
産業等調査計画(産業振興計画、住工商混在地域計画)

東京都
既成市街地における住工混在地帯環境整備調査 (社)全国市街地

再開発協会 1973

東京都製革化製場等における集約化意向等調査及び集約化モデルプラン 東京都 1975

皮革関連産業(製革関連業)実態調査 東京都 1976

皮革関連産業(皮革取引)実態調査 東京都 1977

なめし皮製造業産地振興計画 製革業産地振興協議会 1980

混合地域における住・商・工の合理的共存調査 東京都 1982

住・商・工混合地域の整備方策に関する調査 (財)地域開発研究所 1983

市街地の高度利用促進のための調査(住工混在地域の再開発促進方策の検
討)

(社)全国市街地
再開発協会 1983

動物油脂地場産業振興ビジョン作成 東京油脂事業共同組合 1983

東京都における中小製造業の地域環境に関する調査 東京都 1984

都内中小企業の環境変化への対応に関する実態調査 東京都 1985

地域中小企業振興センター基本構想策定に伴う実態調査 東京都 1986

民間職業能力開発実態調査 東京都 1986

都内中小企業先端技術導入調査 東京都 1987

都内中小企業先端技術導入事例集の作成 東京都 1988

住工混在地域総合整備手法等調査 東京都 1988

都内卸売業実態調査 東京都 1989

産学公交流に関する実態調査 東京都 1990

都市型インダストリアルパーク基本構想に係る調査 東京都 1991

都市型インダストリアルパークの実現化方策に関する調査 東京都 1992

べっ甲産業加工技能等活用可能性調査 東京都 1992

皮革鞣製業動向調査 東京都 1993

貸工場実態調査 東京都 1993

地域資源活用プロジェクト(墨田区･台東区･葛飾区･荒川区)に係る調査 東京都 2004

地域商業構造変化に関する調査研究委託 東京都 2004

公共職業訓練と企業団体の連携に関する調査 東京都 2004

ＴＡＳＫプロジェクト推進に向けたコーディネート業務 ＴＡＳＫプロジェクト
推進委員会 2005-19

産業支援施設の現状と産業支援ニーズに関する調査 東京都 2005

都内ものづくり中小企業連携事例に関する調査委託 東京都 2008

紙器組合イベント「ハコの日」推進のためのファシリテーション業務 東京紙器工業組合 2018,19

足立区
東京藝術大学との「ファクトリー・ステイ」プロジェクト業務 足立区 2006

足立ブランド認定事業の構築及び運営業務 足立区 2007-19

足立区産学公連携の基盤整備に係る調査及び事業･提案作成業務 足立区 2009

足立区産学公連携の事業推進に係る業務委託 足立区 2010

荒川区
荒川地区環境改善計画に関する事業所実態調査計画 荒川区 1979

白鬚西地区運輸関係者意向調査 東京都 1986

白鬚西地区工業関係者意向調査及び工業・運輸施設計画 東京都 1987

住工混在地域総合整備モデル調査 荒川区 1990

町屋西地区住工混在地域総合整備計画策定調査 荒川区 1991

荒川区工業立地環境整備事業調査 荒川区 1992

荒川区工業立地環境整備事業化検討調査 荒川区 1993

荒川区商業振興策策定のための調査・検討業務 荒川区 2006

産業振興施設整備基礎調査 荒川区 2006,07

商店街ルネッサンス推進事業調査 荒川区 2007

板橋区
板橋区工業用地データバンクシステム整備計画調査 板橋区 1989

住工混在地域総合整備モデル調査 板橋区 1989

住工混在地域総合整備モデル地区整備計画策定調査 板橋区 1990

住工混在地域総合整備モデル事業推進業務 板橋区 1991

板橋区工場ビル入居企業業種に関わる企業実態調査 板橋区 1991
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板橋区（つづき）
板橋区賃貸型工場ビル管理運営等に関する調査 板橋区中小企業振興公

社 1992

住工混在地域総合整備モデル事業ガイドプラン策定基礎調査 板橋区 1992

(仮称)板橋区立生活産業融合型テクノビル入居基準の策定・応募企業実
態調査 板橋区 1993

住工混在地域総合整備ガイドプラン策定調査 板橋区 1993

板橋区生活産業融合型工場ビルの工場施設使用応募企業実態調査 板橋区 1994

住工混在地域総合整備事業モデル事業推進調査 板橋区 1994,95

区民工房企画運営委託 板橋区 1995-97

工場ビルの工場施設使用応募企業実態調査等
板橋区

1995-
2001

地域国際化産業交流調査 板橋区 1997

板橋区後継者経営塾運営委託 板橋区 1998

板橋区産業実態調査 板橋区 2004

工場施設使用募集者実態調査 板橋区 2004

「板橋区産業振興構想」策定委託 板橋区 2005

工場施設使用応募者実態調査 板橋区 2007-09

工場ビル入居応募者実態調査委託 板橋区 2010

江戸川区・江東区
亀戸・大島・小松川地区経営実態調査 東京都 1976

亀戸・大島・小松川地区商業適正配置及び施設設計条件の策定 東京都 1979

亀戸・大島・小松川地区工業関係者面接調査分析・計画 東京都 1980

大田区
大森駅東口商業計画 大森駅東地区近代化

協議会 1980

大井地区就業者住宅建設に関する意向調査 東京都 1988

城南地域中小企業振興センター建設基本計画作成 東京都 1989

(仮称)「産業プラザ」基本計画作成 大田区 1989

住工混在地域総合整備モデル事業調査 大田区 1989

矢口・下丸子地区住工混在地域総合整備計画策定調査 大田区 1990

住工混在地域総合整備モデル事業推進業務 大田区 1991,92

大田区産業支援策調査 大田区 2003

大田区操業環境実態調査業務 大田区 2006

葛飾区
城東地域中小企業振興センター基本構想の作成 東京都 1987

住工混在地域総合整備モデル調査 葛飾区 1991

東四つ木地区住工混在地域総合整備計画策定調査 葛飾区 1992

葛飾区工場アパート建設基本計画策定 葛飾区 1993

東四つ木地区住工混在地域総合整備モデル事業推進 葛飾区 1995

葛飾ブランド「葛飾町工場物語」に係る業務 葛飾区 2007-15

葛飾区産学公連携推進事業に係る業務委託 葛飾区 2011-16

葛飾区の産業構造の概要および区内工業の概要調査 学校法人東京理科大学 2013

産業見本市開催事業等業務委託 葛飾区 2013,14

北区
産業振興に関する意識・意向調査及び北区産業活性化ビジョンの策定補
佐業務の委託 北区 2016,17

北区産業活性化ﾋﾞｼﾞｮﾝ行動計画策定補佐業務の委託 北区 2017

江東区
江東区工業基本実態調査 江東区 1983

江東区工業名鑑作成のための事業所実態調査 江東区 1988

江東区産業振興ビジョン作成のための区内産業実態調査 江東区 1989

江東区産業振興ビジョン策定 江東区 1990

江東区産業振興施設構想調査 江東区 1990

江東区産業振興ビジョンＰＲ資料作成 江東区 1991

江東区建替用仮工場『テンポラリー工場センター(仮称)』建設計画検討調査 江東区 1992

江東区工業名鑑作成及び区内事業所実態調査 江東区 1993

産業等調査計画
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江東区（つづき）
工業集積地活性化支援事業・中小企業情報ネットワーク化支援事業に
かかるデータベース作成 江東区 1999

江東区事業所デ－タベ－ス作成委託 江東区 2000

江東区産業実態調査 江東区 2013

江東ブランド認定事業の構築及び運営業務委託 江東区 2014-16

品川区
品川区製造業の現状と将来予測(その１～２) 品川区 1985,86

品川区東大井二丁目工場アパート建設に係わる周辺地区交通量影響予測 品川区 1986

品川区産業振興策作成 品川区 1987

品川区産業振興ビジョン作成 品川区 1988

住工混在地域総合整備モデル調査 品川区 1989

住工混在地域総合整備地区整備計画策定調査 品川区 1990

旧東海道品川宿周辺整備基本計画作成 品川区 1993

大崎駅周辺地域「ものづくり産業支援施設」調査・検討業務 品川区 2007

杉並区
杉並区産業振興ビジョン策定にかかる調査・分析及び中間報告書作成 杉並区 1996

杉並区産業振興ビジョン策定にかかる検討及び最終報告書作成 杉並区 1997

すぎなみ産業塾運営委託 杉並区 1999

新産業実態調査業務委託 杉並区 2000

レジ袋税を実施した場合に発生する課題調査 杉並区 2001

杉並区商業・工業・農業等実態調査 杉並区 2001,06

墨田区
白鬚東地区における公設工場の設置計画条件調査及び施設基本計画 東京都 1974

白鬚東地区商業施設計画基本条件調査 東京都 1974

白鬚東地区市街地再開発事業工場アパート設計計画 東京都 1974

東墨田地区同和対策環境改善計画 ※ 1974

防災拠点再開発調査中央地区既存事業所の成立条件の検討 ※ 1974

防災拠点再開発調査四ッ木地区既存事業所の成立条件の検討 ※ 1974

防災拠点再開発調査中央地区事業計画 ※ 1975

防災拠点再開発調査両国地区施設需要の予測と既存事業所の成立条件の ※ 1975

白鬚東地区防災拠点商業センターに関する調査 ※ 1976

皮革関連産業(東墨田)実態調査 東京都 1979

京島地区工業の基本課題研究 墨田区 1982

京島地区商店街地図づくり調査 (財)墨田まちづくり公
社 1992

京島地区商店街整備構想調査 (財)墨田まちづくり公
社 1993

京島地区商店街整備計画作成 (財)墨田まちづくり公
社 1994

京島地区商店街整備計画(三丁目52番街区) (財)墨田まちづくり公
社 1995

墨田区中小企業指導センター等建設構想計画 墨田区 1982

東墨田地区油脂関連工場集約化事業事前調査 東京都 1986

東墨田地区油脂関連工場集約化事業フォロー調査 東京都 1987

東墨田地区油脂関連工場集約化モデルプラン作成調査 東京都 1988-90

産業立地環境整備手法の検討 墨田区 1989

民活型・工場高度利用事業推進調査(｢地域インキュベーター構想｣具体化
調査) 墨田区 1990

東墨田地区油脂関連工場集約化事業推進調査 東京都 1992

墨田区住工混在地域総合整備モデル事業整備計画策定 (財)東京建築防災
センター 1992

第２次工房サテライト事業基本構想作成 墨田区 1993

工房サテライト事業の事業化条件検討 墨田区 1994

油脂関連工場の総合的な環境改善策調査 墨田区 1994

皮革関連産業連携推進事業の実施にかかる調査業務 墨田区 2005

シニア人材活用実態調査の実施にかかる調査業務 墨田区 2006

産業等調査計画
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世田谷区
世田谷区ショッピングモール整備検討調査(その１)区内商業構造実態調 世田谷区 1981

台東区
台東区産業学交流事業に係る調査検討業務 　東京商工会議所 2000

台東区製造業実態調査及びホームページ作成委託 台東区 2001

豊島区
豊島区中小企業実態調査及び産業振興ビジョンの策定業務 豊島区 1995

豊島区産業振興計画策定調査等委託 豊島区 1996

しなやかビジネス通信(平成12年3月号)の企業情報通信企画調査
豊島区

1999-
2001

中野区
中野区産業立地環境等調査 　東京商工会議所 1992

中野区産業情報化動向等調査 　東京商工会議所 1993

練馬区
石神井公園商店街振興組合活性化計画策定支援事業業務委託 練馬区 2008-10

練馬区商店街実態調査の調査委託 練馬区 2009

サンツ中村橋商店街振興組合活性化計画策定支援事業業務委託 練馬区 2010-12

多摩地域
国分寺市広域商業調査 国分寺市 1979

多摩地域工業実態調査 東京都 1983

多摩地域卸売業実態調査 東京都 1984

多摩地域中小企業振興センター基本計画調査 東京都 1991

町田市工業・建設業実態調査 　町田商工会議所 1991

多摩地域の大規模小売店舗の立地特性に関する調査 東京都 1991

小金井市内商工事業所概況調査 小金井市 2002

地域資源活用プロジェクト(三鷹市、小金井市)に係る調査 東京都 2005

地域資源活用プロジェクト委託 小金井市 2006

首都圏
逗子駅周辺地区市街地再開発基本構想商業施設計画 ※ 1974

京成成田駅東口開発計画における商業施設計画 ※ 1975

住工混在地域における内陸部工業の保全・共存のための方策検討調査 市川市 1989

内陸部工業環境整備検討調査 市川市 1990

京浜臨海部まちづくりモデル検討調査 神奈川県 1997

中小製造業活性化事業「地域集積活性化調査」業務 川崎市 1997

産業立地適正化推進事業(都市型工場アパート)業務委託 川崎市 1998

川崎市地域ものづくり協議会支援事業報告書作成委託
川崎市

1998-
2001

かわさき科学塾の開設・運営事業 川崎市 2000,01

地域IT推進協議会支援事業(中小企業IT活用実態調査、IT活用フォーラ
ム)委託 川崎市 2002,03

インターンシップ支援事業委託 川崎市工業団体
連合会 2002

地域活動団体･市民活動団体基礎調査事業業務 川崎市 2004

川崎市中小工場立地環境実態調査業務委託 川崎市 2009

相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業に係る事業化支援業務委託
（商業床需要予想検証調査） 相模原市 2003

地域連携型モデル商店街事業計画書作成 (有)間十間計画工房 2005

ミレー㈱販促用リーフレット作成 (財)千葉県産業振興セ
ンター 2009

商店街空き店舗実態調査事業業務 所沢市 2011

その他の地域
山口県宇部市広域商業診断における再開発計画の作成 ※ 1973

宮城県仙台市中央南地区市街地再開発基本計画における商業計画 ※ 1974

宮城県塩釜市本町海岸通り商店街再開発計画 ※ 1974

沖繩県中城湾開発計画における企業移転志向調査 ※ 1976

宮城県本塩釜駅移転に伴う駅周辺商店街への影響予測調査 ※ 1977

沖繩県糸満漁港背後地利用計画調査(調査、分析、計画) ※ 1977

産業等調査計画
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その他の地域(つづき)
沖繩県工業用水道基本計画 ※ 1978

岩手県水沢ショッピングセンター商業計画 横町一番街市街地
再開発組合 1983,84

メイプル商業計画(その2) 　水沢中央ビル(株) 1986

沖繩県名護市商業近代化基本計画 名護市 1985

マレーシア・パーム油産業実態調査 東京都 1986

沖縄県具志川市商業近代化計画作成調査 具志川市 1986

新製品・新メニュー開発推進計画策定 名護市 1986

特定地域中小企業振興計画作成調査 沖繩県 1987

沖繩市工業導入計画策定事業 沖繩市 1987

沖繩市工業導入実施計画 ※ 1991

沖縄県具志川市工業導入計画 ※ 1992

北上市十字路商店街意向調査業務委託 北上市 1991

北上市商業集積基本構想策定業務委託 北上市 1992

北上市特定商業集積整備基本構想詳細調査 北上市 1993

北上市特定商業集積整備事業実施計画策定業務委託 北上市 1994

地域産業集積活性化事業に係る整備手法検討調査 (財)日本立地
センター 1997

中心市街地活性化事業に係る調査検討業務(三鷹産業プラザ基本計画) (財)日本立地
センター 1998

試作開発型事業促進施設に係る建築条件設定のための資料作成業務 (財)国土開発技術
研究センター 1998

賃貸工場基本計画調査 沖繩県 1999

浜松試作開発型事業促進施設(仮称)建築条件検討業務 地域振興整備公団 1999

新事業創出基盤整備促進事業展開検討調査 (財)日本立地
センター 1999

平成11年度産業集積活性化事業用地整備に係る事業展開可能性調査 (財)日本立地
センター 1999

熊本テクノインキュベーションセンター基本構想計画書作成業務 (株)テクノインキュ
ベ－ションセンター 2000

沖縄県に於ける賃貸工場の建設可能性調査業務 ※ 2000

平成12年度産業活性化センタ－整備基本構想策定業務 岡谷市 2000

名古屋地区に於ける新事業創出型事業条件検討調査業務 地域振興整備公団 2000

平成13年度新事業創出型事業施設に係る建築条件検討業務(クリエイショ
ン・コア東大阪１期基本計画) 地域振興整備公団 2001

特別自由貿易地域中城湾港新港地区の集合施設ゾーンにおける施設整備
基本計画の算定に関する調査 沖縄県 2001

沖縄県移設先・周辺地域活性化構想策定業務 ※ 2001

新事業創出型事業条件検討業務(クリエイション・コア東大阪2期基本計
画) 地域振興整備公団 2002

新事業創出型事業条件検討業務・その2(仮称・京大桂キャンパスイン
キュベータ基本計画) 地域振興整備公団 2002

新事業創出型事業条件検討業務・その3(仮称・東大柏キャンパスイン
キュベータ基本計画) 地域振興整備公団 2002

立命館大学連携型起業家育成施設基本計画調査業務 地域振興整備公団 2002

九州大学連携型起業家育成施設基本計画調査業務 地域振興整備公団 2002

沖縄県における賃貸工場の可能性（ニーズ）調査 ※ 2003

糸満市真栄里地区物流団地整備基本構想策定業務 ※ 2017

令和元年度革靴製造業競争力強化事業(販路開拓事業)  全日本革靴工業協同
組合連合会 2019
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