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都市計画

１．都市計画

東和都市計画基本構想基本計画 1977 東和町

金ヶ崎都市計画基本構想基本計画 1978 金ヶ崎町

江釣子都市計画基本構想基本計画 1978 江釣子村

遠野市都市整備基本計画 1978 遠野市

遠野都市計画基本構想基本計画 1978 遠野市

陸前高田地域地区に関する都市計画調査 1980 陸前高田市

岩泉町都市計画基礎調査 1982 岩泉町

金ヶ崎都市計画基本構想見直し及び用途地域変更計画 1983 金ヶ崎町

線引き見直し対象地区整備計画検討調査 1984 盛岡市

玉山村都市計画の策定に伴う調査 1986 玉山村

東和都市計画用途地域変更計画 1987 東和町

江釣子都市計画総合的見直し 1988 江釣子村

都市計画道路荒瀬上田面線実施計画 1995 二戸市

都市計画マスタープラン地域別構想充実業務 2002 盛岡市

都市計画マスタープラン地域別構想充実業務 2003 盛岡市

都市再生モデル調査 2005 NPO 法人アクセシブル北上

盛岡市都市計画マスタープラン調査業務 2008 盛岡市

宮古市都市計画マスタープラン策定業務 2013 宮古市

２．新都市整備計画

盛岡地区新都市整備基本計画(盛岡都市圏整備基本計画) 1975 岩手県

都市の発展過程等に関する基礎的事例等調査 1975 岩手県

出雲市都市整備基本計画 1976 島根県＋出雲市

盛南開発に係る広報資料作成 1979 盛岡市

盛岡大通商店街再開発事業基本調査 1980 盛岡大通商店街協同組合

盛岡広域都市計画に係る市街地整備基本計画 1982 岩手県

盛岡南地区都市開発整備に係る環境等現況調査 1983 盛岡市

久慈駅周辺整備計画 1983 久慈市

種市駅用地利用及び緑地休養施設整備等基本構想 1985 種市町

盛岡南地区開発整備環境等現況調査(その２) 1987 盛岡市

水沢市市民の広場形成事業基本構想 1987 水沢市

盛岡南地区都市開発整備環境影響評価調査 1988 盛岡市
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盛南地区イメージ図作成 1988 盛岡市

河南地区活性化調査 1988 盛岡市

河南地区活性化調査(Ａ地区、Ｂ地区) 1989 盛岡市

盛岡駅西口地区ＰＲパンフレット作成 1989 盛岡市

盛岡南地区都市計画決定補足業務 1990 盛岡市

街づくり計画 1991 金ヶ崎町

盛岡駅西口パンフレット作成 1991 盛岡市

盛岡南街づくり基本調査 1992 (財)国土開発技術研究センター

二戸地区都市拠点総合整備事業計画基本設計 1993 (財)区画整理促進機構

盛岡南新都市開発整備事業パンフレット作成 1993 地域振興整備公団盛岡事務所

盛岡南事業看板デザイン設計 1993 地域振興整備公団

盛岡南事業看板デザイン原画作成 1994 地域振興整備公団

盛岡南ＰＲ資料作成 1995 地域振興整備公団盛岡新都市開発

事務所

盛岡南新都市地区計画等導入検討 1998 地域振興整備公団岩手総合開発事

務所

八戸新都市コミュニティづくり支援方策調査 1999 地域振興整備公団

盛岡南道路修景施設等予備設計 2000 地域振興整備公団

八戸ニュータウンサイン詳細設計 2000 地域振興整備公団八戸都市開発事

務所

佐野新都市計画資料作成 2001 (財)国土技術研究センター

都市再生区画整理事業短期推進支援業務 2012 Ｎ社

町方地区ほか３地区用地買収業務 2012 Ｎ社

大槌町個別面談会対応業務 2013 Ｎ社

３．交通計画

盛岡市自転車道路網整備調査 1981 盛岡市

盛岡駅前地区自転車駐輪場整備基本調査 1981 盛岡市

盛岡大通自動車交通量調査 1983 盛岡大通商店街協同組合

胆沢町交通案内システムに関する調査 1987 胆沢町

東和町町営バス車両等のデザイン設計 1988 東和町

まちづくり市町村道整備モデル事業 1991 北上市

まちづくり市町村道整備関連業務 1993 東和町

市道山の神南中根子線シンボルロード基本計画 1993 花巻市

市道山の神南中根子線シンボルロード実施設計 1993 花巻市

市道山の神南中根子線実施設計 1994 花巻市
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複数市町村型まちづくり市町村道整備モデル事業 1994 一関市

市道山の神南中根子線測量調査設計 1995 花巻市

農業用道路の経済効果調査 1995 (財)農村開発企画委員会

陸前高田市交流ふれあいトンネル(パンフ) 1995 陸前高田市

まちづくり交通計画 1997 盛岡市

盛岡のまちづくり交通計画及び交通計画策定調査 1997 盛岡市

まちづくり交通計画 1998 盛岡市

盛岡のまちづくり計画及び交通計画 1998 盛岡市

駐車場整備計画 2001 盛岡まちづくり(株)

盛岡の道路計画パンフ作成 2001 盛岡市

バスセンター利用調査 2004 盛岡まちづくり(株)

コミュニケーション施策による公共交通利用推進調査 2008 IGR いわて銀河鉄道(株)

いわて銀河鉄道ニース等把握調査に係るデータ収集整理

等業務

2009 IGR いわて銀河鉄道(株)

岩手公園地下駐車場利用実態調査業務 2009 盛岡市

紫波町公共交通状況調査業務 2011 紫波町

紫波町鉄道駅周辺交通動態調査業務 2011 紫波町

紫波町交通動態調査業務 2012 紫波町

紫波中央駅前地区交通動態分析調査業務 2012 紫波町

穴口～室小路地区歩道橋橋梁予備設計(その２)業務 2013 公益財団法人岩手県土木技術振興

協会

４．公園緑地の計画

岩洞湖湖北レクリエーション地区基本設計 1975 岩手県

高松公園基本設計 1977 盛岡市

金ヶ崎都市計画緑のマスタープラン 1978 金ヶ崎町

江釣子都市計画緑のマスタープラン 1978 江釣子村

遠野都市計画緑のマスタープラン 1978 遠野市

鍋倉公園基本計画 1978 遠野市

運動公園基本計画(基本設計) 1978 田老町

盛岡市動物園基礎調査 1978 盛岡市

盛岡市周辺林整備計画 1979 日本緑化センター

緑のマスタープラン方針図および緑地配置計画 1979 金ヶ崎町

自然休養村農村運動広場測量調査設計 1979 一戸町

盛岡市立大新児童遊園(仮称)設置実施設計 1979 盛岡市

金ヶ崎町森林総合利用促進事業(千貫石溜池基本設計) 1979 金ヶ崎町
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岩手県緑化推進施設整備事業基本設計調査 1979 岩手県

岩洞湖観光レクリエーション地区園地調査設計 1980 岩手県

盛南地区 100m 街路公園(仮称)基本構想 1980 盛岡市

森山総合公園基本計画 1981 金ヶ崎町

舘山総合公園整備計画 1981 東和町

上町近隣公園基本設計 1981 石鳥谷町

陸前高田都市計画緑のマスタープラン 1982 陸前高田市

グリーンスポーツパーク建設計画基礎調査 1982 陸前高田市

高田松原公園基本計画 1982 陸前高田市

木伏緑地基本構想(公募優秀賞) 1982 盛岡市

近郊自然歩道調査 1982 盛岡市

花巻空港緩衝緑地整備計画設計 1982 岩手県

室根村運動公園基本計画 1983 室根村

山田広域公園(仮称)基本構想 1983 山田町

花巻空港緩衝緑地実施設計 1983 岩手県

盛岡市東部地区地域制緑地調査 1984 盛岡市

市営小鹿牧場活用計画 1985 盛岡市

西根町薬草植物園実施設計 1985 西根町

新石渕ダム周辺環境整備計画 1986 社団法人石渕ダム湖環境整備協会

中央公園の機能拡充についての基本計画 1987 盛岡市

動物公園ビクトリアコーナー等基本設計 1987 盛岡市

ふるさとづくり特別対策事業基本計画図作成 1989 胆沢町

都市計画公園ふれあい公園基本設計 1989 東山町

向山周辺地区整備基本構想 1989 大迫町

都市計画公園西前公園実施設計 1990 東山町

田瀬湖アクセス道路完成イメージ作成 1990 東和町

桜松自然公園整備計画 1991 安代町

江釣子工芸の村公園基本計画 1991 北上市

胆沢ダム付替道路周辺整備計画作成 1991 建設省胆沢ダム工事事務所

江釣子工芸の村公園に係る変更構想図作成 1993 北上市

御所湖広域公園町場園地ワークショップ 2004 Ｓ社

町方安渡地区都市公園基本設計業務 2012 大槌町

町方地区都市公園修正基本設計業務 2013 大槌町

５．水辺の計画

山岸第二排水区せせらぎ水路概略設計 1986 盛岡市
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21 世紀を目指したわが街の河川整備構想 1987 花巻市

21 世紀を目指したわが街の河川整備構想 1987 一関市

和賀町水と親しむ地域づくり計画 1990 和賀町

真城大深沢川杉ノ堂大清水親水計画 1993 水沢市

姉体大深沢川親水計画 1993 水沢市

北上川歴史回廊構想 1995 建設省岩手工事事務所

水と緑の交流拠点整備イメージパース 1995 建設省岩手工事事務所

水辺プラザ構想 1996 石鳥谷町

水辺プラザ整備計画書作成 1997 石鳥谷町

材木町地区イメージパース作成 1997 建設省岩手工事事務所

河川を活かした街並み造り発見事業 1999 (財)電源地域振興ｾﾝﾀｰ

河川を活かした街並み造り発見事業 2000 (財)電源地域振興センター

四十四田ダム表示設備デザイン検討業務 2005 国土交通省北上川ダム統合管理事

務所

盛岡のいのち中津川から始める環境観光再生計画 2005 NPO 法人都市デザイン総合研究セン

ター

６．景観計画

都市緑化システム開発に関する研究調査 1973 機械振興協会

盛岡市における環境保全制度 1980 盛岡市

城址中津川周辺地区都市景観形成基本計画 1982 盛岡市

盛岡市アメニティタウン計画 1984 盛岡市

一関市花と緑の都市モデル地区整備事業計画 1985 岩手県

西青山地区まちづくりパース作成 1985 盛岡市

盛岡市自然環境及び歴史的環境保全基本計画 1985 盛岡市

歴史的建造物調査 1986 盛岡市

コミュニティ道路整備基本構想 1986 水沢市

都市景観形成モデル事業ガイドプラン 1988 盛岡市

八戸新都市ふるさとの顔づくり計画設計 1989 地域振興整備公団八戸都市開発事

務所

福島県都市建築物景観デザインマニュアル* 1989 福島県

ふるさとの顔づくり計画設計(その３) 1990 地域振興整備公団八戸都市開発事

務所

浅岸地区ふるさとの顔づくり基本計画 1991 (財)都市づくりパブリックデザイ

ンセンター

マイロード事業イメージスケッチ作成 1991 浄法寺町
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中央公園と(仮称)盛岡駅本宮線との調整にかかる調査 1991 盛岡市

展勝地地区修景基本設計 1991 岩手県北上土木事務所

八戸ニュータウンまちづくり憲章等作成 1991 地域振興整備公団八戸都市開発事

務所

北上野八坂町線マイロード基本構想図作成 1992 水沢市

久慈市都市景観形成計画 1993 久慈市

盛岡南ふるさとの顔づくり計画 1993 (財)国土開発技術研究センター

久慈市都市景観形成計画 1994 久慈市

陸前高田市景観形成基本方針 1994 陸前高田市

陸前高田市景観形成基本方針パンフレット 1994 陸前高田市

衣川村景観形成基本方針 1994 衣川村

千厩町景観形成基本方針 1994 千厩町

小山崎地区景観整備基本構想図作成 1994 水沢市

遠野市景観形成基本方針 1995 遠野市

久慈市都市景観形成計画パンフレット作成 1995 久慈市

盛岡西リサーチパーク景観計画 1995 (財)国土開発技術研究センター

久慈市市道門前源道線沿い景観形成(住民協定)作成 1995 ぎんなんまちづくり実行委員会

町道大正橋公園２号線調査設計 1995 石鳥谷町

中津川地区イメージパース作成 1995 建設省岩手工事事務所

紫波町景観形成基本方針 1996 紫波町

沢内村景観形成期補方針策定にかかる相談業務 1996 沢内村

室根村景観形成基本方針策定調査 1996 室根村

山形村景観形成基本方針 1996 山形村

田老町景観形成基本方針策定調査 1996 田老町

八戸新都市魅力ある街並みづくりにむけての調査 1996 地域振興整備公団八戸事務所

盛南ふるさとの顔づくり計画 1996 地域振興整備公団盛岡事務所

盛岡西リサーチパーク景観形成計画 1997 地域振興整備公団岩手産業高度機

能開発所

八戸新都市街並み誘導計画具体化検討調査 1997 地域振興整備公団八戸都市開発事

務所

綾里川ダム周辺環境整備検討業務 1997 (財)岩手県土木技術振興協会

綾里川ダム周辺環境整備検討 1998 岩手県土木技術振興協会

盛岡南向中野前潟線修景検討 1998 地域振興整備公団岩手総合開発事

務所

八戸新都市街並み誘導支援方策検討 1998 地域振興整備公団八戸都市開発事

務所
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盛岡南新都市まちづくりガイドライン 1999 地域振興整備公団岩手総合開発事

務所

盛岡南ふるさとの顔づくり 2002 地域振興整備公団

八幡町地区地域の景観点検 2005 NPO 法人都市デザイン総合研究セン

ター

北上市景観計画策定ワークショップ支援 2007 C 社

平成 21 年度住まいまちづくり担い手支援事業 2009 NPO 法人いわて景観まちづくりセン

ター


