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功労者表彰 

特別功労賞 

平成 7年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

石原 舜介 東京工業大学 名誉教授 

日端 康雄 慶応義塾大学 大学院教授 

深海 隆恒 東京工業大学 工学部教授 

 

平成 12年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

大村謙二郎 筑波大学 教授 

高見澤邦郎 東京都立大学 教授 

 

平成 17年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

佐藤  滋 早稲田大学 教授 

 

平成 22年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

高見沢 実 横浜国立大学 大学院教授 

中井 検裕 東京工業大学 大学院教授 

根上 彰生 日本大学 教授 

 

令和 2年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

有田 智一 筑波大学 教授 

星  卓志 工学院大学 教授 

 

 

功労賞（個人） 

平成 2年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

對馬 英輔 前 ㈳再開発コーディネーター協会 専務理事 

 

平成 7年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

相澤 義包 ㈱大京 

飯田 英明 ㈶日本不動産研究所 
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石関 雍夫 ㈱環境整備センター 

石原 當市 ㈱シティコンサルタンツ 

市村 一志 北海道開発コンサルタント㈱ 

伊藤 親男 ㈱国土評価研究所 

糸乘 貞喜 ㈱九州地域計画研究所 

稲垣 雅彦 ㈱フジタ 

井上 浩行 ㈱日本設計 

有藤  浩 ㈱都市問題経営研究所 

梅谷 光男 ㈱環境開発研究所 

川本 裕夫 ㈱日建設計 

木戸 恒男 ㈱再開発計画技術 

木村 光宏 住宅・都市整備公団 

久保田安彦 ㈱和敬 

黒田 征二 ㈱都市建築研究所 

解良 誠治 不動産鑑定士・中小企業診断士 

河野  擴 ㈶日本不動産研究所 

越谷 正美 三菱地所㈱ 

後藤 岩夫 ㈱新都建設事務所 

是枝 慶一 ㈱久米設計 

白國 高弘 ㈱環境再開発研究所 

鈴木 一晴 住友信託銀行㈱ 

千葉  宏 戸田建設㈱ 

鳥飼 勢三 ㈱アール・アイ・エー 

中野 侚彦 ㈱再開発計画技術 

中元 三郎  ㈲空間経済計画センター 

馬場 久雄 森ビル開発㈱ 

平澤 春樹 ㈱都市開発研究所 

北條 蓮英 ㈱アーバン・プランニング研究所 

三島 計一 ㈱三島設計事務所 

安田隆太郎 ㈱都市計画同人 

大和  稔 住宅・都市整備公団 

吉田 和正 ㈱都市問題経営研究所 

 

平成 12年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

飯村  博 ㈱アイシーエム企画 

猪倉 節子 ㈱アイテック計画 

猪瀬 征芳 ㈱日本設計 
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岩岡 文彦 ㈱ピー・ユーコーディネーターズシステム 

植松  丘 野村不動産㈱ 

榎本 正幸 ㈶首都圏不燃建築公社 

大久保伸明 都市科学エンジニアリング㈱ 

大島 憲明 ㈱都市問題経営研究所 

岡村 秀樹 ㈱谷澤総合鑑定所 

小原  満 ㈱都市ぷろ計画事務所 

加藤 普之 ㈱ケーアールオー 

鎌田 啓志 ㈱シティコム計画研究所 

川窪 繁雄 ㈱佐藤総合計画 

小松 邦彦 ㈳北海道都市再開発促進協会 

佐藤 勝利 ㈱佐藤不動産鑑定コンサルティング 

澤田 秀一 ㈱澤田計画事務所 

嶋出  理 ㈱エス・ジー都市経営 

清水 宣治 大成建設㈱ 

初村  敏 協同組合都市設計連合 

曽根 伸穂 ㈱アイテック計画 

髙畑 米明 ㈱再開発計画技術 

竹村 寛重 大宮市大門２丁目市街地再開発準備組合 

田中  修 清水建設㈱ 

田邊 博敏 ㈱日建設計 

谷川  登 ㈱環境企画設計 

田村  誠 清水建設㈱ 

鶴井 哲夫 ㈱タカハ都市科学研究所 

鶴野 正樹 大成建設㈱ 

友野 邦美 ㈱プラン・ネクスト 

中川 長継 ㈱アール・アイ・エー 

仲肥 照暁 ㈱谷澤総合鑑定所 

馬場 正哲 ㈱地域計画建築研究所 

廣田 利彦 協同組合都市設計連合 

福本  泰 ㈶日本不動産研究所 

堀口 浩一  ㈱日建設計 

舞田  力 ㈱環境文化総合研究所 

前田 寛治 有明をよくする会 

松枝廣太郎 ㈱松枝建築計画研究所 

宮原 義昭 ㈱アール・アイ・エー 

山田 勝康 ㈱ポリテック・エイディディ 
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平成 17年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

赤坂祐一郎 三井不動産㈱ 

荒川 好弘 ㈱ジオ・アカマツ 

荒巻 正宣 ㈱オーユーアール 

飯田 恭一 ㈶日本不動産研究所 

宇野 勝久 ㈱アール・アイ・エー 

梅本 正紀 ㈱環境開発研究所 

小縣 健一 ㈲まち研究所 

尾関 利勝 ㈱地域計画建築研究所 

加太 秀史 元 ㈱ＩＮＡ新建築研究所 

小酒井孝敏 ㈱環境開発研究所 

小林 晴通 ㈱ポリテック・エイディディ 

嶋田 靖彦 ㈱東京マネージメントコンサルティング 

高橋 正行 住友不動産㈱ 

永野 和邦 ㈱ラウム計画設計研究所 

南部 繁樹 ㈱都市構造研究センター 

野久保 洋 ㈱アール・アイ・エー 

林  秀樹 ㈱アーレックス 

林 洋太郎 三井不動産㈱ 

原  義胤 鹿島建設㈱ 

稗田 泰史 森ビル㈱ 

藤原 義弘 大成建設㈱ 

室  和夫 ㈱竹中工務店 

矢野 敏章 ㈱日本設計 

山田  寛 元 ㈳再開発コーディネーター協会 専務理事 

 

平成 22年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

赤坂  泉 ㈱アイテック計画 

浅野 泰樹 ㈱都市研究所スペーシア 

天野 哲夫 ㈱アルプ 

石田  武 ㈶日本不動産研究所 

榎本  平 (独)都市再生機構 

大石 章夫 ㈲大石Ｒ計画 

大塚 正宏 ㈱日本設計 

大村 高広 ㈱日建設計 

景山  浩 ㈱タウンプランニングパートナー 
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川藤  等 ㈱谷澤総合鑑定所 

北  敏弘 ㈱都市問題経営研究所 

栗原  進 ㈱都市計画同人 

黒澤 俊彦 ㈱日建設計 

齋藤 彰良 ㈱アール・アイ・エー 

佐藤 啓二 ㈶都市農地活用支援センター 

新木 隆司 特例承認（元 ㈱シティコンサルタンツ） 

杉山  昇 ㈱タウンプランニングパートナー 

田端 靖憲 清水建設㈱ 

長岡  茂 ㈱佐藤総合計画 

中嶌 昭孝 特例承認（元 ㈱ＩＮＡ新建築研究所） 

永森 清隆 ㈱再開発評価 

西田 邦夫 ㈱ＧＭＫ 

東濃  誠  ㈱日本設計 

藤村 晴彦 特例承認（元 ㈱ユーデーコンサルタンツ） 

古川 靖史 ㈱タカハ都市科学研究所 

松本  徹 大成建設㈱ 

宮木 秀雄 ㈱ＩＮＡ新建築研究所 

宮﨑冨士雄 ㈱佐藤不動産鑑定コンサルティング 

山田 尚之 ㈱シティコンサルタンツ 

横島  毅 シニア（川西市→全国市町村再開発連絡協議会） 

米澤  章 ㈱都市ぷろ計画事務所 

 

平成 27年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

蟻坂 博英 ㈱シティコンサルタンツ 

石垣 貴伸 (独)都市再生機構 

市村  弘 (一財)日本不動産研究所 

猪阪 泰夫 (協)都市設計連合 

今関 泰之 (一財)首都圏不燃建築公社 

太田 滋幸 ㈱アイテック計画 

大野木孝之 大野木総合会計事務所 

大村 明弘 ㈱佐藤総合計画 

奥村 雅一 ㈱アール・アイ・エー 

金藤 匠哉 ㈱谷澤総合鑑定所 

川村 一仁 ㈱谷澤総合鑑定所 

小平 幸男 野村不動産㈱ 

小林 義和 五洋建設㈱ 
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佐藤  功 元 ㈱大林組 

髙崎 幸治 ㈱フジタ 

田代 隆康 ㈱谷澤総合鑑定所 

中  正人 ㈱アーレックス 

中野  学 ㈱佐藤不動産鑑定コンサルティング 

西川 伸男 ㈱タカハ都市科学研究所 

浜本  渉 三井不動産㈱ 

藤澤 和弘 ㈱本郷計画事務所 

藤山 三冬 ㈱北海道日建設計 

本多 伸行 ㈱新都市開発機構 

松本 久長 新日鉄興和不動産㈱ 

丸一 育夫 ㈱東畑建築事務所 

宗雪 正和 大和ハウス工業㈱ 

村川 益清 村川総合司法事務所 

望月 宣典 清水建設㈱ 

矢野  学 ㈱アール・アイ・エー 

山口 信一 ㈱ユーデーコンサルタンツ 

山口 哲史 ㈱アール・アイ・エー 

山口  良 ㈱総合不動産鑑定コンサルタント 

山本 雅之 ㈱フジタ 

湯城  誠 (一財)日本不動産研究所 

和出 知明 ㈱梓設計 

齋藤 清弘 シニア会員  

 

令和 2年度 

受賞者名 所属（受賞時） 

會田 和史 大成建設㈱ 

浅野 進一 ㈱都市設計連合 

有田 浩志 ㈱オーク計画研究所 

石松 喜典 ㈱ＩＮＡ新建築研究所 

内田  巧 ㈱都市設計連合 

岡田 弘造 ㈱ＩＮＡ新建築研究所 

小野寺 仁 ㈱本郷計画事務所 

金原  信 ㈱アール・アイ・エー 

金子  章 大野木総合会計事務所 

構  倫明 三菱地所㈱ 

木村由布子 ㈱日建設計 

小西 康則 ㈱ポリテック・エイディディ 
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清水 祥雄 鹿島建設㈱ 

鈴木 隆史 特例承認 元 五洋建設㈱ 

高橋 恵子 ㈱日本設計 

直井  弘 ㈱総合不動産鑑定コンサルタント 

長井 健治 ㈱日建設計 

永澤 明彦 ㈱アール・アイ・エー 

西村 賢洋 大成建設㈱ 

布村 仁志 森ビル㈱ 

林   建 ㈱シティコンサルタンツ 

樋口 繁樹 ㈱ラプロス 

藤原三恵子 ㈱都市問題経営研究所 

水谷日出喜 三井不動産㈱ 

宮﨑 克彦 ㈱佐藤不動産鑑定コンサルティング 

村田 佳之 森ビル㈱ 

湯浅 義晴 ㈱環境企画設計 

保立  透 元 (一社)再開発コーディネーター協会 専務理事 

 

 

功労賞（法人） 

平成 7年度 

受賞法人 

㈱アール・アイ・エー 

㈱大林組 

鹿島建設㈱ 

㈱熊谷組 

清水建設㈱ 

住友信託銀行㈱ 

住友不動産㈱ 

大成建設㈱ 

大和銀行㈱ 

㈱竹中工務店 

中央信託銀行㈱ 

東京ガス㈱ 

東洋信託銀行㈱ 

日本信託銀行㈱ 

三井信託銀行㈱ 

三井不動産㈱ 

三菱地所㈱ 
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三菱信託銀行㈱ 

㈱フジタ 

森ビル㈱ 

安田信託銀行㈱ 

 

平成 12年度 

受賞法人 

㈱タカハ都市科学研究所 

㈱都市ぷろ計画事務所 

 

平成 17年度 

受賞法人 

㈱タカハ都市科学研究所 

㈱谷澤総合鑑定所 

協同組合都市設計連合 

㈱東日本エンジニアリング 

 

平成 22年度 

受賞法人 

㈱アール・アイ・エー 

㈱大林組 

五洋建設㈱ 

㈱佐藤不動産鑑定コンサルティング 

清水建設㈱ 

㈱新日 

住友不動産㈱ 

大成建設㈱ 

㈱谷澤総合鑑定所 

東京ガス㈱ 

協同組合都市設計連合 

㈱日建設計 

㈱日本設計 

前田建設工業㈱ 

三井不動産㈱ 

三井不動産住宅リース㈱ 

三菱地所㈱ 

森ビル㈱ 
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平成 27年度 

受賞法人 

㈱アール・アイ・エー 

㈱大林組 

鹿島建設㈱ 

五洋建設㈱ 

㈱佐藤不動産鑑定コンサルティング 

清水建設㈱ 

住友不動産㈱ 

大成建設㈱ 

㈱タカハ都市科学研究所 

東急不動産㈱ 

東京ガス㈱ 

(協)都市設計連合 

㈱日建設計 

㈱日本設計 

㈱東日本エンジニアリング 

前田建設工業㈱ 

三井不動産㈱ 

三菱地所㈱ 

森ビル㈱ 

三井不動産住宅リース㈱ 

 

令和 2年度 

受賞法人 

㈱アール・アイ・エー 

㈱ＩＮＡ新建築研究所 

㈱大林組 

鹿島建設㈱ 

㈱佐藤不動産鑑定コンサルティング 

清水建設㈱ 

住友不動産㈱ 

大成建設㈱ 

㈱竹中工務店 

東京ガス㈱ 

㈱都市設計連合 

㈱日建設計 

日鉄興和不動産㈱ 
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㈱日本設計 

野村不動産㈱ 

阪急阪神不動産㈱ 

㈱東日本エンジニアリング 

㈱フジタ 

三井不動産㈱ 

三井不動産レジデンシャル㈱ 

三菱地所㈱ 

森ビル㈱ 

三井不動産レジデンシャルリース㈱ 

 

 


