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地域計画

１．総合計画

雫石地域社会発展計画 1971 雫石町

西郷村総合開発基本計画 1972 福島県西郷村

東和町地域社会発展計画 1975 東和町

田老町地域社会発展計画基本構想 1976 田老町

第三次水沢市市勢発展計画 1980 水沢市

第四次三陸町総合開発計画 1981 三陸町

新久慈市勢発展計画 1982 久慈市

川崎村村勢発展計画 1983 川崎村

第４次矢巾町総合計画 1984 矢巾町

二戸市総合計画 1984 二戸市

第４次水沢市市勢発展計画における将来指標作成 1984 水沢市

一関市総合発展計画 1985 一関市

新平泉町総合発展計画 1985 平泉町

新千厩町町勢発展計画 1985 千厩町

胆沢町総合開発計画(基本構想) 1986 胆沢町

和賀町人口動向調査 1986 和賀町

岩手町人口動向調査 1986 岩手県商工会連合会

第四次和賀町総合開発計画 1987 和賀町

衣川村総合計画 1987 衣川村

普代村総合発展計画 1988 普代村

山形村総合計画基本計画 1988 山形村

新平泉町総合発展計画後期基本計画 1989 平泉町

第５次水沢市市勢発展計画における将来指標作成並び主

要課題調査

1989 水沢市

新野田村総合開発計画基本計画 1990 野田村

千厩町町勢発展計画 1990 千厩町

石鳥谷町総合開発計画 1991 石鳥谷町

第三次平泉町総合発展計画基本構想 1994 平泉町

第６次水沢市市勢発展計画(フレーム、課題) 1994 水沢市

第３次野田村総合開発計画 1995 野田村

第三次千厩町町勢発展計画 1995 千厩町

第三次平泉町総合発展計画 1995 平泉町
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普代村総合計画基本計画 1995 普代村

衣川村総合発展計画基本計画 1995 衣川村

石鳥谷町総合開発計画第二次基本計画策定業務 1996 石鳥谷町

紫波町総合発展計画基本構想 1998 紫波町

田野畑村新しい総合計画「基本構想」策定 1999 田野畑村

北上市総合計画 1999 北上市

将来フレーム推計調査 1999 一関市

新しい総合計画策定委託補助事業 2000 田野畑村

北上市総合計画策定調査 2000 北上市

大野村総合計画 2000 大野村

まちづくり計画策定調査 2000 岩泉町

総合計画策定関連作業業務 2000 千厩町

紫波町総合計画 2000 紫波町

第３次川崎村村勢発展計画策定業務 2001 川崎村

一関市総合計画基本計画策定調査業務委託 2001 一関市

室根村活性化構想イメージ図作成業務 2001 室根村

岩泉町まちづくり計画にかかる人口等推計調査業務 2004 岩泉町

野田村総合開発計画将来フレーム 2005 野田村

一関市総合計画 2005 一関市

西和賀町総合計画 2006-7 西和賀町

北上市総合計画 2008-9 北上市

岩泉町まちづくり総合計画 2009 岩泉町

大槌町復興まちづくり創造懇談会運営業務 2011 大槌町

西和賀町総合計画後期計画策定支援業務業務 2012 西和賀町

復興まちづくり住民合意形成事業業務 2013 大槌町

地域コミュニティ戦略作成業務委託 2014 大槌町

新岩泉町まちづくり総合計画後期基本計画策定支援業務 2014 岩泉町

２．市町村合併計画

野田村総合開発計画将来フレーム 2005 野田村

北上和賀江釣子三市町村将来構想 1988 和賀中部行政連絡協議会

北上市和賀町江釣子村将来構想(概要) 1989 和賀中部行政連絡協議会

新市建設計画 1990 北上市和賀町江釣子村合併協議会

新市建設計画の概要版 1990 北上市和賀町江釣子村合併協議会

一関地方新市将来構想 2002 一関地方任意合併協議会

湯田町沢内村合併将来構想 2003 湯田町沢内村任意合併協議会
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一関合併新市建設計画 2003 一関市

新自治体建設計画策定業務 2003 湯田町沢内村合併協議会

湯田町沢内村新自治体建設計画 2004 湯田町沢内村合併協議会

新市将来構想策定に係る調査分析 2004 水沢市胆沢町前沢町衣川村任意合

併協議会

両磐新市構想 2004 両磐合併協議会

一関地方合併協議会新市建設計画作成支援業務 2004 一関地方合併協議会

新市将来構想及び建設計画策定支援業務 2004 水沢市胆沢町前沢町衣川村任意合

併協議会

３．広域計画

出雲中核都市圏基本構想 1974 地域振興整備公団

第三次胆江地区広域市町村圏計画 1980 胆江地区広域市町村圏協議会

新岩手中部地区広域市町村圏計画 1980 岩手中部地区広域市町村圏協議会

気仙地区新広域市町村圏計画 1981 気仙地区広域市町村圏協議会

気仙地区広域サービスシステム推進調査 1982 気仙地区広域市町村圏協議会

久慈地区新広域市町村圏計画 1985 久慈地区広域行政事務組合

第４次胆江地区広域市町村圏計画 1985 胆江地区広域市町村圏協議会

新二戸地区広域市町村圏振興整備計画 1985 二戸地区広域行政事務組合

新岩手中部地区広域市町村圏計画 1985 岩手中部地区広域市町村圏協議会

東磐井の里構想推進調査 1987 岩手県千厩地方振興局

胆江地区広域市町村圏高等教育機関設置に関する調査 1990 胆江地区広域市町村圏協議会

第五次胆江地区広域市町村圏計画 1990 胆江地区広域行政組合

岩手中部地区広域市町村圏計画 1990 岩手中部地区広域市町村圏協議会

久慈地区広域市町村圏計画(第三次) 1990 久慈地区広域行政事務組合

気仙地区広域市町村圏計画 1991 気仙地区広域市町村圏協議会

北上中部地域開発整備促進構想 1994 北上中部地域開発整備促進協議会

岩手中部地区広域市町村圏計画 1995 岩手中部地区広域市町村圏協議会

久慈地区広域市町村圏計画(第三次後期) 1995 久慈地区広域行政事務組合

岩手中部広域市町村圏計画策定 2000 岩手中部広域市町村圏事務組合

第四次久慈地区広域市町村圏計画 2000 久慈地区広域事務組合

両磐地区広域市町村圏計画基本構想主要指標の見通し基

礎資料作成

2000 両磐地区広域市町村圏協議会

宮古地域広域ビジョン策定業務 2003 宮古地方振興局

両磐広域将来構想 2003 両磐広域市町村圏

宮古地域広域ビジョン策定業務 2004 宮古地方振興局
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宮古下閉伊地域広域振興ビジョン策定 2005 宮古地方振興局

第四次岩手中部地区広域市町村圏計画 2005 岩手中部地区広域市町村圏事務組

合

第四次気仙地区広域市町村圏計画後期基本計画 2006 気仙広域連合

第四次久慈地区広域市町村圏計画基本構想後期基本計画 2006 久慈地区広域行政事務組合

４．地域連携計画

北東北地域連携軸構想 1995 北上市

北東北地域連携軸構想 1996 北上市

岩手青森地域連携調査 1997 北海道東北 21世紀構想推進会議

北東北地域連携軸構想パンフレット印刷 1997 北東北地域連携軸構想推進協議会

北東北地域連携軸構想推進道路計画 1997 北東北地域連携軸構想推進協議会

北東北広域連携構想 1998 北東北地域連携推進会議

北東北広域連携調査 1999 北東北地域連携推進会議

三陸地域における地域連携調査 2000 岩手県

三陸沿岸地域連携調査 2001 岩手県

地域間連携交流プログラム作成 2001 川崎村

都市計画三陸沿岸地域資源情報収集調査 2001 岩手県

三陸沿岸地域連携調査 2002 岩手県道路建設課

５．土地利用計画

野中地区土地利用基本計画 1978 田老町

盛岡市東部丘陵地宅地開発適地調査 1982 盛岡市

盛岡市東部丘陵地における開発保全の方針に関する検討

調査

1982 盛岡市

国土利用計画水沢市計画 1983 水沢市

吉里吉里地区土地利用整備計画 1984 大槌町

国土利用計画矢巾町計画 1984 矢巾町

国土利用計画平泉町計画 1986 平泉町

国土利用計画盛岡市計画 1988 盛岡市

国土利用計画金ヶ崎町計画 1989 金ヶ崎町

富岡町国土利用計画土地利用計画 1990 (財)東北開発研究所

東和町インターチェンジ周辺等土地利用計画 1994 東和町

国土利用計画衣川村計画策定 1997 衣川村

国土利用計画大野村計画 1998 大野村

北上市国土利用計画 1999 北上市
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北上市国土利用計画 2008-9 北上市

６．地域整備計画

雫石町地熱利用計画 1971 雫石町

花巻市西南地区整備構想 1983 花巻市

豊沢川南地域開発整備調査 1985 花巻市

北上市展勝地国見山開発整備基本構想 1989 北上市

大股地区開発計画 1990 住田町

胆沢町農山漁村活性化定住圏創造事業調査診断 1992 (財)農村地域工業導入促進センタ

ー

ふるさとイメージアップ事業 1994 滝沢村

水源地域振興計画 1995 胆沢町

水源地域振興計画 1996 胆沢町

水源地域振興計画 1998 胆沢町

八戸市種差地区再生計画策定ワークショップ支援業務 2008 C 社

八戸市種差地区再生基本計画活用業務整備構想及び施設

構想作成支援業務

2009 C 社

東日本大震災による被災現況調査業務(岩手３) 2011 Ｔ社

東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン

概略検討業務(その３)

2011 国土交通省都市地域整備局

東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン

詳細検討業務(その 28)

2011 Ｔ社

東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン

詳細検討業務(その 29)

2011 Ｔ社

鵜住居地区津波防災対策強化事業業務 2012 釜石


