業務実績

平成 30 年度（2018.04～2019.03）
業務件名

発注機関

H30 国営ひたち海浜公園みはらしの⾥古⺠家設計その 2 業務

国営常陸海浜公園事務所

野川公園ほか 2 公園防災公園整備基本計画及び震災時利⽤計画

東京都建設局

明治公園基本計画作成委託

東京都建設局

⼋柱霊園区内案内板改修実施設計

東京都東部公園緑地事務所

和⽥堀公園園地整備実施設計

東京都東部公園緑地事務所

⻘⼭霊園歴史的空間墓所整備実施設計

東京都東部公園緑地事務所

⽯神井公園園路改修実施設計

東京都東部公園緑地事務所

⽔元公園防災公園整備基本・実施設計

東京都東部公園緑地事務所

武蔵野の森公園ユニバーサルデザインによる公園整備設計

東京都⻄部公園緑地事務所

武蔵野中央ほか防災公園整備実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

⼩⾦井公園ソリゲレンデ改修実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

⼩宮公園園路改修実施設計(30)

東京都⻄部公園緑地事務所

平成 30 年度

東京都第四建設事務所

道路緑化補修設計

道路緑化再⽣整備設計（五建）

東京都第五建設事務所

隅⽥川(⾔問橋上流)右岸照明施設整備詳細設計

東京都第六建設事務所

隅⽥川照明施設整備設計(その 5)

東京都江東治⽔事務所

30B-2 東京街道公園修正基本設計

東京都都市整備局

30C-5 府中住吉町⼆丁⽬ほか 2 か所緑地整備設計

東京都都市整備局

東京都渋⾕公園ギャラリー(30)整備⼯事実施設計

東京都⽣活⽂化局

平成 30 年度元町港船客待合所改修基本設計

東京都港湾局

平成 30 年度東京港野⿃公園外案内板等改修設計

東京都港湾局

底⼟園地施設改修基本・実施設計

東京都⼋丈⽀庁

⼤神⼭公園(⼤村中央地区)設計委託

東京都⼩笠原⽀庁

⼤神⼭公園急斜地整備設計

東京都⼩笠原⽀庁

東京都⼩笠原⽔産センター(30)種苗⽣産施設改修⼯事実施設計

東京都島しょ農林⽔産総合センター

平成 30 年度校庭芝⽣化に関する技術⽀援業務委託(島しょ部)

東京都教育委員会

平成 30 年度校庭芝⽣化に関する定期的技術⽀援業務委託(多摩部)

東京都教育委員会

⼩平消防署トイレ等改修⼯事設計

東京消防庁⼩平消防署

世⽥⾕区⽴⼆⼦⽟川緑地運動場管理事務所改修⼯事に伴う実施設計業務委託

世⽥⾕区

世⽥⾕区⽴世⽥⾕地区会館改修⼯事に伴う設計業務委託

世⽥⾕区

世⽥⾕区駒繋⼩学校校庭改修⼯事に伴う実施設計業務委託

世⽥⾕区

港区⽴御成⾨中学校中央監視装置等改修⼯事実施設計業務委託

港区

⼤井⽔神公園改修⼯事監理業務委託

品川区

国⽴市消防団第五分団消防器具置場新築⼯事樹⽊診断業務委託

国⽴市

都市公園等樹⽊診断業務委託

国分寺市

⻑沼柿の⽊坂公園整備実施設計委託

⼋王⼦市

公園遊具等設置⼯事設計委託

瑞穂町

⻲塚公園整備実施設計委託

狛江市

渡⽥⼭王町公園ほか整備設計業務委託

川崎市川崎区道路公園センター

神⽊公園整備設計業務委託

川崎市宮前区道路公園センター

上作延第 4 公園整備設計業務委託

川崎市⾼津区道路公園センター

(仮称)神明町公園整備設計業務委託

川崎市幸区道路公園センター

平成 30 年度公園整備⼯事県単(その 3)公園施設健全度調査・実施設計業務委託

神奈川県厚⽊⼟⽊事務所東部センター

⾼⽯特別緑地保全地区保全管理計画策定業務委託

川崎市

栗⽊⼭王⼭特別緑地保全地区保全管理計画更新業務委託

川崎市

くりはまみんなの公園代替公園（仮称）設計業務

横須賀市

県道 503 号街路樹診断業務委託

相模原市

埼⽟スタジアム 2002 公園施設整備⼯事(改修実施設計業務委託)

埼⽟県

(仮称)埼⽟県⽴総合教育センター跡地公園基本設計業務

さいたま市

沖縄県県⺠の森活性化委託業務

沖縄県

平成 30 年度アートヒル⾼根台他 5 団地植物管理図⾯作成設計

都市再⽣機構東⽇本賃貸住宅本部

平成 30 年度藤の台他 18 団地植物管理図⾯作成設計

都市再⽣機構東⽇本賃貸住宅本部

神代植物公園おもてなし花壇検討委託

東京都公園協会

業務件名

発注機関

国営みちのく公園施設更新計画検討業務

東北国営公園事務所

H29 国営ひたち海浜公園みはらしの⾥古⺠家設計その 2 業務

国営常陸海浜公園事務所

東京消防庁臨港消防署仮庁舎解体⼯事設計

東京消防庁

29C-8 東砂⼋丁⽬ほか 2 か所緑地整備設計

東京都都市整備局

⾃然公園事業⺠間・地域連携基礎調査委託

東京都環境局

東京都渋⾕公園通りギャラリー(29)整備⼯事基本設計

東京都⽣活⽂化局

都⽴公園防災公園整備実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

井の頭恩賜公園ほか 1 公園防災公園整備実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

武蔵野の森公園ユニバーサルデザイン基本計画・基本設計

東京都⻄部公園緑地事務所

⽔元公園噴⽔改修実施設計

東京都東部公園緑地事務所

代々⽊公園防災公園整備基本・実施設計

東京都東部公園緑地事務所

⾚塚公園園地整備設計

東京都東部公園緑地事務所

上野恩賜公園修正設計

東京都東部公園緑地事務所

⻘⼭霊園歴史的空間墓所整備基本設計

東京都東部公園緑地事務所

和⽥堀公園園地整備基本設計

東京都東部公園緑地事務所

⽊場公園防災公園整備基本・実施設計

東京都東部公園緑地事務所

新河岸川緑化⼯事(新河岸⼤橋〜新河岸橋上流)に伴う修正設計(29-1)

東京都第四建設事務局

道路緑化設計(五建)

東京都第五建設事務局

隅⽥川照明施設整備設計(その 4-2)

東京都江東治⽔事務所

平成 29 年度⾠⺒の森緑道公園施設改良等整備設計

東京都東京港管理事務所

平成 29 年度北砂五丁⽬他 46 団地植物管理図⾯作成設計

都市再⽣機構東⽇本再⽣本部

平成 29 年度多摩平の森他 14 団地植物管理図⾯作成設計

都市再⽣機構東⽇本再⽣本部

平成 29 年度校庭芝⽣化に関する技術⽀援業務

東京都教育委員会

動物園等における緑の資源化研究会運営等業務委託

東京都動物園協会

埼⽟スタジアム 2002 公園施設整備⼯事(埼⽟スタジアム 2002 改修実施設計業務委託)

埼⽟県

世⽥⾕区⽴⽤賀中学校校庭改修⼯事に伴う実施設計業務委託

世⽥⾕区

世⽥⾕区⽴⽟川上⽔緑道改修実施設計及び住⺠参加会議運営委託【⼤原 2-21 先〜11 先】

世⽥⾕区

⽊造住宅

世⽥⾕区

耐震診断調査

代⽥ 5-34

鈴⽊邸

⾺事公苑前緑地トイレ改修実施設計

世⽥⾕区

御徒町公園改造⼯事設計委託

台東区

御徒町公園トイレ改築⼯事設計業務委託

台東区

駒形橋際公衆トイレ改築⼯事実施設計業務委託

台東区

⾼輪コミュニティーぷらざ空気調和設備改修⼯事実施設計業務委託

港区

港区⽴御成⾨⼩学校中央監視装置等改修⼯事実施設計業務委託

港区

港区⽴御成⾨中学校機械設備改修⼯事実施設計業務委託

港区

区⽴成増児童遊園外 1 施設公園バリアフリー化その他設計委託

板橋区

仮称練⾺区⽴⼤泉学園町⼆丁⽬公園設計委託

練⾺区

公園施設⻑寿命化⼯事設計委託

東⼤和市

暁公園改修測量設計委託

⼋王⼦市

殿⼊川遊歩道基本計画検討⽀援業務委託

⼋王⼦市

多摩川堤防公衆トイレ建設⼯事監理委託

稲城市

国道 129 号ほか 1 街路樹診断委託

神奈川県相模原市

浦和駒場スタジアム照明灯改修基本設計業務

神奈川県相模原市

⿊浜公園改修等基本計画策定業務委託

埼⽟県さいたま市

⿊浜公園・東埼⽟病院周辺整備基本計画⽤⿃瞰図作成業務委託

埼⽟県蓮⽥市

三宅⼩学校校庭緑化改修⼯事施⼯監理業務委託

埼⽟県蓮⽥市

都⽴中央ろう学校(29)環境整備⼯事実施設計その 1・その 2

⼤進測量設計

街路樹台帳作成業務委託

神奈川県相模原市

スターバックスコーヒー上野恩賜公園店増築棟設計業務

スターバックスコーヒージャパン

業務実績

平成 29 年度（2017.04～2018.04）

業務実績

平成 28 年度（2016.04～2017.04）
業務件名

発注機関

みちのく公園施設更新計画検討業務

東北国営公園事務所

東京都防災公園整備基本計画及び震災時利⽤計画策定委託

東京都建設局

都市計画公園関連情報等調査委託

東京都財務局

28B-3 東京街道公園基本設計

東京都都市整備局

府中の森公園ほか 3 公園防災公園整備基本設計

東京都⻄部公園緑地事務所

神代植物公園案内表⽰施設基本計画策定委託

東京都⻄部公園緑地事務所

中藤公園園地整備実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

多磨霊園案内板等改修基本・実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

神代植物公園便所改修実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

⽇⽐⾕公園ほか 1 公園防災公園整備基本設計

東京都東部公園緑地事務所

中川公園園路改修実施設計

東京都東部公園緑地事務所

上野恩賜公園動物園正⾨前地区再⽣修正設計

東京都東部公園緑地事務所

⽔元公園噴⽔改修基本設計

東京都東部公園緑地事務所

東綾瀬公園野球場フェンス改修実施設計

東京都東部公園緑地事務所

浮間公園 2 号便所改築⼯事(その 2)監理業務

東京都東部公園緑地事務所

善福寺緑地園地整備基本設計

東京都東部公園緑地事務所

隅⽥川照明施設整備設計(その 3)

東京都江東治⽔事務所

隅⽥川(両国橋上下流)右岸修景設計補⾜設計

東京都江東治⽔事務所

平成 28 年度シンボルプロムナード公園改修設計

東京都東京港管理事務所

⼭のふるさと村施設改修設計

東京都多摩環境事務所

奥多摩地区登⼭道改修設計

東京都多摩環境事務所

⼩峰公園休憩舎改修設計

東京都多摩環境事務所

北袋町 1 丁⽬地区防災公園実施設計その他業務

都市再⽣機構東⽇本再⽣本部

平成 28 年度校庭芝⽣化に関する技術⽀援業務委託(島しょ部)

東京都教育委員会

動物園等における緑の資源化研究会運営等業務委託

東京都動物園協会

上野恩賜公園グリーンサロン建築基準法⽤途変更調査委託

東京都公園協会

⺟島⼭稜線歩道改修実施設計

⼩笠原⽀庁

⼤賀郷園地及び⼀部植物公園実施設計委託

⼋丈⽀庁

⼤島トウシキ園地施設改修設計

⼤島⽀庁

鎌倉公園改修基本設計委託

葛飾区

飯塚なかよし公園(仮称)修正設計委託

葛飾区

新町 1 丁⽬児童施設(わんぱくクラブ駒沢)改修⼯事に伴う実施設計業務委託

世⽥⾕区

世⽥⾕区⽴郷⼟資料館収蔵庫改修⼯事に伴う実施設計業務委託

世⽥⾕区

建築計画通知業務委託(仮称北沢 3-9 広場)

世⽥⾕区

野沢 2-28

世⽥⾕区

萩堂邸

耐震診断調査

⼭⾕堀公園改造⼯事(第 1 期)設計委託

台東区

⼭⾕堀公園トイレ改築⼯事設計業務委託

台東区

港区⽴⾼輪ｺﾐｭﾆﾃｨｰぷらざﾚｽﾄﾗﾝ及び⼟⽊分室冷暖房設備改修⼯事実施設計業務委託

港区

港区⽴御成⾨⼩学校空気調和設備改修⼯事(6 期)実施設計業務委託

港区

公園施設更新等設計業務委託

東⼤和市

第五中学校校庭芝⽣化等⼯事実施設計業務

三鷹市

町⽴瑞穂第四⼩学校校庭芝⽣化⼯事監理委託

瑞穂町

下師岡公園改修⼯事設計委託

瑞穂町

上⿇⽣隠れ⾕公園実施設計業務委託

神奈川県川崎市

(仮称)⼩⽥ふれあい公園整備設計業務委託

神奈川県川崎市

末⻑⾼之⾯公園バリアフリー対応整備設計業務委託

神奈川県川崎市

街路樹台帳作成業務委託

神奈川県相模原市

村⺠センター地区植栽・緑化プログラム策定業務

沖縄県読⾕村

塩⼭市街地公共サイン第 1 期設置⼯事設計書作成業務

⼭梨県甲州市

平成 28 年度妙⾼⼾隠連⼭国⽴公園「歩く利⽤」推進業務ワークショップ

株式会社⼭と渓⾕社

業務件名

発注機関

みちのく公園南地区施設更新計画検討業務

東北国営公園事務所

みちのく公園住⺠参加型管理運営検討業務

東北国営公園事務所

H27 国営ひたち海浜公園みはらしの⾥古⺠家復元実施設計業務

国営常陸海浜公園事務所

東京都防災公園整備基本計画策定委託

東京都

建設局

神代植物公園ガラス温室改修⼯事施⼯監理業務(H27 年度分)

東京都

⻄部公園緑地事務所

神代植物公園温室展⽰物作成委託

東京都

⻄部公園緑地事務所

滝⼭公園整備実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

野⼭北・六道⼭公園ほか施設改修実施設計(その 3)

東京都

⻄部公園緑地事務所

上野恩賜公園動物園正⾨前地区再⽣実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

上野動物園アジアゾウ放飼場⽇除け施設設置実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

浮間公園 2 号便所改築ほか基本・実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

隅⽥川照明施設整備設計

東京都

江東治⽔事務所

隅⽥川(千住⼤橋地区)修景設計(その 4)

東京都

江東治⽔事務所

隅⽥川テラス(⼤島川⽔⾨上流左岸ほか 1 箇所)照明施設整備詳細設計

東京都

江東治⽔事務所

街路樹植栽実施設計(早稲⽥通り)

東京都

第三建設事務所

新河岸川緑化⼯事(新河岸⼤橋〜新河岸橋上流)に伴う詳細設計(27-1)

東京都

第四建設事務所

道路緑化補修設計(⻄の 1)

東京都

⻄多摩建設事務所

27 道路緑化充実実施設計(北南建府中街道)その 1

東京都

北多摩南部建設事務所

⾃然公園便所改修設計

東京都

多摩環境事務所

27C-2 ⻄⻲有⼀丁⽬ほか 1 か所緑地整備設計

東京都

都市整備局

27C-7 ⽂花⼀丁⽬ほか 1 か所緑地整備設計

東京都

都市整備局

駒沢オリンピック公園総合運動場(27)新専⽤駐⾞場改修⼯事実施設計

オリンピック・パラリンピック準備局

駒沢オリンピック公園総合運動場(27)新専⽤駐⾞場改修⼯事監理業務

オリンピック・パラリンピック準備局

⼋丈ビジターセンター改修実施設計ほか⼀部基本計画委託

東京都

⼋丈⽀庁

鎌倉公園改修基本計画策定業務

東京都

葛飾区

世⽥⾕区道路測量調査設計委託(路⾯改良)【等々⼒四丁⽬ 8 番から五丁⽬ 5 番先

東京都

世⽥⾕区

桜 1-50 千星利枝⼦邸耐震診断調査

東京都

世⽥⾕区

わかくさ公園改修設計委託

東京都

品川区

わかくさ公園改修⼯事監督補助業務委託

東京都

品川区

港区⽴御成⾨⼩学校空気調和設備改修⼯事(5 期)実施設計

東京都

港区

港区⽴御成⾨中学校空気調和設備改修⼯事(5 期)実施設計

東京都

港区

隅⽥公園(野球場北側周辺)照明改修設計図等作成委託

東京都

台東区

東散⽥公園改修測量設計委託

東京都

⼋王⼦市

国⽴第三⼩学校校庭芝⽣化整備⼯事実施設計等業務委託

東京都

国⽴市

平成 27 年度

国⽴第⼆⼩学校校庭芝⽣点検委託

東京都

国⽴市

平成 27 年度

国⽴第⼀中学校校庭芝⽣点検委託

東京都

国⽴市

多摩川緑地公園トイレ建設⼯事実施設計委託

東京都

稲城市

町⽴瑞穂第四⼩学校校庭芝⽣化⼯事設計委託

東京都

瑞穂町

平成 27 年度

神奈川県

教育委員会

⼩向第 6 公園ほか整備設計業務委託

神奈川県

川崎市

⻑尾宮前公園改修⼯事設計業務委託

神奈川県

川崎市

明⽯穂公園整備設計業務委託

神奈川県

川崎市

王禅寺東特別緑地保全地区施設整備設計業務委託

神奈川県

川崎市

南平台なかよし公園整備設計業務委託

神奈川県

川崎市

北袋町⼀丁⽬地区防災公園基本設計業務

都市再⽣機構東⽇本賃貸住宅本部

葛⻄臨海公園 1 号便所改修⼯事実施設計委託

公益財団法⼈

東京都公園協会

神代植物公園⼤温室案内リーフレット作成委託

公益財団法⼈

東京都公園協会

校庭芝⽣化に関する技術⽀援業務(島しょ部)補助作業

公益財団法⼈

都市緑化機構

外⼀箇所】

松陽⾼校及び希望ヶ丘⾼校グラウンド整備⼯事実施設計業務委託

業務実績

平成 27 年度（2015.04～2016.03）

業務実績

平成 26 年度（2014.04～2015.03）
業務件名

発注機関

地域交流館「⼩野分校」展⽰物運搬作成設置業務、展⽰パネル等作成設置業務

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

みちのく公園住⺠参加型管理運営検討業務

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

みちのく公園南地区施設更新計画検討業務

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

H26 国営常陸海浜公園みはらしの⾥整備計画及び古⺠家復元基本設計業務

国営常陸海浜公園事務所

上野恩賜公園不忍池地区再⽣⼀部実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

⻑沼公園園路改修実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

神代植物公園整備基本設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

神代植物公園ガラス温室改修展⽰植栽等実施設計、温室改修⼯事施⼯監理業務

東京都

⻄部公園緑地事務所

武蔵野中央公園整備基本設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

六仙公園整備基本設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

⽔⾨等耐震補強に伴う修景等補⾜設計

東京都

江東治⽔事務所

中川(奥⼾橋下流)左岸修景設計

東京都

江東治⽔事務所

平成 26 年度若洲海浜公園防災対策基本設計

東京都

東京港管理事務所

神⽥川緑化⼯事に伴う詳細設計(むつみ橋から⾼砂橋)

東京都

第三建設事務所

新河岸川(新河岸⼤橋から新河岸橋上流)緑化⼯事基本設計(26-1)

東京都

第四建設事務所

⾃然公園施設改修実施設計

東京都

多摩環境事務所

道路緑化現況調査委託(⼩平 1)

東京都

北多摩北部建設事務所

⼤島オタイネ浜園地便所改修設計

東京都

⼤島⽀庁

⼋丈植物公園便所改修実施設計委託

東京都

⼋丈⽀庁

世⽥⾕区⽴⽟川区⺠会館上⽤賀アートホール改修⼯事に伴う設計業務委託

東京都

世⽥⾕区

仮称世⽥⾕区⽴⾚堤 1-3 公園実施設計作成及び住⺠参加検討会議運営委託

東京都

世⽥⾕区

世⽥⾕区⽴北沢地区会館改修⼯事に伴う設計業務委託

東京都

世⽥⾕区

世⽥⾕区⽴⼆⼦⽟川公園(その 3)実施設計委託

東京都

世⽥⾕区

新宿区⽴天神⼩学校校庭芝⽣化設計等業務委託

東京都

新宿区

花川⼾公園トイレ改築⼯事設計業務委託

東京都

台東区

隅⽥公園(A ゾーン・第 2 期)再⽣⼯事電気設備変更設計委託

東京都

台東区

仮称練⾺区⽴清⽔⼭公園基本計画策定委託

東京都

練⾺区

前野公園改修基本設計委託

東京都

板橋区

港区⽴公衆浴場ふれあいの湯ボイラー等更新⼯事に伴う実施設計業務委託

東京都

港区

港区みなとリサイクル清掃事務所事務室等空気調和設備改修⼯事

東京都

港区

多摩川緑地公園トイレ建設⼯事に伴う測量等調査委託

東京都

稲城市

稲城ふれあいの森実施設計委託

東京都

稲城市

平成 26 年度国⽴第⼀中学校校庭芝⽣点検委託

東京都

国⽴市

平成 26 年度国⽴市⽴⼩中学校樹⽊診断業務委託

東京都

国⽴市

街路樹台帳作成業務委託(中央区)

東京都

相模原市

市道下九沢淵野辺ほか 2 街路樹診断業務委託

東京都

相模原市

⽴川市⽴川公園整備設計委託

東京都

⽴川市

武蔵境駅舎周辺環境整備事業委託

東京都

武蔵野市

町⽴瑞穂中学校校庭芝⽣化⼯事監理委託

東京都

瑞穂町

さやま花多来⾥の郷整備実施設計委託

東京都

瑞穂町

⽣⽥緑地初⼭地区広場第 3 期整備設計業務委託

神奈川県

川崎市

川崎市都市公園等事業に関する事業評価検討⽀援業務委託

神奈川県

川崎市

藤崎第 3 公園整備設計業務委託

神奈川県

川崎市

多摩美特別緑地保全地区ほか保全管理計画策定業務委託

神奈川県

川崎市

⼦⺟⼝公園図⾯修正業務委託

神奈川県

川崎市

柏北部東地区近隣公園基本計画・基本設計

千葉県

柏市

(仮称)⼋幡町都市公園基本設計・実施設計業務委託

埼⽟県

草加市

塩⼭市街地公共サイン整備計画実施設計業務委託

⼭梨県

甲州市

校庭芝⽣化に関する技術⽀援業務(島しょ部)補助作業

都市緑化機構

平成 26 年度⽴川若葉町他 19 団地植物管理図⾯作成設計

ＵＲ都市機構東⽇本賃貸住宅本部

業務件名

発注機関

みちのく公園⾥⼭地区における住⺠参加型管理運営の施⾏検討業務

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

神代植物公園ガラス温室改修実施設計

東京都

建設局

公園バリアフリーマニュアル作成委託

東京都

建設局

恩賜上野動物園東園無料休憩所改築基本計画策定委託

東京都

建設局

武蔵野中央公園基本計画

東京都

建設局

上野恩賜公園袴腰地区再⽣実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

浮間公園便所改築⼯事監理業務

東京都

東部公園緑地事務所

隅⽥川(厩橋上下流)右岸修景設計補⾜設計

東京都

江東治⽔事務所

⽔⾨等耐震補強に伴う修景基本設計

東京都

江東治⽔事務所

⽗島海岸線歩道整備設計

東京都

⼩笠原⽀庁

道路緑化充実設計(外堀通り外 2 路線)

東京都

第三建設事務所

仮称世⽥⾕区⽴喜多⾒東記念公園流れ施設外設計委託

東京都

世⽥⾕区

道路測量調査設計委託【梅丘⼆丁⽬ 34 番から梅丘三丁⽬ 8 番先】

東京都

世⽥⾕区

隅⽥公園(⼭⾕堀広場)再⽣基本計画策定調査委託

東京都

台東区

武蔵境駅舎周辺環境整備事業委託・⼯事監理業務委託

東京都

武蔵野市

国⽴市⽴第⼆⼩学校校庭芝⽣化整備⼯事実施設計等業務委託

東京都

国⽴市

総合運動公園(第⼀運動場グラウンド)整備⼯事に伴う実施設計

東京都

武蔵村⼭市

町⽴瑞穂第⼆⼩学校校庭芝⽣化⼯事監理委託

東京都

瑞穂町

さやま花多来⾥の郷基本設計委託

東京都

瑞穂町

王禅寺東特別緑地保全地区保全管理計画策定業務委託

神奈川県

川崎市

街路樹台帳作成業務委託

神奈川県

相模原市

(仮称)新⽥⻄部第 10 公園基本設計・実施設計業務委託

埼⽟県

草加市

⽊更津⾦⽥東地区 1 号近隣公園基本・実施設計その他業務

ＵＲ都市再⽣機構⾸都圏ﾆｭｰﾀｳﾝ本部

平成 25 年度⾼津団地他 5 団地植物管理図⾯作成設計

ＵＲ都市再⽣機構千葉地域⽀社

平成 24 年度（2012.04～2013.03）
業務件名

発注機関

みちのく公園⾥地⾥⼭地区における住⺠参加型管理運営の施⾏検討業務

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

平城宮跡歴史公園便所休憩施設設計業務

国営⾶⿃歴史公園事務所

上野恩賜公園袴腰地区再⽣基本設計

東京都

東部公園緑地事務所

上野恩賜公園動物園正⾨前地区再⽣基本設計

東京都

東部公園緑地事務所

浮間公園防災基本設計・実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

神代植物公園⼤温室改修基本設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

⼤神⼭公園園地整備設計

東京都

⼩笠原⽀庁

式根島地鉈園地他施設改修設計

東京都

⼤島⽀庁

道路緑化充実詳細設計（北南の 1）

東京都

北多摩南部建設事務所

世⽥⾕区⽴世⽥⾕公園改修実施設計委託（第５期）

東京都

世⽥⾕区

仮称⼆⼦⽟川公園実施設計委託（その２）

東京都

世⽥⾕区

道路測量調査設計委託（上北沢三丁⽬１４番から 11 番先外２箇所）

東京都

世⽥⾕区

港区⽴御成⾨⼩学校空気調和設備改修⼯事（３期）実施設計

東京都

港区

町⽴瑞穂第五⼩学校校庭芝⽣化⼯事監理委託

東京都

瑞穂町

⼩⾦井市⽴南中学校運動場芝⽣整備設計委託

東京都

⼩⾦井市

国⽴第⼀中学校校庭芝⽣アドバイザリー業務委託

東京都

国⽴市

松⽊公園施設整備詳細設計委託

東京都

⼋王⼦市

武蔵境駅舎周辺環境整備事業委託・連続施設（北側）新築に伴う⼯事監理業務委託

東京都

武蔵野市

⼤久野⼩学校校庭芝⽣化⼯事設計委託

東京都

⽇の出町

校庭・園庭芝⽣マニュアル作成業務委託

神奈川県

横浜市

等々⼒緑地中央広場基本計画策定等業務委託

神奈川県

川崎市

幸区花のまちづくり出張講座開催業務委託

神奈川県

川崎市

Ｈ24 年度都⺠協働推進アドバイザー⽀援業務・ボランティアスキルアップブック

東京都公園協会

和⽥堀公園「観察の森」樹林管理計画調査委託

東京都公園協会

⽊更津市⾦⽥東地区２号近隣公園実施設計業務

ＵＲ都市再⽣機構⾸都圏ﾆｭｰﾀｳﾝ本部

業務実績

平成 25 年度（2013.04～2014.03）

業務実績

平成 23 年度（2011.04～2012.03）
業務件名

発注機関

⾥地⾥⼭地区における住⺠参加型管理運営の試⾏検討業務

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

みはらしの⾥古⺠家整備記録作成外業務

国営常陸海浜公園事務所

上野恩賜公園便益施設整備⼯事監理業務

東京都

東部公園緑地事務所

神代植物公園植物多様性センター園地改修実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

井の頭恩賜公園サイン設計

東京都

⻄武公園緑地事務所

世⽥⾕区⽴野沢第⼆児童遊園測量調査及び拡張実施設計委託

東京都

世⽥⾕区

道路測量調査設計委託(⾚堤⼀丁⽬ 39 番から 28 番先外 1 箇所)

東京都

世⽥⾕区

ユニバーサルデザイン千歳烏⼭駅周辺案内サイン設計業務委託

東京都

世⽥⾕区

隅⽥公園(Ａゾーン)再⽣⼯事実施設計

東京都

台東区

隅⽥川(尾⽵橋下流)修景設計

東京都

江東区治⽔事務所

武蔵境駅舎周辺環境整備詳細設計委託

東京都

武蔵野市

⼩⾦井市⽴前原⼩学校運動場芝⽣化整備設計委託

東京都

⼩⾦井市

国⽴第⼀中学校校庭芝⽣化整備⼯事実施設計等業務委託

東京都

国⽴市

下宿第三運動公園サッカー場⼯事監理

東京都

清瀬市

町⽴瑞穂第五⼩学校校庭芝⽣化⼯事設計委託

東京都

瑞穂町

⼤神⼭公園施設整備実施設計

東京都

⼩笠原⽀庁

⽗島海岸線歩道測量・設計

東京都

⼩笠原⽀庁

⼩中学校校庭芝⽣整備⼯事監理委託(第 1・2 期)

東京都

⼩笠原村

⾃然公園改修⽅針検討・緊急対応計画策定委託

東京都

環境局

道路緑化充実設計(23 南⻄の 1)

東京都

南多摩⻄部建設事務所

駒沢オリンピック公園総合運動場(23)硬式野球場防球フェンス更新⼯事監理業務

東京都

スポーツ振興局

⾃然公園施設改修実施設計

東京都

多摩環境事務所

⼩⾦井公園バーベキュー売店実施設計委託

東京都公園協会

平成 23 年度都⺠協働推進検討業務委託

東京都公園協会

平成 22 年度（2010.04～2011.03）
業務件名

発注機関

みはらしの⾥古⺠家付属屋⼯事設計監修他業務

国営常陸海浜公園事務所

みちのく公園ボランティア育成検討他業務

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

平成 22 年度⼩笠原地域⾃然再⽣事業⽗島東平ノネコ防除柵測量・設計その他業務

関東地⽅環境事務所

上野恩賜公園⽵の台噴⽔設備再⽣実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

上野恩賜公園便益施設基本・実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

⽇⽐⾕公園防災実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

⽯神井公園建物新築⼯事監理業務

東京都

東部公園緑地事務所

井の頭恩賜公園景観形成実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

公園・緑地等の図⾯修正・整備と利⽤状況調査委託(緊急雇⽤創出事業)

東京都

世⽥⾕区

公園トイレ改築設計委託

東京都

新宿区

武蔵境駅舎環境整備計画業務委託

東京都

武蔵野市

府中第⼀⼩学校校庭芝⽣化整備に伴う実施設計委託

東京都

府中市

府中市⽴⽩⽷台⼩学校校庭芝⽣化整備⼯事監理

東京都

府中市

昭島市⽴拝島中学校校庭整備⼯事設計委託

東京都

昭島市

(仮称)薬師池北緑地基本構想作成業務委託

東京都

町⽥市

下宿第三運動公園サッカー場実施設計委託

東京都

清瀬市

22B-2 東堀切⼆丁⽬第 3 公園整備実施設計

東京都

都市整備局

道路緑化現況調査委託(四の 1)

東京都

第四建設事務所

駒沢オリンピック公園総合運動場(22)硬式野球場防球フェンス更新⼯事実施設計

東京都

⽣活⽂化スポーツ局

都⽴町⽥総合⾼等学校ほか 2 校(22)校庭改修⼯事

東京都

教育委員会

⼩⽥公園整備設計委託

神奈川県

川崎市

保育園芝⽣化調査検討業務委託

神奈川県

横浜市

⻘梅みどり第⼆保育園園庭芝⽣化実施設計及び管理計画等作成業務

社会福祉法⼈⻘梅みどり福祉会

千住⼤橋駅周辺地区移管公園実施設計

ＵＲ都市再⽣機構東京都⼼⽀社

武蔵野の森公園トイレその他建築⼯事管理

東京都公園協会

業務件名

発注機関

ふるさと村維持管理⼿法検討業務

国営みちのく社の湖畔公園事務所

みはらしの⾥古⺠家⼯事設計監修業務

国営常陸海浜公園事務所

国営公園の広域的な利⽤促進⽅策についての資料作成業務

( 財 )公園緑地管理財団

21J 管内街路樹診断

相武国道事務所

⼩笠原地域⾃然再⽣事業⽗島東平ノヤギ等防除柵測量実施設計

関東環境事務所

公園・緑道等の図⾯修正・整備と利⽤状況調査委託(緊急雇⽤創出事業)

東京都

世⽥⾕区

世⽥⾕・みどりのフィールドミュージアム整備⽀援業務

東京都

世⽥⾕区

道路測量調査設計委託・上北沢五丁⽬ 37 番〜34 番先外５箇所

東京都

世⽥⾕区

⽯神井公園ほか１公園建物実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

上野恩賜公園⽵の台噴⽔設備再⽣基本設計

東京都

東部公園緑地事務所

井の頭恩賜公園景観形成実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

⽔防倉庫改築⼯事に伴う詳細設計

東京都

第⼆建設事務所

武蔵境駅舎周辺環境整備設計計画

東京都

武蔵野市

昭島市昭和公園野球場整備⼯事管理委託(平成 21 年度分)

東京都

昭島市

黎明橋公園改修整備設計委託

東京都

中央区

練⾺区⼩中学校樹⽊調査および台帳整備委託(緊急雇⽤創出事業)

東京都

練⾺区

内藤町公園新設設計業務委託

東京都

新宿区

豊島区⽴清和⼩学校校庭芝⽣化事業調査⽀援業務委託

東京都

豊島区

⼭のふるさと村駐⾞場周辺広場改修基本設計

東京都

多摩環境事務所

⽗島外来種対策施設設計

⼩笠原⽀庁

溝⼝緑地整備設計委託

神奈川県

府中市⽩⽷台⼩学校校庭芝⽣化整備事業設計委託

東京都

敬愛フレンド保育園園芝⽣化及び壁⾯緑化設計業務

社会福祉法⼈

緑化樹⽊等の品質保証に係る検討⽀援業務

(財)⽇本緑化センター

川崎市
府中市
敬愛学園

平成 20 年度（2008.04～2009.03）
業務件名

発注機関

みはらしの⾥第１号古⺠家付属屋実施設計業務

国営常陸海浜公園事務所

H20 緑の⽂化展⽰拡充計画及び展⽰制作

国営昭和記念公園事務所

20J 管内街路樹診断

相武国道事務所

世⽥⾕区経堂第⼆公園実施設計委託

東京都

世⽥⾕区

H20 ⽻根⽊公園再整備実施設計及び住⺠参加会議運営委託

東京都

世⽥⾕区

道路測量調査設計委託（弦巻五丁⽬ 2 番から弦巻四丁⽬ 31 番先）

東京都

世⽥⾕区

祖師⾕公園防災実施設計/防災実施設計（その２）

東京都

東部公園緑地事務所

⽯神井公園⼀部基本及び実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

⽇⽐⾕公園防災基本設計

東京都

東部公園緑地事務所

井の頭恩賜公園景観形成基本設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

武蔵野の森公園南側地区トイレ実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

武蔵境駅舎周辺環境整備設計計画

東京都

武蔵野市

昭島市昭和公園野球場整備⼯事監理委託（平成 20 年度分）

東京都

昭島市

⼩笠原国⽴公園⽗島列島植⽣回復施設設計

東京都

⼩笠原⽀庁

隅⽥公園再整備基本設計

東京都

台東区

清潔できれいなトイレ整備計画策定

東京都

新宿区

道路緑化充実基本設計

東京都

第三建設事務所

⾼津区役所壁⾯緑化

神奈川県

都川総合親⽔公園（仮称）基本設計業務委託その２

千葉県

千葉市

豊島区⽴清和⼩学校校庭芝⽣化事業調査⽀援業務委託

東京都

豊島区

校庭芝⽣の維持管理点検及び維持管理補佐委託（烏⼭北⼩学校）

世⽥⾕トラストまちづくり

新町保育園園庭芝⽣化設計業務

新町保育園

緑化樹⽊の品質確保⼿法等に関する検討業務

⽇本緑化センター

神代植物公園絶滅危惧植物保全計画策定委託

（社）⽇本植物園協会

川崎市

業務実績

平成 21 年度（2009.04～2010.03）

業務実績

平成 19 年度（2007.04～2008.03）
業務件名

発注機関

こもれびの⾥ボランティア運営及び運営検証業務

国営昭和記念公園事務所

みはらしの⾥第１号古⺠家実施設計業務

国営常陸海浜公園事務所

19J16 号街路樹診断

相武国道事務所

みちのく杜の湖畔公園草原エリア管理運営計画資料作成業務

(財)公園緑地管理財団

⽻根⽊公園再整備実施設計など住⺠参加会議運営委託

東京都

世⽥⾕区

世⽥⾕区廻沢公園改修実施設計

東京都

世⽥⾕区

道路設計調査設計委託

東京都

世⽥⾕区

祖師⾕公園防災基本設計

東京都

東部公園緑地事務所

代々⽊公園樹⽊診断調査

東京都

東部公園緑地事務所

武蔵野の森公園南側地区便所その他基本・実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

武蔵境駅舎連続施設（南側）新築に伴う⼯事監理業務委託

東京都

武蔵野市

境冒険遊び場公園(プレーパーク)事業運営検討委託

東京都

武蔵野市

昭島市昭和公園内野球場及び駐⾞場整備に関する実施設計

東京都

昭島市

⽬⿊川緑道及び区⽴駐輪場整備設計委託

東京都

⽬⿊区

平成 19 年度新しい公園のあり⽅調査・検討委託

東京都

台東区

⼤島トウシキ野営場休憩舎建築⼯事施⼯監理業務

東京都

⼤島市庁

綾瀬川左岸防災公園基本計画

埼⽟県

草加市

蘆花記念公園設計

神奈川県

逗⼦市

新川崎地区公園整備基本計画

神奈川県

川崎市

⽣⽥緑地枡形⼭・つつじ⼭園路補修設計

神奈川県

⾝近な公園づくり公園改修基本設計(その 6)

千葉県

愛宕警察署外 1 箇所駐⾞場緑化⼯事実施設計委託

東京都環境局

地域性緑化植物の⽣産・流通調査

(財)⽇本緑化センター

平成 19 年度⺟島アノール防除柵設計変更及び施⼯管理⽀援業務

(財)⾃然環境研究センター

川崎市
浦安市

平成 18 年度（2006.04～2007.03）
業務件名

発注機関

こもれびの⾥運営及び運営計画等検討業務

国営昭和記念公園事務所

平成 18 年度みはらしの⾥防災基盤設備実施設計業務

国営常陸海浜公園事務所

健康ゾーン利⽤促進プログラム基礎資料作成等業務

(財)公園緑地管理財団

18J16 号街路樹診断

相武国道事務所

⽻根⽊公園再整備実施設計など住⺠参加会議運営委託

東京都

世⽥⾕区

世⽥⾕区⽴北烏⼭三丁⽬公園基本設計委託

東京都

世⽥⾕区

道路設計調査設計委託（路⾯改良）

東京都

世⽥⾕区

⽊場公園防災実施設計その３

東京都

東部公園緑地事務所

⽔元公園⽔試跡地管理棟改修実施設計

東京都

東部公園緑地事務所

武蔵野便所基本実施設計

東京都

⻄部公園緑地事務所

武蔵境駅舎周辺環境整備実施設計調整業務委託

東京都

武蔵野市

新しい公園のあり⽅調査

東京都

台東区

練⾺区⽴上⽯神井町さくら保育園屋上緑化設計委託

東京都

練⾺区

薬師池⻄緑地基本構想

東京都

町⽥市

兄島植⽣回復設計

東京都

⼩笠原⽀庁

⻑浜トンネル発電設備基本設計

東京都

⼩笠原⽀庁

防⾵植裁等基本計画

東京都

⼤島市庁

坂⼾公園整備設計業務委託

神奈川県

川崎市

栗平東公園整備設計

神奈川県

川崎市

川越市（仮称）鯨井公園基本計画作成業務

都市再⽣機構東⽇本公園事務所

天神⽊公園測量設計業務委託

⻑野県

難波中公園復旧整備⼯事にともなう監理業務

(財)⼤阪市スポーツみどり振興協会

外来種調査

財)⽇本緑化センター

平成 18 年度⺟島アノール防除柵設計等業務

(財)⾃然環境研究センター

⻑野市

業務件名

発注機関

こもれびの⾥運営及び運営計画等検討業務

国営昭和記念公園事務所

国営常陸海浜公園みはらしの⾥整備検討業務

(社)⽇本公園緑地協会

国営常陸海浜公園ボランティア運営体制検討業務

(社)⽇本公園緑地協会

国営越後丘陵公園利⽤促進検討業務

(財)公園緑地管理財団

国営⽊曽三川公園江南地区開園イベント等に関する整理業務

(財)公園緑地管理財団

国道 16 号街路樹診断

相武国道事務所

⽻根⽊公園再整備実施設計など住⺠参加会議運営委託

東京都

世⽥⾕区

道路測量調査設計委託

東京都

世⽥⾕区

測量調査道路詳細設計委託

東京都

世⽥⾕区

⽊場公園防災実施設計 その１・その２

東京都東部公園緑地事務所

⽊場公園便所改修基本・実施設計/⼯事管理

東京都東部公園緑地事務所

⽔元公園管理棟・⽔試跡地改修実施設計

東京都東部公園緑地事務所

桜ヶ丘公園実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

武蔵境駅舎連続施設実施設計

東京都

武蔵野市

プレーパーク整備基本計画

東京都

武蔵野市

杉並区桃井三丁⽬地区防災公園基本設計

東京都

杉並区

さいわい緑道整備設計

神奈川県

市⺠健康の森（春⽇台）

神奈川県

⽇向⼭公園基本計画基本設計

東京都

中原ふれあい防災公園

都市再⽣機構

公園台帳作成業務

川崎市
川崎市
町⽥市

⼤館市⾼舘公園⼯事発注書とりまとめ／⼯事監督業務

都市再⽣機構

兄島植⽣回復（その２・その４）

東京都

外来種取り扱い指針とりまとめ

⽇本緑化センター

校庭芝⽣の維持利⽤管理

世⽥⾕区まちづくりセンター

平成 16 年度（2004.04～2005.03）
業務件名

発注機関

こもれびの⾥運営等検討(その 2)業務

国営昭和記念公園事務所

武蔵野の森公園便所実施設計・⼯事監理業務

東京都⻄部公園緑地事務所

東⼤和南公園集積所実施設計・⼯事監督業務

東京都⻄部公園緑地事務所

駒沢⼩学校ニュース等作成業務

東京都

世⽥⾕区

⽻根⽊公園庭球場整備実施設計委託

東京都

世⽥⾕区

設計委託作業(深沢 6 丁⽬ 20 番から 24 番先)

東京都

世⽥⾕区

道路測量調査設計委託(桜三丁⽬ 10 番から 6 番先)

東京都

世⽥⾕区

国営常陸海浜公園｢常陸野の⾥｣管理運営計画作業

(社)⽇本公園緑地協会

指定管理者制度導⼊に関する基礎調査委託

(社)⽇本公園緑地協会

海の中道海浜公園管理運営効率化

(財)公園緑地管理財団

緑化駐⾞場観測調査

国⼟技術政策総合研究所

(仮称)下平間中央公園整備設計委託

神奈川県

⽟姫公園修景施設整備実施設計

⼤阪府

⼤館市⾼館公園⼯事監督業務

独⽴⾏政法⼈

ふるさと村｢釜房の家｣補⾜設計その他業務

国営みちのく杜の湖畔公園⼯事事務所

武蔵境駅舎・周辺環境整備基本設計-2

東京都

柏市中原ふれあい防災公園造園整備⼯事他監督業務

独⽴⾏政法⼈

⽔元公園⽔試跡地便所新築⼯事監理

東京都東部公園緑地事務所

⽊場公園防災基本設計

東京都東部公園緑地事務所

⼩島公園⼀部整備⼯事設計委託

東京都

⼭梨市駅前実施設計

優良⺠間企業

樋⼝⼀葉記念公園実施設計

優良⺠間企業

幕張打瀬緑地実施設計

優良⺠間企業

各種団体ホームページ作成

優良⺠間企業

川崎市
⼤阪市
都市再⽣機構

武蔵野市

台東区

都市再⽣機構

業務実績

平成 17 年度（2005.04～2006.03）

業務実績

平成 15 年度（2003.04～2004.03）
業務件名

発注機関

こもれびの⾥運営等検討業務

国営昭和記念公園事務所

武蔵野の森公園建物基本設計

東京都⻄部公園緑地事務所

国営昭和記念公園ボランティア事業推進⽅策検討業務

(財)都市緑化基⾦

駒沢⼩学校改築⼦どもﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ報告書･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成

(財)世⽥⾕区都市整備公社

全国都市再⽣モデル調査

(財)都市計画協会

国営ひたち海浜公園利⽤活性化調査

(財)公園緑地管理財団

⼩港園地便所設計

東京都⼩笠原⽀庁

緑化植物の移⼊種に関する資料収集他

国⼟技術政策総合研究所

諏訪河原公園整備設計

神奈川県

仮称⼆⼦⽟川⾼架下広場実施設計

東京都

世⽥⾕区

⽟姫公園整備実施設計

⼤阪府

⼤阪市

⼤館市⾼館公園⼯事監理

都市基盤整備公団

釜房の家実施設計

国営みちのく杜の湖畔公園⼯事事務所

武蔵境駅舎・周辺環境整備計画

東京都

柏市中原ふれあい防災公園基盤整備監理

都市基盤整備公団

⻄栄緑道修景施設整備に伴う実施設計

⼤阪府

⽔元公園⽔試跡地管理棟改修他設計

東京都東部公園緑地事務所

烏⼭総合⽀所庁舎屋上緑化

東京都

ラグーナ蒲郡ランドスケープ監理

蒲郡海洋開発株式会社

国営沖縄記念公園海洋博公園データ作成

優良⺠間企業

国営公園整備における統⼀積算体系化ｼｽﾃﾑの構築検討

優良⺠間企業

駅前広場景観設計(15-6)業務

優良⺠間企業

⾹芝市スポーツ公園基本設計

優良⺠間企業

川崎市

武蔵野市
⼤阪市
世⽥⾕区

平成 14 年度（2002.04～2003.03）
業務件名

発注機関

こもれびの⾥運営計画

国営昭和記念公園事務所

公園トイレ新築実施設計

国営昭和記念公園事務所

ふるさと村リーフレット

国営みちのく杜の湖畔公園⼯事事務所

釜房の家等設計業務

国営みちのく杜の湖畔公園⼯事事務所

国営アルプスあづみの公園ホームページ維持管理

国営アルプスあづみの公園事務所

国営公園における市⺠参加に関する調査

(財)公園緑地管理財団

公園緑地事業諸課題対応調査

(社)⽇本公園緑地協会

沖縄海洋博地区公園⻑期計画

(社)⽇本公園緑地協会

⼋国⼭緑地基本設計

東京都⻄部公園緑地事務所

⽻根⽊公園再整備基本計画

東京都世⽥⾕区

武蔵境駅舎・周辺環境整備基本計画

武蔵野市

南崎歩道調査

東京都⼩笠原⽀庁

浪速⻄公園実施設計

⼤阪市

柏市中原防災公園実施設計

都市基盤整備公団

⾼館公園⼯事監督業務

都市基盤整備公団（⼤館市）

⽔景協会ホームページ維持管理業務

⽇本⽔景協会

コモンヒルズ安針台現場監理

株式会社

福島農業試験場実施設計

優良⺠間企業

クア施設およびホテルエリア植栽実施設計

優良⺠間企業

葛城浄化センター管理

優良⺠間企業

神⽥川景観基本設計

優良⺠間企業

プラザウェスト実施設計

優良⺠間企業

⽇本列島植物園構想データベース

優良⺠間企業

積⽔ハウス

業務件名

発注機関

こもれびの⾥市⺠参加による運営基本計画

国営昭和記念公園⼯事事務所

ふるさと村釜房の家現況調査及び基本計画

国営みちのく杜の湖畔公園⼯事事務所

ふるさと村本荘由利の家設計監修

国営みちのく杜の湖畔公園⼯事事務所

ふるさと村本荘由利の家⽂化財指定資料作成

国営みちのく杜の湖畔公園⼯事事務所

⼋国⼭緑地実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

国営公園⾏催事・広報マニュアル案作成

財団法⼈

公園緑地管理財団

国営アルプスあづみの公園ホームページ運営管理

財団法⼈

公園緑地管理財団

⽻根⽊公園再整備計画ワークショップ運営委託

世⽥⾕区

武蔵境駅舎・周辺環境整備基本計画

武蔵野市

⼩笠原南島植⽣復元施⼯指導

東京都⼩笠原⽀庁（有限会社南洋植⽊）

柏北部中央地区既存樹⽊の保全策等の検討調査

千葉県まちづくり公社

⾵越⼭麓⼦供のもり公園実施設計・現場監理

⻑野県

浪速市⻄栄緑道実施設計

⼤阪市

北下浦漁港海岸環境整備事業（園路・広場設計）

横須賀市

公開空地調査・セットバックによる緑地創出事例調査

国⼟技術政策総合研究所

⾼館公園造園実施設計及び⼯事監督

都市基盤整備公団（⼤館市）

ラグーナ蒲郡

株式会社

松⽥平⽥

コモンヒルズ安針台外構基本及び実施設計

株式会社

積⽔ハウス

川崎チネチッタ通り街路整備実施設計

⼤林道路

株式会社

かつらぎアクアホール緑化・公園実施設計

株式会社

環境⼯学コンサルタント

東京理科⼤学外構設計

優良企業

街なみ環境整備事業（街路設計）

優良企業

地理情報システム（G.I.S.）データベース作成

修景協会

クア施設エリア整備ランドスケープ実施設計

飯⽥市

平成 12 年度（2000.04～2001.03）
業務件名

発注機関

国営昭和記念公園 HP 運営管理

国営アルプスあづみの公園⼯事事務

国営明⽯海峡公園 HP 運営管理

東京都⻄部公園事務所

丘陵地公園実施設計

(財)⽇本造園修景協会

ダム湖冠⽔⾯における植物群落の復元技術調査

(財)⽇本造園修景協会

国営備北丘陵公園センターエリア園路景観検討

(財)公園緑地管理財団

都市公園の利活⽤⽅策に関する調査

(社)⽇本公園緑地協会

国営アルプスあづみの公園 HP 維持管理

(社)⽇本公園緑地協会

⾼館公園基本計画・基本設計

住宅・都市整備公団

⼤泉交通公園⽔施設改修設計

近畿地⽅建設局

⾵越⼭麓⼦供のもり公園体験施設実施設計

⻑野県

飯⽥市

本町緑地実施設計

⻑野県

飯⽥市

群⾺ファミリーパーク管理運営計画策定

⼤阪市建設局花と緑の推進本部

海洋博覧会地区全体平⾯図作成

⼤阪市建設局花と緑の推進本部

菰野町庁舎外構設計積算

⼤阪市建設局

上総アカデミアパーク⼀部外構実施設計

茨城県⽔⼾市((株)建設環境研究所)

埼⽟新産業拠点(SKIP シティ)ランドスケープ基本実施設計

北海道開発局((株)建設環境研究所)

福島農場試験場基本設計

福井県

建設⼤学校外構変更実施設計

(株)松⽥平⽥

国営昭和記念公園

(株)松⽥平⽥

北の⾥農家等エリア⼀部基本実施設計

淀川⼯事事務所

武⽣市((株)宮本設計事務所)

かつらぎ浄化センター基本設計・実施設計

横河設計事務所

かつらぎ浄化センター建設に伴う緑化・公園実施設計

優良企業

葛城アクアホール建築⼯事に伴う緑化・公園実施設計

優良企業

ラグーナ蒲郡クアハウスエリア基本実施設計

優良企業

業務実績

平成 13 年度（2001.04～2002.03）

業務実績

平成 11 年度（1999.04～2000.03）
業務件名

発注機関

国営明⽯海峡公園インターネット HP 作成運営

国営明⽯海峡公園⼯事事務所

あずみの公園 HP 管理

国営アルプスあづみの公園⼯事事務所

⼩宮公園実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

国分寺崖線系景観基本計画及び景観づくり基準策定調査

東京都

都市計画局

11-B

東京都

住宅局

弘道⼀丁⽬第 5 公園整備設計

⼤府市⼆ﾂ池公園植栽地他造園実施設計

都市基盤整備公団

⽮吹町総合運動公園造園基本計画

都市基盤整備公団

国営沖縄記念公園施設修景概念作成

(財)⽇本造園修景協会

国営備北丘陵公園国兼池景観設計調査

(財)⽇本造園修景協会

国営昭和記公園 HP 管理業務

⽇本公園緑地協会

⾺場花⽊園⼀部設計委託

神奈川県

⽣⽥緑地ゴルフ練習場跡地整備基本実施設計

川崎市環境局緑政部

⾵越⼭麓⼦供のもり公園建築実施設計

⻑野県

浪速公園整備⼯事ほか 1 件に伴う設計

⼤阪市建設局花と緑の推進本部

建設⼤学校外構実施設計

(株)松⽥平⽥

ラグーナ蒲郡景観基本設計及び⼀部実施設計

(株)松⽥平⽥

かつらぎ浄化センター緑化公園基本計画

(株)環境⼯学コンサルタント

⽇⼤⼋幡総合運動体育館及び加害活動施設外構計画

(株)安井建築設計事務所

旭川環境整備調査⼦育て⽀援事業調査

(株)建設環境研究所

酒折駅前道路景観検討

(株)パスコ

横浜市
飯⽥市

平成 10 年度（1998.04～1999.03）
業務件名

発注機関

国営アルプスあづみの公園 HP 業務

国営アルプスあづみの公園⼯事事務

野⼭北・六道⼭公園実施設計（その５）

東京都⻄部公園事務所

国営備北丘陵公園国兼池周辺景観計画調査

(財)⽇本造園修景協会

国営沖縄記念公園ユニバーサルデザイン検討業務

(財)⽇本造園修景協会

公園管理業務の効率化と管理費縮減に関する検討業務

(財)公園緑地管理財団

国営昭和記念公園情報提供検討

(社)⽇本公園緑地協会

国営武蔵丘陵森林公園 HP 作成補助

(社)⽇本公園緑地協会

⼤阪府⼆ツ池公園増⽥池周辺整備実施設計

住宅・都市整備公団

⼤⽇地区公園基本設計

近畿地⽅建設局

⾵越⼭麓⼦供のもり公園なかまたちの広場実施設計

⻑野県

飯⽥市

⾵越⼭麓⼦供のもり公園橋梁詳細設計

⻑野県

飯⽥市

⻄栄緑道新設⼯事に伴う設計業務委託

⼤阪市建設局花と緑の推進本部

芦原公園整備⼯事他 1 件にともなう設計業務委託

⼤阪市建設局花と緑の推進本部

浪速区内公園改修基本計画・⼀部実施設計

⼤阪市建設局

⽔⼾市堤外地利⽤計画

茨城県⽔⼾市((株)建設環境研究所)

千歳川防災ステーション詳細設計

北海道開発局((株)建設環境研究所)

⽩崎公園実施設計

福井県

ラグナックスアイランド蒲郡計画の景観基本計画

(株)松⽥平⽥

蒲郡デザインガイドライン

(株)松⽥平⽥

東京共済病院外構設計

横河設計事務所

ウェーブサーバーレンタル初期設定

優良企業

アデム PR ⽤ CD-ROM 作成

優良企業

淀川⼯事事務所

武⽣市((株)宮本設計事務所)

業務件名

発注機関

国営昭和記念公園芝⽣地改良調査

国営昭和記念公園事務所

国営沖縄基園公園フィールドミュージアム計画

(財)⽇本造園修景協会

オートキャンプ場芝⽣管理に関する調査

(財)公園緑地管理財団

国営越後丘陵公園芝⽣地管理⽔準資料作成補助業務

(財)公園緑地管理財団

国営アルプスあづみの公園事業概要読本作成業務

(社)⽇本公園緑地協会

公園緑地の維持管理に関する協働調査

(社)⽇本造園建設業協会

⼤川ふるさと公園ソフトボール場他造園実施設計

住宅都市整備公団

東海北陸地頭⾞道⼀宮地区造園詳細設計

⽇本道路公団(東関東道路エンジニア㈱)

東名⾼速道路登坂⾞線造園基本設計

⽇本道路公団(東関東道路エンジニア㈱)

神代植物公園培養所改修⼀部実施設計

東京都⻄部公園緑地事務所

上野動物公園⼦供動物園施設基礎調査委託

東京都

芦原公園他公園整備⼯事に伴う設計業務

⼤阪市建設局花と緑の推進本部

⾵越⼭麓⼦供のもり公園「メインエントランス」実施設計

⻑野県

寒河江ハイウェイオアシスふるさと総合公園実施設計

⼭形県（東⽇本総研(株)）

⼭形パーキングエリア地域拠点整備事業基本計画

⼭形市（東⽇本総研(株)）

道路緑化設計委託(豊間・四倉線)

福島県いわき建設事務所

万葉菊花園フラワーデザインメンテナンス

福井県武⽣市

⽩崎公園交流広場ワークショップによる公園づくり

福井県武⽣市（(株)宮本設計事務所）

緑地広場施設設計

福井県

奈良県広域緑地計画策定業務

奈良県

横浜はつらつ公園整備設計

横浜市

美しいむらづくり対策事業基本整備計画

(株)⽇本計画機構

⼤江町桜づつみ基本・実施設計

⼤江町（(株)トデック）

済⽣会病院ホスピス棟外構

越前町(株)佐藤総合計画

上野動物園
飯⽥市

業務実績

平成 9 年度（1997.04～1998.03）

