参考資料

TECRIS 業務キーワード

TECRIS の業務キーワードは、公共発注機関の業者選定等で業務を特定する検索
項目として重要ですが、「登録企業の意向」と「公共発注機関の選択」が合致しな
いケースが生じ、改善が望まれていました。
財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）では、この点を改善するため、業
務キーワードの階層化を行い、2005 年２月から階層化されたキーワードの運用を開
始しました。
これまで業務分野という枠組だけで分けられていた業務キーワードに「大分類」、
「中分類」という新たな階層化分類を行い、登録企業、公共発注機関双方にとって、
業務キーワードの選定が容易になり、より的確に必要な情報を収集できるようにな
りました。
なお、当協会ホームページにて公開されている「e-PLA（ランドスケープコンサ
ルタント情報検索システム）」では、TECRIS に登録されていない発注金額 500 万
円未満の業務も登録されており、造園分野の業務検索する際には、より的確に必要
な情報を入手できるようになっております。e-PLA の利用方法等は巻頭ページを
ご参照ください。

大分類
00 共通

中分類
01 共通（事業）
02 共通（調査）
03 共通（計画）

04 共通（設計）

05 共通（管理）
01 造園企画・構想 01 公園・緑地

02 観光・レクリ
エーション

03 地域計画・まち
づくり

04 環境

05 法制度
06 イベント
07 その他

02 造園調査・解析 01 計画・調査

02 環境

小分類
[カ行] 国際博覧会、国体関連、国体対応、国民体育大会
[サ行] 全国都市緑化フェア
[ハ行] 博覧会
[サ行] 自然環境、植生
[タ行] 地球温暖化、地球環境、調査
[ア行] アメニティー、ウォーターフロント、運動公園、オープンスペース
[カ行] 基本構想、計画、港湾緑地、国営公園、国立公園
[サ行] 循環型社会、森林計画、造園、総合公園
[タ行] テーマパーク、都市計画、都市防災
[マ行] まちづくり
[ラ行] ランドスケープ、ランドマーク、緑地
[ワ行] ワークショップ
[カ行] コスト削減
[サ行] シビックデザイン、弱者対策、修景、住民説明会
[ハ行] バリアフリー
[ヤ行] ユニバーサルデザイン
[カ行] ガーデニング、建設コスト縮減、公園改良
[サ行] 里山、サンクチュアリ、市民参加、住民参加、樹木、ゼロエミッション
[ハ行] ビジターセンター
[カ行] 海浜緑地、河川敷、近郊緑地保全区域、芸術パーク、県立都市公園、
広域公園、公園
[サ行] 次世代型公園、造園基本構想
[タ行] 治水緑地、適地選定
[ア行] 温泉
[カ行] 観光レクリエーション、景勝地
[サ行] 史蹟名勝
[タ行] 伝統文化
[マ行] マリンタウン
[ラ行] リゾートパーク、リゾート開発、歴史的風土、レクリエーション都市
[カ行] 学園都市、環境共生都市、グラウンドワーク、景観ガイドライン、景観美、
広域緑地計画
[サ行] 桜づつみモデル事業、全国総合開発計画
[タ行] 建替団地、地域づくり、テクノパーク
[ナ行] ニュータウン、農村計画
[ハ行] ふるさとづくり、ふるさとの川づくり、ふるさとモデル事業、文化財保護
[マ行] 町並み保存、水と緑のネットワーク、水辺の楽校、緑のダイヤモンド計画
[ア行] エコアップ、エコシティー、エコツーリズム
[カ行] 海岸環境、海岸保全、河川環境
[サ行] 自然生態系保全復元、循環型社会基盤
[マ行] 水辺空間
[ハ行] 風致地区
[ラ行] 緑化協定、歴史的風土保存区域
[カ行] カヌー競技、クロスカントリー
[サ行] 漕艇競技
[ア行] 委員会、委員会運営
[カ行] 機能拡充、経済効果、検討委員会、公開コンペ
[サ行] 事業化検討
[マ行] マニュアル作成
[カ行] 河川調査、環境保全
[サ行] 生態ネットワーク
[タ行] 地域概況調査、地域特性、道路（牧道）、都市生態系
[ハ行] 保護樹木
[マ行] マスタープラン、水環境保全、水と緑の渓流調査
[ヤ行] 湧水利用
[ラ行] 緑視率、緑地率、緑被率
[ア行] 遺構
[カ行] 海岸、環境ユニット、急傾斜地、クリーンエネルギー、湖沼
[サ行] 壌土、薪炭林、森林土壌、水位変動、水源涵養、水質浄化、生育環境、
生息環境・ハビタット、生態環境、生態系、生態的ポテンシャル、生物相、
生物多様性
[タ行] 地下水、土の硬さ、土壌、土壌硬度、土壌粒子、土性区分
[ハ行] 富栄養化
[マ行] マイクロハビタット
[ヤ行] 谷戸、湧水

大分類
中分類
02 造園調査・解析 03 植物・生物調査
手法

03 造園計画

小分類
[カ行] 街路樹調査、群落調査、コドラート調査、根茎調査
[サ行] 試験植栽、樹木生育調査、樹木調査、樹林調査、植生図、植生調査、
植生復元、生物モニタリング調査、相観植生図、草本生育調査
[タ行] 鳥類標識調査、テリトリーマッピング、テレメトリー調査、動植物調査
[ハ行] ベイトトラップ、ベルトトランセクト
[マ行] 毎木調査、幹高
[ヤ行] 葉緑素測定法
[ラ行] ラインセンサス、立木調査、緑被率算出法、林床植生調査
04 環境調査手法
[ア行] アセスメント
[カ行] 環境アセスメント、環境シミュレーション、環境モニタリング、環境影響調査、
環境影響評価、環境基準、環境区分、環境調査
[サ行] 自然環境調査、生態環境調査、生態調査
05 その他の調査 [英数字] ＤＮＡ解析、ＧＩＳ、ＧＰＳ
手法
[ア行] 意向調査、遺跡、衛星画像解析
[カ行] 基礎調査、景観調査、現況調査、現地調査、効果判定
[サ行] 施設調査、実態調査、シミュレーション、住民意識調査、諸元調査、
整備効果分析
[タ行] 地下埋設物、地理情報システム、土壌成分分析、土壌調査、土壌分析
[ハ行] ヒアリング調査、費用対効果、費用便益分析、文献収集、文献整理、便益、
保存文書整理
06 生物・個体
[カ行] 外来植物、危急種、既存林、貴重生物、魚類、群集、現存植生、個体群、
個体群動態、昆虫類
[サ行] 指標植物、指標生物、重要種、樹木群、照葉樹林、常緑広葉樹林、
水生植物、先駆植物、潜在自然植生、雑木林
[タ行] チョウ、鳥類、動物、トンボ
[ハ行] 爬虫類、哺乳類、ホンドリス
[マ行] 埋土種子、マングローブ、猛禽類
[ラ行] リス、両生類
07 原論
[ア行] 応用生態学
[カ行] 景観生態学
[サ行] 植物生態学、生態工学、草地生態学
[マ行] ミティゲーション
08 その他
[ア行] 安全性評価
[カ行] 間接効果、計画調査、コストバランス
[サ行] 再評価、植生浄化、申請図書作成
[タ行] 代償植生、堤防植生、投資効果
[ナ行] 二次林
[ハ行] 保安林解除、保全、保全・活用
[マ行] 緑の国勢調査
01 都市公園・緑地
[カ行] 健康運動公園、健康福祉公園、県立公園、公園緑地計画、交通公園
[サ行] 住区基幹公園、樹木園、植物園、スポーツのできる公園、総合運動公園
[タ行] 大規模公園、地区公園、中心市街地活性化公園、都市基幹公園、
都市計画公園、都市公園、都市施設、都市緑化植物園、都市緑地、都市林
[ハ行] 広場公園、防災公園
[ラ行] 緑地計画
02 その他の公園・
[ア行] アクアパーク
緑地
[カ行] グリーンオアシス、県民の森、公園墓地、公園緑地、公開空地、国定公園
[サ行] 再資源活用緑地、再生資源活用緑地、自然公園、自然公園計画、
自然生態園、自然生態観察公園、自然遊歩道、市民の森、市民農園、
市民緑地、城跡公園、親水公園、森林公園、水生植物園、政策公園、
生産緑地、セミナーパーク
[タ行] 大規模公園、地域活性化拠点公園、動植物公園、特殊公園、
都道府県立自然公園
[ナ行] 熱帯植物園、農業公園、農村公園
[ハ行] 風致公園、フラワーパーク、ふれあい公園、墓園、墓地公園
[マ行] メモリアルパーク
[ヤ行] 野鳥公園
[ラ行] 歴史公園
03 観光・レクリ
[カ行] 海水浴場、海浜リゾート、環境ポテンシャル、観光計画、観光農業、景勝地
エーション
[サ行] 人工リーフ、森林レクリエーション、総合保養地域整備
[マ行] マリーナ
[ラ行] レクリエーション、露天風呂

大分類
03 造園計画

中分類
04 地域計画・まち
づくり

05 環境

06 法制度

07 都市施設環境
整備

08 景観

09 空間施設

10 植栽・緑化

11 その他

04 造園設計

01 公園・緑地

小分類
[ア行] 一次避難地
[カ行] 学校緑化、クライン、グリーンツーリズム、コアエリア、広域避難地、
広域防災拠点、工場跡地利用、交通計画、交流ネットワーク
[サ行] 再開発計画、桜づつみ、市街地開発計画、史跡整備、将来計画、人工林、
森林総合利用計画
[タ行] 地域活性化、地域森林計画、地区計画、土地区画整理、土地利用計画
[ナ行] 農村環境整備計画
[ハ行] パークシステム、人にやさしいまちづくり
[マ行] 水際線、緑のマスタープラン、緑の基本計画、森づくり
[ラ行] 緑化計画
[ア行] エコトープ、エコネットワーク
[カ行] 環境学習、環境共生、環境計画、環境整備、環境整備計画、環境保全計画、
環境緑化、極相林、ゲオトープ
[サ行] ジオトープ、自然環境復元、自然環境保全、自然景観保全、自然植生、
自然創出、自然復元計画、自然保護計画、湿原、湿地、新エネルギー、
生態的回廊、生態展示、生態保全計画、生物導入、騒音緩和植栽、
騒音対策
[タ行] 多自然、多自然型、ダム湖活用環境整備、地域資源、地下水涵養、
天然記念物
[ハ行] 廃棄物処理、ヒートアイランド、保全計画
[カ行] 古都保全
[サ行] 事業計画書、事業計画変更、事業計画変更認可図書、事業内容の見直し、
事業認可、事業認可変更、事業認定、自然環境保全地区
[タ行] 地域制緑地、都市計画決定図書作成、都市計画法事業認可、
都市計画法変更認可
[ナ行] 認可申請、認可変更
[ラ行] 緑地保全
[ア行] エコロード、沿道環境、沿道環境緑地帯
[カ行] 海岸環境整備、河川環境整備、河川空間、港湾
[サ行] 親水河川、親水機能、親水空間、親水性、親水整備
[タ行] 多自然型川づくり、道路計画、道路公園、道路緑化、都市河川
[ハ行] 美術館、ふるさとの川づくり
[マ行] 水と緑の渓流づくり、水辺、水辺の国勢調査、水辺プラザ
[ヤ行] 養浜
[カ行] 街路景観、河川景観、郷土景観、橋梁景観、景観、景観コントロール、
景観形成、景観計画、景観性、景観整備
[サ行] 自然景観
[タ行] 道路景観、都市景観
[ハ行] 風景計画
[サ行] 芝生広場、主庭、前庭
[タ行] 鳥類園、動物園、登山道
[ハ行] ふるさと林道、文化施設
[マ行] 緑の一里塚
[ア行] 屋上緑化
[カ行] 海岸防風林、環境保全林、機能植栽、郷土種
[サ行] 砂防林、自然林、自然林再生、樹林、樹林化、植栽計画、植生計画
[タ行] 竹林保全、特殊環境緑化、都市緑化
[ハ行] 保安林、防潮林、防風林、保存樹木、保存樹林
[ヤ行] 屋敷林
[ラ行] 緑化、緑化工法、緑化手法、緑化対策、緑地整備
[ア行] ウェルネ
[カ行] 基本計画、基本計画図、基本設計、建築計画、公園基本計画
[サ行] ズーストック計画、整備イメージ、生物的防除、造園計画、ゾーニング
[タ行] 地形分類、動線計画
[ハ行] 表土保全、平面計画、保全対策
[ラ行] レイアウト
[ア行] エコロジーパーク
[カ行] 街区公園、海上公園、海中公園、海浜公園、河岸公園、花木見本園、
河川公園、河川敷公園、がらくた公園、カルチュアパーク、
環境ふれあい公園、緩衝緑地、カントリーパーク、近隣公園、
公園緑地設計、コミュニティ道路
[サ行] 児童公園
[ハ行] バイオパーク、風致公園、ふれあい公園、分区園、ポケットパーク
[マ行] 道の駅、見本園
[ヤ行] 薬草園、野草園
[ラ行] リニューアル、緑道

大分類
04 造園設計

中分類
02 庭園

03 観光・レクリ
エーション
04 リサイクル

05 都市施設環境
整備

06 デザイン
07 造園材料

08 空間施設

09 基盤整備

10 植栽

小分類
[ア行] イギリス風景式庭園、イタリア式庭園、イタリア露壇式庭園
[カ行] 回遊式庭園、個人庭園
[サ行] 四季の庭、スペイン式庭園、西洋式庭園
[タ行] 庭園、庭園設計、展示庭園
[ナ行] 日本庭園
[ハ行] フランス式庭園
[ヤ行] 洋風庭園
[ワ行] 和風庭園
[カ行] 観光施設、観光農園、ゴルフコース
[ラ行] レクリエーション施設、
[カ行] 建設残土の活用、建設副産物
[サ行] 資源リサイクル、樹木チップ、剪定枝葉
[タ行] 堆肥、チップ
[ハ行] 伐採樹木リサイクル、腐植土
[マ行] 緑のリサイクル
[ヤ行] 有機質土
[ワ行] リサイクル
[ア行] 駅前広場、沿道整備
[カ行] 外構設計、環境護岸、環境施設帯、環境復元、居住環境整備、魚道、
下水処理場の緑化修景、高水敷利用計画、港湾環境整備施設、護岸
[サ行] 修景護岸、親水護岸、シンボルロード、スーパー堤防
[タ行] 多自然型工法、ダム湖、多目的貯水池、多目的調整池、多目的調節池、
多目的遊水池、地下道、調整池
[マ行] 水辺環境
[ヤ行] 遊水池
[ラ行] 緑地護岸
[ア行] アーバンデザイン、美しさの形
[カ行] 環境デザイン、景観デザイン、形式美
[サ行] 色彩計画、造園デザイン
[英数字] Ｌ型ブロック
[カ行] 観葉植物、基盤材、忌避シート、客土、景観材料、軽量鋼矢板、コンポスト
[サ行] 湿生植物、芝生、植物、植物発生材
[タ行] 地被植物、導入樹種、土壌改良、土壌改良材
[ナ行] 粘土
[ハ行] 表土、肥料設計、ポーラスコンクリート
[マ行] マルチング材
[ヤ行] 役木、ユニット苗
[ア行] アトリウム、インターチェンジ、インドアガーデン、屋上庭園
[カ行] 校庭整備
[サ行] サイクリングロード、サンクガーデン、サンクンガーデン、自然公園施設、
ショッピングモール、親水プロムナード、センサリーガーデン
[タ行] 駐車場、テラス部計画設計
[ハ行] 橋詰広場、バラ園、プロムナード、ペデストリアンデッキ、冒険遊び場、
ボードウォーク、歩行者自転車道、歩行者専用道路
[マ行] 水の広場
[ヤ行] 野外活動拠点
[ラ行] ロックガーデン
[カ行] 基盤整備、切土法面、草地造成、勾配
[サ行] 残土、敷地造成、植栽基盤、地割り、人工地盤、整地計画、整地設計、
造成設計
[タ行] 地形、地形づくり、土壌シードバンク、土留め盛土
[ナ行] 軟弱地盤、法面、法面保護
[マ行] 盛土、盛土安定、盛土安定解析、盛土計画、盛土工
[ヤ行] 用地造成
[ア行] 生垣、塩害対策、屋内花壇
[カ行] 街路樹、グリーンベルト、混交林、コンテナ植栽
[サ行] 修景植栽、樹高、樹木の寸法、常緑樹、植栽、植栽工、植栽密度、植樹帯、
[タ行] 植生移植、除草工事
[ナ行] 道路機能植栽
[ハ行] 根株移植、法面植栽
配植、配植の基本形、配植の法則、配植計画、吹付、防火植栽帯、
防災緑地、防雪植栽、防風ネット、防風垣、防風植栽
[マ行] 目通幹回
[ヤ行] 幼苗植栽
[ラ行] 緑陰植栽、緑地帯、林床植生

大分類
04 造園設計

中分類
11 緑化

小分類
[カ行] 海岸緑化、空港緑化、工場緑化、コンクリート緑化、コンテナ緑化
[サ行] 室内緑化、人工地盤緑化
[タ行] 道路法面緑化、特殊空間緑化、特殊緑化
[ナ行] 法面緑化
[ハ行] 壁面緑化
[ラ行] 緑化施設、臨海埋立地緑化
12 園路広場
[ア行] イメージハンプ、入口広場、園地、園路
[カ行] 階段、階段工、カントリートレイル、管理道路、管理用通路、健康遊歩道、
公園園路設計、公園整備、公園木橋
[サ行] 散策路、自然観察路、芝生舗装、斜路、場内道路、親水広場、人道橋、
進入路、スロープ
[タ行] 多目的広場、道路改良
[ハ行] 避難階段、避難路、広場、広場設計、歩道整備
[ヤ行] 遊歩道
13 修景施設
[ア行] 池、浮島
[カ行] 回廊、カスケード、カナール、枯山水、巨大築山
[サ行] 修景施設、水景施設、せせらぎ、せせらぎ水路
[タ行] 彫刻設置
[ハ行] 配石、花時計、噴水
[マ行] モニュメント
14 遊戯施設
[ア行] 遊び場
[タ行] 徒渉池
[ハ行] プレイロット
[マ行] 木造複合遊具施設
[ヤ行] 遊戯施設
[ラ行] ラジコンカーコース
15 サービス施設
[ア行] オートキャンプ場
[カ行] キャンプ場、休憩テラス、休息施設、公園サイン設計
[サ行] サービスエリア、サイン計画、サイン設計
[タ行] ディキャンプ場、展示施設
[ハ行] バーベキュー広場、ピクニック広場、ほ場整備
16 管理施設
[英数字] Ｌ型擁壁工、Ｌ型擁壁設計
[カ行] 管理作業ヤード、管理施設
[サ行] サービスヤード、植物管理ヤード
[タ行] 溜池、動式擁壁
[ハ行] 防災施設、防風フェンス、牧柵・人止柵
[ヤ行] 擁壁、擁壁設計
17 建築施設
[ア行] エコミュージアム、屋外ステージ、温室
[カ行] 管理事務所、管理棟、クラブハウス、建築、建築基礎、建築申請、
厚層基材吹付工
[サ行] 宿泊棟
[タ行] 多目的便所、展望台、ドーム
[ハ行] パークセンター、便所、便所改修、便所施設デザイン
[ヤ行] 野外劇場、野鳥観察所、ゆったりトイレ
18 グラウンド・コー
[ア行] 運動施設、屋内運動場、温水プール
ト
[カ行] 学校グラウンド、競技場、健康運動施設
[サ行] サッカー競技場、サッカー場、水泳プール、スポーツ施設、スライダープール
[タ行] 体育施設、多目的グラウンド、テニスコート、特殊競技場
[ハ行] プール、プール舗装、ボートコース
[ヤ行] 野球場、野球場改修
[ラ行] 陸上競技場
19 自然育成
[ア行] 生きもの施設
[サ行] 生物観察施設
[タ行] トンボ池
[ナ行] ネイチャートレイル
[ハ行] バードサンクチュアリ、ビオトープ、ビオトープネットワーク、ビオトープ緑化、
ホタル護岸
20 設計
[カ行] 改修設計、景観設計、公園基本設計、公園実施設計、公園詳細設計、
公園設計、構造物設計、高低計画図
[サ行] 施設計画、施設設計、施設平面図、実施計画、実施設計、小構造物設計、
詳細計画、詳細図、詳細設計、植栽設計、植栽平面図、設計、設計検証、
設計水準、設計平面図、造園基本設計、造園実施設計、造園設計
[ハ行] 比較検討、分割設計、変更設計、補植実施設計
[ラ行] 緑地設計

大分類
04 造園設計

中分類
21 製図

22 造園設備

23 造園測量

24 積算

25 その他

05 造園施工管理

01 施工管理

06 造園記録・広報 01 記録・広報

07 造園運営・管理 01 造園空間の運
営

02 造園空間の管
理

99 その他

01 その他(一般)

小分類
[ア行] 位置図、一点鎖線
[カ行] 下部構造、基準面、基礎、基礎検討、曲線定規、形状寸法、現況高低図、
現況平面図、構造検討、構造物基礎
[サ行] 詳細点検、設計図面
[タ行] 中央断面図、鳥瞰図、ディテール、展開図、展開図法、透視図
[ハ行] 配置図、引出線
[ラ行] 立体図
[ア行] 園地排水
[カ行] 共同溝、公園照明設計、公園灯新設改修設計
[サ行] 受水槽、浄化循環方式浄化槽、場内排水、場内配管、照明施設設計、
照明設備設計、側溝
[タ行] 地下貯留施設、地下調整池
[ハ行] 配管図、排水計画、排水設計、排水路、排水路設計、防火水槽、
[カ行] 開トラバース、距離測量
[サ行] 視準、水準測量、測量
[タ行] 地形測量
[ハ行] 閉トラバース、平板、平板測量、平面測量、ベンチマーク
[ヤ行] 野帳
[ラ行] レベル
[カ行] 共通仮設費、共通仕様書、建設コスト、現場管理費、工事仕様書、
工事設計書、工事費積算、工事用図書作成
[サ行] 材工共工事内訳書、材工別工事内訳書、材料費、三斜法、純工事費、
小構造物数量計算、仕様書、数量計算、積算、設計図書
[タ行] 単価表、直接工事費、特記仕様書
[ハ行] 標準仕様書、標準歩掛、歩掛、歩掛表
[カ行] 基礎資料、現況活用、公園施設
[サ行] 作家選定、施設整備、施設別、植栽追加、整備率
[タ行] 動物移動施設、
[ナ行] 庭石の寸法、認可設計
[ハ行] 放飼計画
[ア行] 安全管理、安全性、安全対策、移植、運土計画、枝張り、園路整備工事
[カ行] 仮設工事、間接工事費、工期、工程管理
[サ行] 材料承認、芝坪、植栽工事仕様書、施工監理、施工マニュアル、設計監理
[タ行] 大径木移植、出来形管理
[ハ行] 播種工、変更図書、補修工事
[カ行] 完成図面集、広報ビデオ、広報資料作成
[サ行] 情報発信
[タ行] 台帳、台帳管理、台帳作成、台帳図作成、台帳整備、台帳調書作成、
台帳補正、都市公園台帳
[ハ行] パース作成、パンフレット作成、引継台帳
[マ行] モニタリング
[ア行] アンケート調査、運営管理、園芸療法
[カ行] グリーンバンク、コミュニティ、コラボレーション
[サ行] 自主運営、自然観察、自然とのふれあい活動、自力建設
[ハ行] パークボランティア、プレイリーダー、ボランティア
[マ行] 緑の相談所
[ラ行] ライトアップ
[ア行] 維持管理
[カ行] 河川空間管理計画、環境管理、環境教育、管理運営計画、管理費縮減、
管理マニュアル、空間管理計画、公園管理、公園台帳
[サ行] 施設管理、施設管理システム、施設更新、施設台帳、自然環境管理、
樹形抑制、樹木医、樹木健全度、樹林地管理、植栽管理、植生管理、
除草、森林整備、剪定枝
[ハ行] 保守点検
[ラ行] 流域管理、林床管理
[英数字] ＣＯ２固定化、ＯＤＡ
[ア行] 赤土砂、アニマルライフ、粗砂、緯線、エスプラナーダ、枝下高、園芸
[カ行] ガイドライン、鑑賞、コンパス
[サ行] 細砂、砂壌土、砂土、産業廃棄物、芝付き、指名コンペ、植壌土、埴土、
審査会運営、スケッチ、生活史、セントラルパーク
[タ行] 対比、調和
[ナ行] ノーマライゼーション
[ハ行] バイオテクノロジー、花と緑、葉張り、微砂、風水、腐朽、放射法、補助事業
[マ行] 名木、模型
[ヤ行] 用紙の規格
[ラ行] リフレッシュ、ルネサンス

大分類
99 その他

中分類
02 その他(特殊)

小分類
[ア行] 大通り公園
[カ行] 皇族施設
[タ行] 第一次審査計画運営、手作りの遊び場、道南圏道立広域公園、道立公園
[マ行] みちのく杜の湖畔公園、港の見える丘
[ラ行] 緑地協定

