
市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

砂川市 平成23年 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/shisei/kikaku_keikaku/kokudoriyoukeikaku.html

南幌町 平成30年 http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/kakuka/kikaku/kokudokeikaku/

中富良野町 平成23年 http://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00000219.html

猿払村 平成14年 http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/category/78.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

十和田市 平成22年 http://www.city.towada.lg.jp/docs/2011121203049/

藤崎町 平成22年 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,0,42,196,html

おいらせ町 平成31年 http://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1232/kokudo-keikaku.html

五戸町 平成30年 http://www.town.gonohe.aomori.jp/kurashi/osiease/kokudoriyoukeikaku.html

南部町 平成25年 http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/12,632,60,238,html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

北上市 令和2年 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/shisei/gyoseikeikaku/3/9006.html

遠野市 平成28年 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/46,34611,292,1,html

奥州市 平成21年 https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1179.html

滝沢市 平成29年 http://www.city.takizawa.iwate.jp/var/rev0/0062/4359/1174517330.pdf

雫石町 平成31年 http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014121000397/

金ケ崎町 平成23年 http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017100400034/

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

名取市 令和元年 https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kikaku/seisaku/tikubetu/node_66986

岩沼市 平成27年 https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/shisaku/keikaku/kokudo.html

東松島市 平成28年 https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/22,736,71,html

大崎市 平成30年 http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/10,240,28,424,html

大河原町 平成31年 https://www.town.ogawara.miyagi.jp/3024.htm

村田町 平成23年 http://www.town.murata.miyagi.jp/cyosei/seisaku/kokudoriyo/index.html

川崎町 平成23年 http://www.town.kawasaki.miyagi.jp/16,2886,101.html

丸森町 平成29年 http://www.town.marumori.miyagi.jp/kikakuzaisei/kikaku/kokudoriyoukeikaku_2_2.html

亘理町 平成28年 http://www.town.watari.miyagi.jp/index.cfm/10,35415,74,316,html

大和町 平成21年 https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/matisei/kokudokekaku.html

加美町 平成29年 http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,9575,16,html

南三陸町 平成29年 https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/8,0,45,201,html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

秋田市 平成23年 https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011485/1007503/1012099/index.html

能代市 令和元年 https://www.city.noshiro.lg.jp/city/plan/tochi/2006

横手市 平成24年 http://www.city.yokote.lg.jp/keiei/page400262.html

湯沢市 平成30年 http://www.city-yuzawa.jp/futureyuzawa/126.html

鹿角市 平成22年 https://www.city.kazuno.akita.jp/shisei_machizukuri/gaiyo_keikaku/2/3899.html

由利本荘市 平成27年 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/keikaku/c1620/c1628/4478

潟上市 平成30年 http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/13,4526,60,300,html

北秋田市 平成28年 https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/contents-6737

にかほ市 平成29年 http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=281

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

山形市 平成27年 http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/kikaku/kikaku/sogo/tochi/7df46524b8e.html

米沢市 平成23年 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/3133.html

鶴岡市 平成24年 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/sogokeikaku/dai2jitaikoubetu/syakainokiban/kikaku06.html　

酒田市 平成30年 https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/shisakukeikaku/kikaku/kokudoriyou.html

新庄市 平成23年 http://www.city.shinjo.yamagata.jp/kurashi/020/100/030/index.html

上山市 平成23年 https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/3/km201300200.html

村山市 平成28年 https://www.city.murayama.lg.jp/shisei/keikaku_seisaku/keikaku/kokudoriyoukeikaku.html

長井市 平成27年 https://www.city.nagai.yamagata.jp/soshiki/sougoseisaku/2/3/1/1/2268.html

天童市 平成23年 http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/toshimaster.html

東根市 平成24年 https://www.city.higashine.yamagata.jp/11077.html

尾花沢市 平成24年 http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/3825.html

南陽市 平成24年 http://www.city.nanyo.yamagata.jp/keikakukokudo/668.html

山辺町 平成30年 http://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/5/keikaku-machidukuri-kokudoriyou.html

中山町 平成23年 https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/3/kokudoriyou-plan-4ji.html

河北町 平成24年 http://www.town.kahoku.yamagata.jp/5364.html

朝日町 平成27年 https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/administration/keikaku_shisaku/keikaku_koso/4242.html

大江町 平成24年 http://www.town.oe.yamagata.jp/basis/S-page/009-machidukuri/kokudoriyou.html

舟形町 平成23年 http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2013022700108/

高畠町 平成24年 https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/gyoseijoho/kakushukeikaku/2/767.html

小国町 平成22年 http://www.town.oguni.yamagata.jp/data/plan/population/population.html

三川町 平成23年 http://www.town.mikawa.yamagata.jp/town/sougoukeikaku/kokudo/kokudo.html

遊佐町 平成24年 http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/kikaku/kikaku/choseiippan/3340.html

国土利用計画（市町村計画）データベース
（掲載先URLは令和2年9月時点）

01.北海道

02.青森県

03.岩手県

04.宮城県

05.秋田県

06.山形県



市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

喜多方市 平成30年 https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/15793.html

二本松市 平成29年 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page000104.html

本宮市 平成26年 https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/46/kokudoriyou.html

大玉村 平成23年 https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/keikaku/

磐梯町 平成26年 http://www.town.bandai.fukushima.jp/soshiki/seisaku/011_kokudokeikaku.html

猪苗代町 平成23年 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-180-425.html

会津坂下町 平成24年 http://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/2/400.html

湯川村 平成28年 http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/seisakuzaimu/various_plans.html

三春町 平成28年 http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/kokudoriyoukeikaku-dai2zimiharumatikeikaku.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

取手市 平成22年 https://www.city.toride.ibaraki.jp/seisaku/shise/machizukuri/kakubusho/sesakusuishin/kokudoriyo.html

守谷市 平成23年 http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/project/kokudo.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

佐野市 平成30年 https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/shiseijoho_nyusatsu/plan/machizukuri/6823.html

小山市 平成28年 http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/3/1138.html

さくら市 平成29年 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/2/kokudoriyou-plan.html

那須烏山市 令和2年 http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/11,44870,c,html/44870/20200407-100200.pdf

下野市 平成28年 https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0682/genre3-3-001.html

上三川町 平成28年 http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/f_kikaku/plan/plan.htm

野木町 平成28年 http://www.town.nogi.lg.jp/page/page000051.html

市町村名 計画策定・変更年

滑川町 平成27年 http://www.town.namegawa.saitama.jp/smiletown/kokudoriyou_keikaku_index.htm

小川町 平成28年 http://www.town.ogawa.saitama.jp/0000001475.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

長岡市 平成28年 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/kokudo-riyou.html

糸魚川市 平成28年 http://www.city.itoigawa.lg.jp/dd.aspx?menuid=5265

南魚沼市 平成28年 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/keikaku/tosikiban/1480641570180.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

山梨市 平成24年 http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/kokudoriyoukeikaku.html

大月市 平成25年 http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/shisei/kokudoriyoukeikaku.html

上野原市 平成27年 https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/kokudoriyoukeikaku_01keikaku.html

甲州市 平成27年 http://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/gyosekaikaku/detail/%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A8%88%E7%94%BB%EF%BC%88%E7%94%B2%E5%B7%9E%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%EF%BC%89

市川三郷町 平成30年 http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/40administration/12kikaku/kokudoriyou.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

上田市 平成28年 https://www.city.ueda.nagano.jp/kikaku/shise/sesaku/kokudo-dainiji.html

飯田市 平成29年 https://www.city.iida.lg.jp/site/tochi/plan.html

駒ヶ根市 平成26年 https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/shiseijoho/seisaku_keikaku/shinokeikaku/kobetsukeikaku/2004.html

大町市 平成23年 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002100/00002244.html

塩尻市 平成27年 http://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/kikakuseisaku/keieisenryaku/kokudoriyokeikaku.html

佐久市 平成29年 http://www.city.saku.nagano.jp/shisei/seisaku_shisaku/hoshin_keikaku/machizukuri/kokudoriyoukeikaku2.html

千曲市 平成30年 http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2013013100207/

安曇野市 平成23年 https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/6/148.html

佐久穂町 平成21年 https://www.town.sakuho.nagano.jp/oshirase/machi/shisakukeikaku/sogoseisakuka_350.html

下諏訪町 平成26年 http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1001000000476/index.html

原村 平成28年 https://www.vill.hara.lg.jp/docs/1003.html

辰野町 平成22年 http://www.town.tatsuno.nagano.jp/kokudoriyou.html

南箕輪村 平成28年 https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/chiiki/muranokeikaku.html

宮田村 平成28年 https://www.vill.miyada.nagano.jp/government/pages/root/archive/plan/10480-033/11166

松川町 平成28年 http://www.matsukawa-town.jp/cms-sypher/www/common/detail.jsp?id=5546

木曽町 平成30年 https://www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100160/100799/

朝日村 平成29年 https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/sonseijoho/shisaku_keikaku/714.html

坂城町 平成23年 http://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1001000000137/index.html

高山村 令和2年 https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/243.html

野沢温泉村 平成23年 http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/gov/W006H0000035.html

07.福島県

08.茨城県

09.栃木県

11.埼玉県

15.新潟県

19.山梨県

20.長野県



市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

多治見市 平成30年 http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/kekaku/kokudoriyo.html

可児市 平成23年 http://www.city.kani.lg.jp/2844.htm

本巣市 平成23年 http://www.city.motosu.lg.jp/shisei/plan/kokudo/

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

三島市 平成23年 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn008003.html

富士宮市 平成28年 www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b00000028pu.html

島田市 平成30年 https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/kokudoriyoukeikaku2018.html

富士市 平成27年 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1201/fmervo000001bku0.html

焼津市 平成30年 https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-001/land_model_plan/documents/4jikokudoriyoukeikaku.html

掛川市 平成30年 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/keikaku/2kokudoriyouplan_3.html

藤枝市 平成23年 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/shisei/keikaku/plan/1447731261370.html

御殿場市 平成27年 http://city.gotemba.shizuoka.jp/gyousei/kanri/assets/uploads/2015/12/kokudoriyou.pdf

袋井市 平成27年 http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/shiseijoho/keikaku_hokoku/kankyo_machi/1516067824947.html

裾野市 平成29年 http://www.city.susono.shizuoka.jp/shisei/11/1/machidukuri/3451.html

伊豆市 平成28年 http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail001188.html

御前崎市 平成31年 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/sumaitochi/tochi/kokudoriyoukeikaku.html

菊川市 平成30年 http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/toshikeikaku/dai2jikokudoriyoukeikaku.html

伊豆の国市 平成29年 http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/seisaku/shisei/seisaku/kokudo-dai2ji.html

牧之原市 平成30年 https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/5/2313.html

函南町 平成30年 http://www.town.kannami.shizuoka.jp/gyosei/keikaku-shishin/kokudo.html

長泉町 平成23年 http://www.town.nagaizumi.lg.jp/material/files/group/3/keikaku_h2303.pdf

小山町 平成27年 http://www.fuji-oyama.jp/sangyou_04_t7kmr.ib.html

吉田町 平成28年 http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/1494.htm

川根本町 平成22年 http://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/kikaku/4/7/2662.html

森町 令和2年 https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/machinososhiki/kikakuzaiseika/kikakugakari/8/445.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

知多市 平成23年 http://www.city.chita.lg.jp/docs/2013122400113/

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

大津市 平成29年 https://www.city.otsu.lg.jp/shisei/keikaku/machi/toshi/to/1389852889438.html

彦根市 平成23年 https://www.city.hikone.lg.jp/shisei/keikaku/2/9/5491.html

長浜市 平成31年 http://www.city.nagahama.lg.jp/category/5-13-23-0-0.html

近江八幡市 令和元年 https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/kikaku/4/3/963.html

草津市 平成22年 http://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shikeikaku/chikijinkensomubosai/4jikokudoriyo.html

守山市 平成22年 https://www.city.moriyama.lg.jp/kikakuseisaku/shikeikakuinfo_3.html

甲賀市 平成30年 http://www.city.koka.lg.jp/5579.htm

野洲市 平成19年 http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kikakuchousei/keikaku_kousou/1450766474463.html

東近江市 平成30年 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000008685.html

日野町 平成23年 http://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=1653&frmCd=21-12-4-0-0

竜王町 平成25年 http://www.town.ryuoh.shiga.jp/machi/machi_plan/machi_plan.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

洲本市 平成23年 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/1229.html

相生市 平成29年 http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kikakukoho/kokudoriyou.html

赤穂市 平成23年 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikaku/kokudoriyou/keikaku.html

加西市 平成24年 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/04keik/06koku.htm

丹波篠山市 平成26年 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikikeikakuka/jigyoshanohohe/1/2031.html

南あわじ市 平成22年 http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/sougoukeikaku/kokudoriyokeikaku.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

伯耆町 平成23年 http://www.houki-town.jp/new1/10/4/4-copy/

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

浜田市 平成22年 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000003037/index.html

益田市 平成24年 https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/173/661.html

隠岐の島町 平成23年 www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1001000000076/simple/kokudo_keikakusho.pdf

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

吉野川市 平成23年 http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2011051200019/

三好市 平成28年 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4303.html

松茂町 平成28年 http://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2016031700015/

21.岐阜県

22.静岡県

23.愛知県

25.滋賀県

28.兵庫県

31.鳥取県

32.島根県

36.徳島県



市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

久留米市 令和2年 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2040keikaku/3010sougou/4030kokudoriyou/

直方市 平成26年 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1623/_7131.html

小郡市 平成20年 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/1139/1147/2037

筑紫野市 平成24年 https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kensetsubu/toshikeikakuka/kokudoriyoukeikaku/kokudoriyoukeikaku-chikushino2.html

朝倉市 平成23年 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1319004577325/

糸島市 平成23年 http://www.city.itoshima.lg.jp/s005/010/010/020/020/itoshima-kokudokeikaku.html

須恵町 平成23年 http://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/28/dai2kokudo.html

粕屋町 平成22年 https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s027/030/020/010/030/20191204180958.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

武雄市 令和元年 https://www.city.takeo.lg.jp/information/2019/11/007226.html

吉野ヶ里町 令和2年 https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/oshirase/seisaku_keikaku/1/717.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

八代市 平成21年 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji003942/index.html

菊陽町 平成21年 http://www.town.kikuyo.lg.jp/soshiki/2/kokudo.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

大分市 令和2年 http://www.city.oita.oita.jp/o169/shisejoho/kekakuzaise/r2kokudoriyou.html

日田市 平成25年 http://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kikakushinko/seisakukikakuka/seisakukikaku/jorei/keikaku/2762.html

豊後大野市 平成25年 http://www.bungo-ohno.jp/docs/2015013000143/

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

都城市 平成20年 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/78/9570.html

日南市 平成22年 http://www.city.nichinan.lg.jp/main/government/plan-list/city-plan/page000646.html

三股町 平成23年 http://www.town.mimata.lg.jp/contents/490.html

日之影町 平成27年 http://www.hinokage.jp/docs/2016060300019/

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

霧島市 平成21年 https://www.city-kirishima.jp/kikaku/shise/kekaku/machizukuri/kokudoriyo.html

市町村名 計画策定・変更年 掲載先URL

石垣市 平成25年 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/home/kikakubu/kikaku/#p13

豊見城市 平成24年 http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/municipal_government/46/181

宮古島市 平成31年 https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kikaku/tyousei/oshirase/2019-0422-1510-12.html

宜野座村 平成31年 http://www.vill.ginoza.okinawa.jp/archives/15194

中城村 平成25年 http://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/menuIndex.jsp?id=53533&menuid=11584&funcid=28

西原町 平成24年 http://www.town.nishihara.okinawa.jp/policy/

八重瀬町 平成23年 http://www.town.yaese.lg.jp/docs/2014031400089/

竹富町 平成22年 http://www.town.taketomi.lg.jp/division/index.php?content_id=265

40.福岡県

47.沖縄県

41.佐賀県

43.熊本県

44.大分県

45.宮崎県

46.鹿児島県


