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観光計画

１．観光基本計画

室蘭市観光レクリエーション基本計画 1972 北海道室蘭市

大船渡市観光レクリエーション地域整備計画 1977 大船渡市

小豆島観光レクリエーション計画* 1978 兵庫県土庄町

両磐モデル定住圏観光ルートゾーン設定調査 1980 岩手県

軽米町観光総合診断事業コンサル業務 1986 軽米町

水沢市観光診断 1987 (財)岩手県観光開発公社

観光対策調査 1987 盛岡商工会議所

新里村観光診断 1987 (財)岩手県観光開発公社

観光開発の地域に対する波及効果の調査 1988 安代町

宮古市観光診断 1989 (財)岩手県観光開発公社

大船渡市観光レクリエーション計画 1990 大船渡市

盛岡観光アンケート調査 1991 盛岡観光協会

北上市観光開発計画 1993 (財)岩手県観光開発公社

岩手県観光統計概要作成 1993 岩手県

盛岡観光アンケート調査 1994 盛岡観光協会

観光産業からみた田沢湖町商業の調査 1994 田沢湖町

滝沢村観光基本計画 1995 (財)岩手県観光開発公社

宮古地域広域観光ビジョン策定調査 1997 岩手県宮古地方振興局

観光推進計画策定 1998 盛岡市

中津川観光ボランティアガイド育成事業 2001 (財)電源地域振興センター

玉山村観光振興計画 2002 (財)東北産業活性化センター

西根町観光振興計画構想図作成 2003 西根町

大槌町観光ビジョン 2003 大槌町

観光みらいプロジェクト 2006 国土交通省

県央北部広域観光振興アクションプラン 2007 岩手県

北部地域の新たな観光モデルの創造に関する調査業務 2011 財団法人東北活性化研究センター

久慈市交流人口拡大施策検討業務 2013 久慈市

２．観光地区整備計画

宮古市重茂観光拠点地区調査 1973 岩手県＋宮古市

西根町焼走り地区観光拠点開発調査 1973 岩手県＋西根町

滝沢村柳沢地区観光拠点開発調査 1973 岩手県＋滝沢村
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釜石観光拠点基本計画 1974 岩手県＋釜石市

陸前高田観光拠点開発調査 1974 岩手県＋陸前高田市

山中温泉観光再開発基本構想* 1974 福井県山中町

和賀熊沢地区観光拠点開発調査 1975 岩手県＋和賀町

金ヶ崎町西部地区観光レクリエーション開発の方向 1979 金ヶ崎町

大町温泉郷環境整備基本構想 1985 大町温泉郷観光協会

焼石リゾートエリア整備基本計画 1987 胆沢町

安代町綿帽子の里づくり 1987 綿帽子の里づくり事業実行委員会

正法寺周辺地区観光診断 1988 (財)岩手県観光開発公社

河川観光に関する調査 1989 大東商工会

田瀬湖レイクリゾート整備計画 1989 東和町

鴬宿温泉観光整備構想 1989 鴬宿温泉観光協会

飛ケ森地区及び夫婦石地区観光開発調査 1989 千厩町

大東町蓬莱山活用計画 1990 大東町

葛丸川(ダム)観光施設整備基本計画 1991 石鳥谷町

小友浦地区開発整備計画 1992 陸前高田市

小友浦地区開発整備計画補完調査 1993 陸前高田市

オートリゾート平庭高原基本構想に伴う総合的な開発可

能性調査

1996 盛岡広域圏北部地域(葛巻岩手西根

松尾玉山安代)

オートリゾート平庭高原(仮称)基本構想 1996 岩手県

エコパーク平庭高原基本計画策定調査 1997 岩手県

滝沢村岩手山麓グリーンリゾート整備計画 1997 (財)岩手県観光開発公社

雫石町滝の上地区開発計画 1997 (財)岩手県観光開発公社

束稲地区整備構想策定調査 1997 (財)岩手県観光開発公社

観光リゾート周遊モデルコース調査 1998 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ推進協議会

夏油高原観光開発計画 1999 (財)岩手県観光開発公社

観光リゾート周遊モデルコース調査 1999 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ推進協議会

北上川源泉周辺整備計画 1999 (財)岩手県観光開発公社

黄金ワールドけせん金山史跡調査 2000 岩手県大船渡地方振興局

釜石市エコミュージアム構想策定に係る地元学による地

域資源調査

2000 岩手県

北上川源泉周辺「川の駅」整備工事設計業務に係るアドバ

イザー

2000 (財)岩手県観光開発公社

陸中海岸国立公園田野畑地区海岸利用資源調査 2003 環境省自然環境局

八幡平温泉郷活性化 2003 (財)岩手県観光協会

日詰地区観光マップ作成業務 2009 紫波町



【株式会社 邑計画事務所 業務経歴】

27
観光計画

３．観光施設計画

大規模年金保養基地田老地区基本計画 1974 年金保養協会

八幡平地域総合森林レクリエーションエリア安比地区経

営計画

1975 安代町

湯田温泉峡共同施設等整備計画 1975 湯田町

観光診断並び中尊寺毛越寺周辺における交通関連施設等

整備計画

1977 平泉町

胆沢町スキー場適地調査 1978 胆沢町観光協会

胆沢町スキー場利用事業調査 1979 胆沢町観光協会

町営国民宿舎タブの木荘施設改善計画 1980 山田町

自然休養村一戸町奥中山運営管理指導事業診断指導 1982 岩手県農業会議

自然休養村陸前高田市陸前高田地区運営管理指導事業診

断指導

1982 岩手県農業会議

新潟県中野高原牧場開発構想 1984 Ｔ氏

国民保健温泉地構想推進調査 1984 一関市

層雲峡アイスパビリオン構想* 1985 Ｈ氏

(仮称)南部杜氏記念館建設計画(周辺観光施設整備計画) 1985 南部杜氏記念館建設推進協議会

乗馬クラブに関する基本調査計画 1986 Ｋ社

吉里吉里健康センター建設構想 1987 Ｋ社

ふれあい牧場整備事業計画 1988 室根高原牧場管理組合

夢の吉里吉里国建設構想 1988 Ｋ社

クアパーク焼石整備基本計画 1990 胆沢町

鹿の森全体構想図作成 1990 三陸町

沢内バーデン及び周辺志賀来地区観光診断 1995 (財)岩手県観光開発公社

焼走りふれあいの湯整備基本計画 1995 西根町

国民宿舎北限閣経営診断 1995 久慈市

馬っこ王国構想実証事業調査研究活動 1998 岩手県商工会連合会東部広域指導

センター

スーパーアイスパビリオン構想 1998 (株)北海道

自然農業公園整備計画(紫波町) 1998 (財)岩手県観光開発公社

くずまきリフレッシュビレッジ構想 1998 葛巻町

くずまきリフレッシュビレッジ基本計画 1999 葛巻町

七時雨地区体験観光施設調査 2001 西根町

紫波町フルーツパーク 2002 (財)岩手県観光開発公社
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４．グリーンツーリズム等計画

グリーンツーリズムモデル整備構想 1996 (財)農林漁業体験協会

二戸市グリーンツーリズムモデル整備構想 1996 (財)農林漁業体験協会

安代町グリーンツーリズムモデル整備構想 1997 安代町

雫石町グリーンツーリズムモデル整備構想 1998 雫石町

石鳥谷町グリーンツーリズムモデル整備構想 1999 石鳥谷町

釜石市グリーンツーリズムモデル整備構想 1999 釜石市

盛岡に馬車を走らせる実験事業 2005 岩手県都市計画課

民俗芸能を活用した集客交流を促進するコンソーシアム 2005 経済産業省健康サービス産業振興

機構

５．エコミュージアム等計画

田野畑村「まるごと博物館」具現化に向けて 1996 岩手県商工会連合会宮古広域指導

センター

新里村「まるごと博物館」(仮称)構想に向けて 1997 岩手県商工会連合会宮古地区広域

指導ｾﾝﾀｰ

釜石市エコミュージアム基本構想 2000 釜石市

釜石広域エコミュージアム推進事業(基本構想) 2001 岩手県釜石地方振興局

釜石市エコミュージアム事業調査 2001 釜石市

西和賀エコミュージアム構想策定調査 2001 西和賀エコミュージアム推進協議

会

風の人派遣事業 2002 岩手県地域振興課

釜石市エコミュージアム推進地元学調査 2002 釜石市

岩泉町エコミュージアムパンフ作成 2002 岩泉町

森林の地元学実施業務 2003 住田町

釜石市エコミュージアム推進調査甲子東部地区 2003 釜石市

岩泉町エコミュージアムパンフ作成 2003 岩泉町

釜石市エコミュージアム推進調査釜石地区＋鵜住居地区 2004 釜石市

釜石市エコミュージアム構想推進調査 2005 釜石市


