノベーション創造プログラム(SIP)次世代農林水産業創造技術の開発
研究ハトムギ摂取によるホメオスタシス多視点評価システム実証研究」

那須塩原市 ○平成 30 年度 男女共同参画社会に関する市民意識調査○食品ロス発生量
の推計調査○ごみ質調査

群馬県

前橋市 ○「前橋市における空き家対策支援」○緑の基本計画施策の評価指標基礎調
査業務

高崎市 ○高崎市市民福祉意識アンケート調査○子どもの読書活動に関するアンケー
ト○ホテル招致調査

高崎経済大学
地域科学研究
所

○空家特別措置法施行後の空き家対策に関する総合的研究○長野堰の成立と
歴史的役割に関する研究○地方都市における中小製造業の存立基盤に関する
研究

桐生市
○桐生市総合計画策定に関する市民アンケート調査○桐生市職員自主研究活
動(人を呼び込むまちづくり すみたくなるまち桐生)○桐生市職員自主研究
活動(災害におけるウェアラブルカメラの活用方法等に関する研究)

伊勢崎市 ○平成 30 年度市民意識調査○男女共同参画に関する市民意識調査○男女共
同参画に関する事業所意識調査

渋川市 ○市民意識調査○市民ワークショップ○高校生ワークショップ○渋川市子ど
も・子育て支援事業計画に関するニーズ調査
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青森県

ボランティア活動に参加しやすくなる環境整備に関する研究事業○スカイプ
その他の SNSを活用した地域経営志向インバウンドMICE国際観光企画・
プロモーション・評価の研究事業○青森県内の自治体及び事業者の情報発信
に関する実証的研究事業

五所川原市 ○五所川原市市営住宅長寿命化計画○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

岩手県

盛岡市

○人口減少社会における若者の地元定着に向けた施策の方向性について○盛
岡市におけるアクティブシニアの活躍の推進について○若者の社会動態の分
析と関係人口を機軸とした移住・定住施策の推進について○岩手大学地域課
題解決プログラム「人生 100 年時代における男女共同参画のありかたについ
て～男性の家事育児参画を中心に働き方・暮らし方の見直す～」○岩手県立
大学平成 30 年度地域政策研究センター 地域協働研究【ステージⅠ】「女性
活躍推進が地域活性化に与える影響について」○木質バイオマスによる地域
循環型システムの構築について○若年層の悩みに関する意識調査－自殺予防
を見据えた取組み－○ふるさと納税の地元事業者等による運営方法の構築と
魅力有る返礼品についての研究○市民に親しまれる市産材ベンチのデザイン
開発○米内浄水場における緩速ろ過法による浄水処理方法の研究～緩速ろ過
池清掃ロボットの可能性を探る～○志波城古代公園の活性化のための3 D

モデル制作○史跡や文化財の国際化対応～地域国際化にともなう史跡・文化
財の発信・対応手法の開発

盛岡市まちづ
くり研究所

○人口減少が及ぼす地域への影響と若者の地元定着に向けた施策の方向性に
ついて○盛岡市におけるアクティブシニアの活躍の推進について

大船渡市
○総合計画のための基礎調査(市民意識調査)○総合戦略のための若者意識調
査○行政改革の取組状況調査○行政評価(事務事業)○子ども・子育て支援に
関するニーズ調査

花巻市
○まちづくり市民アンケート○花巻市子ども・子育て支援に関するニーズ調
査○組織文化の形成を図る学校組織マネジメントの在り方に関する調査研究
○分団内における部の再編に関する調査について

北上市
○北上市市民意識調査○外国人住民に係る実態調査○外国人の医療環境整備
へ向けた取組に関する研究○北上市立図書館基本的運営方針中間検証○空き
家等調査

遠野市 ○遠野市子ども・子育て支援総合計画に関するニーズ調査
一関市 ○一関・平泉定住自立圏アンケート

陸前高田市 ○陸前高田市まちづくり総合計画策定支援事業○陸前高田市地域公共交通網
計画

釜石市
○在宅医療・介護実態調査○研修事業等に関する実態調査○各職能団体との
一次連携○釜石市健康に関する意識調査○かまいし男女共同参画推進プラン
改定に関する市民意識調査

奥州市 ○空き家実態調査

宮城県

塩竈市
○平成 30 年度塩竈アフタースクール事業に係る事後調査○「塩竈市子ども・
子育て支援事業計画」策定に係る子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査
○塩竈市国民健康保険第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施
計画

白石市 ○地方創生市民アンケート

名取市
○名取市総合計画策定のための市民意識調査○名取市子ども・子育て支援事
業計画策定○第二次名取市環境基本計画策定に係る市民意識調査○名取市地
域福祉市民意識調査○生涯学習振興計画策定市民意識調査

多賀城市
○多賀城市まちづくりアンケート○多賀城市子どもの生活に関する実態調査
○多賀城市子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート○こころの
健康に関するアンケート調査

栗原市 ○栗原市中核機能地域の整備の基本構想策定に係る高校生アンケート

秋田県

秋田市 ○秋田市事業用地需要調査および工業用地環境分析等業務委託○秋田市幹線
バス路線等調査検討業務○秋田市交通系 ICカード導入・運用実態等調査

能代市 ○「白神ねぎ」の PRとまちづくりへの活用についての調査研究
湯沢市 ○市民満足度調査
鹿角市政策研
究所

○第7次鹿角市総合計画のための基礎資料集

由利本荘市 ○由利本荘市将来人口推計業務○由利本荘市総合計画 後期基本計画策定の
ための市民アンケート調査

潟上市 ○第3次潟上市食育推進計画(仮称)策定に係る市民意識調査

山形県

米沢市 ○障害者差別解消法に関する条例策定のためのアンケート調査
酒田市 ○平成 30 年度酒田市観光に関する調査研究
新庄市 ○まちづくり市民アンケート
最上地域政策
研究所

○高齢者支援対策○克雪対策
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埼玉県

彩の国さいた
ま人づくり広
域連合

○埼玉型の公共空間利活用プロジェクト～地域活性化のための官民連携によ
る社会実験～○埼玉の地域資源の再発見・利活用による愛県心醸成プロジェ
クト～埼玉版ツーリズムの構築～

熊谷市
○埼玉県熊谷市内における熱中症救急搬送の実態把握及び気象要素との関連
○自治会実態調査○熊谷市地域福祉計画・熊谷市地域福祉活動計画アンケー
ト調査

飯能市 ○地域包括ケアシステムの構築のための社会資本の活用に関する研究
加須市 ○ごみ処理等の意識調査○第2期加須市子ども・子育て支援計画
東松山市 ○市民意識調査
かすかべ未来
研究所

○春日部市の教育に関する調査研究～地域ではぐくむ、子どもたちの「確か
な学力」～

鴻巣市 ○鴻巣市中央公民館エリア再編研究○シティプロモーション活動に関する調
査研究

草加市 ○平成 30 年度 草加市民アンケート○草加市市民健康意識調査○都市農業
振興計画策定に係る市民・商工業者・農業者意向調査

越谷市 ○市政世論調査
埼玉県東南部
都市連絡調整
会議

○まんまるよやくシステムの運用状況調査と情報セキュリティ向上施策検討

戸田市政策研
究所

○住民主体のまちづくりに関する調査研究○戸田市におけるスポーツ・レク
リエーションを軸とした〈交流型まちづくり〉に関する応用研究○シビック
プライドの効果及び向上手段に関する基礎研究○データ分析に基づく戸田市
の現状と課題

朝霞市
○第二期朝霞市子ども・子育て支援事業計画策定のための子ども・子育てに
関する調査、子どもの生活に関する調査【子育て支援に関する調査】教育・
保育及び子育て施策全般に関する課題やニーズ等の調査○高齢者実態把握調
査

新座市
○新座市シティプロモーション方針策定に係る調査研究○ロケーションサー
ビスの受入体制の構築に向けた調査研究○第 14 回 新座市民意識調査○新
座市子育て支援に関するアンケート調査

富士見市 ○第 15 回 富士見市民意識調査○富士見市子育て支援に関するアンケ―ト調
査

吉川市 ○市民意識調査

千葉県

館山市 ○館山市第2期子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査○館山
市地域公共交通網形成計画策定に係る調査

松戸市
○人権に関する市民意識調査○地域福祉サロン ～困ったときはお互いさま
～○介護予防把握事業実施のための市民アンケート調査○都市型介護予防モ
デル

松戸市

「松戸プロジェクト」(アンケート名：健康とくらしの調査)○松戸市ゆめい
ろバス(中和倉コース)利用者アンケート調査○松戸市ゆめいろバス(中和倉
コース)沿線住民アンケート調査○松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取
得補助金に関するアンケート調査○松戸市分譲マンション実態調査○民法改
正後の松戸市成人式について

松戸市政策推
進課市政総合
研究室

○転居に関する意向についてのアンケート調査

野田市
○自治会アンケート調査○野田市人権に関する市民意識調査○野田市水道事
業長期計画策定のためのアンケート調査○野田市子ども・子育て支援事業計
画を包含した次期エンゼルプラン策定のための意向調査○ひとり親家庭等の
支援に関する意識調査

茂原市 ○親子歯科指導における意識調査と定期歯科検診結果の分析

成田市
○市民満足度調査○医療産業集積調査○成田市子ども・子育て支援事業計画
策定のためのニーズ調査○住宅・住環境に関するアンケート調査○成田市地
域公共交通網形成計画基礎調査

佐倉市
○平成 30 年度市民意識調査○第5次総合計画策定支援業務委託○環境基本
計画策定支援業務○佐倉市循環バスアンケート調査○デマンド交通終了に伴
うアンケート調査○公共交通に関するアンケート調査○佐倉市学校プール・
市民プール再編に向けた調査○教育に関する意識調査

習志野市

○習志野市市民意識調査・大学生意識調査○習志野市社会指標分析○人口推
計○ホール及び類似施設調査○平成 30 年度習志野市こども発達支援に関す
るモニタリング調査○学力向上推進委員会○男女共同参画に関する市民意識
調査○男女共同参画に関する事業所調査○ワーク・ライフ・バランス推進に
関する事業所調査

柏市 ○平成 30 年度柏市まちづくり推進のための調査

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.
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千葉県

市原市
○市原市総合計画進行管理に係る市民意識調査○在宅要介護高齢者の医療・
介護連携の推進方策に関する調査研究○市原市子ども・子育て支援に関する
ニーズ調査○地域経済動向調査○中央図書館利用者アンケート

八千代市 ○八千代市都市機能分析調査○まちづくり課題調査○平成 30 年度八千代市
公共交通調査

浦安市

○事務事業点検(平成 30 年度実施分)○公衆無線 LANに関するアンケート
○まちづくりに関する条例等調査検討○市有地土地利用調査検討○舞浜駅周
辺のあり方に関する調査検討○浦安市 PFI導入指針改定検討○新産業振興
ビジョン策定事業○転入高齢者の社会参加の実態調査○子ども・子育て支援
総合計画に関する基礎調査○こどもプロジェクト事業効果測定研究調査○浦
安小学校屋内水泳プールの有効活用に向けた需要調査○平成 30 年度浦安市
小・中学生生活実態調査

山武市 ○まちづくりアンケート○山武市子ども・子育てに関するニーズ調査

東京都

千代田区
○千代田区次世代育成支援計画策定のためのニーズ調査○千代田区在宅療養
実態調査○千代田区認知症サービス推進調査○人口推計及び区の施策に関す
るアンケート調査のデータ分析○区政モニター○第 45 回千代田区民世論調
査

港区政策創造
研究所

○港区におけるクリエイティブ産業実態調査報告書○港区人口推計(平成 31
年3月)の作成

新宿区 ○区政情報の発信に係る検証○新宿区区民意識調査○新宿区区政モニターア
ンケート○新宿区次世代育成支援に関する調査○学校保健調査研究

新宿自治創造
研究所

○ 2015 年国勢調査に基づく新宿区地域別将来人口推計・世帯推計○公民連
携(PPP)の研究○若年層の区政参加・地域活動への参加

江東区
○長期計画区民アンケート調査○「江東区ブランディング戦略」に関するア
ンケート調査○江東区こども・子育て支援事業計画策定に係る調査○江東区
緑視率等調査○江東区緑の基本計画改定に係る区民アンケート調査

目黒区 ○目黒区人権に関する意識調査○男女平等・共同参画に関する区民意識調査
○区民による身近な生物調査○環境に関するアンケート調査

せたがや自治
政策研究所

○(自治体経営のあり方研究)住民自治と区民参加○(自治体経営のあり方研
究)世田谷区における協働政策の展開○(都市空間の社会的特性)市街地再開
発事業における周辺住民への対応○(都市空間の社会的特性)世田谷の地域特
性の析出 11 データで見る世田谷―「働き手」と「働く場」―

中野区
○ 2018 中野区区民意識・実態調査○平成 30 年度(2018 年度)健康福祉に関す
る意識調査○新公共交通サービス検討業務○中野区内の木造住宅密集地域に
おける防災まちづくり調査検討○中野区ごみ組成分析調査

杉並区
○第 50 回杉並区区民意向調査○街の「にぎわい」に関する実態調査○杉並区
空き家実態調査○健康長寿モニター事業○杉並区「特定の課題に対する調査、
意識・実態調査」

豊島区

○(仮称)豊島区子ども・若者総合計画策定のためのアンケート調査○豊島区
商工政策審議会○池袋駅周辺地域におけるアート・カルチャー・ハブとスポッ
トのコンセプトと空間イメージ○平成 30 年度来街者及び在住・在勤者動向
に関するアクセスポイント接続データ等の分析業務委託○豊島区教職員勤務
実態調査

北区

○政策課題研究会ロゼ(平成 30 年度)○北区民意識・意向調査(平成 30 年8
月)○都市イメージ調査○北区スポーツ推進計画に関するアンケート調査○
北区緑の実態調査(平成 30 年度)○北区住宅マスタープラン改定に伴う基礎
調査○北区コミュニティバス展開方針策定調査○「北区教育ビジョン 2020」
策定に係る保護者アンケート○北区子ども・子育て支援に関するニーズ調査

(公財)荒川区
自治総合研究
所

○荒川区民総幸福度(グロス・アラカワ・ハッピネス：GAH)に関する研究○
児童相談所の開設を契機とした研究

板橋区 ○地域デザインフォーラム「多文化共生について」

葛飾区

○葛飾区後期実施計画策定に係る転入者アンケート調査及び転出者アンケー
ト調査○政策・施策マーケティング調査○政策方針決定への女性の参画状況
調査○葛飾区 生きることを支えるための調査
～自殺対策に関する意識調査～○精神科入院患者に関する調査○葛飾区公共
交通網構築に関する調査検討○学校教育アンケート

八王子市 ○市政モニター○市政世論調査○在宅介護実態調査

武蔵野市

○地域生活環境指標○武蔵野市の将来人口推計○武蔵野市子ども生活実態調
査○武蔵野市ひとり親家庭アンケート調査○平成 30 年度市政アンケート調
査○平成 30 年度市民意識調査○武蔵野市青少年に関するアンケート調査○
武蔵野市学童クラブアンケート調査○生涯学習に関する調査○無電柱化につ
いてのアンケート調査

三鷹市 ○三鷹まちづくり総合研究所「市政に関する将来課題の調査研究分科会」
府中市 ○市民意識調査○市政世論調査○府中市男女共同参画に関する意識調査
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熊谷市
○埼玉県熊谷市内における熱中症救急搬送の実態把握及び気象要素との関連
○自治会実態調査○熊谷市地域福祉計画・熊谷市地域福祉活動計画アンケー
ト調査

飯能市 ○地域包括ケアシステムの構築のための社会資本の活用に関する研究
加須市 ○ごみ処理等の意識調査○第2期加須市子ども・子育て支援計画
東松山市 ○市民意識調査
かすかべ未来
研究所

○春日部市の教育に関する調査研究～地域ではぐくむ、子どもたちの「確か
な学力」～

鴻巣市 ○鴻巣市中央公民館エリア再編研究○シティプロモーション活動に関する調
査研究

草加市 ○平成 30 年度 草加市民アンケート○草加市市民健康意識調査○都市農業
振興計画策定に係る市民・商工業者・農業者意向調査

越谷市 ○市政世論調査
埼玉県東南部
都市連絡調整
会議

○まんまるよやくシステムの運用状況調査と情報セキュリティ向上施策検討

戸田市政策研
究所

○住民主体のまちづくりに関する調査研究○戸田市におけるスポーツ・レク
リエーションを軸とした〈交流型まちづくり〉に関する応用研究○シビック
プライドの効果及び向上手段に関する基礎研究○データ分析に基づく戸田市
の現状と課題

朝霞市
○第二期朝霞市子ども・子育て支援事業計画策定のための子ども・子育てに
関する調査、子どもの生活に関する調査【子育て支援に関する調査】教育・
保育及び子育て施策全般に関する課題やニーズ等の調査○高齢者実態把握調
査

新座市
○新座市シティプロモーション方針策定に係る調査研究○ロケーションサー
ビスの受入体制の構築に向けた調査研究○第 14 回 新座市民意識調査○新
座市子育て支援に関するアンケート調査

富士見市 ○第 15 回 富士見市民意識調査○富士見市子育て支援に関するアンケ―ト調
査

吉川市 ○市民意識調査

千葉県

館山市 ○館山市第2期子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査○館山
市地域公共交通網形成計画策定に係る調査

松戸市
○人権に関する市民意識調査○地域福祉サロン ～困ったときはお互いさま
～○介護予防把握事業実施のための市民アンケート調査○都市型介護予防モ
デル

松戸市

「松戸プロジェクト」(アンケート名：健康とくらしの調査)○松戸市ゆめい
ろバス(中和倉コース)利用者アンケート調査○松戸市ゆめいろバス(中和倉
コース)沿線住民アンケート調査○松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取
得補助金に関するアンケート調査○松戸市分譲マンション実態調査○民法改
正後の松戸市成人式について

松戸市政策推
進課市政総合
研究室

○転居に関する意向についてのアンケート調査

野田市
○自治会アンケート調査○野田市人権に関する市民意識調査○野田市水道事
業長期計画策定のためのアンケート調査○野田市子ども・子育て支援事業計
画を包含した次期エンゼルプラン策定のための意向調査○ひとり親家庭等の
支援に関する意識調査

茂原市 ○親子歯科指導における意識調査と定期歯科検診結果の分析

成田市
○市民満足度調査○医療産業集積調査○成田市子ども・子育て支援事業計画
策定のためのニーズ調査○住宅・住環境に関するアンケート調査○成田市地
域公共交通網形成計画基礎調査

佐倉市
○平成 30 年度市民意識調査○第5次総合計画策定支援業務委託○環境基本
計画策定支援業務○佐倉市循環バスアンケート調査○デマンド交通終了に伴
うアンケート調査○公共交通に関するアンケート調査○佐倉市学校プール・
市民プール再編に向けた調査○教育に関する意識調査

習志野市

○習志野市市民意識調査・大学生意識調査○習志野市社会指標分析○人口推
計○ホール及び類似施設調査○平成 30 年度習志野市こども発達支援に関す
るモニタリング調査○学力向上推進委員会○男女共同参画に関する市民意識
調査○男女共同参画に関する事業所調査○ワーク・ライフ・バランス推進に
関する事業所調査

柏市 ○平成 30 年度柏市まちづくり推進のための調査
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東京都

(公財)東京市
町村自治調査
会

○基礎自治体における AI・RPA活用に関する調査研究○結婚支援を糸口と
した少子化対策及び地域活性化に関する調査研究○東京島しょ地域における
インバウンド拡大策に関する調査研究○多摩・島しょ地域の自治体における
内部統制の整備・運用に関する調査研究～信頼される自治体を目指して～○
基礎自治体における多文化共生施策に関する調査研究○かゆいところに手が
届く！多摩・島しょ自治体お役立ち情報○その他の毎年度調査(多摩地域ご
み実態調査・多摩地域データブック・市町村税制参考資料・市町村財政力分
析指標)

昭島市 ○市民意識調査

町田市

○町田市市民意識調査○「広報活動」に関する意識調査○町田市職員意識調
査○町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート○ 2018 年度町田駅ペ
デストリアンデッキ上通行量調査○ 2018 年度町田市観光客数等実態調査○
2018 年度環境に関する市民アンケート調査○家庭系ごみに関する市民アン
ケート調査○市街化調整区域地区計画の運用指針案の作成及び大規模土地利
用転換における土地利用制度のあり方の検討業務委託

町田市未来づ
くり研究所

○主催講演会(ひとがまちだ。わたしがまちだ。あなたがまちだ。)○主催講
演会(地域づくりの新たな進め方)○主催講演会(公共空間活用事例等)○
GREEN× PLAZA研究○原町田中央通りにおける GREEN× PLAZA研
究

小平市 ○小平市長期総合計画策定のための市民アンケート調査○窓口サービスアン
ケート

東村山市
○平成 30 年度東村山市市民意識調査○将来のまちづくりに係るアンケート
○東村山市第5次総合計画基礎調査○第2期東村山市子ども・子育て支援事
業計画調査

福生市 ○市政世論調査○子ども・子育て支援に関するアンケート調査○社会教育委
員から見たコミュニティ・スクールの現況と今後○福生市文化財総合調査

武蔵村山市 ○住民等の意識・希望調査

西東京市 ○西東京市子育て支援ニーズ調査○コミュニティバス新規路線導入結果検証
等調査

神奈川県

川崎市
○都市政策研究事業○政策課題研究事業○川崎市の財政に関する研究○都市
計画道路網のあり方検討調査○公共施設跡地等有効活用調査○木材利用促進
方策検討調査○川崎港における産業活動および貨物流動に関する経済波及効
果等調査

横須賀市政策
推進部都市政
策研究所

○産業連関表を用いた経済波及効果分析ツールの全庁的かつ継続的活用の推
進○アンケート調査支援

さがみはら都
市みらい研究
所

○一人暮らし高齢者の生活と意識に関する調査研究

鎌倉市
○鎌倉市文化施設連絡会議(鎌文ネット)○鎌倉市 ICT活用支援業務○業務
量等調査業務○本庁舎執務環境等整備支援業務○鎌倉市訪日外国人観光客実
態調査

鎌倉市政策創
造課

○ RPA実証実験○第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画策定に係る市民対
話

藤沢市 ○藤沢市の津波対策について～津波漂流物の衝突による津波避難施設への影
響に関する調査研究

三浦市 ○人口減少に伴う課題抽出と市が行うべき施策及び事業の検討
みうら政策研
究所

○人口減少に伴う課題抽出と市が行うべき施策及び事業の検討

厚木市 ○厚木市民満足度調査○想定される地震についての被害想定調査○子ども・
子育て支援事業ニーズ調査

大和市
○介護予防・日常生活支援総合事業における対象者等の把握調査分析○ここ
ろの健康に関するアンケート調査○平成 30 年度大和市工業実態調査○商業
実態調査

新潟県

新潟市 ○子ども施設の質の向上○施設における利用者起点の政策改革○公民連携の
推進

長岡市 ○長岡市に暮らす若者の意識調査○個別施設計画(公共建築物長寿命化計画
及び公共建築物適正化計画)策定のための基礎調査○長岡市景況調査

柏崎市 ○松雲山荘紅葉ライトアップ調査○市内公共交通利用状況調査
新発田市 ○市民意識アンケート
十日町市 ○インバウンド共同研究事業

燕市 ○燕・弥彦地域公共交通網形成計画策定に関する調査○燕市まちづくり市民
アンケート

糸魚川市 ○第2次総合計画に関する市民アンケート
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新潟県

上越市

○子どもの生活実態に関するアンケート調査○保育園の再配置等に係る計画
(第3期)策定及びその基礎資料となるアンケート調査○公共施設における省
エネルギー化調査○家庭教育に関するアンケート○路線バス乗降調査○路線
バスの利用にかかる高校生アンケート○公共交通に関する聞き取り調査○北
陸新幹線利用状況調査(市内企業に対するアンケート調査)
○津波浸水想定分析業務委託○消防団適正配置を検討するための調査

上越市創造行
政研究所

○政策形成に資するデータベースの構築○地域づくりプラットフォームを支
える地域学の研究体制確立に向けた調査研究

魚沼市 ○子ども・子育て支援ニーズ調査

富山県

富山市

○富山市のまちづくりに関する研究○富山市型包括的施策展開の効果分析及
び可視化業務○平成 30 年度 多様な働き方推進事業○富山市民意識調査○地
域資金循環型官民連携 PREファンドに係る情報整理調査○まちなか地区モ
デル調査～要介護認定率と地域・健康活動等の関連調査～○富山市子ども・
子育て支

富山市

援事業計画に関するニーズ調査○運動・スポーツの実施状況等に関する調査
○スポーツ施設・設備の長寿命化計画策定(改修計画)に係る市有拠点スポー
ツ施設老朽化基礎調査○第2期富山市工業振興ビジョン○高齢社会における
交通と健康モニタリング調査○下水処理場における官民連携手法導入可能性
調査○「集患策」明確化に向けた連携先ニーズ分析

高岡市 ○県西部6市一般廃棄物処理の広域化に係る基礎調査○平成 30 年度新幹線
ニーズ調査○北陸新幹線新高岡駅利用実態調査

氷見市 ○地域の現状把握に関するアンケート調査○広報広聴に関するアンケート調
査○氷見市子ども・子育て支援に関するアンケート調査○市民アンケート

射水市 ○射水市の公共交通に関する市民アンケート及び利用者アンケート調査○射
水市企業状況調査○第2次射水市中小企業振興計画策定業務

石川県 加賀市 ○都市計画マスタープラン策定に伴うアンケート調査
野々市市 ○野々市市統計解析ツールを用いた社会動態の特徴分析業務

福井県 小浜市 ○新幹線を活かした新まちづくり構想(素案)策定支援調査

山梨県 甲斐市政策研
究所

○人口減少対策

長野県

長野市
○長野市耕作放棄地等のソルガム活用調査研究事業○飯綱高原実験林の自然
林復元調査○大谷地湿原ヨシ管理実験○中央通り歩行者優先道路化検討業務
委託

松本市
○松本市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査○松本市子ども
の権利に関するアンケート調査○学校外のスポーツ・文化活動についてのア
ンケート調査○家庭系・事業系一般廃棄物組成・食品ロス調査○松本市地域
公共交通評価検証

上田市 ○第2次上田市子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査
諏訪市 ○3市合同行政評価研究会
小諸市 ○こもろまちづくり市民意識調査

伊那市
○まちづくりに係るアンケート○伊那市男女共同参画に関するアンケート調
査○都市計画基礎調査○第2期子ども・子育て支援事業計画策定に係るアン
ケート調査○企業訪問アンケート○外来植物ブットレアの生態解明と試験的
駆除

中野市政策研
究所

○地域コミュニティの現状と課題○若者の Uターン促進に関する研究～ゆ
とり世代のゆとりある暮らし～○中野市の子育て環境に関する調査研究～
もっと子育てしやすいまちへ～

大町市 ○大町市街地における空き不動産活用モデル調査研究
茅野市 ○市民満足度調査
塩尻市 ○平成 30 年度市民意識調査

安曇野市
○子育て支援に関するアンケート調査○入浴料金割引券交付事業についての
アンケート調査○拠点地域等住宅購入費補助事業に関するアンケート調査○
放課後児童クラブの利用に関するアンケート調査○穂高プール利用者アン
ケート調査

岐阜県

岐阜市

○平成 30 年度市民意識調査○公共交通自動運転技術活用調査○岐阜市観光
ビジョン策定(～2019 年度)○岐阜市地域福祉計画策定基礎調査○外国人市
民の意識調査○第8回「人権に関する市民意識調査」○子ども・子育て支援
に関するニーズ調査○平成 30 年度岐阜市ひとり親家庭等生活実態調査○歩
行者・自転車通行量調査

(一財)飛騨高
山大学連携セ
ンター

○下町エリア全体のまちづくりに関する調査研究○日本遺産等の歴史的資源
を活用した地域活性化に向けた調査○高地における健康づくりに関する調査
○誰にもやさしいまちづくりの見直しに関する調査○子育て環境に関する現
状と課題調査

多治見市 ○第7次多治見市総合計画見直しに伴う将来人口推計
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東京都

(公財)東京市
町村自治調査
会

○基礎自治体における AI・RPA活用に関する調査研究○結婚支援を糸口と
した少子化対策及び地域活性化に関する調査研究○東京島しょ地域における
インバウンド拡大策に関する調査研究○多摩・島しょ地域の自治体における
内部統制の整備・運用に関する調査研究～信頼される自治体を目指して～○
基礎自治体における多文化共生施策に関する調査研究○かゆいところに手が
届く！多摩・島しょ自治体お役立ち情報○その他の毎年度調査(多摩地域ご
み実態調査・多摩地域データブック・市町村税制参考資料・市町村財政力分
析指標)

昭島市 ○市民意識調査

町田市

○町田市市民意識調査○「広報活動」に関する意識調査○町田市職員意識調
査○町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート○ 2018 年度町田駅ペ
デストリアンデッキ上通行量調査○ 2018 年度町田市観光客数等実態調査○
2018 年度環境に関する市民アンケート調査○家庭系ごみに関する市民アン
ケート調査○市街化調整区域地区計画の運用指針案の作成及び大規模土地利
用転換における土地利用制度のあり方の検討業務委託

町田市未来づ
くり研究所

○主催講演会(ひとがまちだ。わたしがまちだ。あなたがまちだ。)○主催講
演会(地域づくりの新たな進め方)○主催講演会(公共空間活用事例等)○
GREEN× PLAZA研究○原町田中央通りにおける GREEN× PLAZA研
究

小平市 ○小平市長期総合計画策定のための市民アンケート調査○窓口サービスアン
ケート

東村山市
○平成 30 年度東村山市市民意識調査○将来のまちづくりに係るアンケート
○東村山市第5次総合計画基礎調査○第2期東村山市子ども・子育て支援事
業計画調査

福生市 ○市政世論調査○子ども・子育て支援に関するアンケート調査○社会教育委
員から見たコミュニティ・スクールの現況と今後○福生市文化財総合調査

武蔵村山市 ○住民等の意識・希望調査

西東京市 ○西東京市子育て支援ニーズ調査○コミュニティバス新規路線導入結果検証
等調査

神奈川県

川崎市
○都市政策研究事業○政策課題研究事業○川崎市の財政に関する研究○都市
計画道路網のあり方検討調査○公共施設跡地等有効活用調査○木材利用促進
方策検討調査○川崎港における産業活動および貨物流動に関する経済波及効
果等調査

横須賀市政策
推進部都市政
策研究所

○産業連関表を用いた経済波及効果分析ツールの全庁的かつ継続的活用の推
進○アンケート調査支援

さがみはら都
市みらい研究
所

○一人暮らし高齢者の生活と意識に関する調査研究

鎌倉市
○鎌倉市文化施設連絡会議(鎌文ネット)○鎌倉市 ICT活用支援業務○業務
量等調査業務○本庁舎執務環境等整備支援業務○鎌倉市訪日外国人観光客実
態調査

鎌倉市政策創
造課

○ RPA実証実験○第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画策定に係る市民対
話

藤沢市 ○藤沢市の津波対策について～津波漂流物の衝突による津波避難施設への影
響に関する調査研究

三浦市 ○人口減少に伴う課題抽出と市が行うべき施策及び事業の検討
みうら政策研
究所

○人口減少に伴う課題抽出と市が行うべき施策及び事業の検討

厚木市 ○厚木市民満足度調査○想定される地震についての被害想定調査○子ども・
子育て支援事業ニーズ調査

大和市
○介護予防・日常生活支援総合事業における対象者等の把握調査分析○ここ
ろの健康に関するアンケート調査○平成 30 年度大和市工業実態調査○商業
実態調査

新潟県

新潟市 ○子ども施設の質の向上○施設における利用者起点の政策改革○公民連携の
推進

長岡市 ○長岡市に暮らす若者の意識調査○個別施設計画(公共建築物長寿命化計画
及び公共建築物適正化計画)策定のための基礎調査○長岡市景況調査

柏崎市 ○松雲山荘紅葉ライトアップ調査○市内公共交通利用状況調査
新発田市 ○市民意識アンケート
十日町市 ○インバウンド共同研究事業

燕市 ○燕・弥彦地域公共交通網形成計画策定に関する調査○燕市まちづくり市民
アンケート

糸魚川市 ○第2次総合計画に関する市民アンケート
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岐阜県

羽島市
○羽島市第六次総合計画後期実施計画策定に向けた基礎調査○男女共同参画
に関する市民意識調査○地域福祉推進のための市民アンケート調査○羽島市
LED照明灯導入調査○子育て支援に関するアンケート調査

恵那市 ○市民意識調査
土岐市 ○市民意識調査
本巣市 ○人権についての市民意識調査○船来山3号墳詳細測量調査
郡上市 ○郡上市のまちづくりに関する市民アンケート調査

静岡県

浜松市

○広聴モニターアンケート調査○市民アンケート調査○妊娠糖尿病(GDM)
対策について○両親学級事業が母親の出産後の育児に及ぼす影響について○
5歳児のう蝕有病者率に影響を与える因子の検討○浜松市地域福祉計画アン
ケート調査○人権に関する意識調査○浜松市風力発電等に係るゾーニング導
入可能性調査○浜松市天竜区における木質バイオマス資源の持続的活用によ
る再生可能エネルギー導入計画策定業務○分散型エネルギーインフラプロ
ジェクトマスタープラン策定事業

沼津市 ○市民意識調査○沼津市のまちづくり指標○第5次沼津市総合計画策定基礎
調査

三島市
○スマートウエルネスみしま関連事業調査○三島市自然環境基礎調査○子ど
もの生活実態調査○三島市観光動態等調査○三島市地域福祉計画中間評価業
務

焼津市 ○総合計画に関する市民意識調査
藤枝市 ○若い女性が輝けるまちづくりに向けた調査、研究
袋井市 ○市民意識調査
牧之原市 ○牧之原市市民意識調査

愛知県

名古屋市

○名古屋市次期総合計画成果指標に関するアンケート調査○名古屋市総合計
画 2018 成果指標に関するアンケート調査○若い世代の転入理由アンケート
調査○情報化に関するアンケート○性的少数者(セクシュアル・マイノリ
ティ)など性別にかかわる市民意識調査○平成 30 年度 人権についての市民
意識調査○本社機能に関する調査研究○中小企業支援事業検証等調査○客引
き行為等にかかる市民・事業者アンケート調査○有松地区の伝統的建造物の
特別公開及び活用検討調査業務委託○環境対策に関する市民アンケート○湧
水を活用したヒートアイランド現象緩和の実証実験○燃料電池車の普及に向
けた調査○温室効果ガス排出量把握調査等○ため池の水質浄化方策の検討に
関する研究○市内希少種の保全とこれに関わる外来種の影響についての研究
○ PM2.5 の二次生成と光化学オキシダントに関する研究○ PM2.5 中の炭
素成分の発生源に関する研究○新幹線鉄道騒音振動対策及び騒音変動要因の
把握に関する研究○都市計画に伴う市内河川の水質変化に関する研究○有害
化学物質のノンターゲットモニタリング手法の開発○浄化微生物による
VOC汚染除去に関する研究○生物応答を用いた排水試験法(WET)による名
古屋市内事業所排水の評価に関する研究○電子顕微鏡を用いた緊急時におけ
る原因追究に関する研究○市内河川からの悪臭物質の包括的分析法に関する
調査研究○都市型 PM2.5 の高濃度化現象の原因解明と常時監視データ補正
法○多種・新規化学物質の網羅的モニタリングと地域ネットワークを活用し
た統合的評価・管理手法の開発○市内湧水の水質・水量に関する研究○地下
水汚染と自然由来土壌汚染との関連解明に関する調査研究○将来的な資源・
ごみの排出にかかる課題調査○栄養・食生活アンケート○敬老パス制度に関
する市民アンケート○平成 30 年度都市計画マスタープラン検討調査業務委
託○名古屋市公共交通のあり方詳細検討業務委託○特定通路調査業務委託○
久屋大通(南エリア)の整備の前提条件に関する検討○名古屋南部東海道周辺
の山車行事調査事業○上下水道事業の技術的課題に関する調査研究○自殺対
策および自死遺族支援に関する研究○野菜を食べない人の背景に関する研究

(公財)名古屋
まちづくり公
社名古屋都市
センター

○自動運転がまちづくりに及ぼす影響に関する研究○中川運河地区における
産業空間の価値向上に関する研究○名古屋都心における路地的空間の形成可
能性の基礎研究○官民連携によるまちづくりについて～名古屋市における活
用可能性～○道路の整備におけるストック効果について○災害に関する情報
の「伝え方」～ハザードマップから見る情報について～

豊橋市

○大規模地震災害時における住民間共助を考慮した要配慮者支援策に関する
研究○人間欲求の変化を組み込んだ避難所運営モデルの開発と事前復興計画
○避難所におけるピクトグラムの活用○東三河地域における防災拠点のリア
ルタイム耐震診断技術に関する研究○ AI技術活用調査研究○まちづくりに
関するアンケート○豊橋市での移動販売を用いた地域課題解決策の研究○平
成 30 年度豊橋市市民意識調査○平成 30 年度豊橋市外国人市民意識調査○
GISを用いた豊橋市の産業立地の調査研究○患者満足度調査○太陽光発電
所に関する情報を収集・分析、日射量及び気温の発電量への影響調査○太陽
光パネル診断システム開発業務委託

豊橋市役所企
画部未来創生
戦略室

○キャッシュレス○ ICT○シェアリングエコノミー○農福連携調査○住民
基本台帳に基づく人口動態等の状況やアンケート調査に基づく転入・転出の
要因分析
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愛知県

岡崎市 ○地域電力小売事業に係る実行可能性調査
半田市 ○まちづくりの指標についての市民アンケート
春日井市 ○シティプロモーション

津島市 ○第5次津島市総合計画策定に関する市民意識調査○津島市行政改革推進事
業○津島市歴史的風致維持向上計画策定協議会

碧南市 ○第6次碧南市総合計画策定に係る市民アンケート

刈谷市
○市民意識調査○行政評価(外部評価、事務事業評価)○刈谷市総合計画基礎
調査○刈谷市子ども・子育てに関するアンケート調査○刈谷駅前観光案内所
基本構想策定業務

豊田市 ○遊休資源を生かした多世代共生の仕組みづくりに向けた調査
江南市 ○こうなん農福

稲沢市
○都市と緑のマスタープラン策定業務○稲沢市都市計画道路見直し○平成
30 年度国府宮駅周辺再整備検討調査○第 24 回市政世論調査○福田川雨水整
備計画策定業務

東海市
○第6次東海市総合計画に関するアンケート調査○男女共同参画基本計画現
状値調査○子ども・子育て支援事業計画策定利用希望把握調査○小中学生読
書状況アンケート○利用者アンケート○食品ロス実態調査

知多市 ○第6次知多市総合計画基礎調査、アンケート調査
知立市 ○知立市の総合計画のための市民アンケート調査

尾張旭市 ○尾張旭市転入出者向けWebアンケート調査○まちづくりアンケート○尾
張旭市 男女共同参画に関する市民意識調査○尾張旭市都市構造分析業務

アシタのたか
はま研究所

○オープンデータの活用方法について

日進市
○平成 30 年度日進市市民意識調査○暫定用途地域調査検討業務○日進市都
市計画マスタープラン及び緑の基本計画策定調査検討業務○企業立地に係る
アンケート調査

田原市 ○福江市街地アンケート調査分析○平成 30 年度学校教育施設、社会教育施
設の躯体老朽化等の調査業務

清須市 ○市民満足度調査
北名古屋市 ○第2次北名古屋市都市計画マスタープラン

三重県

津市 ○投票区の設置基準等に関する調べ

桑名市
○平成 30 年度桑名市民満足度調査○桑名市健康と福祉に関する市民アン
ケート
○人権問題に関する意識調査（平成 30 年度）

鈴鹿市 ○男女共同参画に関するアンケート調査○鈴鹿市コミュニティバス乗降者調
査

名張市 ○市民意識調査
鳥羽市 ○鳥羽市景観計画策定○鳥羽市空き家実態調査○市民意識調査

伊賀市 ○伊賀市まちづくりアンケート○伊賀市文化振興ビジョン策定に係るアン
ケート調査○伊賀市体育施設に関するアンケート

滋賀県

長浜市 ○平成 30 年度長浜市市民満足度調査の結果について

近江八幡市
○「沖島・びわこ」教育旅行観光プログラム作成事業○平成 30 年度近江八幡
市安寧のまちづくり推進事業(近江八幡市安寧のまちづくり「まちなかの古
民家で暮らす」アンケート調査)

草津市
○平成 30 年度草津市のまちづくりについての市民意識調査○平成 30 年度
「人権・同和問題」に関する市民意識調査○地域活動の活性化に向けた人的資
源に関する調査研究○草津市の高齢人口に関する調査研究

草津未来研究
所

○地域活動の活性化に向けた人的資源に関する調査研究○草津市の高齢人口
に関する調査研究

守山市 ○社会指標調査

京都府 京都市

○平成 30 年度販売期限の延長等による食品ロス削減効果に関する調査・社
会実験○平成 30 年度第1回市政総合アンケート「持続可能な都市の構築に
ついて」○平成 30 年度第2回市政総合アンケート「災害に備えた家庭での備
蓄について」○次期京都市基本計画策定のためのアンケート調査○京都市市
民生活実感調査○人権に関する市民意識調査○史跡二条城歴史調査○京都観
光総合調査○京都市中小企業経営動向実態調査○子育て支援に関する市民
ニーズ調査○家族と家庭生活のあり方に関する意識調査○ひとり親家庭に関
する実態調査○母子保健に関する意識調査○青少年・若者に関する意識行動
と思春期保健に関する調査○京都市青少年活動センター利用者アンケート○
子ども・若者のひきこもり支援等に係る関係団体調査○ひきこもりに関する
実態把握○放課後の過ごし方に関する実態調査(小学校)○障害のある児童に
係る実態把握調査○建築基準法適用除外のための包括同意基準の拡充に向け
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岐阜県

羽島市
○羽島市第六次総合計画後期実施計画策定に向けた基礎調査○男女共同参画
に関する市民意識調査○地域福祉推進のための市民アンケート調査○羽島市
LED照明灯導入調査○子育て支援に関するアンケート調査

恵那市 ○市民意識調査
土岐市 ○市民意識調査
本巣市 ○人権についての市民意識調査○船来山3号墳詳細測量調査
郡上市 ○郡上市のまちづくりに関する市民アンケート調査

静岡県

浜松市

○広聴モニターアンケート調査○市民アンケート調査○妊娠糖尿病(GDM)
対策について○両親学級事業が母親の出産後の育児に及ぼす影響について○
5歳児のう蝕有病者率に影響を与える因子の検討○浜松市地域福祉計画アン
ケート調査○人権に関する意識調査○浜松市風力発電等に係るゾーニング導
入可能性調査○浜松市天竜区における木質バイオマス資源の持続的活用によ
る再生可能エネルギー導入計画策定業務○分散型エネルギーインフラプロ
ジェクトマスタープラン策定事業

沼津市 ○市民意識調査○沼津市のまちづくり指標○第5次沼津市総合計画策定基礎
調査

三島市
○スマートウエルネスみしま関連事業調査○三島市自然環境基礎調査○子ど
もの生活実態調査○三島市観光動態等調査○三島市地域福祉計画中間評価業
務

焼津市 ○総合計画に関する市民意識調査
藤枝市 ○若い女性が輝けるまちづくりに向けた調査、研究
袋井市 ○市民意識調査
牧之原市 ○牧之原市市民意識調査

愛知県

名古屋市

○名古屋市次期総合計画成果指標に関するアンケート調査○名古屋市総合計
画 2018 成果指標に関するアンケート調査○若い世代の転入理由アンケート
調査○情報化に関するアンケート○性的少数者(セクシュアル・マイノリ
ティ)など性別にかかわる市民意識調査○平成 30 年度 人権についての市民
意識調査○本社機能に関する調査研究○中小企業支援事業検証等調査○客引
き行為等にかかる市民・事業者アンケート調査○有松地区の伝統的建造物の
特別公開及び活用検討調査業務委託○環境対策に関する市民アンケート○湧
水を活用したヒートアイランド現象緩和の実証実験○燃料電池車の普及に向
けた調査○温室効果ガス排出量把握調査等○ため池の水質浄化方策の検討に
関する研究○市内希少種の保全とこれに関わる外来種の影響についての研究
○ PM2.5 の二次生成と光化学オキシダントに関する研究○ PM2.5 中の炭
素成分の発生源に関する研究○新幹線鉄道騒音振動対策及び騒音変動要因の
把握に関する研究○都市計画に伴う市内河川の水質変化に関する研究○有害
化学物質のノンターゲットモニタリング手法の開発○浄化微生物による
VOC汚染除去に関する研究○生物応答を用いた排水試験法(WET)による名
古屋市内事業所排水の評価に関する研究○電子顕微鏡を用いた緊急時におけ
る原因追究に関する研究○市内河川からの悪臭物質の包括的分析法に関する
調査研究○都市型 PM2.5 の高濃度化現象の原因解明と常時監視データ補正
法○多種・新規化学物質の網羅的モニタリングと地域ネットワークを活用し
た統合的評価・管理手法の開発○市内湧水の水質・水量に関する研究○地下
水汚染と自然由来土壌汚染との関連解明に関する調査研究○将来的な資源・
ごみの排出にかかる課題調査○栄養・食生活アンケート○敬老パス制度に関
する市民アンケート○平成 30 年度都市計画マスタープラン検討調査業務委
託○名古屋市公共交通のあり方詳細検討業務委託○特定通路調査業務委託○
久屋大通(南エリア)の整備の前提条件に関する検討○名古屋南部東海道周辺
の山車行事調査事業○上下水道事業の技術的課題に関する調査研究○自殺対
策および自死遺族支援に関する研究○野菜を食べない人の背景に関する研究

(公財)名古屋
まちづくり公
社名古屋都市
センター

○自動運転がまちづくりに及ぼす影響に関する研究○中川運河地区における
産業空間の価値向上に関する研究○名古屋都心における路地的空間の形成可
能性の基礎研究○官民連携によるまちづくりについて～名古屋市における活
用可能性～○道路の整備におけるストック効果について○災害に関する情報
の「伝え方」～ハザードマップから見る情報について～

豊橋市

○大規模地震災害時における住民間共助を考慮した要配慮者支援策に関する
研究○人間欲求の変化を組み込んだ避難所運営モデルの開発と事前復興計画
○避難所におけるピクトグラムの活用○東三河地域における防災拠点のリア
ルタイム耐震診断技術に関する研究○ AI技術活用調査研究○まちづくりに
関するアンケート○豊橋市での移動販売を用いた地域課題解決策の研究○平
成 30 年度豊橋市市民意識調査○平成 30 年度豊橋市外国人市民意識調査○
GISを用いた豊橋市の産業立地の調査研究○患者満足度調査○太陽光発電
所に関する情報を収集・分析、日射量及び気温の発電量への影響調査○太陽
光パネル診断システム開発業務委託

豊橋市役所企
画部未来創生
戦略室

○キャッシュレス○ ICT○シェアリングエコノミー○農福連携調査○住民
基本台帳に基づく人口動態等の状況やアンケート調査に基づく転入・転出の
要因分析
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京都府

た検討業務○魅力あるまちづくりを目指した持続可能な都市の構築の検討○
ビッグデータ等を活用した交通流動実態調査

綾部市 ○「綾部市人権教育・啓発推進計画」に関する市民調査○こころの健康に関
する市民意識調査

八幡市 ○都市計画マスタープラン○観光基本計画策定

京田辺市

○総合計画策定のための市民・中学生アンケート○京田辺市交通量調査○新
田辺駅東地区まちづくり事業○市内バス交通利用実態等把握調査○平成 29
年度 京田辺市立地適正化計画策定支援業務委託○空家等所有者を対象とし
たアンケート調査○京都府農総研跡地における公園整備にかかる費用対効果
算定業務委託

大阪府

おおさか市町
村職員研修研
究センター
(マッセ
OSAKA)

○地域通貨を導入した地方創生研究会○働き方改革を踏まえた組織マネジメ
ント研究会

堺市
○将来人口フレーム検討及び社会潮流・現状分析○堺市ビジター実態調査○
第4次堺市地域福祉計画策定に向けた調査○教員養成期における効果的な研
修について○社会教育調査研究活動

(公財)堺都市
政策研究所

○「歴史街道を基軸とした都市魅力の向上と発信に関する調査研究Ⅱ」○地
域経済分析システム(RESAS)を活用した泉州地域の産業活性化方策に関す
る調査研究○広域連携による地域の活性化に関する調査研究○市民研究員に
よる調査研究○堺市民経済計算(平成 28 年度)○泉州地域市町民経済計算(平
成 28 年度)○平成 23 年泉州地域産業連関表○堺市におけるクルーズ客船誘
致に関する調査(仮称)○「堺市文化芸術創造都市プロジェクト」による経済
波及効果○「中心市街地活性化関連事業」による経済波及効果の継続調査○
「KIX泉州ツーリズムビューローの事業実施による各市町(泉州地域9市4
町)への経済波及効果」の推計○阪神高速大和川線のストック効果の検証業
務○堺市における「阪堺線」への支援等による経済波及効果の調査

岸和田市 ○市民意識調査○地域自治の促進に向けた参加のあり方○事業所における男
女共同参画に関する意識調査

岸和田市総合
政策部企画課
政策担当

○地域自治の促進に向けた参加のあり方 ―計画づくりと民主性・開放性―
○市民意識調査

豊中市
○豊中市協働の取組状況調査○豊中市子育ち・子育て支援に関するニーズ等
調査○子どもの居場所づくりに関する地域資源調査・研究○豊中市受動喫煙
に関するアンケート調査○「とよなかの環境・中間報告～2017 年度速報版～」
に対するご意見○豊中市産業状況調査

とよなか都市
創造研究所

○豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅰ○豊中市の地域自治組織に関
する調査研究○とよなか都市創造研究所の活動検証と自治体シンクタンクの
あり方に関する調査研究

吹田市
○平成 30 年度(2018 年度)吹田市市民意識調査○吹田市の環境に関するアン
ケート調査○吹田市立男女共同参画センター調査研究「若年層を取り巻く性
暴力の現状とは～被害予防のために必要なこと～」○南千里公共広場におけ
るオープニングウィーク○効果的な禁煙支援活動に関する研究

高槻市
○まちづくりに関するアンケート調査○高槻市市民意識調査○高槻市と関西
大学による市民意識調査○高槻市都市計画マスタープラン改定に向けた市民
意識調査等○自転車利用実態調査○史跡阿武山古墳に関する調査研究

守口市 ○守口市の「幼児教育・保育の無償化」政策に関するアンケート調査

枚方市
○第6回枚方市自然環境調査(枚方ふるさといきもの調査)○子ども・子育て
支援に関するアンケート調査○ RPAの活用○タブレットを使った通訳サー
ビスの導入

八尾市

○未来の八尾1万人意識調査○平成 30 年度 八尾市民意識調査○八尾市こ
どもいきいき未来計画策定に係るニーズ調査○八尾市校区まちづくり協議会
あり方検討について○地域別健康課題に関する調査研究○要介護認定区分の
全国比較と動向分析○特定健診受診率、特定保健指導利用率・実施率等デー
タ分析○景気動向調査○ごみ組成分析調査

寝屋川市
○大都市圏均衡住宅都市における人口減少時代の魅力発信の在り方に関する
調査研究○寝屋川市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業を通じた予
防理学療法の活用がその後の虚弱高齢者の身体機能向上、社会参加そして介
護サービス未利用状態の維持に与える効果の評価

河内長野市 ○第 45 回 河内長野市民意識調査 ＜子育てしやすいまちづくり＞につ
いて○「丘の生活拠点」(南花台)自立化推進モデル事業総合研究

箕面市 ○高齢者基本健康調査○成人祭に関するアンケート○箕面市地域公共交通網
形成計画作成業務

門真市 ○平成 30 年度「市民ご意見番」アンケート調査○門真市市民意識調査 平成
30 年度調査○門真市市民幸福実感に関する意識調査 平成 30 年度調査○門

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



19-07-428　146_4-1_「都市自治体・都市シンクタンク等の調...  Page 17 19/10/17 13:38  v5.51

都市とガバナンス Vol.32

都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動～求められる「総合計画」、「社会福祉・保健医療」への取組み～

161

大阪府

真市外在住者に対するアンケート調査○子育て中の職員のモチベーション
アップを図る○緑の基本計画改定に伴う市民アンケート等の調査○門真市
2025 年問題対策検討委員会

高石市 ○高石市自殺対策計画策定実施調査○高石市子ども・子育て支援に関する
ニーズ等調査

四條畷市
○商店街活性化調査研究事業○公共施設等劣化診断調査○四條畷市立四條畷
南中学校敷地内活断層調査○全国標準学力検査(NRT)および学級集団状況
調査(hyper-QU)【図書文化社】○四條畷市人権に関する市民意識調査○四
條畷市子ども・子育て支援事業計画(第2期計画)策定に係るニーズ等調査

大阪狭山市

○第五次大阪狭山市総合計画策定における団体アンケート調査○第五次大阪
狭山市総合計画策定における小学生アンケート調査○第4次大阪狭山市地域
福祉計画・大阪狭山市地域福祉活動計画策定に向けたアンケート調査○「健
康大阪さやま 21(第2次計画)」及び「大阪狭山市食育推進計画」の評価のた
めの健康意識調査○建物等利用実態に関するアンケート調査○大阪狭山市男
女共同参画に関する市民意識調査○大阪狭山市歴史文化基本構想の策定

兵庫県

姫路市 ○姫路市新総合計画策定に係る基礎調査○播磨圏域の将来の労働力需給に関
する調査○姫路市観光動向調査○救急体制のあり方検討会

尼崎市 ○市民意識調査○WEBアンケート調査○人口分析業務

(公財)尼崎地
域産業活性化
機構

○事業所景況調査○労働環境実態調査○尼崎市中小企業の生産性向上に関す
る実態調査○尼崎市における創業に関する実態調査○人口分析業務○製造業
実態調査○商業実態調査○台風 21 号による市内事業所への影響調査○場づ
くり実践者に関する実態調査

明石市 ○「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画(仮称)」策定に向け
たアンケート・ヒアリング調査

西宮市
○西宮市まちづくり評価アンケート○西宮市民意識調査○西宮市市政モニ
ター制度○データ利活用の推進に関する調査研究○西宮市農業振興計画基礎
資料作成○埋蔵文化財発掘調査○無形文化財緊急調査○市指定文化財「如意
庵(寺)過去帳」及び如意寺所蔵文書の調査○西宮の漁労用具調査

芦屋市 ○市民参画協働推進に関する市民意識調査○平成 30 年度子育て支援に関す
るアンケート調査

豊岡市 ○地方自治体政策検証(豊岡市におけるジェンダー課題)
加古川市 ○平成 30 年度 市民意識調査
西脇市 ○総合計画策定に係る基礎調査

宝塚市
○市民アンケート調査○第6次総合計画策定に向けた基礎調査○チームたか
らづか○健康たからづか 21(第2次後期計画)アンケート調査・計画策定○緑
の基本計画改定に係る市民アンケート調査外業務委託○宝塚市詐欺電話撃退
機器貸与事業

三田市 ○三田市市民意識調査
養父市 ○食生活アンケート○養父市の水と水道
宍粟市 ○第2次総合計画・総合戦略策定に向けた市民アンケート調査

加東市 ○平成 30 年度加東市内高速バス停留所利用者ヒアリング調査○子育て世帯
の経済状況と生活実態調査○平成 30 年度職員満足度調査アンケート

奈良県 大和高田市 ○大和高田市次期総合計画策定基礎調査○行政評価(事務事業評価)
天理市 ○市政アンケート○天理市地域公共交通網形成計画策定支援業務

和歌山県

和歌山市
○和歌山市地域公共交通網形成計画策定支援業務○地域活性化策検討プロ
ジェクトチーム○和歌山城天守閣整備検討プロジェクトチーム○景況動向調
査○和歌山市観光客実態調査

有田市 ○有田市の公共交通に関するアンケート調査

田辺市 ○一般廃棄物処理基本計画○田辺市都市計画マスタープランの改定○第二期
田辺市子ども･子育て支援事業計画ニーズ調査

紀の川市 ○市民意識調査(長期総合計画進捗管理)

鳥取県 米子市 ○米子市生活排水プロジェクト庁内検討委員会の開催(計 13 回)○米子市生
活排水処理に関する市民意識調査の実施

島根県

松江市

○史跡及び名勝菅田庵追加指定予定地調査○外国人観光客モニター事業○
サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査○平成 30 年度 松江市ひと
り親家庭の支援に関するアンケート調査○松江市市民活動センター利用者ア
ンケート○マーケティング手法を活用したシティプロモーションに関する調
査研究○美保関町の住みやすさ調査

出雲市 ○若手職員政策研究

益田市
○第2期益田市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査○地域経
済循環分析を用いた益田市における地産地消の実態調査○益田市自死対策総
合計画策定
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京都府

た検討業務○魅力あるまちづくりを目指した持続可能な都市の構築の検討○
ビッグデータ等を活用した交通流動実態調査

綾部市 ○「綾部市人権教育・啓発推進計画」に関する市民調査○こころの健康に関
する市民意識調査

八幡市 ○都市計画マスタープラン○観光基本計画策定

京田辺市

○総合計画策定のための市民・中学生アンケート○京田辺市交通量調査○新
田辺駅東地区まちづくり事業○市内バス交通利用実態等把握調査○平成 29
年度 京田辺市立地適正化計画策定支援業務委託○空家等所有者を対象とし
たアンケート調査○京都府農総研跡地における公園整備にかかる費用対効果
算定業務委託

大阪府

おおさか市町
村職員研修研
究センター
(マッセ
OSAKA)

○地域通貨を導入した地方創生研究会○働き方改革を踏まえた組織マネジメ
ント研究会

堺市
○将来人口フレーム検討及び社会潮流・現状分析○堺市ビジター実態調査○
第4次堺市地域福祉計画策定に向けた調査○教員養成期における効果的な研
修について○社会教育調査研究活動

(公財)堺都市
政策研究所

○「歴史街道を基軸とした都市魅力の向上と発信に関する調査研究Ⅱ」○地
域経済分析システム(RESAS)を活用した泉州地域の産業活性化方策に関す
る調査研究○広域連携による地域の活性化に関する調査研究○市民研究員に
よる調査研究○堺市民経済計算(平成 28 年度)○泉州地域市町民経済計算(平
成 28 年度)○平成 23 年泉州地域産業連関表○堺市におけるクルーズ客船誘
致に関する調査(仮称)○「堺市文化芸術創造都市プロジェクト」による経済
波及効果○「中心市街地活性化関連事業」による経済波及効果の継続調査○
「KIX泉州ツーリズムビューローの事業実施による各市町(泉州地域9市4
町)への経済波及効果」の推計○阪神高速大和川線のストック効果の検証業
務○堺市における「阪堺線」への支援等による経済波及効果の調査

岸和田市 ○市民意識調査○地域自治の促進に向けた参加のあり方○事業所における男
女共同参画に関する意識調査

岸和田市総合
政策部企画課
政策担当

○地域自治の促進に向けた参加のあり方 ―計画づくりと民主性・開放性―
○市民意識調査

豊中市
○豊中市協働の取組状況調査○豊中市子育ち・子育て支援に関するニーズ等
調査○子どもの居場所づくりに関する地域資源調査・研究○豊中市受動喫煙
に関するアンケート調査○「とよなかの環境・中間報告～2017 年度速報版～」
に対するご意見○豊中市産業状況調査

とよなか都市
創造研究所

○豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅰ○豊中市の地域自治組織に関
する調査研究○とよなか都市創造研究所の活動検証と自治体シンクタンクの
あり方に関する調査研究

吹田市
○平成 30 年度(2018 年度)吹田市市民意識調査○吹田市の環境に関するアン
ケート調査○吹田市立男女共同参画センター調査研究「若年層を取り巻く性
暴力の現状とは～被害予防のために必要なこと～」○南千里公共広場におけ
るオープニングウィーク○効果的な禁煙支援活動に関する研究

高槻市
○まちづくりに関するアンケート調査○高槻市市民意識調査○高槻市と関西
大学による市民意識調査○高槻市都市計画マスタープラン改定に向けた市民
意識調査等○自転車利用実態調査○史跡阿武山古墳に関する調査研究

守口市 ○守口市の「幼児教育・保育の無償化」政策に関するアンケート調査

枚方市
○第6回枚方市自然環境調査(枚方ふるさといきもの調査)○子ども・子育て
支援に関するアンケート調査○ RPAの活用○タブレットを使った通訳サー
ビスの導入

八尾市

○未来の八尾1万人意識調査○平成 30 年度 八尾市民意識調査○八尾市こ
どもいきいき未来計画策定に係るニーズ調査○八尾市校区まちづくり協議会
あり方検討について○地域別健康課題に関する調査研究○要介護認定区分の
全国比較と動向分析○特定健診受診率、特定保健指導利用率・実施率等デー
タ分析○景気動向調査○ごみ組成分析調査

寝屋川市
○大都市圏均衡住宅都市における人口減少時代の魅力発信の在り方に関する
調査研究○寝屋川市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業を通じた予
防理学療法の活用がその後の虚弱高齢者の身体機能向上、社会参加そして介
護サービス未利用状態の維持に与える効果の評価

河内長野市 ○第 45 回 河内長野市民意識調査 ＜子育てしやすいまちづくり＞につ
いて○「丘の生活拠点」(南花台)自立化推進モデル事業総合研究

箕面市 ○高齢者基本健康調査○成人祭に関するアンケート○箕面市地域公共交通網
形成計画作成業務

門真市 ○平成 30 年度「市民ご意見番」アンケート調査○門真市市民意識調査 平成
30 年度調査○門真市市民幸福実感に関する意識調査 平成 30 年度調査○門
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島根県 大田市 ○平成 30 年度大田市空家等実態再調査
雲南市 ○市民生活の現状に関するアンケート調査

岡山県

岡山市 ○岡山市子ども・子育て支援に関するアンケート調査

津山市
○平成 30 年度市民満足度アンケート○津山市 共創・協働のまちづくりア
ンケート○津山市地域福祉計画策定のためのアンケート調査○津山地域農業
ビジネスモデル構築調査検討

玉野市 ○市民意識調査

井原市 ○情報化に関するアンケート調査○井原市子ども・子育て支援ニーズ調査(就
学前児童)、井原市子育て支援に関するアンケート調査(小学生児童)

備前市 ○若手の人材育成
瀬戸内市 ○瀬戸内市市民まちづくり意識調査
浅口市 ○浅口市の次代を担う若者の意識調査

広島県
福山市 ○女性の就労についての調査○女性活躍推進調査○人権尊重のまちづくりに

関する市民意識調査

大竹市 ○大竹市地域福祉計画策定のためのアンケート○大竹市民の幸せ感に関する
アンケート

山口県

下関市 ○第2次下関市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定に係る調査○「ふ
くふく健康 21(第二次)」中間評価のための生活習慣アンケート調査

防府市

○防府市の水道・下水道に関するお客様アンケート○まちづくりに関するア
ンケート○防府市には古代から中世にかけて周防国府が存在し、その遺構に
関して考古学の分野における発掘調査が進められてきた。調査結果を基に、
周防国府について歴史的な見地から分析を行い、防府市を形づくる核となっ
た周防国府を、より具体的に提示するための基礎資料とする。閲覧可能場
所：防府市立防府図書館○防府地域の伝統工芸者調査と共創の可能性を探る
実践的研究

下松市 ○下松市子どもの食育に関するアンケート

光市 ○平成 30 年度光市まちづくり市民アンケート○子ども・子育て支援に関す
る市民アンケート調査

柳井市
○阿月地区夢プラン策定に係るアンケート調査○柳井市子ども・子育て支援
に関するニーズ調査○柳井市農業振興地域整備計画見直しにかかるアンケー
ト調査

美祢市
○美祢にいってみ台湾
～美祢市における台湾人観光客誘致のための企画提案～○美祢市麦川地区坑
内水臭気対策に関する研究○国指定史跡長登銅山跡発掘調査○秋芳洞照明植
生対策調査○美祢市化石採集場化石調査

山陽小野田市 ○山陽小野田市観光プロモーション調査事業

徳島県

徳島市
○平成 30 年度徳島市カーボン・マネジメント強化事業○今後の広報事業の
あり方○平成 30 年度窓口ワーキンググループ○こころの健康に関するアン
ケート調査

阿南市
○阿南市在宅医療・介護連携推進事業に係るアンケート調査(介護支援専門
員対象)○阿南市在宅医療・介護連携推進事業に係るアンケート調査(訪問看
護事業所対象)○阿南市在宅医療・介護連携推進事業に係るアンケート調査
(医療機関対象)○透析患者の実態調査

美馬市 ○美馬市次期総合計画策定に係る住民意識調査○産業振興ビジョンの策定○
子ども・子育て支援ニーズ調査

香川県

高松市 ○中小企業者・小規模事業者の事業継承に関するアンケート○食品ロスに関
するアンケート

丸亀市 ○第2期丸亀市こども未来計画策定に係るアンケート調査

観音寺市
○都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定のための市民アンケート
調査○自殺対策計画策定のための市民アンケート調査○子ども・子育て支援
事業計画策定のための市民アンケート調査○環境基本計画策定のための市民
アンケート調査

愛媛県

宇和島市 ○復旧・復興に関する市民アンケート調査

西条市自治政
策研究所

○「健幸都市西条」実現への挑戦～健康寿命を延ばす3つの戦略～○人口減
少対策に関する研究～西条市が目指す人口の展望と施策の方向性～○高校生
と共同研究を継続的に実現する改善策の考案～ローカルファンド共同研究を
通して～○ 2040 年西条市の未来予想と施策の方向性について

伊予市 ○伊予市市民満足度調査

四国中央市 ○四国中央市自殺対策計画策定のための市民アンケート○債権管理適正化に
向けた調査・研究

高知県 四万十市 ○四万十市・高知大学連携事業
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福岡県

北九州市立大
学地域戦略研
究所

○ 2018 シーズン・Jリーグスタジアム調査業務○プノンペン都の産業人材
育成体制の構築(パートナー型)○北九州市の人口動態に関する調査研究業務
○「北九州ポップカルチャーフェスティバル 2018」における経済波及効果分
析○拠点をつなぐ公共交通の計画とその将来像○北九州市内における SDGs

の認知度に関する調査○北九州市の文化コンテンツとしての漫画に対する提
言―韓国釜山広域市の Global Webtoon Centerを事例として－○「北九州に
おける集客イベントの効果と展望(5)～国際スポーツ大会誘致や、各種ス
ポーツのリーグ戦開催等に対する市民意識～」○高齢労働者による地域支援
活動への意識に関する研究－山口県の事例をもとに－○日本遺産「関門“ノ
スタルジック”海峡」認定後2年間の現状分析

(公財)福岡ア
ジア都市研究
所

○ Society 5.0:福岡市における「人」が中心の未来社会○防災と地域スポー
ツコミュニティ○「ゲーム都市・福岡市」の進化を促す“eスポーツ”による
地域振興の可能性に関する研究

大牟田市
○まちづくり市民アンケート○大牟田市市民意識調査○大牟田市社会教育・
生涯学習基礎調査研究○第二期大牟田市子ども・子育て支援事業計画に係る
市民アンケート調査

久留米市

○第 42 回(平成 30 年度)久留米市民意識調査○平成 30 年度市政アンケート
モニター「くるモニ」○第7回市職員の男女平等に関する意識調査○第6回
久留米市補助金交付団体の男女共同参画状況調査○市政アンケートモニター
くるモニ 「生物多様性の保全」○久留米市子ども・子育て支援事業計画に係
るニーズ調査

飯塚市 ○マイナンバーカードの利活用について○地理情報システムについて

八女市 ○あなたの声でまちづくり～八女市の行政サービスに対する市民アンケート
～

筑紫野市 ○第六次総合計画策定に係る基礎調査
宮若市 ○新国富指標市民アンケート
朝倉市 ○第2次朝倉市総合計画策定に係る市民意識調査
糸島市 ○第2期糸島市地域福祉計画○糸島市市民満足度調査

佐賀県 鳥栖市
○鳥栖市転入者アンケート○鳥栖市の公共交通に関するアンケート○第2期
鳥栖市子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査○鳥栖市都市計
画マスタープラン策定における地区別ワークショップの実施

長崎県

長崎市

○市民意識調査○市政に関する意識調査○長崎市第5次総合計画に係る基本
指標推計及び分析業務○長崎のまちづくりに大学生の意見を活かすための調
査研究○「転出者」及び「結婚・妊娠・出産・子育て」に関する意識調査○
男女共同参画に関する市民意識調査○ながさきの「食」市民意識調査○なが
さきの「食」に関するアンケート調査○し尿等下水道投入実験○廃棄物適正
処理調査業務

佐世保市政策
推進センター

○デジタル社会における行政サービスのあり方～AI・IoT導入による行政
サービスの変革とその導入可能性～○外国人観光客 750 万人の国際観光都市
佐世保構想○佐世保市政策推進センター白書○公共施設等における
PPP/PFIの推進○本市の人口減少の実態について

島原市 ○島原市市勢振興計画の策定に向けた市民アンケート調査○こころの健康に
関する意識調査

大村市
○新大村駅(仮称)周辺地区に係る公有地活用に向けたサウンディング型市場
調査○平成 30 年度大村市のまちづくりに関する市民満足度調査○小学校給
食における米飯給食回数等のアンケート調査○中学校給食アンケート調査○
第2期おおむら子ども子育て支援プランに係るアンケート調査

壱岐市 ○総合計画策定に伴う基礎調査
五島市 ○異動人口調査

熊本県

熊本市

○熊本市の下水道事業の歴史的考察○平成 28 年熊本地震における民生委
員・児童委員の要配慮者支援(2)～熊本市内の主任児童委員の災害対応・支
援の実態～○義援金募集の実施に係る被害規模と報道の影響○旧熊本市庁舎
の移転・建設の経緯と都市への影響－その時代別特徴を見る－○公民連携
(PPP)事業に関する調査研究○熊本市の初期救急医療体制の構築経過とこ
れからの課題○熊本地震(2016)に係る熊本市役所産業保健活動の実態と課題
○『特別史跡熊本城跡総括報告書 歴史資料編』の刊行○年報の刊行○『復
興 熊本城』の刊行○熊本城パンフレット「復興へ向けて」の刊行

熊本市都市政
策研究所

○熊本市の下水道事業の歴史的考察○平成 28 年熊本地震における民生委
員・児童委員の要配慮者支援(2)～熊本市内の主任児童委員の災害対応・支
援の実態～○義援金募集の実施に係る被害規模と報道の影響○旧熊本市庁舎
の移転・建設の経緯と都市への影響－その時代別特徴を見る－○公民連携
(PPP)事業に関する調査研究○熊本市の初期救急医療体制の構築経過とこ
れからの課題○熊本地震(2016)に係る熊本市役所産業保健活動の実態と課題

八代市 ○やつしろ学生ラボ○生姜の茎葉の有効活用に関する研究○地域資源を活用
した海外販路開拓
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島根県 大田市 ○平成 30 年度大田市空家等実態再調査
雲南市 ○市民生活の現状に関するアンケート調査

岡山県

岡山市 ○岡山市子ども・子育て支援に関するアンケート調査

津山市
○平成 30 年度市民満足度アンケート○津山市 共創・協働のまちづくりア
ンケート○津山市地域福祉計画策定のためのアンケート調査○津山地域農業
ビジネスモデル構築調査検討

玉野市 ○市民意識調査

井原市 ○情報化に関するアンケート調査○井原市子ども・子育て支援ニーズ調査(就
学前児童)、井原市子育て支援に関するアンケート調査(小学生児童)

備前市 ○若手の人材育成
瀬戸内市 ○瀬戸内市市民まちづくり意識調査
浅口市 ○浅口市の次代を担う若者の意識調査

広島県
福山市 ○女性の就労についての調査○女性活躍推進調査○人権尊重のまちづくりに

関する市民意識調査

大竹市 ○大竹市地域福祉計画策定のためのアンケート○大竹市民の幸せ感に関する
アンケート

山口県

下関市 ○第2次下関市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定に係る調査○「ふ
くふく健康 21(第二次)」中間評価のための生活習慣アンケート調査

防府市

○防府市の水道・下水道に関するお客様アンケート○まちづくりに関するア
ンケート○防府市には古代から中世にかけて周防国府が存在し、その遺構に
関して考古学の分野における発掘調査が進められてきた。調査結果を基に、
周防国府について歴史的な見地から分析を行い、防府市を形づくる核となっ
た周防国府を、より具体的に提示するための基礎資料とする。閲覧可能場
所：防府市立防府図書館○防府地域の伝統工芸者調査と共創の可能性を探る
実践的研究

下松市 ○下松市子どもの食育に関するアンケート

光市 ○平成 30 年度光市まちづくり市民アンケート○子ども・子育て支援に関す
る市民アンケート調査

柳井市
○阿月地区夢プラン策定に係るアンケート調査○柳井市子ども・子育て支援
に関するニーズ調査○柳井市農業振興地域整備計画見直しにかかるアンケー
ト調査

美祢市
○美祢にいってみ台湾
～美祢市における台湾人観光客誘致のための企画提案～○美祢市麦川地区坑
内水臭気対策に関する研究○国指定史跡長登銅山跡発掘調査○秋芳洞照明植
生対策調査○美祢市化石採集場化石調査

山陽小野田市 ○山陽小野田市観光プロモーション調査事業

徳島県

徳島市
○平成 30 年度徳島市カーボン・マネジメント強化事業○今後の広報事業の
あり方○平成 30 年度窓口ワーキンググループ○こころの健康に関するアン
ケート調査

阿南市
○阿南市在宅医療・介護連携推進事業に係るアンケート調査(介護支援専門
員対象)○阿南市在宅医療・介護連携推進事業に係るアンケート調査(訪問看
護事業所対象)○阿南市在宅医療・介護連携推進事業に係るアンケート調査
(医療機関対象)○透析患者の実態調査

美馬市 ○美馬市次期総合計画策定に係る住民意識調査○産業振興ビジョンの策定○
子ども・子育て支援ニーズ調査

香川県

高松市 ○中小企業者・小規模事業者の事業継承に関するアンケート○食品ロスに関
するアンケート

丸亀市 ○第2期丸亀市こども未来計画策定に係るアンケート調査

観音寺市
○都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定のための市民アンケート
調査○自殺対策計画策定のための市民アンケート調査○子ども・子育て支援
事業計画策定のための市民アンケート調査○環境基本計画策定のための市民
アンケート調査

愛媛県

宇和島市 ○復旧・復興に関する市民アンケート調査

西条市自治政
策研究所

○「健幸都市西条」実現への挑戦～健康寿命を延ばす3つの戦略～○人口減
少対策に関する研究～西条市が目指す人口の展望と施策の方向性～○高校生
と共同研究を継続的に実現する改善策の考案～ローカルファンド共同研究を
通して～○ 2040 年西条市の未来予想と施策の方向性について

伊予市 ○伊予市市民満足度調査

四国中央市 ○四国中央市自殺対策計画策定のための市民アンケート○債権管理適正化に
向けた調査・研究

高知県 四万十市 ○四万十市・高知大学連携事業

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.
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熊本県
荒尾市

○世界遺産まちづくり人材育成事業概要○総合計画成果検証のためのアン
ケート調査○荒尾市子どもの生活に関する実態調査○荒尾市子ども・子育て
支援事業計画策定のためのアンケート調査○ごみの再組成分析検査○公民館
活動状況調査○市内従業員数調査○企業動向調査○平成 30 年熊本県観光統
計調査

宇土市
○第6次宇土市総合計画策定のための高校生アンケート調査○第3次宇土市
環境基本計画○第2期宇土市子ども・子育て支援事業計画作成のためのニー
ズ調査

大分県 日田市
○日田市市民意識調査○こころの健康についてのアンケート○日田市子ど
も・子育て支援事業計画のための実態調査(就学前児童用)○日田市子ども・
子育て支援事業計画のための実態調査(就学児童用)

津久見市 ○イルカ繁殖研究

宮崎県

宮崎市 ○市民意識調査
延岡市 ○地域の移動手段確保調査事業○延岡城跡石垣調査
日向市 ○総合体育館整備に向けた調査研究
えびの市 ○市民意識調査○地域の買い物環境に関する調査

鹿児島県
鹿児島市

○新島利活用可能性調査業務委託○定置捕集装置による大気汚染観測及び調
査研究○地下水共同調査○第二期子ども・子育て支援事業計画策定に向けた
利用ニーズ把握のための調査報告書○鹿児島市中心市街地来街者回遊性・満
足度調査

垂水市 ○たるみず元気プロジェクト 健康チェック
奄美市 ○奄美市幸福度調査アンケート

沖縄県

那覇市 ○那覇市民意識調査
宜野湾市 ○宜野湾市行財政改革調査・検証
糸満市 ○再生水利用可能性検討調査等業務

沖縄市

○総合計画等のための基礎調査(市民意識調査、人口推計、財政推計など)○
食育推進計画策定のための基礎調査(事業実施状況、関連統計など)○沖縄市
農産業活性化計画○沖縄市企業誘致基礎調査○沖縄市都市計画マスタープラ
ン改定業務委託○健康増進計画策定のための基礎調査(事業実施状況、関連
統計など)

宮古島市 ○平成 30 年度地下水保全調査業務

都市シンクタンク等名 設置形態 設置団体名
青森公立大学地域連携センター 大学の附置機関 青森公立大学
盛岡市まちづくり研究所 大学の附置機関 盛岡市・岩手県立大学
鹿角市政策研究所 自治体の内部組織 鹿角市
最上地域政策研究所 常設の任意団体 新庄市・金山町・最上町・舟

形町・真室川町・大蔵村・鮭
川村・戸沢村・最上広域市町
村圏事務組合・山形県

うつのみや市政研究センター 自治体の内部組織 宇都宮市
矢板市政策研究会議 自治体の内部組織 矢板市
高崎経済大学地域科学研究所 大学の附置機関 高崎市
彩の国さいたま人づくり広域連合 広域連合 埼玉県及び埼玉県の全市町村

(63 市町村)
かすかべ未来研究所 自治体の内部組織 春日部市
埼玉県東南部都市連絡調整会議 常設の任意団体 草加市・越谷市・八潮市・三

郷市・吉川市・松伏町
戸田市政策研究所 自治体の内部組織 戸田市
松戸市政策推進課市政総合研究室 自治体の内部組織 松戸市
港区政策創造研究所 自治体の内部組織 港区
新宿自治創造研究所 自治体の内部組織 新宿区
せたがや自治政策研究所 自治体の内部組織 世田谷区
(公財)荒川区自治総合研究所 公益財団法人 荒川区
三鷹ネットワーク大学推進機構 NPO法人 三鷹市
(公財)東京市町村自治調査会 公益財団法人 東京都多摩・島しょ地域 26

市5町8村

表3 都市シンクタンク等一覧

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.
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町田市未来づくり研究所 自治体の内部組織 町田市
日野市企画経営課地域戦略担当 自治体の内部組織 日野市
さがみはら都市みらい研究所 自治体の内部組織 相模原市
横須賀市政策推進部都市政策研究所 自治体の内部組織 横須賀市
鎌倉市政策創造課 自治体の内部組織 鎌倉市
みうら政策研究所 市内部の常設型の提言機構 三浦市
伊勢原市政策研究所 自治体の内部組織 伊勢原市
上越市創造行政研究所 自治体の内部組織 上越市
甲斐市政策研究所 自治体の内部組織 甲斐市
上田市政策研究センター 自治体の内部組織 上田市
駒ヶ根市政策研究所 常設の任意団体 駒ヶ根市
中野市政策研究所 自治体の内部組織 中野市
(一財)飛騨高山大学連携センター 一般財団法人 高山市
(公財)名古屋まちづくり公社名古屋都市セン
ター

公益財団法人 名古屋市

豊橋市企画部未来創生戦略室 自治体の内部組織 豊橋市
アシタのたかはま研究所 自治体の内部組織 高浜市
鈴鹿市政策経営部総合政策課政策創造グルー
プ

自治体の内部組織 鈴鹿市

草津未来研究所 自治体の内部組織 草津市
(公財)京都市景観・まちづくりセンター 公益財団法人 京都市
おおさか市町村職員研修研究センター
(マッセ OSAKA)

公益財団法人 (公財)大阪府市町村振興協会
(大阪府内の政令指定都市を
除く 31 市9町1村)

(公財)堺都市政策研究所 公益財団法人 堺市
岸和田市総合政策部企画課政策担当 自治体の内部組織 岸和田市
とよなか都市創造研究所 自治体の内部組織 豊中市
(公財)尼崎地域産業活性化機構 公益財団法人 尼崎市
(一財)下関 21 世紀協会 一般財団法人 下関市
西条市自治政策研究所 自治体の内部組織 西条市
北九州市立大学地域戦略研究所 大学の附置機関 北九州市立大学
(公財)福岡アジア都市研究所 公益財団法人 福岡市
佐世保市政策推進センター 自治体の内部組織 佐世保市
熊本市都市政策研究所 自治体の内部組織 熊本市
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うつのみや市政研究センター 自治体の内部組織 宇都宮市
矢板市政策研究会議 自治体の内部組織 矢板市
高崎経済大学地域科学研究所 大学の附置機関 高崎市
彩の国さいたま人づくり広域連合 広域連合 埼玉県及び埼玉県の全市町村

(63 市町村)
かすかべ未来研究所 自治体の内部組織 春日部市
埼玉県東南部都市連絡調整会議 常設の任意団体 草加市・越谷市・八潮市・三

郷市・吉川市・松伏町
戸田市政策研究所 自治体の内部組織 戸田市
松戸市政策推進課市政総合研究室 自治体の内部組織 松戸市
港区政策創造研究所 自治体の内部組織 港区
新宿自治創造研究所 自治体の内部組織 新宿区
せたがや自治政策研究所 自治体の内部組織 世田谷区
(公財)荒川区自治総合研究所 公益財団法人 荒川区
三鷹ネットワーク大学推進機構 NPO法人 三鷹市
(公財)東京市町村自治調査会 公益財団法人 東京都多摩・島しょ地域 26

市5町8村

表3 都市シンクタンク等一覧
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