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   LAU Public Facilities Consultants Co.Ltd.

  ホームページ　http://www.ｌａｕ.co.jp　　　ｅ-mail　info@ｌａｕ.co.jp

所在地 >>>>>>> 本 社 〒162-0801 東京都新宿区山吹町352-22 TEL(03)3269-6711（代表)

FAX(03)3269-6715（代表）

神奈川事務所 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1-2201 TEL(045)450-5361

FAX(045)450-5362

千 葉 事 務 所 〒272-0832 千葉県市川市曽谷8-8-6 TEL(047)373-5161

FAX(047)373-5162

群 馬 事 務 所 〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町705-3 TEL(027)323-1981

FAX(027)323-1083

東 京 分 室 〒203-0052 東京都東久留米市幸町4-4-4 TEL(0424)79-0373

e-mail　tokyo@lau.co.jp FAX(0424)79-0372

伊 豆 分 室 〒413-0232 静岡県伊東市八幡野982-12 TEL(0557)54-3680

e-mail　 izu@lau.co.jp FAX(0557)54-3682

創立／資本金 >> 昭和53年10月25日　／　25,000,000円

登録 >>>>>>>>> 建設コンサルタント建31-3138号（都市計画及び地方計画部門、造園部門）

一級建築士事務所東京都知事登録第18155号

資格者 >>>>>>> 技術士　　一級建築士　　一級土木施工管理技士　　一級造園施工管理技士

ＲＣＣＭ　　ＲＬＡ（登録ランドスケープアーキテクト）

受賞 >>>>>>>>> 平成２６年度　第３６回北村賞　(一社)日本公園緑地協会

平成１２年度　都市公園コンクール建設大臣賞受賞　「新潟県立植物園」

平成１１年度　ランドスケープコンサルタンツ協会賞(設計部門)受賞　「新潟県立植物園」

平成　８年度　日本造園学会賞(計画部門)受賞　「三鷹市緑と水の回遊ルート整備計画」

平成２７年度　古川医療福祉設備振興財団顕彰功労表彰(建築設計分野)

平成１１年度　医療福祉建築賞　「聖隷ホスピス」　　　　　　　

平成１０年度　医療福祉建築賞　「いなさ愛光園」　　　　　　　

平成　９年度　第１０回千葉市優秀建築賞「中村峡記念病院 老人保健施設うらら」　　

平成　８年度　医療福祉建築賞「アルペンハイツ」　　　　　　

平成　８年度　医療福祉建築賞　「おらはうす宇奈月」　　　　　

平成　６年度　病院建築賞　「浜松市発達医療総合福祉センター」

概要
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平成30年度 >>>>>> 草加市景観計画・景観条例改定業務 埼玉県草加市

三郷市緑の基本計画改定業務委託 埼玉県三郷市

成田市景観計画変更に係る支援業務 千葉県成田市

平成３０年度松戸市緑の基本計画策定業務 千葉県松戸市

三郷市景観アドバイザー委嘱（H23～） 埼玉県三郷市

八潮市まちづくりアドバイザー委嘱(H19～) 埼玉県八潮市

平成29年度 >>>>>> 「世田谷区みどりとみずの基本計画」等改定支援業務(H28～）－Ｐ 東京都世田谷区

成田市景観計画変更業務 千葉県成田市

印西市景観計画等策定業務－Ｐ(H27～) 千葉県印西市

平成28年度 >>>>>> さいたま市見沼田圃基本計画次期アクションプラン策定業務 埼玉県さいたま市

平成27年度 >>>>>> 平成27年度港区景観計画改定等支援業務 東京都港区

立川市景観形成ガイドライン策定業務 東京都立川市

三郷市屋外広告物条例制定検討業務(H26～) 埼玉県三郷市

松戸市地区景観形成業務 千葉県松戸市

成田市景観形成重点地区検討業務 千葉県成田市

つくば市緑の基本計画見直し業務 茨城県つくば市

平成26年度 >>>>>> 「緑確保の総合的な方針」緑のまちづくり指針等改定検討調査 東京都

さいたま市緑の基本計画次期アクションプラン策定業務 埼玉県さいたま市

朝霞市景観計画等策定業務(H24～) 埼玉県朝霞市

三郷市公共サイン計画検討、景観啓発支援業務 埼玉県三郷市

平成25年度 >>>>>> 戸田駅西口周辺景観形成推進業務 埼玉県戸田市

成田市色彩ガイドライン・公共施設景観形成ガイドライン策定 千葉県成田市

我孫子市緑の基本計画改訂業務 千葉県我孫子市

平成24年度 >>>>>> 板橋区公共施設整備景観ガイドライン策定等（2地区の重点地区景観計画）業務－Ｐ　東京都板橋区

越谷市景観計画策定等業務（H23～）－Ｐ 埼玉県越谷市

成田市景観計画策定業務(H22～)－Ｐ 千葉県成田市

三島市景観重点整備地区における景観整備方針案等の作成業務 静岡県三島市

平成23年度 >>>>>> 野火止用水文化的景観保存計画策定業務 埼玉県新座市

三郷市公共施設景観ガイドライン作成業務 埼玉県三郷市

三郷市景観計画及び運用指針策定・景観啓発活動業務(H19～)－Ｐ 埼玉県三郷市

香取市景観計画等骨子・素案作成業務(H22～)－Ｐ 千葉県香取市

高崎市緑の基本計画策定（吉井地域統合）業務 群馬県高崎市

平成22年度 >>>>>> 三郷市緑の基本計画改訂業務(H21～) 埼玉県三郷市

三郷市屋外広告物実態調査業務 埼玉県三郷市

中央公園プロムナード沿道地区景観形成基準作成業務 千葉県千葉市

平成21年度 >>>>>> 八潮市公共施設色彩基準調査 埼玉県八潮市

幕張新都心業務・タウンセンター地区景観形成基準作成 千葉県千葉市

平成20年度 >>>>>> 千葉市景観計画策定に係るガイドライン作成業務 千葉県千葉市

柏市緑の基本計画策定（改訂）業務（H19～） 千葉県柏市

松戸市緑の基本計画改定策定(H19～) 千葉県松戸市

平成19年度 >>>>>> 津久井湖城山公園山頂部整備構想（案)検討業務 神奈川県

千葉市景観計画策定業務（H18～） 千葉市

平成18年度 >>>>>> 世田谷区風景づくり計画における色彩基準策定調査 東京都世田谷区

さいたま市緑の基本計画改訂版 埼玉県さいたま市

八潮市景観計画(建築物ガイドライン）策定 埼玉県八潮市

平成17年度 >>>>>> 東京都景観計画策定調査 東京都

平成17年度緑の回廊構想検討調査 神奈川県

さいたま市都市景観形成基本計画 埼玉県さいたま市

※プロポーザル等受注歴 業務経歴

○○○○○○○○○策定業務委託－Ｐ 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所

Ｕ：景観・緑計画
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平成30年度 >>>>>> 群馬県地域興しマイスター委嘱業務（H17～） 群馬県

やまなし大使委嘱業務(H23～) 山梨県

平成28年度 >>>>>> 嵐山町「千年の苑」づくり計画策定業務 都市農山漁村交流活性化機構

やま・さと応緑シンポジウム講演業務 群馬県

平成26年度 >>>>>> つくば市学校等適正配置計画(指針)見直し業務 茨城県つくば市

平成25年度 >>>>>> 泉自然公園エントランスゾーンおもてなし計画策定支援業務 千葉県千葉市

平成25年度富士市新環境クリーンセンター周辺整備計画基礎資料作成業務 静岡県富士市

平成24年度 >>>>>> 和歌山県橋本市恋野地区土地利用基本計画設計に係る請負業務 （財）都市農山漁村交流活性化機構

足利・名草ふるさと自然塾基本計画調査に係る請負業務 （財）都市農山漁村交流活性化機構

平成22年度 >>>>>> 中之条町六合地区・地域活性化計画作成業務 群馬県農業会議

平成21年度 >>>>>> 筑波山梅林及び周辺整備計画策定業務 茨城県つくば市

滞在型市民農園経営モデル作成（H20～） （財）都市農山漁村交流活性化機構

平成20年度 >>>>>> 箕輪町健康グリーン・ツーリズム活性化事業推進支援業務（H19～） （財）都市農山漁村交流活性化機構

平成19年度 >>>>>> 国立天文台敷地の地域開放に向けた調査研究業務 東京都三鷹市

平成18年度 >>>>>> 「親子体験活動」実施に係る基礎条件調査 東京都

筑波山周辺整備観光整備基本構想 茨城県つくば市

平成17年度 >>>>>> まちしるべ（タウンゲート）等整備計画策定 神奈川県小田原市

花とひとのネットワークづくり構想策（H16～） 千葉県千葉市

まんが王国魅力アップ調査業務（H16～） 岐阜県飛騨市宮川地域振興局

森林公園再整備基本構想策定 茨城県水戸市

鉾田町農業農村環境計画策定(H16-基礎調査） 茨城県鉾田町

さいたま市都市計画概要書作成業務 国土計画協会

平成16年度 >>>>>> 岡部宿内野本陣史跡公園整備事業基本構想策定調査 静岡県岡部町

首都圏における近郊緑地保全区域指定に関する調査（見沼田圃区域）（H15～）　国土計画協会

津久井町農村環境整備計画策定事業自然環境資源補足調査 神奈川県津久井町

城山町農村環境計画策定業務 神奈川県城山町

菖蒲町農村環境計画策定業務（H15-基礎調査） 埼玉県菖蒲町

下妻市農村環境整備計画策定業務（H15-基礎調査）－Ｐ 茨城県下妻市

河内町農村環境基本計画（H15-基礎調査） （財）都市農山漁村交流活性化機構

平成15年度 >>>>>> 首都圏における近郊緑地保全区域指定に関する調査（見沼田圃区域） 国土計画協会

座間市農村環境整備計画 神奈川県座間市

麻生町農業農村環境計画(H14-基礎調査）－Ｐ 茨城県麻生町

平成14年度 >>>>>> 丸の内地区まちづくり基礎調査 埼玉県伊奈町

三浦市農村環境整備計画・田園環境整備マスタープラン 神奈川県三浦市

白岡町農村環境計画（H13-基礎調査）－Ｐ 埼玉県白岡町

平成13年度 >>>>>> 忍城址周辺整備計画(H12～）－Ｐ 埼玉県行田市

海老名市農村環境整備計画・田園環境整備マスタープラン 神奈川県海老名市

横浜市農村環境整備計画 神奈川県横浜市

クラインガルテン基本構想 埼玉県羽生市

平成12年度 >>>>>> 小田原市農村環境整備計画 神奈川県小田原市

白井市農業公園基本構想－Ｐ　 千葉県白井市

平成11年度 >>>>>> 西平井･鰭ヶ崎地区まちづくり整備計画・施設整備検討調査　　　 千葉県流山市

黒川地区農業公園づくり事業基本構想(H8～)基本計画(H10～) 神奈川県川崎市

平成10年度 >>>>>> 静岡県歴史の道整備活用総合推進計画－Ｐ 静岡県

不動尊公園滞在型市民農園調査及び基本構想・基本設計・実施設計－Ｐ 宮城県丸森町

平成　9年度 >>>>>> 日本型グリーン・ツーリズムのあり方について 農林省

平成　8年度 >>>>>> グリーン・ツーリズムに関する基礎調査･施設建設構想 宮城県

平成　7年度 >>>>>> サンパークアケノ第２期計画－Ｐ 山梨県

※プロポーザル等受注歴 業務経歴

○○○○○○○○○策定業務委託－Ｐ 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所

Ｕ：都市・地域計画
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平成30年度 >>>>>> 神楽坂地区まちづくり支援業務（地区計画の策定）（Ｈ17～）－Ｐ 東京都新宿区

清水町・蓮沼町新防火及び地区計画策定委託 東京都板橋区

不燃化特区「大谷口一丁目周辺地区」推進事業（Ｈ26～）－Ｐ 東京都板橋区

大谷口上町周辺地区地区計画策定 東京都板橋区

平成29年度 >>>>>> 板橋区大谷口周辺整備地域新防火区域策定（H28～H29） 東京都板橋区

大谷口上町周辺地区まちづくり計画策定（H28～H29）－Ｐ 東京都板橋区

江北四丁目地区周辺都市計画変更等調査業務(H27～H29) 東京都足立区

平成28年度 >>>>>> 西新宿五丁目地区整備計画作成業務（H26～H28） 東京都新宿区

大谷口一丁目周辺地区地区計画等策定（Ｈ26～H28）－Ｐ 東京都板橋区

保塚町地区他１地区における地区計画変更検討及び都市計画図書作成業務 東京都足立区

平成27年度 >>>>>> 放射３５号線３６号線沿道まちづくり推進業務（Ｈ22～H27）－Ｐ 東京都練馬区

地区計画素案等作成業務(上十条二丁目、十条仲原一・二丁目地区）（H26～）　東京都北区

平成26年度 >>>>>> 西新井大師周辺地区まちづくり計画作成コンサルティング業務（Ｈ23～26） 東京都足立区

足立一･二･三･四丁目地区防災街区整備地区計画変更及びその他関連業務 東京都足立区

都市防災不燃化促進調査業務（補助７３号線沿道地区) 東京都北区

大谷口地区住宅市街地総合整備事業整備計画推進事業(Ｈ19～26) 東京都板橋区

平成25年度 >>>>>> 足立区ユニバーサルデザイン推進計画策定 東京都足立区

足立一･二･三･四丁目地区整備計画（密集市街地整備事業）推進事業業務 東京都足立区

都市計画道路補助線街路140号線まちづくり構想検討業務 東京都足立区

平成24年度 >>>>>> 都市再開発の方針等に係る附図の作成業務 東京都新宿区

農の風景育成地区調査業務 東京都練馬区

平成23年度 >>>>>> 老朽危険建築物の実態把握調査及び安全パトロール業務（国・重点分野） 東京都足立区

平成21年度 >>>>>> 西新井駅西口周辺地区防災まちづくりコンサルティング（Ｈ10～21） 東京都足立区

北千住駅東口周辺地区まちづくりコンサルティング業務委託（Ｈ18～21） 東京都足立区

平成20年度 >>>>>> 西新井駅西口周辺地区防災生活圏促進事業コンサルティング業務（Ｈ9～20）－Ｐ 東京都足立区

平成19年度 >>>>>> 亀田小学校周辺地区における事業化方策検討業務 都市再生機構

平成18年度 >>>>>> 大谷口地区住宅市街地総合整備事業(密集型)事業計画(変更)・整備計画(変更)作成 東京都板橋区

大谷口上町地区住宅地区改良事業　まちづくり協議会支援（Ｈ14～18） 都市再生機構

平成17年度 >>>>>> 練馬駅周辺地区まちづくり計画案策定（H15～H17）－Ｐ 東京都練馬区

平成16年度 >>>>>> 共同化合意形成支援事業(板橋区大谷口上町地区)ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ派遣業務(H14～)　 （財）東京都防災・建築まちづくりセンター

平成15年度 >>>>>> 上沼田南地区住まいづくり実践業務(H12～15) 東京都足立区

足立区用途地域等見直し関連業務（H14～15） 東京都足立区

東伊興地区景観まちづくり業務（H8～15） 東京都足立区

千住地区における密集市街地整備の新規事業方策に係わる検討調査 都市基盤整備公団

平成14年度 >>>>>> 土地区画整理事業を施行すべき区域一括地区計画策定業務 東京都足立区

平成13年度 >>>>>> 大谷口上町地区事業計画作成に係る基礎調査事業 都市基盤整備公団

渋谷区宇田川町28地区共同化事業等検討業務 都市基盤整備公団

平成12年度 >>>>>> 大谷口上町地区緊木防事業まちづくり推進業務(Ｈ10～12) 都市基盤整備公団

平成11年度 >>>>>> 神楽坂地区街なみ環境整備方針策定作業(H8～11) 東京都新宿区

千住弥生公園周辺地区まちづくりｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務(H8～11) 東京都足立区

密集市街地低未利用地等を活用した市街地再整備手法策定業務　　　　　　　　　　　　　都市基盤整備公団

平成10年度 >>>>>> 大谷口上町地区事業化方策検討調査 都市基盤整備公団

平成　8年度 >>>>>> 神楽坂地区街なみ環境整備事業の物件調査及び街なみ環境整備方針策定作業 東京都新宿区

天沼3丁目地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画(H6～8) 東京都杉並区

平成　7年度 >>>>>> 神奈川県逗子市市街地再生プラン策定調査 神奈川県

地域まちづくり誘導（相模大塚地区）業務(H6～7) 神奈川県大和市

平成　6年度 >>>>>> 北沢四丁目井の頭通り沿道街区事業計画作成調査 東京都世田谷区

東逗子駅前周辺地区住環境整備基礎調査(H5－基礎計画調査) 神奈川県逗子市

※プロポーザル等受注歴 業務経歴

○○○○○○○○○策定業務委託－Ｐ 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所
4

Ｕ：まちづくり計画



平成29年度 >>>>>> かみね動物園再整備事業計画策定業務 茨城県日立市

平成28年度 >>>>>> 総合運動公園施設現況調査業務 千葉県流山市

福岡市拠点文化施設整備計画作成支援 (株)長大

平和島ユースセンターの整備・活用に伴う基本構想・基本計画　策定支援業務　外部空間設計支援　　　(株)佐野建築事務所

平成26年度 >>>>>> 都立動物園施設改修検討調査 東京都

観音山公園（カッパピア跡地）プール基本構想案作成業務 群馬県高崎市

烏川かわまちづくり計画書策定業務 群馬県高崎市

平成24年度 >>>>>> 秋ヶ瀬公園・埼玉スタジアム長寿命化計画調査業務 埼玉県公園スタジアム課

平成21年度 >>>>>> 日本銀行石神井運動場の公園整備基本計画策定補助 東京都練馬区

津久井湖城山公園と遺跡に関する考え方の整理検討業務（H14～） 神奈川県

グランモール公園再整備検討基礎調査業務 横浜みなとみらい２１

平成20年度 >>>>>> 既存公共施設の緑化拡充のための調査 東京都足立区

観音山公園（カッパピア跡地）再整備基本計画作成業務 群馬県高崎市

「花の散歩路」ワークショップ及び計画作成業務（H18～） 東京都足立区

平成18年度 >>>>>> 県立保土ヶ谷公園２期整備基本設計業務（住民参加型） 神奈川県横浜地区公園管理事務所

緑と水の回遊ルートサイン整備計画策定業務 東京都三鷹市

浦安市運動公園スポーツ施設建設事業に関する調査業務 千葉県浦安市

平成17年度 >>>>>> 県立保土ヶ谷公園２期整備基本計画作成業務（住民参加型） 神奈川県横浜地区公園管理事務所

（仮称）船戸古墳公園基本構想 千葉県柏市

蓮沼海浜公園活性化計画及び水の広場花壇設計 千葉県レクリエーション都市開発㈱

平成16年度 >>>>>> 都立木場公園・葛西臨海公園費用対効果分析 東京都

県立あいかわ公園及び県立相模三川公園費用対効果分析調査 神奈川県

平成15年度 >>>>>> 県立津久井湖城山公園費用対効果調査 神奈川県

学校校庭の芝生化調査業務 千葉県浦安市

綾瀬市総合公園基本構想・大和市ゆとりの森(総合公園)基本計画 (社)日本公園緑地協会

平成14年度 >>>>>> 子どもたちの森基本計画・基本設計（住民参加によるﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸづくり） 千葉県千葉市

川通公園ユニバーサルデザイン基本計画 埼玉県岩槻市

国営みちのくの杜湖畔公園基本計画見直し （社）日本公園緑地協会

平成13年度 >>>>>> 清掃工場跡地公園基本計画(住民参加型)（H12-基本構想） 千葉県浦安市

西部公園（近隣公園）基本構想 埼玉県深谷市

平成12年度 >>>>>> 西新井駅西口地区造園基本構想 都市基盤整備公団

東雲地区公園計画基礎資料作成業務 （財）都市緑化技術開発機構

平成11年度 >>>>>> 東伏見公園基本計画(H13-事業検討基礎資料作成） 東京都

亥鼻３丁目公園基本構想(住民参加型) 千葉県千葉市

高崎公園基本計画 群馬県高崎市

山形地区地球温暖化対策緑地建設事業計画 (社)日本公園緑地協会

平成10年度 >>>>>> 保土ヶ谷公園2期整備区域基本計画（H9-基本構想） 神奈川県

湘南海岸公園(中部、西部)サイン計画 神奈川県

土気東土地区画整理タウンスケープ基本構想 千葉市土気東土地区画整理組合

東雲キャナルコート整備計画区域都市公園事業基本計画 (社)日本公園緑地協会

ルネ稲毛マンション入居予定者による庭づくりワークショップ業務 総合地所(株)

平成　9年度 >>>>>> 中川河岸緑地公園基本構想 東京都葛飾区

津久井湖城山公園文化財調査 神奈川県

烏川河川敷利用計画調査 群馬県高崎市

平成　8年度 >>>>>> 手賀沼水辺空間利用計画構想(案) 千葉県我孫子市

オートキャンプ場管理運営計画調査(H5～) (財)公園緑地管理財団･ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ研究会

平成　7年度 >>>>>> 大島仲の原園地基本計画調査 東京都

平成　6年度 >>>>>> 新潟県都市緑化植物公園(地域づくり)､(H3－基本計画) 新潟県新津土木事務所

※プロポーザル等受注歴 業務経歴

○○○○○○○○○策定業務委託－Ｐ 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所

Ｌ：ランドスケープ構想・計画
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平成30年度 >>>>>> 水元公園園地整備実施設計 東京都

上野動物園アシカプール観覧通路床面調査 東京動物園協会

練馬区立豊玉中いっちょうめ公園改修設計 東京都練馬区

平成３０年度（仮称）キャンプ座間返還地公園実施設計業務 神奈川県座間市

柏北部東地区川端調整池修景整備工事設計業務 千葉県柏市

木地区３号街区公園実施設計業務 千葉県流山市

平成29年度 >>>>>> 神代植物公園案内表示施設基本・実施設計 東京都

水元公園園地整備調査設計 東京都

遠山スポーツ広場拡張整備実施設計業務委託 千葉県成田市

津波避難施設（築山）実施設計業務 千葉県大網白里市

平成28年度 >>>>>> 夢の島熱帯植物館展示植栽実施設計 東京都

木地区１号街区公園実施設計業務委託 千葉県流山市

（仮称）冨士公園基本設計等業務 千葉県白井市

平成28年度公園整備工事設計業務（県単）その９ 神奈川県

平成27年度 >>>>>> 夢の島熱帯植物館展示植栽基本設計 東京都

公園施設長寿命化対策遊具更新設計 東京都練馬区

新宿区立葛ヶ谷公園改造設計(住民参加型) 東京都新宿区

白鳥東公園ほか遊具更新実施設計 東京都葛飾区

八王子市立横川小学校校庭芝生化工事実施設計 東京都八王子市

観音山公園第６期整備工事詳細設計業務 群馬県高崎市

豊四季台団地（建替）緑道整備基本設計 都市再生機構

平成26年度 >>>>>> 上野動物園アジアゾウ脱出防止対策実施設計 東京都

狭山・境緑道改修実施設計 東京都

練馬区立電車の見える公園拡張設計委託 東京都練馬区

八王子市立大和田小学校校庭芝生化工事実施設計 東京都八王子市

(仮称)笛田一丁目公園実施設計等策定業務（住民参加型）　 神奈川県鎌倉市

(仮称)八潮駅南口駅前公園整備工事費積算業務 埼玉県八潮市

木地区５号街区公園実施設計業務 千葉県流山市

新市街地地区4号近隣公園実施設計業務 千葉県流山市

しらいわ苑庭園工事設計監理業務 （株）地域建築設計

平成25年度 >>>>>> 平成２５年度海の森公園海岸部基本設計 東京都

新宿区立新宿公園等再整備設計（住民参加型）　 東京都新宿区

シンボルロード緑道部実施設計業務 千葉県浦安市

鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区実施設計（H22基本設計） 都市再生機構

新庄さくら保育園園庭設計 （株)地域建築設計

平成24年度 >>>>>> 池上梅園改良工事設計 東京都大田区

石神井松の風文化公園設計(H24H25監理・H23実施設計・H22基本設計･H21基本計画)　　東京都練馬区

練馬地域気象観測所移転工事設計 東京管区気象台

流山市民総合体育館周辺造園基本・実施設計 都市再生機構

酒々井南部地区街区公園外実施設計業務 都市再生機構

（仮称）流山新市街地地区小中学校併設校造園実施設計 都市再生機構

平成23年度 >>>>>> 駅前公園実施設計業務(H24～26監理) 埼玉県八潮市

小坪飯島公園再整備実施設計業務（住民参加型）　 神奈川県逗子市

南多摩地区Ｂ－７　平成２４年度南近隣公園工事修正実施設計その他業務 都市再生機構

平成22年度 >>>>>> 中郷第１街区公園設計業務（住民参加型）　 茨城県阿見町

西八千代北部地区街路植栽基本・実施設計 都市再生機構

地域密着型複合施設せいふう庭園工事設計監理業務 （株）地域建築設計

旧雄物川環境整備設計（H21～） (株)　東京建設コンサルタント

※プロポーザル等受注歴 業務経歴

○○○○○○○○○策定業務委託－Ｐ 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所
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平成21年度 >>>>>> 早野聖地公園壁面型墓所図面等作成業務（H19～） 神奈川県川崎市

平成20～21年度（仮称）稲荷山運動公園実施設計 神奈川県綾瀬市

観音山公園（カッパピア跡地）再整備基本設計・実施設計(H20基本計画） 群馬県高崎市

福祉コミュニティアオーラ外構設計 (社福法）蓮愛会

平成20年度 >>>>>> 上野動物園水生動物展示施設実施設計（ホッキョクグマ、アシカ他）(H19基本設計・H21～22監理）　　東京都

星と森と絵本の家（仮称）外構設計業務 東京都三鷹市

津久井湖城山公園小網園地実施設計・太井主園路修正実施設計 神奈川県

潤井戸１号近隣公園実施設計 都市再生機構

平成19年度 >>>>>> 富久さくら公園新設設計（住民参加型） 東京都新宿区

保土ヶ谷公園二期整備地区基本・実施設計（住民参加型）　 神奈川県

群馬県緑化フェア高崎会場実施設計 群馬県

烏川緑地（和田橋エリア）実施設計 群馬県高崎市

高坂駅前東口近隣公園他実施設計 都市再生機構

平成18年度 >>>>>> 上野恩賜公園Ｄ地区再生整備実施設計 東京都

稲荷山運動公園実施設計 神奈川県綾瀬市

（仮称）こんぶくろ池公園実施設計 千葉県柏市

中溝水路水辺再生実施設計 千葉県千葉市

平成17年度 >>>>>> （仮称）天沼三丁目公園基本計画・基本設計・実施設計（住民参加型）　 東京都杉並区

子どもたちの森に適応した運営主体づくりのためのワークショップ(H15～） 千葉県千葉市

千住旭町・日之出町賃貸住宅土木及び造園設計 東京都住宅供給公社

西平井・鰭ケ崎地区緑道実施設計(H14基本設計） 千葉県流山市

大和市ゆとりの森（総合公園）基本設計・綾瀬市総合公園基本計画基本設計　　(社)日本公園緑地協会

野村病院庭園・外構設計業務 (株)古井組

平成15年度 >>>>>> 旧清掃工場跡地等公園整備実施設計（住民参加型）（H14-基本設計）　 千葉県浦安市

八千代市公営墓地建設事業基本設計 千葉県八千代市

子どもたちの森実施設計（住民参加型） 千葉県千葉市

平成14年度 >>>>>> 川通公園ユニバーサルデザイン実施設計 埼玉県岩槻市

浦安市明海の丘公園基本・実施設計(住民参加型） 都市基盤整備公団

足利市総合運動公園硬式野球場整備工事実施設計 都市基盤整備公団

平成13年度 >>>>>> 多摩動物公園アフリカ園周辺改修実施設計 東京都

高崎公園実施設計 群馬県高崎市

東雲１丁目近隣公園基本設計・実施設計(東雲キャナルコート） 都市基盤整備公団

平成12年度 >>>>>> 多摩動物公園昆虫本館周辺整備基本･実施設計 東京都

亥鼻３丁目公園基本設計・実施設計(住民参加型) 千葉県千葉市

平成11年度 >>>>>> 国営讃岐まんのう公園基本設計･実施設計（展望台・遊具広場） 建設省

平成10年度 >>>>>> 小金井公園広場基本設計 東京都

アクアフォレスタ・ルネ稲毛（入居予定者による庭づくり） 総合地所（株）

足利市総合運動公園競技場造園実施設計 都市基盤整備公団

平成　9年度 >>>>>> あけぼの公園ハス池補修調査設計 千葉県柏市

千葉北部地区５駅圏周辺幅員歩道基本･一部実施設計（H8～） 住宅・都市整備公団

平成　8年度 >>>>>> 湘南海岸公園ｻｰﾌｳﾞｨﾚｯｼﾞ周辺実施設計 神奈川県

津久井湖城山公園(花見の広場基本･実施設計) 神奈川県

長生広域公園基盤整備設計･公園施設実施設計 千葉県

平成　7年度 >>>>>> 丹後堰公園基本･実施設計 千葉県千葉市

平成　6年度 >>>>>> 南大泉市民農園他実施設計 東京都練馬区

平成　5年度 >>>>>> 丸池の里整備基本計画基本設計・牟礼の里公園基本設計実施設計 東京都三鷹市

都市緑花植物園実施設計(H3－基本設計) 新潟県

国営讃岐まんのう公園中央広場ゾーン実施設計 (社)日本公園緑地協会

※プロポーザル等受注歴 業務経歴

○○○○○○○○○策定業務委託－Ｐ 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所
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Ｌ：ランドスケープ設計



平成30年度 >>>>>> 東京都江東都税事務所（３０）床ＯＡフロア改修工事実施設計・工事監理 東京都

３０北足立市場立体駐車場ほか便所改修工事実施設計 東京都

新清掃工場関連付帯施設基礎調査業務 千葉県成田市

平成29年度 >>>>>> 中台運動公園プール改修工事 設計 千葉県成田市

平成28年度 >>>>>> 東雲医療福祉複合ビル新築工事 基本・実施設計・監理（H27～東京都） 個人

平成26年度 >>>>>> （仮称）特別養護老人ホーム創生園泉大沢新築工事 設計・監理（H25～宮城県）（社福法）創生会

（仮称）泉大沢シニアタウン新築工事 設計・監理（H24～宮城県） （社福法）創生会

聖隷浜松病院第４期建築工事 設計・監理（H20～静岡県） （社福法）聖隷福祉事業団

平成25年度 >>>>>> （仮称）旧日本銀行運動場クラブハウス増築・改修工事 設計・監理等(H23～） 東京都練馬区

猿島公園管理施設災害復旧 設計 神奈川県横須賀市

（仮称）重症心身障害児者施設新築工事 設計・監理（神奈川県）　 （社福法）相模更生会

平成24年度 >>>>>> （仮称）明和県央高校再整備 企画設計（群馬県） （学法）平方学園

(仮称)みやぎ県南中核病院増築工事 監理（宮城県） 大河原町外１市２町保健医療組合

平成23年度 >>>>>> (仮称)ザ・サンシャイン町田新築工事Ａ・Ｂ棟 監理（東京都） 東電不動産（株）

（仮称）特別養護老人ホーム かしわ園新築工事 設計・監理（H20～東京都） （社福法）桐仁会

平成22年度 >>>>>> 上野動物園水生動物展示施設 基本・実施設計・監理(H20～） 東京都

平成２２年度綾瀬スポーツ公園整備工事 監理 神奈川県綾瀬市

福祉コミュニティ　アオーラ（Ahora)　新築工事 設計・監理（H21～栃木県） （社福法）蓬愛会

平成21年度 >>>>>> (仮称)ライフ＆シニアハウス千里中央新築工事 設計・監理（H19～大阪府） （株） 生活科学運営

平成20年度 >>>>>> 星と森と絵本の家（仮称）整備事業 設計・監理（H19～） 東京都三鷹市

聖隷三方原病院Ａ・Ｂ号館リニューアル工事 設計・監理（H19～静岡県） （社福法）聖隷福祉事業団

聖隷三方原病院Ｄ号館増築工事 設計・監理（H16～静岡県） （社福法）聖隷福祉事業団

(仮称)ライフ＆シニアハウス市川新築工事 設計・監理（H16～千葉県） （株）生活科学運営

平成19年度 >>>>>> (仮称)聖隷吉原病院移転新築工事 設計・監理（静岡県） （財）惠愛会

平成18年度 >>>>>> 旧浜離宮庭園船着場改修 基本・実施設計・監理(H17～） 東京都

（仮称）特別養護老人ホーム ながんまの郷新築工事 設計・監理（H17～静岡県）（社福法）大喜福祉会

聖隷厚生園信生寮移転新築工事 設計・監理（静岡県） （社福法）聖隷福祉事業団　　　　　　　

平成17年度 >>>>>> (仮称)おおぞら療育センターしずおか新築工事 設計・監理（静岡県） （社福法）小羊学園

平成16年度 >>>>>> 麻生区内複合福祉施設整備 基本構想・基本設計(H15～） 神奈川県川崎市

座間市地域福祉複合施設 基礎調査 神奈川県座間市

(仮称）高崎ビジネス・インキュベーション 実施設計－Ｐ 群馬県高崎市

（仮称)幸区複合福祉施設建築工事 設計 （社福法）長尾福祉会

平成15年度 >>>>>> 高齢者ケア付共同住宅所沢 実施設計（埼玉県） （株）生活科学運営

（仮称）特別養護老人ホーム ちょうふ花園新築工事 設計・監理（H14～東京都）（社福法）桐仁会

平成14年度 >>>>>> 国営木曽三川公園「水と緑の館」展示物 更新設計 国土交通省木曽川下流工事事務所

有料老人ホーム「油壺エデンの園」増築工事 基本・実施設計（神奈川県） （社福法）聖隷福祉事業団

高齢者ケア付共同住宅港北 実施設計（神奈川県） （株）生活科学運営

平成13年度 >>>>>> コミュニティー消防センター 設計－Ｐ 長崎県森山町

こうのとり保育園移転新築工事 設計（静岡県） （社福法）聖隷福祉事業団

子育て支援センター「聖隷わかば保育園」移転 新築設計（静岡県） （社福法）聖隷福祉事業団

日暮里コミュニティハウス新築工事 実施設計（東京都） （株）生活科学運営

平成12年度 >>>>>> 国営常陸海浜公園林間広場管理棟新築 設計 国営常陸海浜公園工事事務所

津久井湖城山公園｢歴史と彩りのゾーン｣集中施設 建築基本設計 神奈川県

平成11年度 >>>>>> 不動尊公園滞在型市民農園 基本構想・基本設計・実施設計（Ｈ１０～）－Ｐ 宮城県丸森町

宇奈月町福祉複合施設「すこやかプラザ」実施設計・監理（富山県） （社福法）宇奈月福祉会

関東第一高等学校増改築工事 実施設計（東京都） （学法）守屋育英会

平成　9年度 >>>>>> 宇奈月健康福祉センター 基本計画 富山県宇奈月町

平成　8年度 >>>>>> 国営越後丘陵公園展望台新築工事 基本・実施設計(H6～)－Ｐ 国営越後丘陵公園工事事務所

※プロポーザル等受注歴 業務経歴
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Ａ：医療・福祉･都市施設等


