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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



【株式会社 邑計画事務所 業務経歴】

5
地域計画

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
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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
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産業振興計画

１．地域活性化計画

山村地域商工業振興計画(山形村) 1978 岩手県商工会連合会

陸中海岸地域観光計画(山田町) 1979 岩手県商工会連合会

八幡平地域観光計画(安代町) 1979 岩手県商工会連合会

地縁産業のすすめ(千厩町) 1980 岩手県商工会連合会

地縁産業のすすめ(一戸町) 1980 岩手県商工会連合会

町の産業”振興計画(湯田町) 1981 岩手県商工会連合会

大東商工会地域ビジョン 1981 大東商工会

軽米商工会地域ビジョン 1982 軽米商工会

両磐モデル定住圏自然空間活用構想 1983 岩手県

地場産業の開発(大迫町) 1983 岩手県商工会連合会

陸前高田商工会地域ビジョン 1983 陸前高田商工会

ふるさと運動を核とした地場産業の振興(衣川村) 1984 岩手県商工会連合会

情報化社会における町の産業おこし(和賀町) 1984 岩手県商工会連合会

東和商工会地域ビジョン 1984 東和商工会

田沢湖町商工会地域ビジョン 1984 田沢湖町商工会

東山町商工会地域ビジョン 1985 東山町商工会

工人の村建設構想(江釣子村) 1987 岩手県商工会連合会

観光開発と特産品開発による地域振興方策(岩手町) 1987 岩手県商工会連合会

西根町商工会地域ビジョン 1987 西根町商工会

田山地域活性化方策調査 1988 安代町

松尾村商工会地域ビジョン 1988 松尾村商工会

シカ総合対策推進構想 1989 岩手県

イメージ図作成 1990 安代町

細野地区施設基本計画 1991 安代町

衣川村山村活性化ビジョン作成 1993 (社)全国農業構造改善協会

北岩手における総合的交流展開方策調査 1993 岩手県

商工会等ビジョン策定事業 1993 岩手県商工会連合会

商工会地域活性化対策事業 1993 岩手県商工会連合会岩手中部地区

広域指導センター

商工会地域活性化対策事業 1993 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

商工会等ビジョン策定事業 1994 岩手県商工会連合会
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商工会地域活性化対策推進事業 1994 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

商工会地域活性化対策推進事業 1994 岩手県商工会連合会両磐地区広域

指導センター

久慈地区広域経営改善普及事業 1994 岩手県商工会連合会久慈地区広域

指導センター

東磐活性化構想 1995 東磐井活性化研究会

アクティブ＆アトラクティブみやこＪ７調査 1995 岩手県宮古地方振興局

商工会地域活性化対策推進事業(大槌町の観光) 1995 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

アクティブ＆アトラクティブみやこＪ７調査 1996 岩手県宮古地方振興局

気仙匠の継承及び活性化方策案作成陸前高田らしい街づ

くり計画

1996 景観とまちなみ研究会

リアス海岸沿いの中山間地域における海路ネットワーク

を活用した活性化策の推進調査

1997 (財)三陸地域総合研究センター

地域別開発促進調査事業 1997 岩手県

小本港湾の物流面における利活用計画策定調査 1997 (財)三陸地域総合研究センター

安代町活性化検討調査 2000 (財)東北産業活性化センター

二戸市地域別中山間地域活性化推進構想 2000 二戸市

中山間地域総合整備事業「ほっけい地区」活性化構想 2001 岩手町

安代町活性化検討調査 2001 (財)東北産業活性化センター

地場消費拡大プラン(北リアス「地産地消」推進プラン)作

成調査

2001 岩手県久慈地方振興局

広域連携等地域振興対策事業報告書原稿作成 2001 新里村商工会

プランナーズネット 2001 調査等 2001 盛岡商工会議所

ＪＲ等駅周辺再開発等活性化実現可能性調査 2001 岩手県商工会連合会県央広域指導

センター

アンケート調査 2001 雫石町商工会

胆沢平野地域多面的機能推進調査 2002 (社)農村環境整備センター

商工会商工会議所の連携に関する検討会 2002 岩手県商工会連合会

矢巾町徳田第二地区基盤整備促進事業 2002 矢巾町

矢巾町徳田第二地区集団化促進業務 2003 矢巾町

地域通貨を活用した中津川の魅力づくりと街なか活性化

事業実施業務

2006 NPO 法人もりおか中津川の会

馬車が走るスローで素敵なまち盛岡の魅力づくり社会実

験調査業務

2006 NPO 法人もりおか中津川の会
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どん栗村から山里暮らしの魅力発信 2009 どん栗村運営協議会

北上ブランド開発調査研究事業 2010 北上商工会議所

「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」本体業務 1

年目に係る委託業務

2011 北上商工会議所

山田町商工会商工業復興計画検討委員会業務 2012 山田町商工会

大槌町産業復興アクションプラン策定業務 2012 大槌町

２．農林漁業振興計画

新農村地域定住促進対策事業計画 1984 大槌町

東和町農業集落調査分析 1985 東和町

山村林業構造改善事業計画 1987 三陸町

農村総合整備計画アンケート 1990 普代村

産地形成促進施設基本計画 1990 胆沢町

農村総合整備モデル事業に係る調査 1991 普代村

大船渡市農業構造改善基本計画 1994 大船渡市

ＪＡにしわがトータルブランド策定ツール作成 1996 西和賀農協

二戸市「地域農業基盤確立支援推進事業」 1997 (財)農林漁業体験協会

宮古地域活力ある農林漁業担い手ビジョン策定調査 1997 岩手県宮古地方振興局

農業構造改善事業「活性化農構」実績データベース作成 2000 岩手県経営構造対策推進委員会

いさわ南部農地整備事業 農業農村整備事業による多面

的機能発揮地域の分析

2000 東北農政局いさわ南部農地整備事

業建設所

いさわ南部農地整備事業いさわ南部生態系概要書作成 2001 東北農政局胆沢猿ヶ石土地改良事

業所

いさわ南部地区多面的機能に関する資料整理 2001 (社)農村環境整備センター

地域農業基盤確立農業構造改善事業実績データベース作

成

2001 岩手県農業会議

兼業農家実態調査 2003 岩手県建設技術振興課

住田い町産直市企画支援業務 2004 住田町

西和賀町農業振興センター法人化支援業務 2006 西和賀町

下矢次地区経営体育成促進換地等調整事業 2006 岩手県土地改良事業団体連合会

県農林水産物の外食惣菜等中食産業への利用促進アンケ

ート調査集計分析業務

2006 岩手県

釜石市橋野地区における地域資源活用による地域活性化

調査

2009 (財)釜石大槌地域産業育成センタ

ー

農山漁村地域力発掘支援モデル事業 2008-9 農林水産省

都市農村交流あづまねエリア整備計画作成業務 2009 紫波町
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３．建設業進行計画

岩手県住宅産業近代化計画 1995 岩手県

岩手県住宅建設コスト低減対策計画 1995 岩手県

建設業経営支援センターコーディネイタ 2003 岩手県建設業協会

建設業経営支援センター 2004 岩手県建設業協会

建設業アドバイザー派遣 2004 岩手県建設業協会

建設業新分野進出支援事業 2005 千厩地方振興局

建設業経営支援センター 2005 岩手県建設業協会

中小企業経営革新補助事業 2005 Ｋ社

新分野進出モデル構築支援事業 2005 Ｏ社

経営革新アドバイザー 2005 Ｗ社

産業廃棄物破砕処理に関する事業化可能性調査 2005 Ｓ社

首都圏百貨店等における販路開拓に関する調査業務 2006 K 社

建設業新分野進出ビジネスモデルプラン作成業務 2006 岩手県

建設業新分野進出モデル構築支援事業 2007 Ｃ社、Ａ社

４．工業振興計画

前沢町の工業振興に関する調査 1981 前沢町商工会

盛岡市工業団地構想 1982 盛岡市

石鳥谷町工業開発基本計画 1994 石鳥谷町

二ツ井町工業ビジョン 2000 二ツ井町商工会

滝沢村地域工業活性化事業 2002 滝沢村商工会

新産業事業化支援事業 2002 (財)いわて産業振興センター

滝沢村地域工業活性化事業 2003 滝沢村商工会

水産加工品の廃棄物を活用した人工エサの市場性並びに

販路開拓に関する調査

2003 (財)いわて産業振興センター

滝沢村地域工業活性化事業 2004 滝沢村商工会

公共の場でのＡＥＤ収納箱の製造販売に関する調査 2004 (財)いわて産業振興センター

知的財産権コーティネーター 2004 岩手県工業技術センター

知的財産事業化 2005 岩手県工業技術センター

一関市工業振興計画 2007 一関市

木質チップバーナーの市場調査と営業販売戦略策定支援 2007-8 B 社

５．商業振興計画

山形村商工業振興推進事業実施計画 1979 岩手県商工会連合会
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山口県流通センター基本実施計画 1980 Ｍ社

胆沢町中心地区構想に伴う核店舗建設計画 1981 胆沢町商工会

大槌小売商業振興モデル商工会事業 1983 大槌商工会

岩泉町商業近代化計画 1983 岩泉商工会

安代町荒屋新町地区商店街近代化計画 1985 安代町商工会

安代町小売商業振興モデル商工会事業 1986 安代町商工会

滝沢村商業振興計画 1987 滝沢村商工会

山田南商店会地区商業近代化計画 1987 山田南商店会事業協同組合

金田一駅前西側商店会協同店舗計画 1987 金田一駅前西側商店会

花巻市商店街活性化調査 1987 花巻市

久慈市商業集積等構想 1989 久慈市

滝沢ＳＣ適地選定調査 1990 滝沢ＳＣ設立準備委員会

中小商業活性化事業 1990 山田町商工会

地域商業の後継者問題に関する調査 1992 岩手県商工会連合会

生活支援サービス業振興指針策定調査 1992 岩手県

街おこし推進事業調査 1992 山田町商工会

特定商業集積整備基本構想 1993 久慈市

特定商業集積整備基本構想事業化計画 1995 久慈市

地域振興支援事業 1995 二戸金田一商工会

市街地再開発事業の耐震化に対する計画策定調査 1996 陸前高田市

商業環境実態調査事業報告書作成に伴う関連部分のまと

め

1997 矢巾町商工会

商工会地域活性化対策推進事業調査研究活動報告書作成 1997 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

活路開拓ビジョン調査研究 1997 岩手県自転車二輪車商業協同組合

観光産業からみた田沢湖町商業の調査 1998 田沢湖町商工会

新里村商工会等地域振興対策事業 1998 新里村商工会

地域商業活性化実施計画 1998 水沢商工会議所

水沢市中心市街地活性化基本計画 1999 水沢市

商業タウンマネージメント計画策定に係る調査 1999 水沢商工会議所

商業タウンマネージメント計画 1999 水沢商工会議所

滝沢村小売商業活性化ビジョン 1999 滝沢村小売商業活性化ビジョン研

究会

新里村商工会地域振興対策実現化事業計画 1999 新里村商工会

角館町中心市街地活性化基本計画 1999 角館町

薬局薬店経営実態調査 1999 (財)岩手県中小企業振興公社
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コンビニエンスストア開店実態調査 1999 (財)岩手県中小企業振興公社

商工会等地域振興対策事業アンケートの集計分析 1999 和賀町商工会

和賀町商業振興ビジョン 1999 和賀町商工会

報告書作成に係る校正 1999 (財)岩手県中小企業振興公社

滝沢村小売商業活性化ビジョン 2000 滝沢村小売商業活性化ビジョン研

究会

和賀町商業振興ビジョン 2000 和賀商工会

遠野ＴＭＯセミナー 2000 遠野商工会

角館町商工会商業タウンマネージメント計画 2000 秋田県角館町商工会

新里村商工会「地域活性化セミナー」 2000 岩手県商工会連合会東部広域指導

センター

江釣子商工会地域振興計画 2000 江釣子商工会

県内小売業の IT 化実態調査 2000 (財)いわて産業情報センター

ＪＲ等駅周辺再開発等活性化実現可能性調査 2000 岩手県商工会連合会

滝沢村小売商業活性化ビジョン 2001 滝沢村小売商業活性化ﾋﾞｼﾞｮﾝ研究

会

商業タウンマネージメント計画 2001 安代町商工会

商店街競争力強化支援事業 商店街活性化事業計画 2001 二ツ井町商工会

「無料愛車診断キャンペーン」事業に係るアンケート調査 2001 岩手県石油商業協同組合

県内中小小売商業者の経営革新実態調査 2001 (財)いわて産業振興センター

商工会商工会議所の経営支援体制に関するアンケート調

査

2001 岩手県商工会連合会

商業者組織団体強化事業に係る講師派遣 2001 水沢商工会議所

滝沢村小売商業活性化ビジョン 2002 滝沢村小売商業活性化ビジョン研

究会

岩泉町中心市街地商業等活性化基本構想 2002 岩泉町

一戸町中心市街地活性化基本計画 2002 一戸町

遠野市中心市街地活性化事業 2002 遠野商工会

遠野まちづくり塾 2002 岩手県中小企業団体中央会

盛岡中心市街地活性化 2002 盛岡まちづくり会社

二ツ井商業活性化コンセンサス形成事業 2002 二ツ井町商工会

一戸町 TMO 構想 2002 一戸商工会

水沢大町助成事業 2002 岩手県商店街振興組合連合会

釜石まちづくり塾 2002 全国商店街振興組合連合会

滝沢村商業ビジョン＋巣子駅周辺整備計画 2003 滝沢村商工会

大槌町中心市街地活性化基本計画 2003 大槌町
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岩泉町 TMO 構想 2003 岩泉町商工会

岩泉町 TMO コンセンサス形成 2003 岩泉町商工会

国道 282 号及び大更停車場線歩行者空間整備事業調査 2003 西根町商工会

空き店舗対策事業 2003 比内町商工会

岩泉町ＴＭＯ概要版作成 2003 岩泉町商工会

角館町商店街勉強会 2003 角館町上新町商店会

国道 282 号及び大更停車場線歩行者空間整備事業 2004 西根町商工会

大槌町 TMO 構想 2004 大槌商工会

雫石町 TMO 構想 2004 雫石町商工会

岩泉町商店街街路整備 2004 岩泉町

一戸町 TMO 構想 2004 一戸町商工会

葛巻町 TMO 構想 2004 葛巻町商工会

角館商業ビジョン 2004 角館町商工会

角館町上新町商店会店舗診断 2004 上新町商店会

葛巻町ＴＭＯ支援 2005 葛巻町商工会

一戸町ＴＭＯ支援 2005 一戸町商工会

コンセンサス形成事業 2005 仙北市商工会

角館町上新町商店会 2005 上新町商店会

地域振興ビジョン構想 2007 八幡平市商工会

平成 19 年度サービス産業生産性向上支援調査 2007 NPO 法人健康サービス産業振興機構

大仙市商工会地区商工業振興ビジョン 2008 大仙市商工会

平成 21 年度産官学連携による商店街活性化対策事業 2009 岩手県商工会連合会

地元農産物の直接仕入れと宅配によるダイレクト販売事

業支援業務

2009 肴町商店街振興組合

６．物産振興計画

両磐ブロックにおける地場産業の振興と観光の推進 1981 岩手県商工会連合会

盛岡地域地場産業異業種交流による新商品開発のための

調査研究

1983 盛岡市家具協同組合

手づくり村入込推計調査 1984 盛岡市

かわとく壱番館ガラス工房建設調査 1985 Ｋ社

土産品市場調査 1986 (財)盛岡地域地場産業振興センタ

ー

東和町地域食品振興基本計画 1987 東和町

清酒市場調査 1987 (財)盛岡地域地場産業振興センタ

ー
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江釣子村工芸の村周辺公園計画 1988 江釣子村

岩泉町マツタケの直販に関する調査 1990 岩泉町

地域資源調査 1991 松尾村商工会

地域資源調査 1992 花泉町商工会

むらおこし事業 1993 松尾村商工会

むらおこし事業 1993 花泉町商工会

むらおこし事業 1995 紫波町商工会

販路開拓支援事業 1995 花泉町商工会

過疎地域活性化モデル事業マスタープラン作成 1996 衣川村

過疎地域活性化モデル事業パッケージ等開発 1996 衣川村

山村振興事業生産物直売食材供給施設に関する市場調査 1997 川井村

いわて新世紀ブランド創造事業調査 1997 岩手県

首都圏物産情報発信施設設置可能性評価事業 1997 岩手県二戸地方振興局

いわて新世紀ブランド創造事業 1998 岩手県

いわて新世紀ブランド創造事業 1999 岩手県

地域農業基盤確立支援推進事業地域特産物活用施設基本

計画

1999 岩手町

いわて新世紀ブランド創造事業 2000 岩手県

フードシステム連携強化循環推進事業実施報告書作成 2000 胆沢町

ウニブランド化推進調査 2001 久慈地域「海の幸」ＰＲ協議会

新里村商工会特産品パッケージデザイン作成 2001 新里村商工会

いわて新世紀ブランド創造事業 2001 岩手県

循環型地域材利用推進調査 2001 モクネット事業協同組合(二ツ井)

鮭の自動選別搬送システム商品化可能性調査 2002 (財)いわて産業振興センター

秋田県産品市場拡大戦略策定調査 2002 秋田県物産振興会

「海の幸」ブランド化 2002 久慈地域「海の幸」ＰＲ協議会

21 世紀いわてブランド調査 2002 岩手県ブランド推進課

新里村商工会特産品 2002 新里商工会

岩手県産品(食品工芸品)流通実態調査 2002 岩手県ブランド推進課

住田い町産直システム 2003 住田町

秋田県産品市場拡大戦略策定調査(工芸品) 2003 秋田県物産振興会

久慈地域水産物 PR企画販促調査 2003 久慈地域 PR 協議会

川井村夏屋地区山菜＆地元学リーフレット 2003 川井村中山間地域振興実行委

県産水産物規格統一促進調査 2003 岩手県

住田い町産直市企画立案 2003 住田町

県産水産物規格統一促進調査 2004 岩手県流通課
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住田い町産直市企画立案 2004 住田町

県産農林水産物流通実態調査 2004 岩手県流通課

新たな流通方式導入調査事業 2004 岩手県流通課

加工外食等新需要対応産地づくり分析調査 2005 岩手県県流通課

いわてクラフトビジネス展開事業支援業務 2006 NPO 法人ライフデザイン花巻

白神酵母活用研究会特産品の物流に関する研究会運営支

援業務

2006 秋田県物産振興会

中小企業戦略的総合支援事業(N 社支援業務) 2006 (社)いわて産業振興センター

６．雇用開発計画

特定地域企業誘致調査(釜石、大船渡) 1988 (財)岩手県中小企業振興公社

盛岡地域高年齢者雇用開発事業調査研究 1990 岩手県

地域雇用開発プラン(田老町) 1990 岩手県地域雇用開発促進協議会

盛岡地域高年齢者雇用アンケート 1991 岩手県

地域雇用開発プラン(久慈市) 1991 岩手県地域雇用開発促進協議会

盛岡地域高年齢者雇用開発事業調査 1992 岩手県

岩手県地域雇用環境整備計画 1992 岩手県

地域雇用開発プラン(大潟村) 1992 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

盛岡商工会議所高年齢者雇用開発事業調査 1992 盛岡商工会議所

盛岡地域雇用環境整備計画 1993 岩手県

65 歳継続雇用地域推進事業実態調査 1993 盛岡商工会議所

中小企業労働力確保推進事業 1993 岩手県コンクリート製品協同組合

地域雇用開発プラン(田沢湖町) 1993 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

地域雇用開発プラン(二ツ井町) 1994 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

岩手県障害者雇用推進基本計画 1994 岩手県

人材確保対策事業 1994 岩手県コンクリート製品協同組合

岩手県における産業構造転換と雇用に関する実態調査 1995 岩手県地域雇用開発協議会

地域雇用開発に関する調査研究(円高海外シフトに伴う雇

用変化)

1995 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

障害者雇用推進年次計画 1995 北上市､水沢市､江刺市､金ヶ崎町､

前沢町､胆沢町､衣川村

地域雇用環境整備推進プラン 1995 (財)秋田県ふるさと定住機構

中小企業人材確保対策事業 1995 岩手県コンクリート製品協同組合
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岩手県障害者雇用推進年次計画 1996 岩手県

景気回復局面における県内各地の労働力需給の把握 1996 岩手県地域雇用開発協議会

中小企業人材確保推進事業『パート従業員雇用マニュア

ル』策定

1996 岩手県コンクリート製品協同組合

山内村地域雇用開発プラン 1996 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

北上市障害者雇用年次計画 1996 北上市

秋田県雇用開発雇用環境実態調査及び平成8年度新規学卒

就職者意識調査

1996 (財)秋田県ふるさと定住機構

地域雇用環境整備推進プラン概要版作成 1996 (財)秋田県ふるさと定住機構

岩手県地域雇用開発プラン 1996 岩手県

胆江障害者雇用年次計画 1996 胆江地域内市町村

障害者雇用実態調査 1996 岩手県障害者雇用促進協議会

秋田県雇用開発雇用環境実態調査及び新規学卒者意識調

査の分析報告書のまとめ

1996 (財)秋田県ふるさと定住機構

県北沿岸雇用動向調査 1996 岩手県地域雇用開発協議会

中高年就業者意識調査 1996 岩手県長寿社会振興財団

岩手県における新業態産業の動向に関する調査 1997 岩手県地域雇用開発協議会

八竜町を対象とした地域雇用開発プランの策定 1997 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会

地域高度技能活用雇用安定計画及び地域人材育成計画 1997 岩手県

北上市障害者雇用推進パンフレット作成 1997 北上市

高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 1997 労働省職業安定課

高度技能活用雇用安定地域若年者意識啓発事業 1997 労働省職業安定課

企業支援制度の案内作成 1997 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

職場定着対策報告書概要版作成 1997 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

職場定着対策報告書概要版作成 1997 (財)秋田県ふるさと定住機構

職場定着対策報告書概要版作成 1997 秋田県中央地域雇用環境整備会議

職場定着対策報告書概要版作成 1997 秋田県県北地域雇用環境整備会議

職場定着対策報告書概要版作成 1997 秋田県県南地域雇用環境整備会議

高年齢従業員の継続雇用に関する企業調査 1997 (社)秋田県雇用開発協会

中小企業人材確保推進事業結果報告書作成 1997 岩手県コンクリート製品協同組合

胆江地区障害者雇用推進年次計画報告書印刷 1997 胆江地域内市町村

高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 1998 労働省職業安定課



【株式会社 邑計画事務所 業務経歴】

23
産業振興計画

若年従業員の職業意識及び職場定着実態調査 1998 岩手県地域雇用開発協議会

男鹿市を対象とした地域雇用開発プラン 1998 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

胆江地区障害者雇用推進年次計画報告書印刷 1998 胆江地域内市町村

継続雇用に関する従業員意識調査 1998 (社)秋田県雇用開発協会

農村地域就業機会創出緊急計画 1998 秋田県八竜町

中小企業人材確保推進事業 1998 岩手県コンクリート製品協同組合

六郷町を対象とした地域雇用開発プラン 1999 ふるさと定住総合対策推進協議会

地域雇用と地元定住に関する調査 1999 岩手県地域雇用開発協議会

山田町地域雇用開発プラン 1999 岩手県地域雇用開発協議会

高度技能活用雇用安定地域調査 1999 水沢公共職業安定所

大野村地域雇用開発プラン 2000 岩手県地域雇用開発協議会

調査研究事業(新規学卒者の就職促進に関する実態調査) 2000 岩手県地域雇用開発協議会

技能士活用実態調査事業 2000 岩手県職業能力開発協会

事務系職種雇用就業分野開拓推進事業 2000 秋田県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

協和町地域雇用計画 2000 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

高度雇用平成 12 年度調査 2000 厚生労働省

地域高齢者能力活用職域開発支援事業 2000 秋田商工会議所

雇用動向報告書の執筆 2000 岩手県地域雇用開発協議会

高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 2001 厚生労働省職業安定局

人材育成育成総括調査事業 2001 北上川流域人材育成総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

推進協議会

地域高齢者能力活用職域開発支援事業にかかる調査等の

一部

2001 (社)秋田県雇用開発協会

ワークシェアリング実態調査 2002 岩手県労政能力開発課

高齢者継続雇用研修会 2002 秋田県雇用開発協会

シルバー人材センター中長期計画基礎調査 2002 秋田県シルバー人材センター連合

会

高度技能活用雇用安定地域計画 2003 岩手労働局北上安定所

高度技能 PR パンフレット作成 2003 岩手労働局北上公共職業安定所

コミュニティビジネス報告書作成管理 2003 岩手労働局

コミュニティビジネス促進事業 2004 岩手労働局

藤里町地域雇用創造調査研究事業 2005 厚生労働省職業安定局

地域雇用創出アドバイザー 2005 岩手労働局

湯沢市地域雇用創造調査研究事業 2005 厚生労働省職業安定局



【株式会社 邑計画事務所 業務経歴】

24
産業振興計画

鹿角地域観光産業進出セミナー 2007 鹿角地域雇用創造協議会

田野畑村地域雇用創造事業支援 2009-10 田野畑村地域雇用創造協議会

遠野市地域雇用戦略チーム支援 2010 岩手労働局

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
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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
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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
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１．住宅計画

遠野市ＨＯＰＥ計画(地域住宅計画)* 1985 遠野市

秋田市ＨＯＰＥ計画 1987 秋田市

いわてウッドタウンプロジェクト基本構想 1989 (財)日本住宅木材技術センター

ウッドタウン推進マニュアル作成 1990 岩手県

岩手県公共住宅再生マスタープラン 1991 岩手県公共建築設計監理協会

大東町公営住宅再生マスタープラン 1992 公共建築設計監理協会

東山町公営住宅再生マスタープラン 1992 公共建築設計監理協会

陸前高田市ＨＯＰＥ計画 1993 陸前高田市

陸前高田市ＨＯＰＥ計画パンフレット 1994 陸前高田市

岩手県住宅マスタープラン(調査編) 1994 岩手県

岩手県住宅マスタープラン(計画編) 1995 岩手県

前沢町住宅マスタープラン 1995 前沢町

陸前高田市住宅マスタープラン 1995 陸前高田市

住田町住宅マスタープラン 1995 住田町

ＨＯＰＥ計画の推進 1995 陸前高田市

ＨＯＰＥ通信及び推進協議会まとめ 1996 陸前高田市

住宅マスタープラン概要版作成 1996 岩手県

大野村住宅マスタープラン 1996 大野村

村営住宅デザインイメージ図作成 1996 山形村

大槌町住宅マスタープラン 1996 大槌町

陸前高田市今泉まちづくり検討会資料作成 1996 今泉まちづくり検討委員会

山形村住宅マスタープラン 1999 山形村

住宅マスタープラン 2000 岩手県

陸前高田市公営住宅ストック総合活用計画 2001 陸前高田市

大東町住宅マスタープラン 2001 大東町建設課

陸前高田市住宅マスタープラン見直作業 2001 陸前高田市

超長期住宅普及事業に係る調査等 2008 (財)岩手県建築住宅センター

２．公共施設計画

大迫町公共施設等の整備に関する調査 1980 大迫町

室根村公共施設配置構想 1983 室根村

久慈市福祉の村構想 1984 久慈市
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いわて社会保険センター設置に関する市場調査 1985 岩手県

盛岡市体育施設整備計画 1986 盛岡市

盛岡駅西口民間活力導入調査 1988 盛岡市

村の家基本計画 1989 花巻市

岩手県企業局会館(仮称)建設事業等基本構想 1989 岩手県企業局

岩手県企業局会館(仮称)建設計画 1989 岩手県企業局

福祉施設設置計画に関する市場調査 1989 岩手県

新盛岡競馬場建設に係る建築企画 1989 岩手県競馬組合

福祉施設設置計画に関する市場調査 1990 岩手県

胆江地区広域ふれあいセンター基本計画 1991 胆江地区広域行政組合

浅岸地区コミュニティ施設調査 1991 盛岡市

新盛岡競馬場建設に係る建築マスタープラン 1991 岩手県競馬組合

若者定住センター構想推進調査 1993 室根村

健康長寿のまちづくり事業の基本計画及び面的施設整備

計画

1995 一戸町

医療福祉ゾーン構想 1995 一戸町

御社地地区開発基本計画 1995 大槌町

岩手県市町村職員保養所建設企画 1995 岩手県市町村職員互助会

岩手県市町村職員保養所建設企画(温泉利用に関する調

査)「ゆこたんの森」

1995 岩手県市町村職員互助会

小山地区コミュニティ施設整備基本計画 1996 胆沢町

宮守村「道の駅」施設整備構想 1996 (財)岩手県観光開発公社

岩手県市町村職員保養施設運営等のアドバイザー 1996 岩手県市町村職員互助会

道の駅構想 1996 石鳥谷町商工会

すこやか子どもランド(仮称)建設工事基本設計 1996 岩手県公共建築設計監理協会

岩手県市町村職員保養施設運営等のアドバイザー 1997 岩手県市町村職員互助会

交流拠点施設整備基本構想 1997 胆沢町

小山地区コミュニティ拠点施設整備基本計画 1997 胆沢町

岩手県市町村職員保養施設運営等のアドバイザー 1998 岩手県市町村職員互助会

東磐井交流拠点施設の機能についての調査 1998 東磐井地域活性化推進会議

岩手県市町村職員保養施設運営等のアドバイザー 1998 岩手県市町村職員互助会

気仙地区広域交流型施設整備構想 1999 気仙広域連合

保健保養施設の運営管理及び営業についての助言指導 1999 岩手県市町村職員互助会

小山地区学社融合施設基本計画調査 2000 胆沢町

県公会堂活用計画 2004 岩手県中小企業団体中央会

古い建造物の再生利用実施計画策定調査等業務 2006 一戸町
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旧盛岡競馬場跡地「自由広場ゾーン」整備基本構想策定業

務

2009 盛岡市

３．文化施設計画

花巻学園都市構想推進調査 1982 花巻市

高等教育機関設置に関する調査 1986 胆江地区広域市町村圏協議会

千厩町青少年交流の場整備調査 1987 千厩町

岩手産業文化センター附属会議施設整備に係る市場調査 1988 岩手県

鬼と平和の里づくり基本計画 1989 和賀町

ＣＩの核となる情報化推進構想 1990 東和町

衣川村農村総合センター構想 1990 社団法人全国農業構造改善協会

盛岡市における市民会館の位置付け等に関する調査 1990 盛岡市

東和町民プラザ基本構想 1990 東和町

カルチャービレッジ構想策定調査 1991 陸前高田市

市民文化ホール建設計画 1991 盛岡市

国際交流拠点施設基本計画策定調査 1993 岩手県

久慈市立久慈小学校改築に伴う基本設計業務住民ワーク

ショップ支援業務

2010 Ｋ社
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１．教育文化計画

日本の民家写真集企画編集 1974 大蔵屋

東北地方におけるへき地社会と教育の現状と将来 1981 総合研究開発機構

岩手県青少年の生活と意識に関する調査 1995 岩手県

伝統的建造物保存活用に係る調査 1998 岩手県

生涯学習に関する県民の意識調査(集計) 1998 岩手県立生涯学習ｾﾝﾀｰ

平泉文化のさと構想 1998 岩手県教育委員会

花巻市女性行動計画策定 1998 花巻市

専門調査(学園都市形成調査) 1999 岩手県

村民の生涯学習に関する意識調査 1999 山形村教育委員会

平泉文化のさと構想 1999 岩手県教育委員会

伝統的建造物実態調査 2000 岩手県

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

北東北３県の茅葺き民家の保存活用に係る新たなネット

ワーク構築活動

2008 NPO 都市デザイン総合研究センター

いわて神楽エルミタージュ劇場公演 2009 岩手県文化芸術振興プラン実行委

員会

伝統芸能継承活用事業 2009 盛岡市

橋野高炉跡ユネスコ世界遺産登録推進事業釜石橋野高炉

周辺地域活性化プラン策定調査業務

2010 釜石市

地域伝統芸能活性化事業(調査研究)業務 2010 盛岡市

高等学校の廃止に伴う影響評価調査業務 2012 西和賀町

２．医療健康福祉計画

水沢市やさしいまちづくり総合計画 1998 水沢市

水沢市やさしいまちづくりパンフレット作成 1999 水沢市

岩手医科大学諸施設の立地に伴う波及効果の予測調査 2001 岩手町

ＤＶ実態調査 2002 男女共同参画エンパワーメントい

わて実行委員会

男女間における暴力に関する調査 2002 岩手県青少年女性課

岩手の子育てアンケート 2002 岩手県保健福祉企画室

スポーツ歯学アンケート 2004 岩手県歯科医師会

団塊世代意識調査 2005 岩手県総合雇用対策局
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中小企業子育て支援実態調査 2005 岩手県保健福祉企画室

健康増進事業実施者歯科保健支援モデル事業 2005 岩手県歯科医師会

歯科保健モデル事業 2005 岩手県歯科医師会

スポーツ歯学アンケート 2007 岩手県歯科医師会

福祉向上における従業員の意向を反映した運営のしくみ

づくり支援業務

2008 NPO 法人福祉支援

福祉サービス第三者評価調査支援(Ｍ保育園評価業務) 2009 NPO 法人福祉支援

障害者就労継続Ａ型事業所調査支援業務 2009 共同研究チーム

宮古圏域障害福祉サービス事業者研修会企画開催支援業

務

2009 宮古圏域障がい者福祉推進ネット

会員実態アンケート集計 2009 岩手県歯科医師会

花巻市障がい者計画に係るアンケート調査分析等業務 2011 花巻市

釜石市子ども子育て支援事業計画ニーズ調査業務 2013 釜石市

矢巾町子ども子育て支援事業計画ニーズ調査業務 2013 矢巾町

金ヶ崎町子ども子育て支援ニーズ調査業務 2013 金ヶ崎町

紫波町子ども子育て支援事業計画基礎調査分析業務 2013 紫波町

大船渡市子ども子育て支援に関するニーズ調査業務 2013 大船渡市

釜石市子ども子育て支援事業計画策定支援業務 2014 釜石市

矢巾町子ども子育て支援事業計画策定業務 2014 矢巾町

岩泉町子育て支援マスタープラン業務 2014 岩泉町

金ヶ崎町子ども子育て支援事業計画策定支援業務 2014 金ヶ崎町

紫波町子ども子育て支援事業計画策定支援業務 2014 紫波町

大船渡市子ども子育て支援事業計画策定業務 2014 大船渡市

大槌町子ども子育て支援事業計画策定業務 2014 大槌町

第４期花巻市障がい福祉計画策定に係るアンケート調査

分析等業務

2014 花巻市

第7次北上市高齢者福祉計画第6期北上市介護保険事業計

画策定業務

2014 北上市

田野畑村高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画策

定に係る日常生活圏域ニーズ調査業務

2014 田野畑村

３．環境リサイクル計画

ごみ減量化等特定課題研究事業実地調査 1995 岩手県

ごみ減量化等特定課題研究事業実地調査 1996 岩手県

ごみ減量化等特定課題研究事業実地調査 1997 岩手県

ごみ減量化等特定課題調査研究 1999 岩手県
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盛岡市容器包装リサイクル法完全実施等に係る資源物排

出量調査

1999 盛岡市

盛岡市ごみ組成調査 2000 盛岡市ごみ減量推進課

「ごみ減量化再使用再生利用生活入門」作成 2000 岩手県

湯田町地球温暖化啓発事業 2003 湯田町*

外来種と環境を考えるフォーラム in 御所湖の運営業務 2005 御所ダムビジョンネットワーク

４．行政計画外部評価等

県民参加型外部評価システム構築支援業務 2005 NPO 法人政策 21

雫石町施策外部評価業務支援(農業と観光の一体的な振

興)

2007 NPO 法人政策 21

紫波町安心安全推進計画 2008 (財)岩手県建築住宅センター

指定管理者制度導入施設における管理運営等に係る第三

者評価

2008 盛岡市

雫石町施策外部評価業務支援(定住促進、指定管理者第三

者評価)

2009 NPO 法人政策 21

日詰地区まちづくり交付金事業効果分析調査業務 2009 紫波町

指定管理者制度導入施設における管理運営等に係る第三

者評価業務

2011 NPO 法人政策 21

指定管理者第三者評価業務(温泉保養公園管理業務) 2011 紫波町

紫波町温泉保養施設(あづまね温泉ききょう荘)における

管理業務に係る第三者評価業務

2011 紫波町

指定管理者制度導入施設における管理運営等に係る第三

者評価業務

2013 NPO 法人政策 21

雫石町政策評価検証業務 2013 NPO 法人政策 21


