パブリック・ハーツ株式会社

実績一覧
１.社会的合意形成の支援（コンサルティング、ファシリテーション、アドバイザー、調査分析等）
実施年度
業務名等
委託者等
2019 年度 県民参加による気候変動情報収集・分析業務委託
愛知県環境調査センター
本巣市公共交通計画策定支援業務
民間企業、本巣市
中村区区民会議ワークショップ運営業務委託
名古屋市中村区
天白区区民会議分科会におけるワークショップ運営業務委託
名古屋市天白区
関市ワークショップファシリテーター業務
民間企業、関市
中川区区民会議意見収集の場「なかが話」運営業務委託
名古屋市中川区
動物愛護管理推進計画策定等に関する検討会業務委託
名古屋市健康福祉局
動物愛護管理推進計画策定のための動物愛護推進員への意見聴 名古屋市健康福祉局
取会業務委託
動物愛護管理推進計画策定のための譲渡ボランティアへの意見 名古屋市健康福祉局
聴取会業務委託
2018 年度 南区区民会議ワークショップ運営業務委託
名古屋市南区
平成 30 年度都市計画マスタープランワークショップ企画運営 名古屋市住宅都市局
業務
「平成 30～34 年度（5 年間）神坂ビジョン」作成業務委託
神坂活性化推進協議会
中川区区民会議等業務委託
名古屋市中川区
中村区区民会議ワークショップ運営業務委託
名古屋市中村区
岩倉市「地域公共交通を語る会」ファシリテーション業務
民間企業、岩倉市
清須市市民参画会議の支援業務
民間企業、清須市
平成 30 年度中区ワークショップ企画業務委託
名古屋市中区
平成 30 年度天白区区民会議分科会におけるワークショップ運 名古屋市天白区
営業務委託
区政運営方針策定のための意見聴収会業務委託
名古屋市港区役所
2017 年度 塩津地区まちづくりと公共施設の将来を考えるワークショップ 民間企業、蒲郡市
ファシリテーター業務
なごや集約連携型まちづくりプラン方針案市民意見募集支援業 名古屋市住宅都市局
務委託
港区グループインタビュー業務委託
名古屋市港区
社会的合意形成に関するアドバイス業務
民間企業
南区区民会議ワークショップ運営業務委託
名古屋市南区
2016 年度 「歴史の里」運営計画検討に伴うワークショップ開催支援業務 名古屋市教育委員会
委託
2 市 2 町広域公共交通グランドデザイン等検討業務
民間企業、本巣市
桑名市市民ワークショップ／ファシリテーター
民間企業、桑名市
港区グループインタビュー業務委託
名古屋市港区役所
地域住民との意見交換会の開催支援
社会福祉法人
地域協働型インフラ管理協働コーディネーター
神坂活性化推進協議会
2015 年度 ワークショップの企画・実施
民間企業、桑名市
平成 27 年度 神坂地域づくりビジョンのふりかえりＷＳ
神坂活性化推進協議会
子育て支援に関するニーズ調査事業／ファシリテーター
民間企業、愛知県
清須市総合計画ワークショップ企画・実施
民間企業、清須市
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2014 年度
2013 年度

2012 年度

2010 年度

2009 年度

2008 年度

2007 年度

瀬戸市輪談会のグループファシリテーション(20 小学校区にて)
NPO と行政のテーマ別意見交換会／ファシリテーター
岐阜市新庁舎建設ワークショップにおけるファシリテーション
業務／ファシリテーター
羽島市地域公共交通網形成計画等策定業務委託／ファシリテー
ター
名古屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）策定に向け
たグループインタビュー運営等業務委託
垂井内町地域公共交通計画策定業務／ファシリテーター
地域づくりビジョン作成業務
シンポジウム「地層処分を考える」 in 名古屋／パネリスト
輪之内町地域公共交通総合連携計画策定調査Ⅱ業務委託／ファ
シリテーター
地下公共空間の賑わい創出等の懇話会／ファシリテーター
子どもに関する総合計画策定に向けたグループインタビュー運
営等業務委託
JR 名松線の利活用を考えるオープンディスカッション開催支
援業務
未着手都市計画道路のあり方に関するプロセス設計等業務委託
平成 24 年度天竜川水系三峰川上流域施設設計業務／ファシリ
テーター
道路計画の合意形成手法に係るアドバイザー業務委託
山県市交通計画・生活交通ネットワーク計画策定にかかる調査
業務／市民検討会のファシリテーター
「みなとまち中長期ビジョン（仮称）策定支援業務委託」に関
する補助業務委託
阿久比町 地域をつむぐ「協議の場」／ファシリテーター
栄地区地元協議会の地域合意形成に係る支援業務委託
名鉄広見線の利用促進に向けた関係者の意向調査及び論点整理
市民参加型河川整備計画への助言
港まちづくり協議会会議録作成業務委託
名鉄広見線利用促進策実施計画策定支援委託業務
栄周辺の自転車対策に係る地域合意形成手法検討業務委託
平成 21 年度長良川中流部河川整備検討業務
名鉄広見線利用促進策実施計画策定支援委託業務／ファシリテ
ーター
平成 21 年度長良川中流部河川整備検討業務／アドバイザー
港まちづくり協議会会議録作成業務委託
環境整備協力費を財源とした事業（港まちづくり協議会・名古
屋市）に係る地域住民意向反映手法等調査
豊田市下山地域会議／ファシリテーター
国土交通省中国地方整備局・芦田川住民説明会／議事進行役（フ
ァシリテーター）
国土交通省中国地方整備局・佐波川住民説明会／ファシリテー
ター

民間企業、瀬戸市
愛知県県民生活部
民間企業、岐阜市
建設コンサルタント、羽
島市
名古屋市総務局
建設コンサルタント
神坂活性化協議会
原子力発電環境整備機
構、民間コンサルタント
建設コンサルタント
建設コンサルタント
名古屋市子ども青少年局
個人、津市
名古屋市住宅都市局
建設コンサルタント
名古屋市住宅都市局
建設コンサルタント
公益財団法人 名古屋ま
ちづくり公社
(特非) 地域福祉サポー
トちた
名古屋市緑政土木局
名鉄広見線活性化協議会
建設コンサルタント
港まちづくり協議会
岐阜県可児郡御嵩町
名古屋市緑政土木局
建設コンサルタント
名鉄広見線対策協議会
建設コンサルタント
港まちづくり協議会
港まちづくり協議会
豊田市
建設コンサルタント
建設コンサルタント
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2006 年度

国土交通省中部地方整備局・山本地区住民ワークショップ（道
路の詳細設計）／ファシリテーター
岐阜県国際交流センター・日本語ボランティア団体ネットワー
ク会議／ファシリテーター
岡崎市民都市づくり夢懇話会／ファシリテーター
岡崎西高校都市づくり夢懇話会／ファシリテーター
豊田市下山地域会議／ファシリテーター
岐阜県八幡地区標識サイン検討ワークショップ／ファシリテー
ター
国土交通省中国地方整備局・芦田川住民説明会／議事進行役（フ
ァシリテーター、書記）
第１回３Ｒ推進全国大会循環型社会づくり・ワークショップ～
あなたと考えたい、私たちのごみ処理計画～／企画実施・コー
ディネーター
倉敷市コミュニティバスワークショップ／ファシリテーター
豊田市下山地域会議／ファシリテーター
吉野川流域住民の意見を聴く会／ファシリテーター（書記）

２.参加協働型プロジェクトの企画実施
実施期間
業務名等
2019 年度 なごっちフレンズワークショップ運営業務委託
地層処分をテーマにしたワークショップファシリテーション

2018 年度

2016 年度

2015 年度

女子学生のキャリア支援教育に係る広報・事務サポート業務
中区ワークショップ企画・運営委託
「開通 100 周年記念映画制作プロジェクト」制作委員会活動の
アドバイザー
開通 100 周年記念映画制作ワークショップ事業企画運営業務委
託
合意形成に係る相談
なごっちフレンズワークショップ運営業務委託
平成 30 年度 NPO と行政のテーマ別意見交換会におけるコーデ
ィネーター
中期計画ビジョン作成支援
地域協働型インフラ管理協働コーディネーター
津島市小路巡りマップ作成 WS の運営業務
「環境サポーター養成講座 2016」コーディネート業務委託
なごっちサミット 2015 運営業務委託
減災を図るための防災ネットワークの拡充・強化「東海地区防
災ワールドカフェ」／ファシリテーター
干潟交流プログラムコーディネート業務「干潟 de トレジャー
ハンター」
平成 27 年度ＮＰＯと行政のテーマ別意見交換会 シニア予備軍
（50 代）への定年後の社会参加に対する啓発活動について
ジロング大同窓会コーディネート業務

建設コンサルタント
岐阜県
建設コンサルタント
建設コンサルタント
豊田市
シンクタンク
建設コンサルタント
名古屋市環境局

交通コンサルタント
豊田市
建設コンサルタント

委託者等
名古屋市子ども青少年局
（特非）あすかエネルギ
ーフォーラム
（学）名城大学
名古屋市中区
名鉄広見線活性化協議会
名鉄広見線活性化協議会
認定 NPO 法人アカツキ
名古屋市子ども青少年局
長
愛知県政策企画局、県民
生活部
社会福祉法人
神坂活性化推進協議会
民間企業、津島市
名古屋市環境局
名古屋市子ども青少年局
(公社)日本青年会議所
東海地区協議会
藤前干潟ふれあい事業実
行委員会
愛知県政策企画局、県民
生活部
藤前干潟ふれあい事業実
行委員会
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2015 年度 科学技術イノベーション政策のための科学拠点間合
同サマーキャンプ・ファシリテーション業務
金山地区のまちづくりを語る会のファシリテーター等
対話の場“Hearts”
「環境サポーター養成講座 2015」コーディネート業務委託
子どもワークショップ運営委託業務
平成 27 年度交流会 講演「みんなの気持ちを大切にしたい～
ワールドカフェで対話しよう」とワールドカフェ
地域まちづくりアドバイザー
2014 年度
2013 年度
2012 年度

「環境サポーター養成講座 2014」コーディネート業務委託
ファシリテーション等業務委託
白川村南部地区名物鍋創作支援等委託業務
御嵩町地域探検事業委託業務「ミタケ・クエスト３」
なごっちフレンズ交流会運営業務委託
子どもワークショップ運営業務委託
平成 24 年度ニュースレター作成支援業務委託
園内学習プログラム企画運営委託「アグリ・クエストⅡ」

2011 年度

園内見学プログラム企画運営委託「アグリ・クエスト」

2010 年度

御嵩町地域探検事業委託業務「ミタケ・クエスト」

３.コミュニケーションに関する教育研修事業
実施期間
業務名等
2019 年度 平成 31 年度建設技術研修市民参画（PI 等）講座業務
地域福祉リーディングモデル事業 地域支えあい活動人材養成
講座（ステップアップ編）
防災・減災カレッジ 選択講座（啓発指導講座）
「ファシリテー
ター養成」
（前期・後期）
令和元年度協働研修「公共事業の円滑な推進に必要な合意形成
力養成研修～地域住民とのコミュニケーション技術を磨く～」
NPO 法人あいち NPO 市民ネットワークセンター スタッフ研
修
ボランティアリーダーのためのファシリテーション研修～みん
なのやる気と力を引き出す話し合い（半日）～
合意形成＆ファシリテーション講座
（ファシリテーション、合意形成の基礎、応用）
井郷地域におけるまちづくりの担い手養成業務委託
2018 年度

はじめてのファシリテーション
～人と人との関係性を育む
基本姿勢を身につけよう！～
コンサルティング＆合意形成研修
第 46 次（平成 30 年度）市町村ゼミナール第 11 講『地域協働
型のインフラ管理』／講師

東京大学
公益財団法人名古屋まち
づくり公社
自社企画
名古屋市環境局
名古屋市子ども青少年局
公益社団法人 全国消費
生活相談員協会中部支部
名古屋市住宅都市局、市
民団体
名古屋市環境局
京都大学
白川郷鍋食い隊
名鉄広見線活性化協議会
名古屋市子ども青少年局
名古屋市子ども青少年局
名鉄広見線活性化協議会
名古屋市緑政土木局
（農業センター）
名古屋市緑政土木局
（農業センター）
岐阜県可児郡御嵩町

委託者等
公益財団法人 愛知県都
市整備協会
（福）名古屋市社会福祉
協議会
"あいち・なごや強靱化共
創センター、あいち
三重県県土整備部
（特非）地域福祉サポー
トちた
（特非）地域福祉サポー
トちた
自主事業
井郷まちづくりプラン推
進会議、豊田市
防災協働社会推進協議会
井郷まちづくりプラン推
進会議、豊田市
一般社団法人 地域問題
研究所
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防災・減災カレッジ 選択講座（啓発指導講座）前・後期「フ
ァシリテーター養成」／講師
「学びのコミュニティ創出支援事業」
合意形成の研修
公共施設マネジメント研修業務委託
平成 30 年度建設技術研修市民参画（PI 等）講座業務
地域福祉リーディングモデル事業 地域支えあい活動人材養成
講座（ステップアップ編）／講師
平成 30 年度協働研修「公共施設の維持管理から学ぶ！合意形
成力養成研修」／講師
守山生涯学習センター後期主催講座／講師
2016 年度

市民参画(PI 等)講座「社会的合意形成の手法」／講師
「地域支えあい活動人材養成講座（ステップアップ編」／講師
「なごや技塾～地域に喜ばれる現場とは～」／講師

平成 28 年度 NUMO 全国シンポジウム／パネリスト
2015 年度

2014 年度

2013 年度

エネ庁シンポジウム「資源のない日本、将来のエネルギーの姿
に関するシンポジウム in 名古屋」／パネリスト
桑名市シンポジウム「公共施設マネジメントに関するシンポジ
ウム」／パネリスト
平成 27 年度地域福祉リーディングモデル事業人づくり応援事
業「地域支えあい活動人材養成講座（ステップアップ編」／講
師
平成 27 年度防災人材育成研修「防災・減災カレッジ」啓発指
導講座「ファシリテーター養成」／講師

あいち・なごや強靱化共
創センター
名城大学
民間企業
郡山市
公益財団法人 愛知県都
市整備協会
社会福祉法人 名古屋市
社会福祉協議会
三重県県土整備部
名古屋市守山生涯学習セ
ンター
公益財団法人 愛知県都
市整備協会
社会福祉法人 名古屋市
社会福祉協議会
公益財団法人 なごや建
設事業サービス財団、名
古屋市緑政土木局
民間企業、原子力発電環
境整備機構
民間企業、経済産業省
民間企業、桑名市
（福）名古屋市社会福祉
協議会

(特非)レスキューストッ
クヤード、あいち防災協
働社会推進協議会、愛知
県
井郷地域まちづくり楽校の講師／講師
シンクタンク、豊田市
なごや技塾～地域に喜ばれる現場って何だろう～／講師
公益財団法人 なごや建
設事業サービス財団
ファシリテーション研修／講師
民間企業
合意形成・ファシリテーション研修／講師
(特非)エンド・ゴール
防災人材育成研修「防災・減災カレッジ」啓発指導講座「ファ あいち防災協働社会推進
シリテーター養成」／講師
協議会、愛知県
合意形成研修
民間企業
原子力コミュニケーター養成講座 ／講師
(財)日本原子力文化振興
財団
養老まちづくりリーダー養成講座（実践編）実施業務／講師
岐阜県養老郡養老町、岐
阜大学
ファシリテーション研修／講師
シンクタンク、蟹江町
ファシリテーション研修／講師
福祉事業所
養老まちづくりリーダー養成講座（基礎編）／講師
岐阜大学、岐阜県養老郡
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2012 年度

若者・ニート支援のためのファシリテーション研修
研修コンテンツ作成支援業務
地域福祉コミュニケーション・マスター養成講座
名古屋市地域委員会委員研修
平成 24 年度高レベル放射性廃棄物に関するワークショップ（草
の根活動）の実践におけるファシリテーター養成講座、イベン
ト企画・運営
放射線コミュニケーター養成講座 ／講師

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2008 年度

2007 年度

防災人材育成研修「防災・減災カレッジ」地域防災コース ファ
シリテーター養成／講師
名古屋市福祉協議会 福祉のまちづくりにおけるリーダー養成
講座ステップアップ編 第５回「場づくりの基礎（ファシリテー
ション演習Ⅱ）
」／講師
平成 23 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーション研修
の実施業務／３社（株式会社地域資源バンク NIU、コミュニテ
ィー・ユース・バンク momo）の共同体にて実施／事業管理責
任者
COMBi 本陣勉強会 2011／講師
合意形成研修の講師養成およびコンテンツ開発／講師トレーナ
ー
コミュニケーション研修
コミュニケーション研修
平成 22 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーション研修
の実施業務
地域課題解決の技術習得事業（鳴海学区・相原学区）まちを歩
き、まちを育む芽を発見しよう！プロジェクト（全４回）／講
師
地域課題解決の技術習得事業（桶狭間学区・南陵学区）
『“ふる
さとづくり”
』学んで実践！プロジェクト（全４回）／講師
愛知県防災まちづくりアドバイザー養成講座／講師
平成 21 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーション研修
の実施及び同カリキュラム・テキストの見直し業務
ＪＩＣＥコーディネーターのためのファシリテーション研修／
講師
愛知県防災まちづくりアドバイザー養成講座／講師
岐阜地域広域市町村圏協議会職員共同研修「市民協働を成功さ
せるためのファシリテーション講座」／講師
地域課題解決の技術習得事業
『
“ふるさとづくり”』
学んで実践！
プロジェクト（全６回）／講師
グループファシリテーター養成講座／講師
愛知県防災まちづくりアドバイザー養成講座／講師

養老町
(特非)エンド・ゴール
民間企業
経営コンサルタント、社
会福祉法人
名古屋市総務局
広告代理店、原子力発電
環境整備機構、(特非)あ
すかエネルギーフォーラ
ム
(財)日本原子力文化振興
財団
(特非) レスキュースト
ックヤード
(特非)起業支援ネット

「美し国おこし・三重」
実行委員会

(特非)起業支援ネット
経営コンサルタント
ＩＴ関連企業
建設コンサルタント
「美し国おこし・三重」
実行委員会
名古屋市緑区

名古屋市緑区
(特非)レスキューストッ
クヤード
「美し国おこし・三重」
実行委員会
(財)日本国際協力センタ
ー 中部支所
(特非)レスキューストッ
クヤード
岐阜地域広域市町村圏協
議会
名古屋市緑区
建設コンサルタント
(特非)レスキューストッ
クヤード
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2006 年度

国土交通省中国地方整備局職員向けユニバーサルデザイン実践
セミナー 合意形成研修（3 日目）／講師
岐阜地域広域市町村圏協議会職員共同研修「市民協働を成功さ
せるためのファシリテーション講座」／講師
志縁◎循環プロジェクトワークショプ研修（名古屋、長岡、盛
岡、高知、長崎）／講師
東海市まちづくり委員会研修会（３回）／講師
ファシリテーション講座／講師
岐阜地域広域市町村圏協議会職員共同研修「市民参加・社会的
合意形成のための実務者向けコミュニケーション技術研修」／
講師
パブリック・インボルブメント技術者養成研修／講師
防災まちづくりアドバイザー養成講座／ファシリテーター

４.社会的コミュニケーションに関する研究開発
実施期間
業務名等
2019 年度 モビリティの効用の創出 フォーカスグループインタビュー運
営支援業務
2015 年度 ME（社会基盤メンテナンス・エキスパート）による調査結果
を踏まえたインフラ一斉点検に関する関係主体への意向調査お
よび広報資料作成業務
2010 年度 人権感覚を育てよう業務 「ちがいをみつめて、ちがいをみと
める みんな、たいせつ ～『人権感覚を育てよう』プログラ
ム～」の開発
港まちづくり協議会調査検討事業「平成 21 年度の提案公募型
事業の評価等に関する調査」
2009 年度 平成 20 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーター養成研
修カリキュラム・テキスト作成業務
独立行政法人科学技術振興機構・社会技術研究開発事業 「中関
心層を対象とした熟議型対話手法の参加型開発、および社会実
験（統合的 pTA 会議）
」
2008 年度 独立行政法人科学技術振興機構・社会技術研究開発事業 「中関
心層を対象とした熟議型対話手法の参加型開発、および社会実
験（統合的 pTA 会議）
」
2007 年度 ステークホルダー分析プロジェクト「ステークホルダー分析の
実施」
独立行政法人科学技術振興機構・社会技術研究開発事業 「中関
心層を対象とした熟議型対話手法の参加型開発、および社会実
験（統合的 pTA 会議）
」
「今後の社会情勢に対応した都市施設・市街地開発事業のあり
方等に関する検討調査」
2006 年度 パブリック・ハーツ・セミナー「市民参加型行政を考える －
中京圏における行政の政策等課題に関する住民参画手法 調査
結果から－」／報告者兼コーディネーター

建設コンサルタント
岐阜地域広域市町村圏協
議会
(特非)起業支援ネット
東海市
西尾幡豆防災リーダー会
岐阜地域広域市町村圏協
議会
建設コンサルタント
(特非)レスキューストッ
クヤード

委託者等
名古屋大学、民間企業
岐阜大学

(財)和歌山県人権啓発セ
ンター
港まちづくり協議会
「美し国おこし・三重」
実行委員会、三重県
(独)科学技術振興機構
社会技術研究開発センタ
ー、大阪大学
(独)科学技術振興機構
社会技術研究開発センタ
ー、大阪大学
東京大学大学院法学政治
学研究科
(独)科学技術振興機構
社会技術研究開発センタ
ー、大阪大学
(財)都市計画協会
(財)名古屋都市センター
（支援）
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