
発注者 施工年月

《国土交通省》
東北地方整備局 北上川下流河川事務所 江合川水辺プラザ野球場整備工事（宮城県) 02/06

関東地方整備局 東京国道事務所 国道357線（東京都) 99/03

関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所 国営昭和記念公園（東京都) 99/03、08/06、19/02

関東地方整備局 川崎国道事務所 国道1号線 コウヤマキ樹勢回復実験 11/02

関東地方整備局 新町地区舗装（茨城県) 00/03

関東地方整備局 千葉国道事務所 00/05～00/06

関東地方整備局 千葉国道事務所 館山バイパス（千葉県） 05/03

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 国道6号（茨城県） 00/11～01/06

関東地方整備局 相武国道事務所 八王子南バイパス浅川トンネル(東京都) 09/03

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 国道52号線拡幅工事（山梨県) 02/07

中部地方整備局 名古屋国道事務所 国道302号（愛知県) 98/09～98/10

近畿地方整備局 国営明石海峡公園事務所 国営明石海峡公園(兵庫県) 09/03

《東日本高速道路（NEXCO東日本）》
東北支社 東北自動車道 白河IC～北上JCT 98/09～05/11

東北支社 八戸自動車道 九戸IC～八戸IC 98/11～98/12

東北支社 秋田自動車道 横手JCT～協和IC 99/05

東北支社 山形自動車道 山形北IC～月山IC、酒田みなとIC～酒田IC 99/03～01/07

東北支社 磐越自動車道
猪苗代磐梯高原IC～新鶴PA、
いわきJCT～郡山東IC

98/11～03/08

東北支社 常磐自動車道 いわき湯本IC～常磐富岡IC 98/10～03/04

関東支社 常磐自動車道 谷和原IC 98/09

関東支社 東京外環自動車道 三郷中央IC、市川北IC～市川中央IC 08/02、18/04

関東支社 北関東自動車道
高崎JCT～伊勢崎IC、佐野田沼IC～岩舟JCT、
栃木都賀JCT～宇都宮上三川IC、
友部IC～水戸南IC

99/12～00/12、 09/09

関東支社 東関東自動車道 千葉北IC、佐倉IC～富里IC 99/03～00/04

関東支社 京葉道路 穴川東IC、蘇我IC 00/11、07/02

関東支社 千葉東金道路 東金IC～松尾横芝IC 98/09

関東支社 富津館山道路 富津竹岡IC～富浦IC 98/08～04/05

関東支社 上信越自動車道 盛土のり面樹林化 00/06

新潟支社 日本海東北自動車道 新潟空港IC～豊栄新潟IC 02/09～03/03

新潟支社 磐越自動車道 盛土のり面樹林化 02/10

新潟支社 関越自動車道 長岡IC、盛土のり面樹林化 98/07～02/09

新潟支社 北陸自動車道 三条燕IC～金沢森本IC、長岡地区、福井管内 98/06～08/07

新潟支社 上信越自動車道 上越南IC、上越JCT、新井PA、妙高SA 98/09～99/12
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発注者 施工年月施工場所および工事名

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》
東京支社 東名高速道路 東京IC～三ヶ日IC 98/08～08/09

東京支社 新東名高速道路 御殿場JCT～遠州森町PA 05/03、11/01～12/03

東京支社 首都圏中央連絡自動車道 海老名JCT～相模原愛川IC 13/03

東京支社 中部横断自動車道
新清水JCT～富沢IC、六郷IC～増穂IC
南アルプスＩＣ～白根ＩＣ

04/03、17/02、18/09

八王子支社 中央自動車道 調布IC～八王子IC 99/03～03/06

八王子支社 安房峠道路 安房トンネル緑化 00/09～00/11

金沢支社 東海北陸自動車道 福光IC～富山県境 99/07～03/09

名古屋支社 中央自動車道 駒ヶ根IC～中津川IC 98/09～02/11

名古屋支社 東名高速道路 名古屋IC～東名三好IC 00/12～04/01

名古屋支社 名神高速道路 羽島管内 03/02、05/08

名古屋支社 東海北陸自動車道 一宮JCT 他 98/07～99/02

名古屋支社 伊勢湾岸自動車道 久居管内 01/01

名古屋支社 伊勢自動車道 松阪IC 98/08

名古屋支社 紀勢自動車道 大宮大台IC～紀勢大内山IC 08/12

《西日本高速道路（NEXCO西日本）》
関西支社 名神高速道路 京都南IC 他 03/05～04/05

関西支社 中国自動車道 加西IC～山崎IC 98/07～01/10

四国支社 高知自動車道 戸波地区盛土のり面 00/10

九州支社 九州自動車道 04/08

《都市再生機構》
宮城震災復興支援本部 宮城県牡鹿郡女川町 女川浜駅周辺地区整備工事鷲神浜地区 19/12

東日本支社 埼玉県所沢市 UR新所沢 18/03

東日本賃貸住宅本部 千葉県松戸市 プロムナード北松戸　ソメイヨシノ樹勢回復 17/11

東日本賃貸住宅本部 東京都北区 赤羽台団地 ウメ樹勢回復 15/01

東日本賃貸住宅本部 東京都北区 赤羽台団地(建替)緑道改修工事 19/03

東日本賃貸住宅本部 東京都武蔵野市 サンヴァリエ桜堤環境整備 19/06、21/09

東日本支社 東京都町田市 鶴川サクラ樹勢回復 01/05

神奈川地域支社 神奈川県川崎市川崎区 殿町第２公園 ソメイヨシノ移植等 11/11

神奈川地域支社 神奈川県川崎市川崎区 下河原公園 11/11

中部支社 三重県鈴鹿市 鈴鹿市防災公園 14/01
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発注者 施工年月施工場所および工事名

《役所》

小樽市役所 北海道小樽市 朝里川遊歩道 　エゾヤマザクラ樹勢回復 20/10

弘前市役所 青森県弘前市 弘前公園　ソメイヨシノ樹勢維持 13/06～20/06

盛岡市役所 岩手県盛岡市 米内浄水場 シダレザクラ樹勢回復 09/09～22/01

滝沢村役場 岩手県滝沢市 田村神社 指定天然記念物カツラの樹勢回復 10/06

雫石町役場 岩手県岩手郡雫石町 七ツ田の弘法桜　樹勢回復 19/12

岩泉町役場 岩手県下閉伊郡岩泉町 二升石小学校　モリオカシダレザクラ樹勢回復 12/12

宮城県 宮城県仙台市青葉区 宮城県庁　サンゴジュ樹勢回復 08/06

宮城県 宮城県仙台市青葉区 宮城県美術館前庭ケヤキ樹勢回復 22/01

石巻市役所 宮城県石巻市 網地島サクラ樹勢回復 15/06～17/09

名取市役所 宮城県名取市 衣笠の松　アカマツ樹勢回復 14/02

多賀城市役所 宮城県多賀城市 大代東ポンプ場 樹木移植工事 16/08

多賀城市役所 宮城県多賀城市 多賀城市立図書館　ケヤキ樹勢回復 19/04

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町 船岡城址公園　ソメイヨシノ樹勢回復 16/03～18/03

南三陸町役場 宮城県本吉郡南三陸町 入谷御休場　アカマツ樹勢回復 13/07、15/07

利府町役場 宮城県宮城郡利府町 藤田の夫婦桜樹勢回復 16/11

旧河辺町役場 秋田県秋田市 生涯スポーツ施設 02/06

秋田市役所 秋田県秋田市 サクラ樹勢回復 13/12

㈶山形県みどり推進機構 山形県鶴岡市 国指定天然記念物 文下のケヤキ樹勢回復 19/11

東根市役所 山形県東根市 大森山公園整備工事 98/08～98/09

㈶山形県みどり推進機構 山形県西置賜郡飯豊町 源流の森センター 18/11、19/11

郡山市役所 福島県郡山市 04/02

福島県会津農林事務所 福島県大沼郡金山町 県営ふるさと農道緊急整備 04/03

矢吹町役場 福島県西白河郡矢吹町 02/12～04/02

土浦市役所 茨城県土浦市 新治学園 義務教育学校 18/02

旧上河内町役場 栃木県宇都宮市 上河内地域交流館 ほたるの里 梵天の湯 98/10

栃木県真岡土木事務所 栃木県真岡市 国道294号道路環境整備工事 05/02

茂木町役場 栃木県芳賀郡茂木町 学校芝張り 03/08

宇都宮市役所 栃木県河内郡上河内町 松田新田浄水場 08/02

前橋市役所 群馬県前橋市 04/03

さいたま市役所 埼玉県さいたま市北区 内野本郷大空公園 20/10

さいたま市役所 埼玉県さいたま市見沼区 大宮体育館　シダレザクラ樹勢回復、他 16/07～20/02

さいたま市役所 埼玉県さいたま市中央区 さいたま新都心 大ケヤキ移植 01/03

環境省 埼玉県所沢市 環境省施設 10/06

春日部市役所 埼玉県春日部市 春日部市内公園 サクラ樹勢回復 10/09

戸田市役所 埼玉県戸田市 戸田市みどりの外環道事業 16/09～17/09

㈶千葉県まちづくり公社 千葉県千葉市中央区 県立青葉の森公園 ヒトツバタゴ樹勢回復 17/02

千葉市役所 千葉県千葉市若葉区 国道51号線 貝塚IC付近樹木移植 02/04

市川市役所 千葉県市川市 緊急船着場周辺整備工事 04/03

船橋市役所 千葉県船橋市 街路樹植栽 99/05

柏市役所 千葉県柏市 あけぼの山農業公園ソメイヨシノ樹勢回復 21/11

八千代市役所 千葉県八千代市 八千代中学校改築工事 15/10～16/02

旧山武町役場 千葉県山武市 山武中学校 野球場等整備 00/08

芝山町役場 千葉県山武郡芝山町 芝山公園ソメイヨシノ樹勢回復 17/03

長南町役場 千葉県長生郡長南町 山内ダム植栽工事 16/02

千代田区役所 東京都千代田区 護岸緑化工事(第508号) 日本橋川 10/03

東京都建設局第一建設事務所 東京都千代田区
震災イチョウ緑地・行幸通り イチョウ樹勢回復
行幸通りイチョウ植栽工事

14/01～14/03、18/03

千代田区役所 東京都千代田区 弥生慰霊堂　サカキ樹勢回復 17/09

千代田区役所 東京都千代田区 練成公園モミノキ植樹 17/11

(財)東京都公園協会
東京都中央区、台東区、
江東区、荒川区

隅田川テラス 03/03
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発注者 施工年月施工場所および工事名

中央区役所 東京都中央区 区立久松小学校壁面緑化整備工事 09/12

中央区役所 東京都中央区 区立月島第一小学校壁面緑化整備工事 10/01

東京都 東京都中央区 浜離宮恩賜庭園 08/03

中央区役所 東京都中央区 月島区民センター 10/10

港区役所 東京都港区 道路緑化維持 土壌改良 10/04

東京都 東京都新宿区 新宿都税事務所 07/02

新宿区役所 東京都新宿区 落合第一特別出張所 08/02

台東区役所 東京都台東区 街路樹植栽工事 11/02～22/02

台東区役所 東京都台東区 隅田公園
11/07～16/03
19/02～21/02

台東区役所 東京都台東区 東盛公園改造工事

台東区役所 東京都台東区 入谷南公園 13/03

台東区役所 東京都台東区 菊屋橋公園 13/04

台東区役所 東京都台東区 公遊園施設改修工事 13/10～14/02

台東区役所 東京都台東区 秋葉原練塀公園 14/10

台東区役所 東京都台東区 花川戸公園 14/10、15/10

台東区役所 東京都台東区 黒門児童遊園 16/01

台東区役所 東京都台東区 大正小学校みどりのカーテン 15/08

台東区役所 東京都台東区 山谷堀公園 18/07、20/02

台東区役所 東京都台東区 今戸公園 19/02

台東区役所 東京都台東区 弁天院公園 20/11

台東区役所 東京都台東区 寿児童遊園 21/01

台東区役所 東京都台東区 小島二丁目児童遊園施設 21/09

台東区役所 東京都台東区 公遊園施設改修工事(その2) 22/02、03

台東区役所 東京都台東区 東浅草小学校植栽工事 22/03

東京都 東京都台東区 旧岩崎邸庭園復元工事 21/09

東京都 東京都台東区 上野恩賜公園 21/04

墨田区役所 東京都墨田区 墨田区立両国中学校 07/12

墨田区役所 東京都墨田区 墨田区立第一吾嬬小学校 09/03

墨田区役所 東京都墨田区 シダレザクラ樹勢回復 18/02

墨田区役所 東京都墨田区 緑と花の学習園 22/03

東京都 東京都江東区 東京国際展示場会議棟 01/04

江東区役所 東京都江東区 江東区立臨海小学校 17/03

江東区役所 東京都江東区 亀戸緑道公園サクラ樹勢回復 18/12

江東区役所 東京都江東区 大横川サクラ樹勢回復 18/12、19/10

江東区役所 東京都江東区 木場親水公園 19/03

東京都 東京都江東区 東雲水門 19/06

江東区役所 東京都江東区 江東区立扇橋小学校 19/10

江東区役所 東京都江東区 大島緑道公園サクラ樹勢回復 19/12

江東区役所 東京都江東区 文泉公園 20/11

江東区役所 東京都江東区 南砂緑道公園サクラ樹勢回復 20/11

江東区役所 東京都江東区 仙台堀川公園サクラ樹勢回復 21/01

東京都 東京都江東区 夢の島公園 21/02～22/01

目黒区役所 東京都目黒区 目黒区立駒場公園 マテバシイ樹勢回復 08/11

目黒区役所 東京都目黒区 目黒清掃工場 18/03

大田区役所 東京都大田区 山王公園ケヤキ樹勢回復 11/11

大田区役所 東京都大田区 洗足池公園 19/02～22/02

世田谷区役所 東京都世田谷区 世田谷公園塵芥集積所増築工事 08/08

東京都 東京都世田谷区 東京都立世田谷総合高校 校庭整備工事 10/03

中野区役所 東京都中野区 平和の森公園新体育館 20/07

杉並区役所 東京都杉並区 高井戸藤ケ丘公園 04/03

北区役所 東京都北区 上田端公園 01/02
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発注者 施工年月施工場所および工事名

防衛省 東京都北区 十条駐屯地 06/04

北区役所 東京都北区 赤羽体育館 16/10

東京都下水道局 東京都北区 浮間水再生センター壁面緑化 11/12

東京都下水道局 東京都荒川区 三河島水再生センター 06/01、06/11、08/01

練馬区役所 東京都練馬区 練馬文化センター 05/11

足立区役所 東京都足立区 綾瀬川護岸緑化 11/09

足立区役所 東京都足立区 街路樹等維持工事 19/02

八王子市役所 東京都八王子市 南八王子地区公園緑地引継整備 99/07

町田市役所 東京都町田市 公園管理 99/03～04/02

町田市役所 東京都町田市 町営住宅建替工事 01/01

町田市役所 東京都町田市 鶴間公園 01/03

町田市役所 東京都町田市 野津田公園芝生広場 06/03

町田市役所 東京都町田市 ソメイヨシノ樹勢回復 07/02、09/01

町田市役所 東京都町田市 町田市立小山中学校 11/10

東京都 東京都あきる野市 都立秋留台公園 16/03

東京都 東京都大島町 大島公園 22/02

神津島村役場 東京都神津島村 美の田園復興事業 09/03

三宅村役場 東京都三宅村 植樹帯改修工事 11/02

横浜市役所 神奈川県横浜市鶴見区 入船公園 ミモザアカシア樹勢回復 13/12

横浜市役所 神奈川県横浜市神奈川区 中央卸売市場 イチョウ樹勢回復 07/04

神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 県立横浜翠嵐高等学校ヒザクラ移植 20/02

神奈川県 神奈川県横浜市中区 港の見える丘公園近代文学館芸亭の桜樹勢回復 00/12

神奈川県 神奈川県横浜市中区 山下公園通り開港広場前 19/11

横浜市 神奈川県横浜市中区 中区日本大通地内歩道整備 20/03

横浜市役所 神奈川県横浜市南区 大岡川プロムナード 桜並木樹勢回復 05/10

横浜市役所 神奈川県横浜市金沢区 金沢町第二公園 タブノキ樹勢回復 10/08

横浜市役所 神奈川県横浜市港北区 新横浜駅前公園 ハナミズキ樹勢回復 04/06

横浜市役所 神奈川県横浜市戸塚区 品濃中央公園　ソメイヨシノ樹勢回復 21/02

横浜市役所 神奈川県横浜市旭区 横浜市道鴨居上飯田線 シラカシ巨樹保全対策 11/08

横浜市役所 神奈川県横浜市青葉区 小黒公園 サクラ樹勢回復 07/05

横浜市役所 神奈川県横浜市青葉区 大場かやのき公園 樹勢回復 08/01

川崎市役所 神奈川県川崎市川崎区 川崎研究開発センター 16/11

川崎市役所 神奈川県川崎市中原区 川崎市立宮内小学校 11/02

川崎市役所 神奈川県川崎市中原区 川崎市立井田病院 11/10

高津区役所 神奈川県川崎市高津区 二ヶ領用水円筒分水広場 サクラ樹勢回復 10/02

川崎市役所 神奈川県川崎市多摩区 藤子・F不二雄ミュージアム 21/06

川崎市役所 神奈川県川崎市麻生区 川崎市立麻生小学校 07/02

川崎市役所 神奈川県川崎市麻生区 川崎市立柿生中学校 08/06

川崎市役所 神奈川県川崎市麻生区 県道世田谷町田線 14/06

神奈川県 神奈川県相模原市緑区 県立相原高等学校 クスノキ樹勢回復 05/09

相模原市役所 神奈川県相模原市緑区 城山まちづくりセンター 17/03

相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 第1別館壁面緑化設置工事 07/11

相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 淵野辺公園野球場 16/02

相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 相模原市立横山公民館 19/03

相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 淵野辺小学校シンジュ樹勢回復 19/03

相模原市役所 神奈川県相模原市南区 川のトイレ整備事業 07/02

相模原市役所 神奈川県相模原市南区 南区合同庁舎壁面緑化 09/01

相模原市役所 神奈川県相模原市南区 東林まちづくりセンター 18/03

神奈川県 神奈川県横須賀市 県立塚山公園 エドヒガンザクラ治療 05/07

横須賀市役所 神奈川県横須賀市 横須賀市衣笠山公園 サクラ樹勢調査 10/10

横須賀市役所 神奈川県横須賀市 追浜公園 14/10
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神奈川県藤沢土木事務所 神奈川県鎌倉市 柏尾川護岸 05/06

鎌倉市役所 神奈川県鎌倉市 鎌倉広町緑地シンボルツリー 05/03、11/01

藤沢市役所 神奈川県藤沢市 公園管理 98/06

神奈川県藤沢土木事務所 神奈川県藤沢市 県道30号(戸塚茅ヶ崎線) 06/03

藤沢市役所 神奈川県藤沢市 御所見市民センター改築建築工事 09/01

藤沢市役所 神奈川県藤沢市 藤沢市民会館 10/06

藤沢市役所 神奈川県藤沢市 長後市民センター サクラ樹勢回復 10/06

小田原市役所 神奈川県小田原市 上府中公園　小田原球場 11/03～15/03

茅ヶ崎市役所 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立鶴嶺小学校 ソメイヨシノ樹勢回復 08/11

神奈川県厚木土木事務所 神奈川県厚木市 国道129号中央分離帯 05/02～06/05

厚木市役所 神奈川県厚木市 厚木環状2号線 07/02

厚木市役所 神奈川県厚木市 ぼうさいの丘公園 エノキ樹勢回復 07/03

神奈川県 神奈川県厚木市 県立厚木清南高等学校 サクラ 09/03

座間市役所 神奈川県座間市 護王姫大明神 大ケヤキ樹勢回復 07/02

座間市役所 神奈川県座間市 栗原神社 シラカシ樹勢回復 07/02

大磯町役場 神奈川県中郡大磯町 東小磯2号線災害復旧工事 05/03

二宮町役場 神奈川県中郡二宮町 二宮駅前　クスノキ樹勢回復 14/03

神奈川県 神奈川県愛甲郡愛川町 県立あいかわ公園 モミ樹勢回復 等 05/12、06/03

新潟県 新潟県新潟市 鳥屋野潟公園 09/03

上越市役所 新潟県上越市 高田公園ソメイヨシノ樹勢回復 17/12～21/09

富山県民福祉公園財団 富山県射水市 富山県民福祉公園 太閤山ランド　ヤマブキ樹勢回復 15/11

石川県 石川県金沢市 石川県庁 03/05

甲府市役所 山梨県甲府市 平和通りケヤキ樹勢回復 19/12、22/02

富士吉田市役所 山梨県富士吉田市 新倉山浅間公園サクラ樹勢回復 19/02

山梨県 山梨県南アルプス市 古長禅寺のビャクシン 12/11

旧武川村教育委員会 山梨県北杜市 山高神代桜樹勢回復 03/03～06/03

北杜市教育委員会 山梨県北杜市 根古屋神社 大ケヤキ樹勢回復 07/01～13/02

北杜市教育委員会 山梨県北杜市 神田の大糸ザクラ樹勢回復 12/03、13/03

山梨県 山梨県北杜市 県立北杜高等学校 プラタナス樹勢回復 08/01

山梨県 山梨県北杜市 小淵沢町さくらのさと 19/02

山梨県緑化センター 山梨県甲斐市 ケヤキ、サクラ樹勢回復 01/02、02/10

甲斐市役所 山梨県甲斐市 竜王駅南口ソメイヨシノ土壌改良 15/06

須坂市役所 長野県須坂市 臥竜公園 10/11

伊那市役所 長野県伊那市 伊那市立新山小学校 サクラ樹勢回復 07/11

飯島町役場 長野県上伊那郡飯島町 飯島町千人塚四季彩プロジェクト 19/10～21/09

岐阜県可茂建設事務所 岐阜県 花街道 03/10～03/11

岐阜県 岐阜県 観光地アクセス花かざり整備事業 03/06

大垣市役所 岐阜県大垣市 小野小学校 05/03

岐阜県土木 岐阜県美濃加茂市 加茂警察署 02/03

岐阜県 岐阜県可児市 花フェスタ記念公園 04/10

旧海津町役場 岐阜県海津市 高須小学校 二本松樹勢回復 02/11～03/02

浜松市役所 静岡県浜松市 浜松市立笠井小学校 05/10

熱海市役所 静岡県熱海市 さくらの名所散策路整備工事 06/02、07/01

御殿場市役所 静岡県御殿場市
御殿場市富士山交流センター
富士山樹空の森

10/11～13/02

御殿場市役所 静岡県御殿場市 市道6189号線植栽工事 10/11

中遠広域事務組合 静岡県周智郡森町 中遠広域一般廃棄物最終処分場 06/11

名古屋市役所 愛知県名古屋市中区 久屋大通公園 クスノキ樹勢回復 05/09

名古屋高速道路公社 愛知県名古屋市千種区 緑橋換気所 08/04、09/07

名古屋市役所 愛知県名古屋市千種区 東山総合公園 桜の回廊築造工事 09/03

名古屋市役所 愛知県名古屋市熱田区 名古屋市立南養護学校 08/12

名古屋市役所 愛知県名古屋市港区 荒子川公園 14/12～21/12

6



発注者 施工年月施工場所および工事名

愛知県 愛知県名古屋市港区 地盤沈下対策事業福田川地区 15/12

名古屋市役所 愛知県名古屋市守山区
名古屋市立志段味西小学校
シダレザクラ植栽工事

09/11

岡崎市役所 愛知県岡崎市 籠田公園 19/02～19/06

岡崎市役所 愛知県岡崎市 中央緑道整備工事 19/01～21/03

春日井市役所 愛知県春日井市 春日井市立岩成台西小学校 16/03

愛知県東三河建設事務所 愛知県豊川市 県営東三河ふるさと公園 11/02

愛知県道路公社 愛知県豊田市 猿投グリーンロード 03/09

豊田市役所 愛知県豊田市 豊田市第2藤岡中学校 10/10

豊田市役所 愛知県豊田市 西部コミュニティーセンター シダレザクラ整備 12/01

安城市役所 愛知県安城市 安城公園 19/03、20/02

水資源機構木曽川用水総合事務所 愛知県弥富市 筏川東岸用水路十四山工区 11/08

長久手市役所 愛知県長久手市 長久手市立東小学校高木等移植工事 19/02

長久手市役所 愛知県長久手市 公園西駅周辺地区駅前広場高木移植工事 19/02

長久手市役所 愛知県長久手市 長湫中部1号緑地 20/03

東郷町役場 愛知県愛知郡東郷町 東郷町ふれあい広場 15/09

四日市市役所 三重県四日市市 四日市市小山田地区市民ｾﾝﾀｰ ｿﾒｲﾖｼﾉ樹勢回復 18/01

木曽岬町役場 三重県桑名郡木曽岬町 鍋田川工業団地緑地整備工事 01/11～06/03

大津市役所 滋賀県大津市 市道南2317号線街路工事 他 04/03、05/03

滋賀県 滋賀県大津市 滋賀県立膳所高校 10/05

京都市役所 京都府京都市 沿道緑化 01/03

京都府 京都府京都市 農業振興事業 弓削中南部のり面植栽工事 03/01

京都市役所 京都府京都市 街路樹植栽 03/02～03/03

旧京北町役場 京都府京都市右京区 中弓削南部Ⅱ地区　農業集落排水路のり面植栽 02/01～02/02

京丹後市役所 京都府京丹後市 八丁浜シーサイドパーク 05/02～05/03

大阪府 大阪府吹田市 万博公園 99/10

大阪府 大阪府茨木市 北部第二(佐保)ポンプ場法面緑化工事 11/03

岬町役場 大阪府泉南郡岬町 灰吹池運動公園 グラウンド整備芝張り 01/03

神戸市役所 兵庫県神戸市 南谷口連絡道路周辺 緑化整備 01/01

兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 舞子公園 00/02～00/06

兵庫県 兵庫県神戸市西区 西神ニュータウン造成地 01/03

加西市役所 兵庫県加西市 公園植替え工事 05/02

奈良県土木事務所 奈良県 01/03

橿原市役所 奈良県橿原市 出水公園 外構 99/08

奈良県 奈良県橿原市 大久保公園 02/03～03/02

和歌山県東牟婁振興局 和歌山県新宮市 国道168号小規模改良工事 10/11

和歌山県西牟婁振興局 和歌山県西牟婁郡白浜町 白浜駅湯崎線街路整備工事 09/04､10/06

島根県土地開発公社 島根県松江市 ソフトビジネスパーク島根 14/02

松江市役所 島根県松江市 松江城山公園本丸 ソメイヨシノ樹勢回復 16/02～18/01

浜田市役所 島根県浜田市 今市公民館サクラ樹勢回復 17/05

岡山県 岡山県岡山市 岡山県総合グラウンド 02/03

独立行政法人
造幣局広島支局

広島県広島市佐伯区 サクラ移植及び新植工事 00/02

鹿児島市役所 鹿児島県鹿児島市 イチョウ(記念樹) 10/03

《民間・その他》
民間施設 北海道古平郡古平町 フィービラの森　オオヤマザクラ樹勢回復　他 16/10～20/07

民間施設 岩手県宮古市 亀ケ森の一本松　オオヤマザクラ樹勢回復 19/11

宗教施設 岩手県久慈市 長泉寺　イチョウ樹勢回復 13/11

宗教施設 岩手県紫波郡紫波町 鳳仙寺 19/03

宗教施設 宮城県仙台市青葉区 北山羽黒神社　エドヒガン樹勢回復 14/02

個人邸 宮城県仙台市青葉区 ウメ樹勢回復 18/05

商業施設 宮城県仙台市青葉区 ヨークベニマル仙台中山店 19/01
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教育施設 宮城県仙台市青葉区 東北大学　サクラ植替え・移植等 14/10～19/02

民間施設 宮城県仙台市青葉区 中島丁タブノキ樹勢回復 20/02

商業施設 宮城県仙台市宮城野区 仙台うみの杜水族館 15/05

民間施設 宮城県仙台市宮城野区 東北電力㈱ 新仙台火力発電所 17/02

教育施設 宮城県仙台市若林区 聖ウルスラ学院 シダレザクラ・モミジ移植・樹勢回復 12/03

民間施設 宮城県仙台市若林区 庄子電気㈱ 20/04

宿泊施設 宮城県仙台市太白区 ホテル佐勘 ヒイラギ樹勢回復 11/09、14/05

商業施設 宮城県仙台市太白区 Honda Cars宮城中央あすと長町店 12/08

宗教施設 宮城県仙台市泉区 柳澤寺 21/10

個人邸 宮城県仙台市 Ｗ邸 アオダモ樹勢回復 14/09

宗教施設 宮城県仙台市 補陀寺の樅(モミ) 保全業務 19/10

宗教施設 宮城県石巻市 箱泉寺　コウヤマキ樹勢回復 13/04

宗教施設 宮城県塩竈市 鹽竈神社 19/03～21/03

宗教施設 宮城県登米市 飯綱神社 エドヒガン樹勢回復 10/11

宗教施設 宮城県大崎市 長久寺　丸実ガヤ樹勢回復業務 20/05

宗教施設 宮城県大崎市 龍谷寺 22/01

社会福祉施設 宮城県柴田郡大河原町 「有料老人ホームサンガ」緑化木育成 20/04

民間施設 宮城県宮城郡七ヶ浜町 薬師堂カヤノキ樹勢回復 19/10

個人邸 宮城県宮城郡利府町 Ｏ邸 ベニシダレザクラ樹勢回復 15/10

宗教施設 宮城県本吉郡南三陸町 上山八幡宮 アスナロ樹勢回復 11/09

医療施設 山形県山形市 山形大学医学部付属病院ナナカマド・サクラ樹勢回復 18/08

商業施設 山形県東根市 山形県自動車販売店　リサイクルセンター駐車場 09/07

ゴルフ場 福島県いわき市 湯本スプリングスカントリークラブ 98/12

ゴルフ場 福島県いわき市 勿来カントリークラブ 99/01

工場 福島県いわき市 日産自動車㈱いわき工場 02/07

医療施設 福島県伊達市 北福島医療センター　カツラ樹勢回復 13/04

民間施設 福島県大沼郡金山町 東北電力㈱沼沢沼発電所撤去工事 04/06

個人邸 茨城県日立市 外構 04/06

民間施設 茨城県古河市 古河サクラ樹勢回復 18/03

民間施設 茨城県坂東市 キヤノンエコロジー 22/01～22/03

民間施設 栃木県宇都宮市 JRA日本中央競馬会 宇都宮寮駐車場 02/04

民間施設 栃木県日光市 日光自然復元工事 18/06

個人邸 栃木県芳賀郡 外構 02/09

宗教施設 群馬県伊勢崎市 華厳寺 ハクモクレン樹勢回復 06/12

民間施設 群馬県太田市 サクラ・ボケ樹勢回復 13/02

宗教施設 群馬県館林市 五宝寺 00/02

マンション 埼玉県さいたま市西区 指扇ホームズ 19/02～22/02

商業施設 埼玉県さいたま市中央区 イオン与野ショッピングセンター 04/11、10/05

マンション 埼玉県さいたま市中央区 パークシティ大宮 18/03、18/10

個人邸 埼玉県東松山市 外構 08/08

医療施設 埼玉県狭山市 埼玉石心会病院 17/04～20/10

マンション 埼玉県和光市 シーアイハイツ和光 13/03

教育施設 埼玉県新座市 跡見学園女子大学 03/08～03/11

民間施設 埼玉県白岡市 日産化学㈱生物科学研究所 18/11

宗教施設 千葉県千葉市中央区 神明神社　イチョウ樹勢回復 20/03

物流施設 千葉県千葉市若葉区 大川運輸 若松物流センター 17/11

マンション 千葉県千葉市美浜区 稲毛マリンハイツ 21/03

教育施設 千葉県千葉市美浜区 神田外語大学 21/05

工場 千葉県銚子市 ヤマサ醤油本社工場内八幡神社 17/12、19/01

工場 千葉県船橋市 サッポロビール千葉工場 22/03

商業施設 千葉県木更津市 千葉トヨペット㈱木更津店 14/11
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発注者 施工年月施工場所および工事名

教育施設 千葉県成田市 児童養護施設　成田学園 21/06

社会福祉施設 千葉県流山市 平和台幼稚園ケヤキ樹勢回復 15/08

社会福祉施設 千葉県鴨川市 こども園OURS 16/02、18/06

医療施設 千葉県浦安市 タムス浦安病院 19/01

マンション 千葉県浦安市 プラウド新浦安マリナテラス 20/03、21/11

マンション 東京都千代田区 アーデン神保町 10/05

オフィスビル 東京都千代田区 平河町森タワー 14/11

オフィスビル 東京都千代田区 三井住友海上駿河台ビル 16/09

宿泊施設 東京都千代田区 帝国ホテル東京 16/11

オフィスビル 東京都千代田区 飯野ビルディング 17/01～22/01

民間複合施設 東京都千代田区 大手町カンファレンスセンター　スカイガーデン 20/03

教育施設 東京都千代田区 雙葉学園 21/09

マンション 東京都中央区 晴海クロノレジデンス 19/05

宿泊施設 東京都中央区 銀座 露天の湯 日和ホテル東京銀座 19/10

マンション 東京都中央区 ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス 20/03

オフィスビル 東京都中央区 白鶴ビルディング 22/03

オフィスビル 東京都港区 トヨタアドミニスタ芝浦ビル提供公園 06/12

個人邸 東京都港区 外構 08/03

オフィスビル 東京都港区 東芝本社ビル ソメイヨシノ樹勢回復 09/02

個人邸 東京都港区 S邸 10/07

商業施設 東京都港区
東京・芝とうふ屋うかい モミジ、サクラ、
サルスベリ、ゴヨウマツ樹勢回復

11/02

個人邸 東京都港区 青山 個人邸 ソメイヨシノ樹勢回復 11/09

宿泊施設 東京都港区 東京プリンスホテル 13/01～13/12

教育施設 東京都港区 東洋英和女学院 13/02

マンション 東京都港区 パークハウス麻布霞町　ボダイジュ樹勢回復 13/09

マンション 東京都港区 アークヒルズ　パレットガーデン 15/06

オフィスビル 東京都港区 ナイカイ青山ビル 15/09

オフィスビル 東京都港区 芝浦クリスタル 品川港南 19/11、21/02

マンション 東京都港区 MAJES元麻布ガーデンズB棟 20/11

商業施設 東京都港区 赤坂インターシティAIR 21/02～22/03

大使館 東京都港区 カナダ大使館サクラ類土壌改良 21/03

オフィスビル・商業施設 東京都港区 新橋田村町地区市街地再開発 21/04

マンション 東京都港区 キャピタルマークタワー 21/05

商業施設 東京都港区 西新橋スクエア植栽管理 22/01

オフィスビル・商業施設 東京都新宿区 新宿イーストサイドスクエア 13/02～18/03

商業施設 東京都新宿区 Flags 17/06

教育施設 東京都新宿区 慶應義塾大学病院 17/12

オフィスビル 東京都文京区 トヨタ自動車㈱東京ビル 01/03～20/02

民間施設 東京都文京区 椿山荘 サクラ樹勢回復 14/08

マンション 東京都文京区 小石川パークタワー 18/10

マンション 東京都台東区 浅草タワー 壁面緑化 12/01

オフィスビル 東京都台東区 住友不動産上野ビル3号館 21/03

商業施設 東京都墨田区 オリナス 17/05、20/05

教育施設 東京都墨田区 情報経営イノベーション専門職大学 19/11

オフィスビル 東京都江東区 豊洲IHIビル 18/06

物流施設 東京都江東区 Xフロンティア 20/01、20/09

民間施設 東京都江東区 ガスの科学館 20/03

商業施設 東京都江東区 有明ガーデン 20/10

商業施設 東京都江東区 コーナン江東深川店 20/11

マンション 東京都江東区 リビオメゾン南砂町 21/09

宿泊施設 東京都江東区 東京ベイ潮見プリンスホテル 22/03
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マンション 東京都江東区 シティタワーズ東京ベイ 22/03

マンション 東京都品川区 五反田Ｇタワー 05/06

民間施設 東京都品川区 東京トヨペット㈱大井解体工事 07/03

商業施設 東京都品川区 中延コスモ石油サービスステーション 07/03

民間施設 東京都品川区 某研究所内サクラ移植工事 13/12～14/02

オフィスビル・商業施設 東京都品川区 アートヴィレッジ大崎 17/01

オフィスビル 東京都品川区 イーストスクエア大森 18/11

マンション 東京都品川区 ルネ東品川 20/03

マンション 東京都品川区 シティウィメンズ品川ガーデンコート 21/06

商業施設 東京都目黒区 トヨタ自動車㈱レクサス目黒 05/06

マンション 東京都目黒区 テラス恵比寿の丘 08/10

マンション 東京都目黒区 上目黒パークマンション 17/06

個人邸 東京都大田区 Ｓ邸外構 06/03

民間施設 東京都大田区 社宅 10/05

マンション 東京都大田区 ドレッセ田園調布プレゼンス シラカシ等樹勢回復 12/03

マンション 東京都大田区 ジュネス秀栄 14/11

商業施設 東京都大田区 東京トヨペット 馬込店 18/02

教育施設 東京都大田区 矢口幼稚園 19/12～21/10

マンション 東京都世田谷区 ADEILLE TERRACE上野毛 サクラ樹勢回復 09/03

マンション 東京都世田谷区 マンション オリーブ樹勢回復 11/09

商業施設 東京都世田谷区 トヨタ東京カローラ㈱世田谷店 13/12

商業施設 東京都世田谷区 玉川高島屋SC樹勢回復 17/03～20/01

宗教施設 東京都世田谷区 北澤八幡神社シダレザクラ植樹 18/03

マンション 東京都世田谷区 ガーデニエール砧 WEST 18/03、20/03

民間施設 東京都世田谷区 電通八星苑 18/08

マンション 東京都世田谷区 リーフィアレジデンス成城 18/08

マンション 東京都世田谷区 豪徳寺パーク・ホームズ 19/01

マンション 東京都世田谷区 パークシティ成城 19/09

マンション 東京都世田谷区 パークホーム用賀ヴェルベール 20/04

マンション 東京都世田谷区 パークホームズ千歳船橋アリビオ 20/09

マンション 東京都世田谷区 マスタービューレジデンス 21/02

教育施設 東京都渋谷区 青山学院大学 10/06

マンション 東京都渋谷区 ケヤキ・タイサンボク樹勢回復 15/03

教育施設 東京都渋谷区 慶應義塾幼稚舎 ケヤキ・イチョウ樹勢回復 14/12～16/12

オフィスビル 東京都渋谷区 コープ共済プラザ 15/04

教育施設 東京都渋谷区 福田幼稚園 16/04

マンション 東京都渋谷区 ベルデ表参道 16/06

マンション 東京都渋谷区 プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン 19/01

マンション 東京都渋谷区 住友不動産渋谷タワー 21/05

マンション 東京都中野区 ディアプレイス中野野方 21/03

教育施設 東京都中野区 中野みなみ保育園 22/02

教育施設 東京都中野区 明治大学中野キャンパス 22/03

宗教施設 東京都中野区 新井山梅照院 21/06

鉄道 東京都杉並区 京王井の頭線 06/09

医療施設 東京都杉並区 河北総合病院 07/08

商業施設 東京都杉並区 東京トヨペット 井荻店 17/11

商業施設 東京都杉並区 東京トヨペット 浜田山店 18/01

商業施設 東京都杉並区 ネッツトヨタ東京　高井戸店 18/03

商業施設 東京都北区 東京トヨタ自動車㈱赤羽店 16/09

教育施設 東京都北区 東洋大学赤羽台キャンパス 18/02～22/03

マンション 東京都板橋区 ハウス南ときわ台　ソメイヨシノ樹勢回復 14/01
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商業施設 東京都板橋区 トヨタ東京カローラ㈱板橋店 15/11

工場 東京都板橋区 オリエンタル酵母工業㈱ 17/08

教育施設 東京都板橋区 資生堂学園 18/02

社会福祉施設 東京都板橋区 そんぽの家　板橋徳丸 21/07

交通施設 東京都足立区 新交通日暮里舎人線 舎人車輌基地整備事業 06/05、08/03

マンション 東京都足立区 デュエット北千住 オリーブ樹勢回復 14/06

商業施設 東京都足立区 トヨタ東京カローラ㈱扇大橋店 14/10

民間施設 東京都葛飾区 三菱ガス化学㈱東京開発研究所 09/05～10/03

民間施設 東京都江戸川区 メゾン北葛西（社宅） 樹木維持管理 00/07

首都高速道路 東京都江戸川区 湾岸線 葛西地区 03/08

商業施設 東京都江戸川区 東京トヨタ自動車㈱江戸川店 07/07

マンション 東京都江戸川区 メゾン森下 08/06

民間施設 東京都八王子市 トヨタ自動車㈱東京デザイン研究所 98/09、10/04～19/04

マンション 東京都八王子市 コープタウン見附橋 17/03～19/12

マンション 東京都武蔵野市 パークシティ武蔵野桜堤 20/02

民間施設 東京都府中市 鳩林荘 マツ類樹勢回復 11/03

スポーツ施設 東京都調布市 日本郵船㈱飛田給体育場 07/06～14/06

宗教施設 東京都調布市 椿地蔵 シロバナヤブツバキ樹勢回復 12/03

オフィスビル 東京都調布市 キユーピー㈱仙川キユーポート 21/02、22/02

マンション 東京都町田市 セルシオヒルズすずかけ台 04/09

個人邸 東京都町田市 カエデ樹勢回復 04/04

個人邸 東京都町田市 T邸 10/03

マンション 東京都町田市 ライオンズガーデンシティ南町田 14/10

民間施設 東京都町田市 協和発酵キリン㈱東京リサーチパーク 16/03～17/04

商業施設 東京都町田市 トヨタ西東京カローラ㈱鶴川店 16/10

工場 東京都日野市 日野自動車㈱記念植樹工事 07/04

教育施設 東京都国立市 国立学園 16/03

教育施設 東京都清瀬市 明治薬科大学 07/04

民間施設 東京都多摩市 あいおいニッセイ同和損保　桜が丘事務センター 20/05～21/08

マンション 東京都稲城市 ファインストーリア 18/11

工場 東京都羽村市 トヨタ紡織㈱東京工場 16/02

個人邸 神奈川県横浜市 シダレザクラ樹勢回復 05/06

民間施設 神奈川県横浜市鶴見区 東京ガス㈱環境エネルギー館 外構 98/07

医療施設 神奈川県横浜市鶴見区 トチノキ樹勢回復 16/02

マンション 神奈川県横浜市神奈川区 クレイストシティタワーズ横浜 06/12、10/05

商業施設 神奈川県横浜市神奈川区 オルトヨコハマ 19/03

工場 神奈川県横浜市神奈川区 株式会社田代鉄工所本社工場 20/06

マンション 神奈川県横浜市西区 M.M.TOWERS. FORESIS 11/01

商業施設 神奈川県横浜市西区 相鉄ジョイナス屋上庭園　樹勢回復 19/03

民間施設 神奈川県横浜市中区 横浜山手 クスノキ樹勢回復 11/06

商業施設 神奈川県横浜市港北区 トレッサ横浜 07/10、11/02、18/02

マンション 神奈川県横浜市港北区 パークホームズ日吉本町 16/03

マンション 神奈川県横浜市港北区 日吉西パークホームズ 17/03

民間施設 神奈川県横浜市港北区 サクラ・モミジ樹勢回復 18/01

民間施設 神奈川県横浜市港北区 ローム(株)横浜 17/09

スポーツ施設 神奈川県横浜市港北区 日産スタジアム　クスノキ樹勢回復 17/10、19/03

宗教施設 神奈川県横浜市戸塚区 宝寿院 エドヒガンザクラ樹勢回復 06/02

ゴルフ場 神奈川県横浜市戸塚区 戸塚カントリー倶楽部 07/09～09/07

工場 神奈川県横浜市戸塚区 ポーラ戸塚A計画 13/01

ゴルフ場 神奈川県横浜市旭区 程ヶ谷カントリークラブ  ハナミズキ樹勢回復 10/03

民間施設 神奈川県横浜市緑区 東工大横浜ベンチャープラザ 06/10
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個人邸 神奈川県横浜市栄区 W邸 樹勢回復 06/11

教育施設 神奈川県横浜市泉区 フェリス女学院 体育館壁面緑化 05/02

商業施設 神奈川県横浜市青葉区 あざみ野うかい亭 モミジ、シダレカツラ他樹勢回復 11/02

教育施設 神奈川県横浜市青葉区 慶應義塾横浜初等部 樹勢回復 15/03、19/05

オフィスビル 神奈川県横浜市都筑区 富士通エフ・アイ・ピー㈱横浜データセンター 16/03、17/02

オフィスビル 神奈川県川崎市川崎区 トキコソフト産業㈱土壌改良 07/01

工場 神奈川県川崎市川崎区 ㈱YAKIN川崎 万年塀緑化 07/03、07/06

民間施設 神奈川県川崎市川崎区 三洋化成工業㈱新川崎寮 11/02

工場 神奈川県川崎市川崎区 ㈱ANAケータリングサービス川崎工場 10/07、13/09

民間施設 神奈川県川崎市川崎区 ペプチドリーム㈱川崎研究所 17/04

宿泊施設 神奈川県川崎市川崎区 東急REIホテル　オリーブ植樹 18/02

民間施設 神奈川県川崎市幸区 AVL新川崎テクニカルセンター 16/07

医療施設 神奈川県川崎市中原区 井田病院 14/11

教育施設 神奈川県川崎市中原区 大西学園中学校・高等学校建替工事 15/11～16/03

マンション 神奈川県川崎市中原区 シティタワー武蔵小杉 21/09～21/11

マンション 神奈川県川崎市中原区 プラウドシティ元住吉 21/04

社会福祉施設 神奈川県川崎市多摩区 介護付有料老人ホーム SOL星が丘 05/04

マンション 神奈川県川崎市宮前区 プラウドシティ宮崎台提供公園 17/01

マンション 神奈川県川崎市宮前区 クレッセント宮前平 19/02

商業施設 神奈川県川崎市麻生区 アベーテはるひ野 18/10

社会福祉施設 神奈川県相模原市緑区 特別養護老人ホーム さがみ湖桂寿苑 04/12

工場 神奈川県相模原市緑区 セントラル自動車㈱相模原工場 06/12

ゴルフ場 神奈川県相模原市緑区 相模原ゴルフクラブ 10/09

集合住宅 神奈川県相模原市緑区 ミルトス向原 壁面緑化 12/03

個人邸 神奈川県相模原市緑区 外構植栽 02/11

宗教施設 神奈川県相模原市緑区 正念寺　シダレザクラ樹勢回復 21/10

個人邸 神奈川県相模原市中央区 Ｓ邸 ケヤキ樹勢回復 07/08

個人邸 神奈川県相模原市中央区 Z邸　樹勢回復 20/04

開発施設 神奈川県相模原市南区 道正山公園（市公園に移管） 09/02

マンション 神奈川県相模原市南区 ライオンズマンション相模原南台 13/11、14/04

宗教施設 神奈川県相模原市南区 天應院　エドヒガン樹勢回復 20/02

工場 神奈川県横須賀市 日産自動車㈱追浜工場 05/11～07/06

民間施設 神奈川県横須賀市 (株)ニフコ 技術開発センター 13/02～19/04

マンション 神奈川県横須賀市 コモンヒルズ安針台海の手 17/07

個人邸 神奈川県鎌倉市 個人邸　ソヨゴ樹勢回復 13/08

個人邸 神奈川県鎌倉市 個人邸 シダレザクラ樹勢回復 16/05

民間施設 神奈川県鎌倉市 鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム 19/03

社会福祉施設 神奈川県鎌倉市 SOMPOケア ラヴィーレ北鎌倉 21/03

個人邸 神奈川県藤沢市 個人邸 05/03

商業施設 神奈川県藤沢市 ミスターマックス藤沢店 06/05

マンション 神奈川県藤沢市 パークハウス江ノ島 10/12、11/06

オフィスビル 神奈川県藤沢市 玉半ビル 15/09

民間施設 神奈川県藤沢市 武田薬品工業㈱湘南研究所 17/02～19/05

教育施設 神奈川県藤沢市 慶應藤沢イノベーションビレッジ 17/07

マンション 神奈川県藤沢市 パークシティ成城 18/08

宗教施設 神奈川県小田原市 飯泉八幡神社 カヤノキ樹勢回復 05/11

宗教施設 神奈川県厚木市 妙昌寺 タブノキ樹勢回復 07/12

民間施設 神奈川県厚木市 日産自動車㈱先進技術開発センター 12/05、13/03

宗教施設 神奈川県厚木市 妻田薬師 クスノキ樹勢回復 15/01

民間施設 神奈川県厚木市 アンリツ㈱グローバル本社棟 15/03～15/09

物流施設 神奈川県大和市 ニッセイロジスティクセンター横浜町田 19/07
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宗教施設 神奈川県伊勢原市 大山阿夫利神社　イロハモミジ樹勢回復 14/01

物流施設 神奈川県座間市 三菱電機ロジスティクス㈱ 11/06～11/10

マンション 神奈川県座間市 ライオンズヒルズ座間 14/03

在日米陸軍 神奈川県座間市・相模原市南区 キャンプ座間 21/02

宗教施設 神奈川県高座郡寒川町 倉見神社 16/12

工場 神奈川県足柄上郡中井町 トヨタC&D　湘南テクニカルセンター 19/06

宿泊施設 神奈川県足柄下郡箱根町 小田急箱根ハイランドホテル　ミズナラ樹勢回復 17/04

宿泊施設 神奈川県足柄下郡箱根町 山のホテル シャクナゲ移植、ツツジ園土壌補修 17/12、19/03

宿泊施設 神奈川県足柄下郡箱根町 箱根・強羅 佳ら久 20/07

宗教施設 富山県 寺院 植栽工事 99/04

教育施設 富山県富山市 職藝学院 20/10

民間施設 石川県羽咋郡 北陸電力㈱志賀原子力発電所 99/09～08/09

ゴルフ場 石川県羽咋郡志賀町 能登ゴルフ倶楽部 08/03

民間施設 福井県敦賀市 北陸電力㈱敦賀発電所 00/06

民間施設 山梨県 アカマツ樹勢回復 20/11

個人邸 山梨県甲府市 フジ樹勢回復 15/03

宗教施設 山梨県甲府市 円光院 シラカシ樹勢回復 16/04

宗教施設 山梨県南アルプス市 古長禅寺 ビャクシン樹勢回復 12/12

民間施設 山梨県北杜市 清里の森 17/07

民間施設 長野県 カエデ樹勢回復 05/01

個人邸 長野県 エドヒガンザクラ樹勢回復 07/02

民間施設 長野県 マツ樹勢回復 16/06

宗教施設 長野県飯田市 阿弥陀寺 エドヒガンザクラ樹勢回復 05/02、09/12

民間施設 長野県茅野市 トヨタ自動車㈱蓼科ゲスト山荘 ツツジ植栽他 99/10～06/12

宗教・民間施設 長野県上伊那郡飯島町 慈福院　エドヒガンザクラ、シラカシ樹勢回復 10/12

宗教施設 長野県木曽郡王滝村 鳳泉寺 シダレザクラ樹勢回復 15/11

複合商業施設 岐阜県岐阜市 柳津カラフルタウン 00/09

教育施設 岐阜県大垣市 岐阜経済大学 04/10

マンション 岐阜県大垣市 ライオンズマンション 05/06

民間施設 岐阜県多治見市 トヨタ自動車 多治見サービスセンター 19/03

民間施設 岐阜県瑞浪市 	㈱エィ・ダブリュ瑞浪 20/04～22/02

工場 岐阜県恵那市 恵那東海理化㈱ 樹木移植工事 12/05

(財)花と都ぎふ花と緑の推進センター 岐阜県養老郡養老町 養老公園 03/02

民間施設 静岡県 サクラ樹勢回復 05/02

個人邸 静岡県熱海市 個人邸 06/04

宗教施設 静岡県富士宮市 諏訪八坂山神社 樹勢回復 16/01

民間施設 静岡県富士宮市 フジザクラ樹勢回復 18/03

民間施設 静岡県島田市 レッドロビン樹勢回復 18/03

工場 静岡県富士市 興亜工業㈱凝集沈澱槽外壁緑化 07/10

民間施設 静岡県伊東市 天麗301　シダレザクラ樹勢回復 17/02

ゴルフ場 静岡県御殿場市 富士平原ゴルフクラブ 18/11

民間施設 静岡県袋井市 大和リース㈱環境対応型試作棟移設工事 11/03

民間施設 静岡県裾野市 トヨタ自動車㈱東富士研究所 03/01～19/02

個人邸 静岡県裾野市 個人邸 17/12

工場 静岡県湖西市 プライムアースEVエナジー㈱ 記念植樹 11/12

工場 静岡県湖西市 デンソー湖西製作所 20/10

民間施設 静岡県伊豆の国市 モビリティーパーク オートキャンプ場 02/06

民間施設 静岡県牧之原市 富士山静岡空港　アクセス道路沿い 20/05

民間施設 静岡県駿東郡小山町 富士スピードウェイ 05/02

民間施設 静岡県駿東郡小山町 デンソーリゾート秀峰 14/03

個人邸 静岡県駿東郡小山町 W邸 21/01
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宗教施設 静岡県駿東郡小山町 冨士霊園やすらぎの里 15/09

商業施設 愛知県名古屋市北区 クロスタウン 08/02

工場 愛知県名古屋市中村区 三菱重工業㈱岩塚工場 08/03

オフィスビル 愛知県名古屋市中村区 ミッドランドスクエア 15/06

教育施設 愛知県名古屋市中村区 名古屋モード学園 20/08

教育施設 愛知県名古屋市中区 名古屋商科大学大学院丸の内タワー 15/05

レジャー施設 愛知県名古屋市中川区 ウインズ名古屋植栽工事 19/09、20/06

教育施設 愛知県名古屋市昭和区 名古屋国際高校 01/03、03/03

個人邸 愛知県名古屋市昭和区 T邸 庭園工事 06/11

オフィスビル 愛知県名古屋市港区 名古屋菱重興産㈱本社ビル研究緑化 09/03、10/11～11/01

民間施設 愛知県名古屋市港区 中京テレビハウジングパーク 10/11

レジャー施設 愛知県名古屋市港区 レゴランド 16/08～18/05

宿泊施設 愛知県名古屋市港区 レゴランド・ジャパン・ホテル 18/02

教育施設 愛知県名古屋市天白区 豊田工業大学 11/03～15/02、19/02

オフィスビル 愛知県一宮市 ダイセイエブリ24　アウトドアオフィス 21/09

工場 愛知県半田市 リンタツ㈱半田工場 14/06、19/02

オフィスビル 愛知県春日井市 トヨタホーム㈱春日井事業所 12/11～13/04

鉄道 愛知県春日井市 JR春日井駅南東地区再開発 21/07

工場 愛知県豊川市 津田工業㈱豊川工場 サクラ樹勢回復 15/02

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱本社 01/07～21/02

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱堤工場 04/09～12/11

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱高岡工場 07/06

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱貞宝工場 07/09

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱元町工場 10/04～15/06、19/03

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱広瀬工場 15/01～15/06、20/03

工場 愛知県豊田市 トヨタ紡織㈱ 00/09

工場 愛知県豊田市 トヨタ紡織㈱猿投工場 05/07、13/03～13/10

工場 愛知県豊田市 林テレンプ㈱ 12/05

民間施設 愛知県豊田市 全トヨタ労連つどいの丘 07/01

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱平和レジデンス託児所 11/10

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ鞍ヶ池記念館 13/01

宗教施設 愛知県豊田市 安長寺 ヒガンザクラ樹勢回復 08/03、09/02

個人邸 愛知県豊田市 M邸 12/11

医療施設 愛知県豊田市 トヨタ記念病院 樹木維持管理 12/04

民間施設 愛知県豊田市 トヨタスポーツセンター 15/10、21/03

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ平山寮 19/01

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱ 花本テクニカルセンター 19/02、21/01

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱ 大クスノキ　樹勢回復計画 21/03

工場 愛知県西尾市 デンソー㈱善明製作所 01/09

商業施設 愛知県西尾市 ヴェルサウォーク西尾 14/03

商業施設 愛知県蒲郡市 ラグーナテンボス 98/07～16/01

教育施設 愛知県蒲郡市 海陽学園　 06/02～22/02

民間施設 愛知県蒲郡市 蒲郡トヨタグループ研修施設（KIZUNA） 16/09～21/03

交通施設 愛知県常滑市 中部国際空港 04/10～06/02

工場 愛知県小牧市 DIC㈱小牧工場 08/02

工場 愛知県大府市 ㈱豊田自動織機 長草工場 06/03

宗教施設 愛知県豊明市 高徳寺 タブノキ・サクラ樹勢回復 15/03

教育施設 愛知県日進市 名古屋商科大学 日進キャンパス 03/12～15/08、18/12

教育施設 愛知県日進市 光陵女子短期大学 07/02

工場 愛知県田原市 トヨタ自動車㈱田原工場 20/07～21/02

ゴルフ場 愛知県清須市 新川ゴルフ 21/07
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工場 愛知県みよし市 トヨタ自動車㈱三好工場 02/03、11/04

工場 愛知県みよし市 トヨタ自動車㈱下山工場 08/03、11/06

工場 愛知県みよし市 トヨタ自動車㈱明知工場 13/11

オフィスビル 愛知県みよし市 ㈱シンテックホズミ 16/02

オフィスビル 愛知県みよし市 トヨタ自動車㈱バイオ・緑化研究所 17/07、19/03

(財)2005年日本国際博覧会協会 愛知県長久手市 2005年日本国際博覧会（愛知万博) 04/09

民間施設 愛知県長久手市 ㈱豊田中央研究所 11/02、16/11～18/11

商業施設 愛知県愛知郡東郷町 ららぽーと愛知東郷 20/08

工場 愛知県丹羽郡大口町 トヨタ自動車㈱大口部品センター 19/05～20/04

医療施設 三重県四日市市 小山田記念温泉病院 19/06～19/10

工場 三重県いなべ市 デンソー㈱大安製作所緑地管理 02/04、20/05

民間施設 三重県 シダレザクラ、ソメイヨシノ樹勢回復 15/01、15/12

民間施設 三重県 ケヤキ樹勢回復 17/02

民間施設 三重県 ムクノキ樹勢回復 20/12

民間施設 三重県三重郡菰野町 みえぎん・まなびの森 19/11

民間施設 滋賀県大津市 日本黒鉛工業㈱敷地整備工事 08/08

民間施設 滋賀県大津市 東レ㈱北園寮 11/10

教育施設 滋賀県草津市 立命館大学 びわこ・くさつキャンパス 01/03、 17/09～21/08

工場 滋賀県蒲生郡竜王町 ダイハツ工業㈱竜王工場 01/09

工場 滋賀県蒲生郡竜王町 ダイハツ工業㈱第二工場 02/03

個人邸 京都府京都市北区 Y邸壁面緑化 07/06

教育施設 京都府京都市北区 立命館小学校 19/01

鉄道 京都府京都市右京区 京福電気鉄道㈱ 11/03

鉄道 京都府京都市伏見区 京福電気鉄道㈱中書島駅 サクラ移植 05/12

教育施設 京都府宇治市 立命館宇治中学校・高等学校
11/02～15/02
18/01、19/02

教育施設 京都府南丹市 明治鍼灸大学 07/01

民間施設 京都府相楽郡精華町 CSK大川センター 05/01

商業施設 大阪府大阪市都島区 太閤園 20/02

民間施設 大阪府池田市 ダイハツ池田社員クラブ 16/08

マンション 大阪府枚方市 リバティパーク枚方 06/07

教育施設 大阪府箕面市 関西学院　千里国際キャンパス 19/03

工場 大阪府摂津市 ㈱エネゲート千里丘事業所 壁面緑化 11/05

宗教施設 大阪府 神社 モチノキ樹勢回復 16/04

商業施設 兵庫県神戸市東灘区 ロイヤルホームセンター東灘魚崎店 13/06

オフィスビル 兵庫県姫路市 大和ハウス工業㈱姫路支店 10/12

商業施設 兵庫県姫路市 河本商店、島田商店駐車場 12/03

民間施設 兵庫県姫路市 斉藤駐車場 13/10

倉庫 兵庫県尼崎市 LOGIFRONT 尼崎Ⅰ 19/12

オフィスビル 兵庫県宝塚市 関西電業㈱屋上緑化工事 02/09

民間施設 兵庫県高砂市 三菱重工業㈱高砂研究所 壁面緑化 09/04

個人邸 奈良県高市郡 外構 00/09～00/11

宗教施設 岡山県岡山市東区 西大寺観音院 01/03

民間施設 山口県美祢市 美祢社会復帰促進センター 11/06

民間施設 香川県 センダン樹勢回復 01/03

工場 香川県さぬき市 ㈱タダノ志度工場 桜並木樹勢回復 02/03、03/03

公園施設 長崎県雲仙市 百花台公園 05/03

15


