2009年 C LA賞

受賞技術者プロフィール
出来正典（できまさのり）

石川圭一（いしかわけいいち）

岩佐英史（いわさひでふみ）

1951年（昭和26年）鹿児島県
出身 技術士
主な業務：地域特性を活かし
た公園整備技術に関する検討
業務 等
主な業務分野：公園緑地・景
観整備・まちづくり全般の調
査計画業務

1957年（昭和32年）長野県出
身 技術士
主な業務：電通汐留本社ビル
植栽基本計画・設計監修業務
等
主な業務分野：公園緑地・景
観整備・まちづくり全般の計
画設計監理業務

1955年（昭和30年）岐阜県出
身 技術士
主な 業務：壬生 町 東 雲 公 園
基本計画・設計・監修業務 等
主な業務分野：公園緑地・景
観整備・まちづくり全般の計
画設計監理業務

八色宏昌（やいろひろまさ）

白井浩司（しらいこうじ）

田窪孝次（たくぼこうじ）

福井県出身。東京農工大学大
学院 で景観生 態学を専 攻。
2002年㈱グラック入社。登録
ランドスケープアーキテクト
（RLA）
。芝浦工業大学大学院
非常勤講師。歴史・文化・生
活様式や都市・生態・地形等
の場の特性を読み，計画・設
計技術，
生態工学を基礎とし，
都市緑地計画，ランドスケープ計画・設計・管理
計画，動植物調査に携わる。

1979年東京農業大学造園学科
卒。株式会社エディ造園設計
事務所（現株式会社グラック）
に入社。主な業務は西新宿ア
イランドタワー屋外計画・設
計
（東京都）
，武蔵野緑町団地
建替造園計画・設計
（東京都），
多摩平団地建替造園計画・設
計
（東京都）
，青森県総合公園
（三内丸山遺跡公園）整備設計（青森県）など。

1977年千葉大学園芸学部造園
学科卒。同年アゴラ造園株式
会社入社。
現在常務取締役 統
括工事本部長。東京都，練馬
区，住宅・都市整備公団，日
本道路公団等の造園工事現場
代理人・主任技術者。近年は
本社にて統括工事本部長とし
て，品質管理及び安全管理を
含め工事本部業務の総指揮をとってます。

荻野淳司（おぎのじゅんじ）

田中敏弘（たなかとしひろ）

加藤

1980年日本大学農獣医学部農
学科卒。同年アゴラ造園株式
会社入社。現在取締役 環境・
開発本部長。宮内庁，東京都，
住宅・都市整備公団，日本道
路公団等の造園工事現場代理
人。1984年からピックエアレ
ーション工法・枝葉木根粉砕
工法・サンドリフレッシュ工
法の技術開発プロジェクトを開始し，
現在に至る。

1987年専修大学北海道短期大
学造園林学科卒。同年アゴラ
造園株式会社入社。現在工事
本部課長付。東京都，練馬区，
住宅・都市整備公団，日本道
路公団等の造園工事現場代理
人・主任技術者。

㈱ヘッズ 取締役東京代表，
登録ランドスケープアーキテ
クト（RLA）
，技術士（建設部
門）
1960年宮崎県生まれ。
千葉大学
造園学科卒業，
1996年〜2003年
千葉大学非常勤講師，
1999年〜
武蔵野美術大学非常勤講師，
日本造園学会教育職能委員，
ランドスケープ建設技術委員，
CLA黒ラブの会会員
主な担当業務：八王子みなみのシティー栃谷戸公
園，全国都市緑化みやざきフェア基本構想・会場
計画・設計，浜名湖花博主催者庭園計画・設計，
アクティー汐留など

矢吹克美（やぶきかつみ）

福留正雄（ふくどめまさお）

石田裕樹（いしだゆうじ）

㈱ヘッズ 主任
1962年神奈川県生まれ。1987
年大阪芸術大学環境計画学科
卒業。同年大塚造園設計事務
所（現ヘッズ）に入社
主な担当業務：八王子市栃谷
戸公園実施設計，稲城市若葉
台公園実施設計，浜名湖花博
花の美術館（モネの庭）実施
設計など

㈱ヘッズ 主任
登録ランドスケープアーキテ
クト（RLA）
，技術士（建設部
門）
1967年神奈川県生まれ。千葉
大学造園学科卒業
㈶都市緑化技術開発機構ユニ
バーサルデザイン共同研究会
運営委員，CLA技術委員会委
員，CLA関東支部技術委員会委員
主な担当業務：浦安総合公園基本設計，喜多緑地
実施設計，愛・地球博記念公園―花の広場実施設
計，など

1967年東京生まれ。1992年千
葉大学造園学科卒業。同年㈱
ライフ計画事務所入社。一級
ビオトープ計画管理士，公園
管理運営士。現在，犬一匹，
金魚二匹と生活中。作為性を
感じさせない造園空間の創出
を目指しています。

村岡政子（むらおかまさこ）

金子隆行（かねこたかゆき）

松平和也（まつだいらかずや）

1949年東京生まれ。1974年千
葉大学大学院修了。同年㈱ラ
イフ計画事務所入社。RLA
・技
術士（建設部門・環境部門・
総合技術監理部門）
。子どもの
頃のように，初夏にはどこか
らともなくイトトンボがあら
われ，晩秋には落葉あそびを
楽しむことのできる心やすら
ぐ緑の街づくりをめざして，日々造園の仕事に励
んでいます。

1983年日本大学農獣医学部農
学科卒業。同年㈱ライフ計画
事務所入社，現在取締役業務
部長。登録ランドスケープア
ーキテクト（RLA）
，公園管理
運営士，上級造園修景士。業
界活動：日本造園学会関東支
部幹事，その他委員会委員，
日本庭園協会神奈川県支部幹
事，一造会常任幹事，CLA技術委員会委員。

東京都品川区出身。1996年日
本大学農獣医学部 農学科卒
業。同年㈱シビックデザイン
研究所入社。フリーランスを
経て2003年より㈱ライフ計画
事務所に入社。公園緑地・ま
ちづくり全般の設計，監理業
務を担当。東京マラソン2009
をなんとか完走，でもマラソ
ンにはもう出場しません。新たな減量対策を模索
中。
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修（かとうおさむ）

大嶋 聡（おおしまさとし）

加庭理絵（かにわりえ）

宮城あずみ（みやぎあずみ）

1959年生まれ。西武造園株式
会社設計営業部長。東京農業
大学造園学科卒。技術士（建
設部門）
，
登録ランドスケープ
アーキテクト(RLA)。主な仕事
に三養荘，マケナリゾート（ハ
ワイ州マウイ島），
ラグーナ蒲
郡，国際バラとガーデニング
ショウ（大賞受賞）
，ザ・プリ
ンスパークタワー東京，ふれあい町田ホスピタル
など。

西武造園株式会社設計営業部
チーフデザイナー。女子美術
大学芸術学部絵画学科卒。主
な仕事にトルナーレ日本橋浜
町，アサヒビール福島工場，
フォーシーズンメモリアルシ
リーズ，オリックスグッドタ
イムリビングシリーズ，花園
フォレスト，国際バラとガー
デニングショウなど。

西武造園株式会社設計技術部
を経て，平成19年度８月より
管理運営事業部所属。植栽管
理，イベント企画を担当。恵
泉女学園園芸短期大学卒業。
グリーンアドバイザー。主な
仕事に丸の内ガー デニング
賞，国際バラとガーデニング
ショウ，
花園フォレストなど。
現在は横須賀市ヴェルニー公園でバラの植栽管理
を行う。

佐橋輝恵（さはしきえ）

宇戸睦雄（うどむつお）

泉

西武造園株式会社設計技術部
を経て，平成20年度４月より
設計営業部エクステリア営業
所グリーン ジャム 国立店所
属。個人邸専用庭のデザイン
及び施工監理を担当。文理ラ
ンドスケープ園芸専門学校卒
業。造園施工管理技士２級。
主な仕事にオリックスグッド
タイムリビングシリーズ，国際バラとガーデニン
グショウなど。

1960年京都市生まれ。京都芸
術短期大学卒業後，株式会社
環研究所入社，1993年株式会
社空間創研入社。
「植物の生育
基盤」と「空間（ものともの
の間）」
にこだわり調査，
計画，
設計と幅広く仕事をしている
うちにはや27年。空気のよう
に目立たず，かといって無く
ては困る空間づくりを目指しています。
代表作：梅小路公園「朱雀の庭」
「いのちの森」

1997年 金沢美術 工 芸 大 学 卒
業。同年，㈱空間創研入社。
公園緑地の実施設 計を主体
に，植物発生材の利活用や草
地管理の調査・研究など様々
な業務に携わる。「場」
の特性
を見つめ，時間の経過ととも
に心地よく魅力的なものとな
る「場づくり」を目標に仕事
に取り組んでいる。

片木孝子（かたぎたかこ）

長谷川均（はせがわひとし）

黛 卓郎（まゆずみたくろう）

東京都生まれ。1997年昭和女
子大学生活環境学科卒業，99
年東京農業大学大学院修了。
２年間の留学経験を経て，01
年㈱ 空間創研 入 社。公 園 計
画・設計のほか，ビオトープ
計画などを担当。風土を活か
した環境づくりと，地域と調
和した「居心地の良い」空間
づくりを目指しています。

1981年福井工業大学建設工学
科卒業。同年株式会社プレッ
ク研究所入社。環境・ランド
スケープなどの計画・設計に
従事。技術士（建設部門：都
市及び地方計画，環境部門：
自然環境保全）
，
登録ランドス
ケープアーキテクト（RLA）
。

1967年東京農業大学造園学科
卒業。1980年株式会社プレッ
ク研究所入社。都市計画，地
域計画，ランドスケープなど
の計画・準備，文化財保護計
画などに従事。1995年造園学
会賞受賞。
技術士
（建設部門：
都市 及び地方 計 画，環 境 部
門：自然環境保全）
，樹木医，
登録ランドスケープアーキテクト（RLA）。

和田克臣（わだかつおみ）

福岡

1980年九州芸工大学大学院芸
術工業研究科生活環境修士課
程修了。1984年株式会社プレ
ック研究所入社。環境・ラン
ドス ケープな ど の 計 画・設
計・監理に従事。技術士（建
設部門：都市及び地方計画，
河川・砂防及び海岸，環境部
門：自然環境保全）
，登録ラン
ドスケープアーキテクト（RLA）
。

1965年生まれ，東京育ち。日
本大学生産工学部建築工学科
卒。1992年株式会社プレック
研究所に入社。都市公園，動
物園などに関わる建築，ラン
ドスケープの計画・設計に従
事。一級建築士，登録ランド
スケープアーキテクト
（RLA）
。

崇（いずみたかし）

薫（ふくおかかおる）
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C LA 賞の趣旨と募集・選考のあらまし
作品の応募と選考結果
今年の応募作品数は11作品と例年より少ない作品数であ
った。非常に残念だが，応募作品はいずれも力作であり，
優秀賞：４点，特別賞：１点，奨励賞：２点の計７点の作
品が受賞という結果となった。
応募作品数・選考結果は，下表の通り。

C LA 賞の趣旨

部
一

般

テーマ
CLA 技術委員会委員長

枝吉 茂種

ランドスケープコンサルタンツ協会賞（CLA 賞）は，会
員の優れた作品や業務を顕彰し，協会内部だけでなく広く
社会に紹介し，協会全体の発展に寄与していくことを目的
として設けられたものである。
この賞は，ランドスケープ分野のプロフェッショナルが，
会員の行ったランドスケープのプロの仕事を自ら真摯に評
価し，
優秀なものを選定するというシステムに特徴がある。
プロがプロを手前味噌にならずに評価するというのは，言
うは易いが実施はなかなか困難である。CLA 賞は25年余り
の長きにわたってこの趣旨を継続しており，さまざまな顕
彰制度の中で，希有な存在と評価されている。
これもひとえに会員の皆様の情熱，選考委員や技術委員
の熱意に支えられてのことであり，担当者として深く感謝
する次第である。

募集・選考のあらまし
今回も CLA 賞の募集・選考と活用の方針に基づき，2008
年12月15日を応募期限として作品の募集，その後，選考委
員会を開催し CLA 賞を決定した。
CLA 賞は毎年，「設計」「調査・計画」「表現・活動」の各
部門とそれぞれの部門に一般部とテーマ部に分けて作品を
募集しており，今年のテーマ部のテーマは，
「地球温暖化と
ランドスケープ」として作品の募集を行った。
ランドスケープコンサルタントは，生き物を扱う技術を
駆使し，自然環境との共生を図りつつ緑豊かな環境整備を
目指しており，大規模な地球温暖化対策緑地から生活の身
近に存在する街区公園，建築物の熱環境改善に寄与する特
殊緑化等々，われわれの仕事の一つひとつが地球温暖化防
止の一翼を担っている。
このような「地球温暖化とランドスケープ」に関わるプ
ロジェクトについて空間スケールの大小にこだわらず幅広
く，多くの作品の応募を行った。
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一

般

テーマ
一

般

テーマ

部門

応募数

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

特別賞

設
計
部
門

８点

該当なし

３点

１点

１点

１点

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

計 調
画 査
部 ・
門

１点

該当なし

１点

０点

―

―

―

活 表
動 現
部 ・
門

０点

―

―

―

―

１点

該当なし

１点

該当なし 該当なし

該当なし 該当なし
―

選考委員会
前述のとおり，選考委員会は，CLA 会員企業の技術者だ
けではなく，学識経験者なども加えて，客観的な視点も加
味して選考に当たれるように人選を行った。選考委員の名
簿は以下のとおりである。
1. 設計部門（50音順）
委員長 金清典広（高野ランドスケーププランニング㈱）
委 員 佐藤四郎（理事／㈱日比谷アメニス）
〃
手塚一雅（㈱森緑地設計事務所）
〃
名取重広（㈱空間創研）
〃
福留正雄（㈱ヘッズ）
〃
藤江哲也（㈱三菱地所設計）
〃
丸山英幸（㈱愛植物設計事務所）
2. 調査・計画部門（50音順）
委員長 石井ちはる（㈱総合設計研究所）
委 員 菊谷 隆（㈱オオバ）
〃
住吉泰男（理事／㈶東京都公園協会）
〃
武林晃司（㈱緑景）
〃
前澤洋一（㈱プレック研究所）
3. 表現・活動部門（50音順）
委員長 村岡政子（㈱ライフ計画事務所）
委 員 柏原信幸（㈱ポリテック・エイディディ）
〃
小林高浩（㈱飯沼コンサルタント）
〃
杉井昌勝（環境設計㈱）
〃
松本 守（理事／フジテレビジョン）
※肩書きは，選考委員会開催当時

緑のムーブメント

〜みどりの環境都市・東京・パネル展〜
緑のムーブメント
〜みどりの環境都市・東京・パネル展〜
㈶東京都公園協会が主催し，㈳ランドスケープコンサルタンツ協会をはじめとした造園界が協力して
開催した「みどりの環境都市・東京・パネル展」について特集しました。

期間：平成21年４月１日（水）〜４月25日（土）９：00〜17：00（平日・土曜日）
場所：㈶東京都公園協会 緑と水の市民カレッジ３階

i プラザ（日比谷公園内）
みどりの◯

主催：㈶東京都公園協会
後援：特定非営利活動法人東京オリンピック・パラリンピック招致委員会，東京都建設局，㈳日本造園
学会，環境緑化新聞社
協賛：㈳ランドスケープコンサルタンツ協会，㈳日本造園建設業協会，㈳日本運動施設建設業協会，㈳
東京都造園緑化業協会，㈳日本公園施設業協会東京支部，㈳日本造園建設業協会東京都支部

再度東京オリンピックを実現し，
環境都市創造をスタートさせよう。
ランドスケープコンサルタンツ協会 会長

大塚守康

いよいよ審判のときが近づいている。ここで，もう一度，われわれランドスケー
プアーキテクトの熱意を IOC に伝え，2016年，オリンピックを東京に迎えよう。
1964年に開催された東京オリンピックから45年が経ち，世界の状況は大きく変
貌を遂げた。東京も，オリンピックにあわせて整備された都市インフラは，その後
の経済成長を大いに牽引し，国際経済都市東京を造り上げた。そして今，世界は行
き過ぎた経済社会への反省をこめて，環境都市の再生に取り組もうとしている。広
くは地球環境問題として CO を象徴的に扱う討議がなされているが，成長しすぎ
た経済都市はその裏に多面的な社会問題をはらんでいる。
ところで，スポーツは競い合うなかに，お互いの存在を認識しあう健康な精神を生み出す。それはまた，
健康な環境があってこそ実現される。健康な身体と精神，そしてそれらを支える健康な環境，これがわれ
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われの目指す環境都市の根源である。
大都市の社会問題は人間性の希薄化による心の病である。裕福な社会と個人の幸せとが一致しない。真
の環境都市とは，個人が暮らすことへの幸せを感じられる都市であろう。1964年のオリンピックは立派な
都市を造り上げたが，2016年のオリンピックは幸せに暮らせる都市をつくる契機である。
湾岸に計画されるメイン会場にあわせて海の森が創設される。先のオリンピック資産である神宮一帯
の森，駒沢の森，それらを全て繫いで環境都市を象徴する緑のインフラを創ろう。それから枝葉を伸ばし，
東京中を緑のインフラのネットワークで結び，健康な生活基盤を張り巡らそう。そして，その次のマラソ
ン大会は42.195キロのコースのすべて，緑のなかを走り抜けてもらおう。

「みどりの環境都市・東京・パネル展」開催について
2016年東京オリンピック招致支援検討委員会副委員長・広報委員長

細谷恒夫

東京都はオリンピック招致を契機に，持続可能な環境都市への転換を目指しています。
パネル展は IOC 評価委員の来日にあわせて４月１日〜25日まで，日比谷公園の緑と水の市民カレッジ
で開催されました。特に，熊本県立大学理事長蓑茂壽太郎氏，明治大学大学院教授青山 氏，関西国際大
学教授佐藤由夫氏，東京大学大学院教授石川幹子氏の各先生方，さらに東京オリンピック招致委員会，東
京都公園協会や造園・スポーツ施設関連団体のご協力を得ました。
1964年の東京オリンピックでは多くの環境遺産を残しました。その中でもワシントンハイツ返還によ
って実現した代々木森林公園や駒沢オリンピック公園では，新しい技術開発に挑戦し成果を得ました。
『みどりの環境都市・東京・パネル展』は1,030人の来場者があり，オリンピック開催意義や環境遺産
の検証，2016年東京オリンピック招致計画，環境都市東京のあるべき姿等を提案し，
『緑のムーブメント』
推進においても有意義であったと考えています。
IOC 評価委員が４月14日から20日にかけて東京を訪問しました。記者会見でムータワキル委員長は，オ
リンピックスタジアムから半径８km 以内に競技会場の97％が収まるという東京の特長に対して，非常に
コンパクトな計画だと高く評価しました。さらに，東京の熱意を高く評価し，
「ビジョン，概念に感銘を
受けました」
「東京都や日本政府の強い熱意を感じています」
「全体に非常に高い水準です」
等の好印象を
語りました。東京オリンピック開催の夢実現に 十分な手応え があると思います。また，６月17日，18
日，立候補している４都市がローザンヌの IOC 本部で第１回目のプレゼンテーションを実施しました。出
席した IOC 委員からは，４都市とも大きな差はなかったとの声が聞かれ，各都市とも決め手がないまま
「招致レース」は混戦が続き，勝負はロビー活動にかかっています。
本パネル展を通して，大きくの市民にオリンピック招致への関心と支持を得ることができました。みど
りの環境都市づくりへの理解を深め，都市空間に緑を創出し，次世代に継承していく一助になったと考え
ています。
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員
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㈱アーバンデザインコンサルタント
㈱アーバンデザインコンサルタント
㈱愛植物設計事務所
㈱あい造園設計事務所
アジア航測㈱

03‑3353‑1016
092‑589‑0081
03‑3291‑3380
03‑3325‑6660
03‑3348‑2261

㈱荒木造園設計
㈱荒谷建設コンサルタント
㈱アルファ計画研究所
㈱ウエスコ
㈱エーシーイー

協会代表者

〒

所

在

地

FAX 番号

口隆康
八恵子
本紀久
谷恒夫
土
攻

160‑0022
812‑0888
101‑0064
168‑0063
160‑0023

新宿区新宿1‑26‑9 ビリーヴ新宿
福岡市博多区板付4‑7‑28
千代田区猿楽町2‑4‑11 犬塚ビル
杉並区和泉3‑46‑9 YS 第一ビル
新宿区西新宿6‑14‑1 新宿グリーンタワービル

03‑3353‑1018
092‑589‑0080
03‑3291‑3381
03‑3325‑6262
03‑3348‑2231

0727‑61‑8874
082‑292‑5481
045‑263‑3091
086‑254‑2433
03‑3952‑3171

荒木美眞
矢野順也
熊井千代治
永山
彰
玉村寿秀

563‑0024
730‑0831
231‑0065
700‑0033
165‑0024

池田市鉢塚2‑10‑11
広島市中区江波西1‑25‑5
横浜市中区宮川町3‑83 イワサキビル
岡山市島田本町2‑5‑35
中野区松が丘2‑32‑19

0727‑62‑8234
082‑294‑3575
045‑263‑3094
086‑256‑5161
03‑3952‑3177

㈱エイト日本技術開発
㈱エキープ・エスパス
㈱エス・イー・エヌ環境計画室
㈱ LAU 公共施設研究所
㈱オオバ

03‑5385‑5111
03‑3407‑4368
06‑6373‑4117
03‑3269‑6711
03‑3460‑0127

川
峰
津
山
萩

尻
岸
田
本
野

由
雄
税
順
彦

164‑8601
107‑0062
530‑0014
162‑0801
153‑0042

中野区本町5‑33‑11 中野清水ビル
港区南青山5‑4‑29
大阪市北区鶴野町4‑11‑1106
新宿区山吹町352‑22 グローサユウ新宿
目黒区青葉台4‑4‑12‑101

03‑5341‑8520
03‑3407‑4419
06‑6373‑4617
03‑3269‑6715
03‑3467‑8160

㈱環境・グリーンエンジニア
㈱環境事業計画研究所
環境設計㈱
㈱環境設計研究室
㈱環境デザイン研究所

03‑5209‑3691
075‑703‑7531
06‑6261‑2144
03‑3584‑1251
03‑5575‑7171

杉
吉
井
川
中

浦
力
村龍二
上芳治
瀬篤美
山
豊

101‑0041
606‑8166
541‑0056
107‑0052
106‑0032

千代田区神田須田町2‑6‑5 OSʼ
85ビル
京都市左京区一乗寺庵野町33‑1
大阪市中央区久太郎町1‑4‑2
港区赤坂2‑17‑22 赤坂ツインタワー本館11階
港区六本木5‑12‑22 永坂ビル

03‑5209‑3696
075‑703‑7530
06‑6261‑2146
03‑3584‑1877
03‑5562‑9928

㈱環境緑地設計研究所
㈱環研究所
キタイ設計㈱
㈱空間創研
㈱空間文化開発機構

078‑392‑1701
06‑6306‑2481
0748‑46‑4902
075‑353‑6337
06‑6229‑0130

松
大
梶
◇吉
真

下慶浩
石
博
雅弘
田昌弘
鍋建男

650‑0024
532‑0011
521‑1398
600‑8239
541‑0046

神戸市中央区海岸通2‑2‑3 サンエービル
大阪市淀川区西中島6‑8‑20 花原第７ビル
蒲生郡安土町上豊浦1030
京都市下京区東堀川通下魚ノ棚下る鎌屋町23番地 シンエイ堀川ビル
大阪市中央区平野町1‑8‑8 平野町安井ビル

078‑392‑1576
06‑6303‑8614
0748‑46‑5620
075‑353‑6338
06‑6229‑1292

㈱グラック
㈱ KRC
㈱景観設計研究所
㈱景観設計・東京
㈱景観プランニング

03‑3249‑3010
026‑285‑7670
06‑6535‑0175
03‑5435‑1170
028‑650‑3030

○枝 吉 茂 種
宮入賢一郎
山田直樹
都田
徹
阿久津純一

103‑0004
381‑2217
550‑0012
141‑0031
320‑0036

中央区東日本橋3‑6‑17 山一織物ビル
長野市稲里町中央3‑33‑23
大阪市西区立売堀1‑2‑14 本町産金ビル
品川区西五反田3‑8‑3 町原ビル
宇都宮市小幡1‑3‑16

03‑5645‑7685
026‑254‑7301
06‑6535‑0176
03‑5435‑0909
028‑650‑3034

㈱国土開発センター
サンコーコンサルタント㈱
㈱シビックデザイン研究所
㈱新日本コンサルタント
㈱スペースビジョン研究所

076‑233‑5333
03‑3683‑7152
03‑3226‑9821
076‑436‑2111
06‑6942‑6569

小
有
出
西
宮

川
賀
来
田
前

秀一
一郎
正典
宏
保子

920‑0031
136‑8522
160‑0022
930‑0142
540‑0012

金沢市広岡3‑1‑1 金沢パークビル
江東区亀戸1‑8‑9
新宿区新宿1‑13‑11 シブヤビル
富山市吉作910‑1
大阪市中央区谷町2‑9‑3 ガレリア大手前ビル

076‑233‑5777
03‑3683‑7116
03‑3226‑9815
076‑436‑2260
06‑6942‑6897

セントラルコンサルタント㈱
㈱ ZEN 環境設計
㈱爽環境計画
㈱創建
㈱総合計画機構

03‑5117‑1061
092‑643‑5500
03‑3829‑4691
052‑682‑3848
06‑6942‑1877

高
中
木
井
◇糸

野
村
村
上
谷

英生
久二
隆
忠佳
正俊

104‑0042
812‑0053
130‑0013
456‑0018
540‑0012

中央区入船1‑4‑10
福岡市東区箱崎1‑32‑40
墨田区錦糸3‑7‑11 メゾン･ド･ファミール
名古屋市熱田区新尾頭1‑10‑1
大阪市中央区谷町2‑2‑22 NS ビル

03‑5117‑1081
092‑643‑5520
03‑3829‑4692
052‑682‑3015
06‑6942‑2447

㈱総合設計研究所
㈱綜合庭園研究室
創和エクステリヤ㈱
第一復建㈱
大日本コンサルタント㈱

03‑3263‑5954
03‑3300‑1524
045‑662‑8028
092‑575‑1047
0489‑88‑8119

木
中
風
畠
伝

村
島
間
山
谷

寛
伸
美
恵

弘
久
造
久
一

102‑0072
182‑0003
231‑0014
816‑0094
343‑0851

千代田区飯田橋4‑9‑4 飯田橋ビル１号館
調布市若葉町1‑35‑5 フォレストヒルズ仙川
横浜市中区常盤町2‑11 大宗トキワビル
福岡市博多区諸岡1‑7‑25
越谷市七左町5‑1

03‑3263‑7996
03‑3300‑4749
045‑662‑8664
092‑575‑1673
0489‑88‑3115

高野ランドスケーププランニング㈱
玉野総合コンサルタント㈱
㈱タム地域環境研究所
㈱地域計画建築研究所
㈱地球号

0155‑42‑3181
052‑979‑9111
03‑5345‑5745
06‑6942‑5732
06‑6945‑7566

金清典広
田部井伸夫
秋山
寛
畑中直樹
中見
哲

080‑0344
461‑0005
165‑0026
540‑0001
540‑0031

河東郡音更町字万年西１線37番地 旧チンネル小学校
名古屋市東区東桜2‑17‑14 新栄町ビル
中野区新井2‑30‑4 IFO ビル
大阪市中央区城見1‑4‑70 住友生命OBPプラザビル
大阪市中央区北浜東6‑6 アクアタワー

0155‑42‑3863
052‑979‑9112
03‑5345‑5747
06‑6941‑7478
06‑6945‑7595
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山
○細
赤

幸
久
主
忠
一

会

員

名

電話番号
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中央コンサルタンツ㈱
㈱東京ランドスケープ研究所
㈱ドーコン
㈱都市環境ランドスケープ
㈱都市計画研究所

052‑551‑2541
03‑5988‑2800
011‑801‑1535
06‑6946‑9588
03‑3262‑6341

藤本博史
小林治人
大塚英典
波多野芳紀
佐藤憲璋

451‑0042
161‑0033
004‑8585
540‑0034
103‑0014

名古屋市西区那古野2‑11‑23
新宿区下落合4‑25‑18 目白ハイビル
札幌市厚別区厚別中央１条5‑4‑1
大阪市中央区島町2‑4‑9 島町第二野村ビル
中央区日本橋蠣殻町2‑13‑5 美濃友ビル

052‑551‑2540
03‑5988‑2811
011‑801‑1536
06‑6946‑9747
03‑3669‑8924

㈱トデック
㈱ナカタ空間企画
中日本建設コンサルタント㈱
㈱中根庭園研究所
㈱虹設計事務所

03‑5638‑2176
06‑6930‑4890
052‑232‑6032
075‑465‑2373
03‑3419‑7259

越
中
中
中
光

智
田
西
根
益

常
政
秀
史
尚

博
廣
伸
郎
登

135‑0007
536‑0015
460‑0003
616‑8013
154‑0023

江東区新大橋1‑8‑11 三井生命新大橋ビル
大阪市城東区新喜多1‑2‑17‑104
名古屋市中区錦1‑8‑6
京都市右京区谷口唐田ノ内町1‑6
世田谷区若林1‑1‑18

03‑5638‑2168
06‑6930‑4896
052‑221‑7827
075‑465‑2374
03‑3419‑7246

㈱日建設計
㈱日水コン
㈱日本総合計画研究所
㈱ニュージェック
パシフィックコンサルタンツ㈱

03‑5226‑3030
03‑5323‑6200
03‑3254‑9668
06‑6374‑4032
042‑372‑6530

根
小
坂
出
西

本
林
本
口
上

哲夫
昌毅
圭
直彦
律治

102‑8117
163‑1122
101‑0047
531‑0074
206‑8550

千代田区飯田橋2‑18‑3
新宿区西新宿6‑22‑1 新宿スクエアタワー
千代田区内神田3‑2‑1 栄ビル
大阪市北区本庄東2‑3‑20
多摩市関戸1‑7‑5

03‑5226‑3053
03‑5323‑6480
03‑3254‑6714
06‑6374‑5147
042‑372‑6349

㈱フジランドスケープ
㈱復建技術コンサルタント
復建調査設計㈱
㈱プレック研究所
㈱ヘッズ

03‑5719‑2919
022‑262‑1234
082‑506‑1853
03‑5226‑1101
06‑6373‑9369

新
◇岩
真
黛
◎大

井
豊
渕善弘
鍋章良
卓郎
塚守康

141‑0031
980‑0012
732‑0052
102‑0083
530‑0022

品川区西五反田3‑8‑17 宮野ビル302
仙台市青葉区錦町1‑7‑25
広島市東区光町2‑10‑11
千代田区麴町3‑7‑6 麴町 PREC ビル
大阪市北区浪花町12‑24 創建天六ビル

03‑6410‑8135
022‑265‑9309
082‑506‑1890
03‑5226‑1112
06‑6373‑9370

北海道造園設計㈱
㈱ポリテック・エイディディ
㈱三菱地所設計
㈱緑設計
㈱緑の風景計画

011‑758‑2261
03‑3456‑3010
03‑3287‑5750
0188‑62‑4263
03‑3422‑9511

◇及
徳
藤
板
福

川
丸
江
垣
添

渉
夫
也
美
二

060‑0807
105‑0014
100‑0005
010‑0973
154‑0012

札幌市北区北７条西2‑6 山京ビル
港区芝1‑5‑12 TOP 浜松町ビル
千代田区丸の内3‑2‑3 富士ビル
秋田市八橋本町4‑10‑26
世田谷区駒沢2‑6‑16

011‑709‑5341
03‑3456‑3015
03‑3287‑3230
0188‑62‑4273
03‑3422‑9530

㈱森緑地設計事務所
㈱和計画コンサルタント
㈱ライフ計画事務所
㈱ LAT
㈱ランズ計画研究所

03‑3585‑8361
03‑3374‑2227
03‑5626‑4741
082‑273‑2605
045‑322‑0581

藤
鈴
◇村
山
川

内誠一
木
司
岡政子
木靖雄
島
保

106‑0044
151‑0071
136‑0071
733‑0821
220‑0004

港区東麻布1‑4‑3 木内第２ビル
渋谷区本町5‑42‑10 第２富喜マンション
江東区亀戸2‑36‑12
広島市西区庚午北2‑1‑4
横浜市西区北幸2‑10‑27 東武立野ビル

03‑3582‑2758
03‑3374‑2559
03‑5626‑4740
082‑271‑2230
045‑322‑0719

㈱ランテック計画事務所
㈱リアライズ造園設計事務所
㈱緑景
㈱緑生研究所

06‑6945‑0065
06‑6941‑1151
06‑6763‑7167
042‑499‑7211

中
新
瀬
井

尾
井
川
上

幸
英
勝
康

彦
光
之
平

540‑0031
540‑0038
542‑0064
182‑0026

大阪市中央区北浜東2‑18 堀川ビル
大阪市中央区内淡路町2‑1‑7
大阪市中央区上汐1‑4‑6 吉井ビル
調布市小島町2‑40‑10 桐生ビル

06‑6945‑0124
06‑6941‑1154
06‑6765‑5599
042‑487‑4334

㈲エコシビルデザイン
㈱エコル
㈱環境緑地研究所
㈱現代ランドスケープ
㈱サイプレス・ランドスケーププランニング

03‑5362‑3701
03‑5791‑2901
011‑221‑4101
06‑6203‑1270
011‑211‑6811

上
庄
小
西
中

村
司
川
辻
村

悦
興
俊
圭

央
雄
司
明
吾

160‑0016
108‑0074
060‑0004
541‑0047
060‑0062

新宿区信濃町11‑3 AK 信濃町ビル
港区高輪3‑4‑1 高輪偕成ビル
札幌市中央区北４条西6‑1‑1 毎日札幌会館
大阪市中央区淡路町2‑1‑10 ユニ船場
札幌市中央区南２条西10丁目２ 山内ビル

03‑5362‑3702
03‑5791‑2902
011‑221‑4237
06‑6203‑1271
011‑211‑6812

㈱シビテック
㈱シャトーシーピー
㈱スタジオアーバンスペースアート
㈱セット設計事務所
ダイシン設計㈱

011‑816‑3001
0268‑62‑3255
06‑6845‑9671
042‑324‑0724
011‑222‑2325

笹浪徹也
細谷順義
柳原壽夫
池田与志雄
関
利洋

003‑0002
389‑0502
560‑0041
185‑0012
060‑0005

札幌市白石区東札幌２条5‑8‑1
東御市鞍掛383‑9
豊中市清風荘1‑5‑1 関西地販
国分寺市本町2‑16‑4
札幌市中央区北５条西6‑1‑23

011‑816‑2561
0268‑62‑3256
06‑6845‑9672
042‑324‑3468
011‑222‑9103

㈱塚原緑地研究所
㈱辻本智子環境デザイン研究所
㈱東京建設コンサルタント
㈱都市ランドスケープ
㈱都市・景観設計

043‑279‑8005
0799‑72‑0216
03‑5980‑2633
03‑5269‑8982
06‑6228‑3388

塚原道夫
辻本智子
和田
淳
内藤英四郎
奥村信一

261‑0011
656‑2401
107‑0004
162‑0065
541‑0041

千葉市美浜区真砂3‑3‑7
淡路市岩屋3000‑176
豊島区北大塚1‑15‑6
新宿区住吉町5‑7 曙橋ハイム鍋倉
大阪市中央区北浜1‑1‑21 第２中井ビル

043‑279‑8142
0799‑72‑0217
03‑5980‑2601
03‑5269‑8982
06‑6228‑3387

秀
哲
清
隆

所

在

地
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会

員

名

㈲パーク綜合デザイン
㈱ライヴ環境計画
㈱緑住環境計画
㈱緑政計画研究所

電話番号

協会代表者

〒

075‑343‑4436
011‑204‑7922
042‑525‑4560
03‑3265‑8482

松原法昭
有山忠男
松岡二三夫
飯塚良一

600‑8357
060‑0042
190‑0022
101‑0065

京都市下京区猪熊通５条下る柿本町595‑28
札幌市中央区大通西14‑1‑13 北日本南大通ビル
立川市錦町1‑12‑10 鈴木ビル
千代田区西神田2‑4‑1 東方学会新館

所

在

地

075‑343‑4870
011‑204‑7955
042‑525‑4561
03‑3265‑8483

FAX 番号

03‑3997‑2108
0942‑27‑3231
052‑757‑4030
03‑3431‑8070
052‑352‑1811
0956‑48‑8102
0764‑41‑4651
03‑5828‑8828
03‑5280‑5400
03‑3284‑0501
0422‑47‑5981
0258‑35‑3005
04‑7153‑3141
042‑386‑8760
042‑564‑1021
03‑3588‑5990
03‑6863‑3732
06‑6632‑1051
027‑269‑6084
03‑3714‑3461
0849‑55‑1275
03‑3449‑6831
0561‑53‑1111
03‑5703‑1441
03‑3405‑1813
03‑5276‑1101
06‑6767‑1110
0568‑88‑7080
0543‑35‑6271
047‑330‑1111
093‑617‑3039
03‑3333‑0210
03‑5337‑2616
03‑3422‑5331
075‑341‑2246
03‑3453‑2401
03‑3265‑6731
03‑3637‑4340
022‑255‑9770
06‑6390‑0102

髙橋正之輔
福山
茂
石黒和重
流郷幹男
内田裕郎
岩崎英喜
竹中祐利
島倉邦彦
上野山直樹
小山幹雄
栗田嘉嗣
佐藤
勉
尾山弘善
長嶋孝衛
横倉
登
須田清隆
大嶋
聡
糸井雅明
永島勝治
坂手素行
高尾典秀
岩撫徳昭
大内田 博
飯田博之
田中秀明
星野弘壽
木田幸男
池上英雄
石田勝若
朝倉辰夫
鍋島雅英
結城健治
奥
裕之
倉部
篤
山田昌次
奥本
寛
成家次男
丸山智正
溝井敏男
西森洋史

179‑0075
830‑0063
464‑0848
105‑0004
454‑0825
858‑0907
930‑0026
111‑0035
101‑0062
101‑0044
181‑0004
940‑0864
270‑0133
184‑0014
207‑0022
105‑0001
171‑0022
556‑0016
371‑0131
153‑0043
720‑0004
141‑0022
488‑0022
144‑0052
106‑0032
102‑0093
540‑0005
480‑0303
424‑0911
271‑0093
807‑1262
167‑0053
164‑0003
154‑0004
600‑8361
108‑0073
102‑0074
136‑0071
983‑0821
532‑0011

練馬区高松6‑2‑18
久留米市荒木町荒木823
名古屋市千種区春岡2‑27‑18
港区新橋6‑9‑2 新橋第一ビル
名古屋市中川区好本町3‑67
佐世保市棚方町221‑2
富山市八人町6‑2
台東区西浅草3‑20‑14 JNT ビル
千代田区神田駿河台1‑2‑1
千代田区鍛冶町1‑9‑4 KYY ビル
三鷹市新川4‑7‑19
長岡市川崎5‑495
流山市十太夫108‑1
小金井市貫井南町4‑11‑36
東大和市桜が丘4‑322
港区虎ノ門2‑2‑5
豊島区南池袋2‑30‑11 池袋第一生命ビル
大阪市浪速区元町1‑8‑15
前橋市鳥取町158‑7
目黒区東山3‑16‑19
福山市御幸町中津原1787‑1
品川区東五反田1‑8‑12 小原サンデンビル
尾張旭市狩宿新町2‑27
大田区蒲田4‑22‑8
港区六本木7‑3‑7
千代田区平河町1‑7‑7
大阪市中央区上町1‑1‑28
春日井市明知町1512
静岡市清水区宮加三660番地
松戸市小山510
北九州市八幡西区野面1101‑1
杉並区西荻南1‑1‑9
中野区東中野3‑20‑10 ケイエム中野ビル
世田谷区太子堂1‑4‑21
京都市下京区大宮通五条下る二丁目堀之上町518番地
港区三田4‑7‑27
千代田区九段南4‑1‑9
江東区亀戸7‑5‑1
仙台市宮城野区岩切字畑中5‑9
大阪市淀川区西中島5‑1‑8 日研ビル

03‑3997‑2252
0942‑27‑3234
052‑763‑8110
03‑3431‑8116
052‑351‑1326
0956‑48‑8111
0764‑31‑6340
03‑5828‑7693
03‑5280‑5768
03‑3284‑0504
0422‑49‑2122
0258‑34‑2513
04‑7153‑3146
042‑386‑8761
042‑565‑7239
03‑3588‑5991
03‑6863‑3733
06‑6632‑1060
027‑269‑6086
03‑3791‑7731
0849‑55‑2481
03‑3449‑6837
0561‑53‑1000
03‑5703‑1444
03‑3405‑4210
03‑5276‑1117
06‑6767‑1263
0568‑88‑3370
0543‑35‑6273
047‑330‑1119
093‑617‑3040
03‑3333‑0631
03‑5337‑2610
03‑3412‑8415
075‑361‑0961
03‑3453‑2426
03‑3265‑3031
03‑3683‑7553
022‑255‑5546
06‑6307‑2133

賛助会員（五十音順）
アゴラ造園㈱
荒木窯業㈱
石黒体育施設㈱
㈱ウォーターデザイン
内田工業㈱
H.O.C ㈱
㈱岡部
小岩金網㈱
㈱コトブキ タウンスケープ営業本部
㈱ザイエンス 営業本部
㈱サカヱ
㈱サトミ産業
㈱三英 景観事業部
㈱三榮企業
㈱サンエス
㈱ジオスケープ
西武造園㈱
泉陽興業㈱
大永ドリーム㈱
太陽工業㈱ 空間デザインカンパニー
タカオ㈱
㈱立山エンジニアリング
㈱中京スポーツ施設
テック大洋工業㈱
東亜道路工業㈱
トースイ㈱
東邦レオ㈱
トーヨーマテラン㈱
中村シラトリ㈱
㈱中村製作所
㈱ナベシマ
日都産業㈱
日本体育施設㈱
長谷川体育施設㈱
花豊造園㈱
㈱日比谷アメニス
㈱富士植木
㈱丸山製作所
㈱みぞい
ミロモックル産業㈱
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お知らせ
当協会では，クライアント各位の業務発注支援
資料として，毎年，「会員名簿」
，
「造園 調査・計
画・設計 標準業務報酬積算ガイドライン」を発行
し無償にて配布させていただいております。
今年度は上記の資料に加え，公園施設長寿命化
計画の策定を含む「都市公園安全・安心対策に関
する調査・計画（公園施設長寿命化計画と公園再
生計画）」の標準業務仕様書（案）および同標準業
務報酬積算ガイドライン（案）を発行いたしまし
た。
既に関係各位のもとへ資料の配布をしており
ますが，お手元に届いていない方がありましたら
下記の書式を使用しご請求をいただけましたら
幸いです。
また，一般の方にも１部：￥2,000.‑（送料別）
で販売させていただいております。購入希望の方
は下記事務局までお問合せください。
「会員名
簿」，
「造園 調査・計画・設計 標準業務報酬積算
ガイドライン」も販売しておりますのでお問合せ
いただけましたら幸いです。
問い合わせ先：
社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会事務局
e-mail info＠cla.or.jp
03‑3239‑7610

FAX

《資料請求書式》

標準業務のフロー図

（仕様書(案)より抜粋）

以下の必要な事項を記入し FAX（03‑3239‑7610）にて送信願います

資料名称：都市公園安全・安心対策 標準業務仕様書（案）
・報酬積算ガイドライン（案）
必要部数：

部

電話番号：

送付先住所：〒
所属・氏名：

編集後記>
今号は，恒例の「CLA 賞の受賞作品」
とあわせて「緑の環境都市・東京・パ
ネル展」を特集いたしました。
「CLA 賞の受賞作品」では，会員の
皆様が一生懸命創作した作品が掲載さ
れています。表彰された優秀な作品を
お楽しみください。次年度の応募要領
も掲載いたしましたので，来年我こそ
と思う若手の皆様も，準備モードに入
ってください。
「緑の環境都市・東京・パネル展」
は，前号で特集した2008年10月29日の
シンポジウム「オリンピックと緑の資
産〜東京オ リ ン ピ ッ ク2016に 向 け て
〜」と同様に，オリンピック招致支援
活動の一環として開催されました。
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IOC の来日審査の日程に合わ せ2009
年４月１日〜４月25日に日 比 谷 公 園
「水と緑の市民カレッジ」で公開展示
されました。
この企画は，急遽東京都より当協会
に要請され，会員の皆様が「年度末の
嵐」の中で作成したものです。割り振
り，パネル内容の検討，レイアウト，
全体調整を経て，最後はパネル張りや
照明のセッティングなど展示会場づく
り，その後，園内に案内看板まで作成
しました。看板台座は東京都公園協会
に引き継がれ，現在も活用されていま
す。掲載は展示されたパネルのおおむ
ねそのままです。なかなかの力作です
ので，これもお楽しみください。
（有賀）
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