
動植物・生態系　　

■平成３１年度（令和元年度）
業務名 発注者 場所 キーワード

平成３１年度 伊豆縦貫環境検討
国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

伊豆市～河津町

環境影響評価準備
書、動植物、騒音・
振動、大気質、景
観、人と自然との触
れ合いの活動

平成３１年度　富士海岸環境調査
国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

沼津市、富士市
海辺の生物国勢調
査、水質、底質、漂
着物、生物

平成３１年度　天竜川出水時等環境調
査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市
アユ、魚、底生動
物、付着藻類

平成３０年度　矢作ダム水辺現地調査
（底生生物）

国土交通省中部地方整備局
矢作ダム管理所

豊田市
河川水辺の国勢調
査、底生動物、ダム
環境

平成３１年度　三遠南信道飯田地区環
境調査

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

飯田市
猛禽類、植物、環境
影響評価

平成３１年度　美和ダム再開発環境影
響調査

国土交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

伊那市
 猛禽類 、魚類、底

  生動物、付着藻類、
河床材料

平成３１年度　天竜川上流水辺現地調
査（両生類等）

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

辰野町～泰阜村
河川水辺の国勢調

 査 、両生類、爬虫
類、哺乳類

令和元年度　木曽三川下流部水辺現
地調査（底生動物）

国土交通省中部地方整備局
木曽川下流河川事務所

岐阜県海津市～三重県
桑名市

河川水辺の国勢調
  査、底生動物

令和元年度　四日市港湾環境調査
国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

三重県川越町     ウメノキゴケ

平成３１年度　希少猛禽類生息状況調
査

林野庁関東森林管理局　静
    岡森林管理署

川根本町 猛禽類

平成３１年度　希少野生生物保護管理
対策（クマタカ等）に係る巡視

林野庁　天竜森林管理署 静岡県浜松市 猛禽類

平成３１年度　希少野生動植物種保護
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       管理事業

中部森林管理局　東信森林
管理署

長野県     猛禽類

平成３１年度　レッドデータブック改訂 静岡県自然保護課 静岡県
    植物、菌類、レッド
データブック作成、
委員会

平成３１年度　静岡県中央新幹線環境
保全連絡会議生物多様性部会運営

静岡県自然保護課 静岡市 動植物

平成３１年度　富士山麓外来植物等調
査

静岡県自然保護課 富士山 植物

令和元年度　里地・里山保全推進事業
生物多様性調査

静岡県自然保護課 熱海市、浜松市     動植物

令和元年度　ニホンジカ植生影響調査
調査地選定

静岡県自然保護課 伊豆地域、富士地域 ニホンジカ、植生

令和元年度　ニホンジカ生息実態調査 静岡県自然保護課 静岡県     ニホンジカ

令和元年度　カモシカモニタリング調査 静岡県自然保護課 静岡県     カモシカ

令和元年度　富士山外来種防除マット・
ブラシ設置

静岡県自然保護課 富士山     外来植物

令和元年度　県単治山（治山調査）防
災林造成事業調査

静岡県中遠農林事務所
掛川市、磐田市、袋井
市、御前崎市

植物、風向風速、土
壌、塩分、飛砂

平成３０年度　浜松市沿岸域津波対策
施設等整備事業（海岸）に係る環境影
響調査（モニタリング調査その1）

静岡県浜松土木事務所 浜松市
 環境影響調査 、防

潮堤、昆虫、猛禽
類、アカウミガメ

令和元年度　二級河川巴川（麻機遊水
地）植生調査

麻機遊水地保全活用推進協
議会

静岡市 植物

令和元年度　鳥獣保護区特別保護地
区の状況調査

    岐阜県 飛騨市、関市     野生鳥獣



令和元年度　ニホンジカ・イノシシ・ツキ
ノワグマ出猟カレンダー集計委託

岐阜県 岐阜県
ニホンジカ、イノシ
シ、ツキノワグマ

令和元年度　第二種特定鳥獣管理計
画（第５期ニホンジカ管理）策定調査

長野県 長野県 ニホンジカ、植生

令和元年度　富山県ツキノワグマ個体
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       数推定調査

富山県 富山県 ツキノワグマ

平成３１年度　南アルプス動植物環境
調査

静岡市 静岡市 動植物

令和元年度　袋井市外来生物実態調
査

袋井市 袋井市
    外来生物、ミシシッ
ピアカミミガメ

平成３１年度　高山市特定外来生物防
除委託事業

    高山市 高山市
外来植物、オオハ
ンゴンソウ、オオキ
ンケイギク

令和元年度　史跡犬山城跡樹木調査 犬山市教育委員会 犬山市
 樹木生育調査、毎

木調査

令和元年度　新産業団地整備計画に
伴う環境調査

飯田市 長野県飯田市 動植物

■平成３０年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成３０年度　伊豆縦貫環境検討
国土交通省中部地方整備局

    沼津河川国道事務所
伊豆市、河津町     環境影響評価

平成３０年度　大井川水辺現地調査
（植物・環境基図）

国土交通省中部地方整備局
    静岡河川事務所

吉田町、焼津市、島田市
河川水辺の国勢調
査

平成３０年度　天竜川出水時等環境調
査

国土交通省中部地方整備局
    浜松河川国道事務所

浜松市、磐田市     河川環境

平成３０年度　菊川水辺現地調査（魚
類等）

国土交通省 中部地方整備
    局　浜松河川国道事務所

菊川市、掛川市
河川水辺の国勢調
査

平成３０年度　高山国道管内道路環境
     調査

国土交通省中部地方整備局
    高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市 動植物

平成３０年度　瑞浪恵那道路環境調査
国土交通省中部地方整備局

    多治見砂防国道事務所
瑞浪市、恵那市

猛禽類、動植物、環
境影響評価

平成３０年度　天竜川上流水辺現地調
査(陸上昆虫類等）

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

辰野町～飯田市
河川水辺の国勢調
査

平成３０年度　天竜川上流河川環境調
査

国土交通省中部地方整備局
    天竜川上流河川事務所

辰野町～飯田市 自然再生事業

平成３０年度　天竜川水系猛禽類保全
対策検討

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

伊那市～天龍村     猛禽類

平成３０年度　天竜川水系砂防渓流環
境調査

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

伊那市、天龍村 水生生物

平成３０年度　美和ダム再開発環境影
響調査

国土交通省中部地方整備局
    三峰川総合開発工事事務所
駒ヶ根市、伊那市

河床材料、水生生
物、猛禽類

平成３０年度　美和ダム・小渋ダム水辺
現地調査（陸上昆虫類等）

国土交通省中部地方整備局
    天竜川ダム統合管理事務所
伊那市、松川町

    河川水辺の国勢調
査

平成３０年度　三遠南信道飯田地区環
境調査

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

飯田市     猛禽類、動植物

平成３０年度　信濃川上流域猛禽類他
環境調査

国土交通省北陸地方整備局
松本砂防事務所

大町市、松本市     猛禽類

平成３０年度　四日市港道路（霞4号幹
線）保全対策検討

国土交通省中部地方整備局
    四日市港湾事務所

川越町 動植物

平成３０年度　希少野生動植物種保護
管理事業

林野庁　中部森林管理局
東信森林管理署

長野県     猛禽類

平成３０年度　希少野生生物保護管理
     対策に係る巡視

林野庁　関東森林管理局
    天竜森林管理署

静岡県 猛禽類

平成３０年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県 カモシカ

平成３０年度　富士山麓外来植物等調
査

静岡県自然保護課 富士山 植物

平成３０年度　レッドデータブック改訂 静岡県自然保護課 静岡県
    動植物、菌類、レッ
ドデータブック作成



平成３０年度　富士山外来種防除マッ
ト・ブラシ設置

静岡県自然保護課 富士山     外来植物

平成３０年度　ニホンジカ生息実態調査 静岡県自然保護課 静岡県     ニホンジカ

平成３０年度　南アルプス生物多様性
検証

静岡県自然保護課 静岡県     動植物

平成３０年度　南アルプス生物多様性
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       専門部会

静岡県自然保護課 静岡県 動植物

平成３０年度　内ケ谷治水ダム建設事
業　環境調査

岐阜県長良川上流河川開発
工事事務所

郡上市 猛禽類、植物、魚類

平成３０・３１年度　三島市自然環境基
礎調査

三島市 三島市     動植物

平成３０年度　富士市生物多様性地域
戦略策定

富士市 富士市
    生物多様性地域戦
略

平成３０年度　南アルプス動植物環境
調査

    静岡市　 静岡市     動植物

平成３０年度　袋井市外来カメ類捕獲
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       指導

袋井市 袋井市     外来種

平成３０年度　(仮称)夏刈南部工業団
地開発事業に伴う重要種保全対策

御殿場市小山町土地開発公
社

静岡県 植物

平成３０年度　麻機遊水地植生調査
麻機遊水地保全活用推進協

    議会
静岡市 植物

平成３０年度　高山市生物多様性保
全・特定外来生物防除委託事業

高山市 高山市 外来植物

平成３０年度　新産業団地整備計画に
伴う環境調査と動植物移植

    飯田市 飯田市     自然環境

中部横断自動車道　野生生物調査（平
成３０年度）

中日本高速道路株式会社
    東京支社

静岡市
    希少野生生物、猛
禽類

■平成２９年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２９年度　富士山斜面対策植生調
査

国土交通省中部地方整備局
    富士砂防事務所

富士山     植生調査

平成２９年度　大井川渇水状況調査
国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

焼津市、島田市     渇水状況、魚類

平成２９年度　長島ダム水辺現地調査
国土交通省中部地方整備局
長島ダム管理所

川根本町
河川水辺の国勢調

 査、鳥類

平成２９年度　佐久間道路・三遠道路
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       環境調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

新城市、東栄町、浜松市
猛禽類、貴重動植
物、騒音

平成２９年度　高山国道管内道路環境
調査

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市
  動植物、猛禽類、大

気

平成２９年度　天竜川水系猛禽類保全
対策検討

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

辰野町、飯田市     猛禽類

平成２９年度　天竜川水系渓流生態系
調査

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

伊那市、飯田市   動植物

平成２９年度　天竜川上流水辺現地調
査(魚類･底生生物)

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

辰野町～阿南町 魚類、底生動物

平成２９年度　美和ダム再開発猛禽類
調査

国道交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

伊那市  猛禽類

平成２９年度　三遠南信道飯田地区環
境調査

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

飯田市 猛禽類、動植物

平成２９年度　四日市港道路（霞4号幹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       線）保全対策検討

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

四日市市   植物、甲殻類

平成２９年度　大町ダム水辺現地調査
（魚類）

国土交通省北陸地方整備局
大町ダム管理所

大町市
河川水辺の国勢調
査、魚類

平成２９年度　中央アルプス周辺等に
おけるニホンジカ行動把握調査

林野庁　中部森林管理局 長野県、岐阜県     ニホンジカ

平成２９年度　レッドデータブック改訂 静岡県自然保護課 静岡県
レッドデータブック
作成、動植物、菌類

平成２９年度　希少野生生物保護管理
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       対策に係る巡視

林野庁　関東森林管理局
天竜森林管理署

静岡県     猛禽類



平成２９年度　希少野生動植物種保護
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       管理事業

林野庁　中部森林管理局
東信森林管理署

長野県 猛禽類

平成２９年度　二級河川馬込川河川改
良に係る環境影響調査

    静岡県浜松土木事務所 浜松市
    防潮堤、環境影響

調査

平成２９年度　浜松篠原海岸海岸養浜
事業に係る環境影響調査

静岡県浜松土木事務所 浜松市
    防潮堤、環境影響

調査

平成２９年度　スズメハコベモニタリン
グ調査

    静岡県島田土木事務所 島田市 植物

平成２９年度　県単調査富士地区富士
川四ヶ郷調査

静岡県富士農林事務所 富士市 アユ

平成２９年度　県単治山(治山調査）防
災林造成事業効果調査

    静岡県中遠農林事務所 袋井市
 植物、風向風速、
土壌、塩分、飛砂

平成２９年度　防災ダム原野谷ダム地
区調査

    静岡県中遠農林事務所 掛川市 魚類、付着藻類

平成２９年度　マツと菌根菌の共生を促
進するための技術開発調査

静岡県農林技術研究所　森
林・林業研究センター

富士市、静岡市  植物、菌類

平成２９年度　ニホンジカ生息実態調査 静岡県自然保護課
伊豆、富士、富士川以西
地域

    ニホンジカ

平成２９年度　高山地域ニホンジカ捕獲
調査

静岡県自然保護課 静岡市  ニホンジカ

平成２９年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県 カモシカ

平成２９年度　富士山外来種防除マッ
ト・ブラシ設置

静岡県自然保護課 富士山     外来種

平成２９年度　富士山種子発芽同定 静岡県自然保護課 富士山 発芽試験

平成２９年度　富士山麓外来植物等調
査

静岡県自然保護課 富士山 外来植物

平成２９年度　袋井市外来生物実態調
査

袋井市 袋井市
    外来生物、ミシシッ
ピアカミミガメ、スク
ミリンゴガイ

平成２９年度　三保市有林間伐計画策
定

   静岡市　 静岡市清水区 植物

平成２９年度　南アルプス動植物環境
調査

静岡市 静岡市 動植物

平成２９年度　高山市生物多様性保
全・特定外来生物防除手法検証委託
事業

    高山市 高山市
外来植物、オオハ
ンゴンソウ

平成２９年度　高山市生物多様性保
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       全・特定外来生物防除委託事業

高山市 高山市
外来植物、オオハ
ンゴンソウ、オオキ
ンケイギク

平成２９年度 　新産業団地整備計画に
伴う環境調査

飯田市 飯田市 植物、猛禽類

中部横断自動車道　野生生物調査（平
     成２９年度）

中日本高速道路株式会社
    東京支社

静岡市清水区 猛禽類

■平成２８年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２８年度　富士山斜面対策植生調
査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士山     植物

平成２８年度　天竜川・新豊根ダム水辺
現地調査（植物、環境基図）

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市
    植物、河川環境基
図

平成２８年度　佐久間道路・三遠道路
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       環境調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

新城市、東栄町、浜松市
 猛禽類、環境影響

評価、委員会

平成２８年度　高山国道管内道路環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市
 猛禽類、動植物、委

員会

平成２８年度　天竜川水系猛禽類保全
対策検討

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

辰野町  猛禽類、委員会

平成２８年度　天竜川水系生態系保全
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       対策検討 

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

伊那市  動植物



平成２８年度　美和ダム再開発環境調
査

国土交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

伊那市  猛禽類、騒音

平成２８年度　三遠南信道飯田地区環
境調査

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

飯田市
  猛禽類、植物、委

員会

平成２８年度　四日市港道路（霞４号幹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       線）保全対策検討

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

川越町 動植物

平成２８年度　希少野生生物保護管理
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       対策に係る巡視

林野庁　関東森林管理局
天竜森林管理署

浜松市     猛禽類

平成２８年度　中央アルプス周辺にお
けるニホンジカ行動把握調査

林野庁　中部森林管理局 長野県 ニホンジカ

平成２８年度　希少野生動植物種保護
管理事業

林野庁　中部森林管理局
東信森林管理署

長野県 猛禽類

平成２８年度　味噌川ダム河川水辺の
国勢調査

独立行政法人水資源機構中
部支社味味噌川ダム管理所

木祖村
河川水辺の国勢調
査、陸上昆虫類

平成２８年度　浜松篠原海岸海岸養浜
事業に係る環境影響調査

静岡県浜松土木事務所 浜松市
防潮堤、委員会、昆
虫類、猛禽類、両生
類・爬虫類

平成２８年度　森の力再生事業モニタリ
ング調査

静岡県農林技術研究所森林
林業研究センター

浜松市天竜区
 植物、自然環境、毎

木

平成２８年度　マツと菌根菌の共生を促
進するための技術開発調査

静岡県農林技術研究所　森
林・林業研究センター

富士市  植物、菌類、土壌

平成２８年度　指定管理鳥獣捕獲等事
業（国繰）高山地域ニホンジカ捕獲調査

静岡県自然保護課 静岡市    捕獲管理、捕獲

平成２８年度　指定管理鳥獣捕獲等事
業（国繰）ニホンジカ生息実態調査(富
士川以西地域)

静岡県自然保護課
静岡市、川根本町、浜松
市

哺乳類

平成２８年度　条例指定種モニタリング
調査（希少魚類）

静岡県自然保護課 静岡県 魚類

平成２８年度　指定管理鳥獣捕獲等事
業（国繰）ニホンジカ生息実態調査

静岡県自然保護課 富士、伊豆地域 哺乳類

平成２８年度　富士山外来植物関連種
子抽出

静岡県自然保護課 富士山 外来植物

平成２８年度　富士山登山道植生モニ
タリング調査

静岡県自然保護課
富士宮市、富士市、御殿
場市、小山町

植物

平成２８年度　富士山外来種防除マッ
ト・ブラシ設置

静岡県自然保護課
富士宮市、小山町、裾野
市

外来種

平成２８年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県     カモシカ

平成２８年度　生物多様性地域戦略策
定基礎調査

静岡県自然保護課 静岡県
生物多様性地域戦

    略

平成２８年度　県営林（県民の山Ｎｏ.７
４）ニホンジカ生息調査

岐阜県治山課 郡上市 ニホンジカ

平成２８年度　鳥獣保護区特別保護地
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   区調査現場技術  

岐阜県自然環境保全課
揖斐川町、飛騨市、郡上
市、多治見市、高山市

野生鳥獣

平成２８年度　第二種特定鳥獣管理計
画（第3期イノシシ管理）策定調査

長野県 長野県     イノシシ

平成２８年度　社会資本整備総合交付
金統合河川環境整備事業に伴う環境
調査

長野県 諏訪市 動植物、水質

平成２８年度　袋井市外来生物実態調
査

袋井市 袋井市 外来生物

平成２８年度　静岡市アルゼンチンアリ
調査

静岡市 静岡市清水区     アルゼンチンアリ

平成２８・２９年度　三島市自然環境基
礎調査

三島市 三島市     動植物

平成２８年度　新産業団地整備計画に
伴う環境調査

    飯田市 飯田市瀧江  植物、猛禽類

平成２８年度　高山市生物多様性保
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       全・特定外来植物防除委託事業

高山市 高山市
 外来生物、オオハ
 ンゴンソウ



中部横断自動車道　野生生物調査（平
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       成２８年度）

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市清水区  猛禽類、動植物

平成２８年度　新東名高速道路　小山
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     西地区植物保全対策

中日本高速道路株式会社東
京支社沼津工事事務所

小山町 貴重種、植物

■平成２７年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２７年度　菊川水辺現地調査（陸
上昆虫類等）

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

菊川市
河川水辺の国勢調

  査、陸上昆虫類

平成２７年度　佐久間道路・三遠道路
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       環境調査 

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

引佐町、名号、深谷、東
栄町、浦川、川合

 猛禽類、動植物、委
員会

平成２７年度　天竜川土砂供給河道変
化調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市天竜区
 河川測量、河床材

  料、置土、土砂、水
質

平成２７年度　丸山ダム水辺現地調査
（底生動物）

国土交通省中部地方整備局
丸山ダム管理所

御嵩町、八百津町
  底生動物、外来種、

河川水辺の国勢調
査

平成２７年度　天竜川水系生態系保全
対策検討

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

辰野町 猛禽類、委員会

平成２７年度　美和ダム再開発環境調
査

国土交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

伊那市  猛禽類、騒音

平成２７年度　三遠南信道飯田地区環
境調査

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

飯田市
 猛禽類、委員会、貴

重種

平成２７年度　四日市港道路（霞４号幹
線）保全対策検討

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

川越町 動植物

平成２７年度　あづみの公園大型哺乳
類調査他

国土交通省関東地方整備局
国営アルプスあづみの公園
事務所

大町市、安曇野市 哺乳類

平成２７年度　希少野生動植物種保護
管理事業

林野庁　中部森林管理局
東信森林管理署

上田市、長和町     猛禽類

平成２７年度　浜松篠原海岸海岸養浜
事業に係る環境影響調査

静岡県浜松土木事務所 浜松市
  委員会、貴重種、大

気

平成２７年度　（国）４７３号道路改良
（地域連携２Ａ）地域高規格に伴う希少
動植物調査

静岡県島田土木事務所 島田市  動植物、貴重種

平成２７年度　マツと菌根菌の共生を促
進するための技術開発調査

農林技術研究所　森林・林
業研究センター

富士市、静岡市   植物、土壌、菌類

平成２７年度　防災ダム原野谷ダム地
区調査

静岡県中遠農林事務所 掛川市  魚類、付着藻類

平成２７年度　指定管理鳥獣捕獲等事
業（国繰）ニホンジカ生息実態調査

静岡県自然保護課 伊豆、富士、南アルプス ニホンジカ

平成２７年度　指定管理鳥獣捕獲等事
業（国繰）高山地域ニホンジカ捕獲計画

静岡県自然保護課 静岡市 ニホンジカ

平成２７年度　富士山麓外来植物等調
査

静岡県自然保護課
富士宮市、富士市、裾野
市、御殿場市

外来植物

平成２７年度　生物多様性地域戦略策
定基礎調査

静岡県自然保護課 静岡県
生物多様性地域戦
略

平成２７年度　富士山登山道植生モニ
タリング調査

静岡県自然保護課 富士山 植物

平成２７年度　岐阜県養老山地ツキノ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ワグマ生息状況調査

岐阜県自然環境保全課 大垣市、海津市、養老町 ツキノワグマ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２７年度ニホンジカ生息状況調査 長野県 長野県 ニホンジカ

平成２７年度　白山カモシカ保護地域特
別調査

富山県 富山県 カモシカ

平成２７年度　白山カモシカ保護地域特
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       別調査報告書ほか1件

石川県 石川県 カモシカ

平成２７年度　三保市有林林分調査 静岡市 静岡市
 植物、菌類、風向風

 速、土壌

平成２７年度　南アルプス動植物環境
調査

静岡市 静岡市 動植物



平成２７年度　高山市生物多様性保
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       全・特定外来植物防除委託事業

高山市 高山市 外来植物

平成２７年度　新産業団地整備計画に
伴う環境調査

飯田市 飯田市 産業団地、飯田市

中部横断自動車道　野生生物調査（平
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       成２７年度）

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市 猛禽類、動植物

■平成２６年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２６年度　富士山斜面対策植生調
査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士山     植物

平成２６年度　揖斐川水辺現地調査
（魚類）

国土交通省中部地方整備局
木曽川上流河川事務所

揖斐川町
河川水辺の国勢調

 査、魚類、外来種

平成２６年度　高山国道管内道路環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査  

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市 動植物、委員会

平成２６年度　丸山ダム水辺現地調査
（魚類・利用実態調査）

国土交通省中部地方整備局
丸山ダム管理所

御嵩町、八百津町
河川水辺の国勢調

  査、魚類、重要種

平成２６年度　天竜川水系生態系保全
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    対策検討 

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

宮田村、大鹿村 猛禽類、委員会

平成２６年度　美和ダム再開発モニタリ
ング計画検討

国土交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

伊那市  猛禽類

平成２６年度　三遠南信道飯田地区環
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       境調査 

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

飯田市
  猛禽類、委員会、貴

 重種

平成２６年度　豊川・矢作川水辺現地
調査

国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所

設楽町、新城市、豊川
市、豊橋市、豊田市、恵
那市

河川水辺の国勢調
  査、魚類、両生類・

 爬虫類、哺乳類

平成２６年度　矢作ダム水辺現地調査
（魚類）

国土交通省中部地方整備局
矢作ダム管理所

豊田市、恵那市
河川水辺の国勢調

  査、魚類、外来種

平成２６年度　四日市港道路（霞４号幹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       線）保全対策検討  

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

四日市市 動植物

平成２６年度　イヌワシ等希少野生生
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       物保護管理対策調査

林野庁　関東森林管理局
天竜森林管理署

浜松市 猛禽類

平成２６年度　希少野生動植物種（イヌ
ワシ）保護管理事業

林野庁　中部森林管理局
東信森林管理署

上田市、長和町 猛禽類

平成２６年度　西関東土地改良調査管
理　広域農業基盤整備管理調査 浜名
湖北部地区須部頭首工魚道調査

農林水産省関東農政局西関
東土地改良調査管理事務所

浜名湖 魚道

平成２６年度　庄川左岸農地防災事業
庄川左岸地区環境モニタリングその４

農林水産省北陸農政局庄川
左岸農地防災事業所

砺波市    動植物

平成２６年度　治山（海岸防災林）西島
町（２５繰越）調査

静岡県西部農林事務所 浜松市 治山、海岸防災林

平成２６年度　防災ダム原野谷ダム地
区調査

静岡県中遠農林事務所 掛川市 魚類、付着藻類

平成２６年度　狩野川西部狩野川西部
管理費に伴う河川生物等調査

静岡県沼津土木事務所 沼津市、富士市 魚類、水質

平成２６年度　ニホンジカ生息実態調査 静岡県自然保護課 伊豆、富士、南アルプス ニホンジカ

平成２６年度　富士山五合目以上植生
調査

静岡県自然保護課 富士山 植物

平成２６年度　生物多様性地域戦略策
定基礎調査

静岡県自然保護課 静岡県  動植物

平成２６年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県 カモシカ

平成２６年度　希少野生生物生息等実
態調査

静岡県自然保護課 静岡県
  動植物、菌類、魚

類、委員会

平成２６年度　富士山麓外来植物等調
査

静岡県自然保護課 富士山  植物、外来種

平成２６年度　静岡市アルゼンチンアリ
調査

静岡市 静岡市     アルゼンチンアリ

平成２６年度　高山市生物多様性保
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       全・特定外来植物防除委託事業

高山市
丹生川町久手、中部山
岳国立公園内乗鞍スカ
イライン

外来植物



平成２６年度　小鳥峠ミズバショウを含
む湿原植物群植生等調査

高山市 高山市 ミズバショウ

平成２６年度　車屋堰水路モニタリング
調査

松本市 松本市 動植物

平成２６年度　新産業団地整備計画に
伴う環境調査

飯田市 飯田市 産業団地、飯田市

平成２６年度　中部横断自動車道　野
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       生生物調査 

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市清水区 猛禽類、動植物

■平成２５年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２５年度　天竜川河口部環境影響
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

天竜川下流部  魚類、底生動物

平成２５年度　東海環状（高富ＩＣから糸
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       貫ＩＣ）環境調査

国土交通省中部地方整備局
岐阜国道事務所

山県市、本巣市   動植物、猛禽類

平成２５年度　丸山ダム水辺現地調査
（両生類・爬虫類・哺乳類）

国土交通省中部地方整備局
丸山ダム管理所

御嵩町、八百津町
河川水辺の国勢調
査、両生類・爬虫類
  、哺乳類、外来種

平成２５年度　高山国道管内道路環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市  委員会、動植物

平成２５年度　矢作ダム水辺現地調査
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       （植物・陸上昆虫・環境基図）

国土交通省中部地方整備局
矢作ダム管理所

豊田市、恵那市
河川水辺の国勢調

  査、陸上昆虫類、植
 物、河川環境基図

平成２５年度　矢作川水辺現地調査
（植物・河川環境基図）

国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所

恵那市、豊田市
河川水辺の国勢調

  査、植物、外来植物

平成２５年度　豊川上流域魚類生息環
境調査検討

国土交通省中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

設楽町、新城市、豊川
市、豊橋市

  アユ、付着藻類、水
質

平成２５年度　四日市港道路（霞４号幹
線）保全対策検討

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

四日市市 植物

平成２５年度　梓川流域猛禽類他環境
調査

国土交通省北陸地方整備局
松本砂防事務所

松本市 猛禽類、動植物

平成２５年度　治山（海岸防災林）西島
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       町調査

静岡県西部農林事務所 浜松市   委員会、植物

平成２５年度　ため池等整備（河川応
急）岡本井堰地区調査

静岡県西部農林事務所 浜松市 魚類、魚道

平成２５年度　防災ダム原野谷ダム地
区調査

静岡県中遠農林事務所 掛川市  魚類、付着藻類

平成２５年度　ニホンジカ生息実態調査 静岡県自然保護課 富士、伊豆地域 ニホンジカ

平成２５年度　南アルプス高山植物保
護対策調査

静岡県自然保護課
南アルプス（熊ノ平、北
荒川岳、光岳[光石周
辺]、蝙蝠尾根）

植物

平成２５年度　鎮守の森等身近な自然
の魅力発掘

静岡県 環境ふれあい課 静岡県 動植物

平成２５年度　希少野生生物生息等実
態調査

静岡県自然保護課 静岡県 希少野生生物

平成２５年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県 カモシカ

平成２５年度　水生生物生息状況等調
査

静岡県自然保護課 浜松市、湖西市 水生生物

平成２５年度　富士山麓植生保全パト
ロール

静岡県自然保護課 富士山 植物

平成２５年度　御殿場市ニホンジカ植生
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       被害調査

御殿場市 御殿場市 ニホンジカ

平成２５年度　林振委第6号　三保松原
衛星画像解析による樹勢調査

静岡市 静岡市清水区 樹勢調査

平成２５年度　静岡市アルゼンチンアリ
等外来生物対策

静岡市 静岡市 アルゼンチンアリ

平成２５年度　苅安湿原水環境調査・
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       侵入植物除去委託事業

高山市 高山市 水環境調査、植物



平成２５年度　高山市生物多様性保
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       全・特定外来植物防除等委託事業

高山市 高山市
生物多様性、外来
植物

平成２５年度　舞鶴若狭自動車道　若
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       狭地区湖沼事後調査

中日本高速道路株式会社名
古屋支社

若狭町
  水質、水生生物、付

 着藻類、水生植物

平成２５年度　中部横断自動車道　野
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       生生物調査

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市清水区 猛禽類

平成２５年度　中部横断自動車道　野
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       生生物調査  

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市清水区 猛禽類、貴重種

■平成２４年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２４年度　天竜川佐久間、秋葉、船
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       明ダム貯水池魚類調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市、豊根村  魚類、底生動物

平成２４年度　三遠南信自動車道環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市、東栄町  委員会、猛禽類

平成２４年度　駿河蒲原海岸海辺現地
調査（魚介類等）

国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

静岡市清水区 魚介類

平成２４年度　高山国道管内道路環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市
 委員会、動植物、生

 物多様性地域環境

平成２４年度　豊川上流域魚類生息環
境調査検討

国土交通省中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

設楽町、新城市、豊川
市、豊橋市

  アユ、付着藻類、水
質

平成２４年度　四日市港道路(霞4号幹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       線)移植調査

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

四日市市 植物

平成２４年度　防災ダム原野谷ダム地
区調査

静岡県中遠農林事務所 掛川市     魚類

平成２４年度　県単津波対策関連調査
に伴う植栽計画策定

静岡県西部農林事務所 浜松市
 植物、土壌、風向風

速、塩分、飛砂

平成２４年度　ニホンジカ生息実態調査
静岡県農林技術研究所森
林・林業研究センター

富士、伊豆地域 ニホンジカ

平成２４年度　太田川ダム河川調査に
伴う猛禽類モニタリング

静岡県袋井土木事務所 森町 猛禽類

平成２４年度　二級河川巴川（麻機遊
水地）総合治水対策特定河川（水の安
全・安心）に伴う環境影響調査

静岡県静岡土木事務所 静岡市  動植物

平成２４年度　森の力再生事業整備地
における下層植生回復状況調査

静岡県森林計画課 静岡県 ニホンジカ

平成２４年度　県単治山（治山調査）遠
州灘海岸防災林整備手法基礎調査・
遠州灘海岸防災林津波被害軽減対策
調査

静岡県森林計画課 遠州灘海岸 治山

平成２４年度　水生生物生息状況等調
査

静岡県生活環境課 静岡県 水生生物

平成２４年度　希少野生生物生息等実
態調査

静岡県自然保護課 伊豆地域 希少野生生物

平成２４年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県 カモシカ

平成２４年度　南伊豆町有害鳥獣対策
調査

南伊豆町 南伊豆町
有害鳥獣、イノシ
シ、シカ

平成２４年度　ニホンジカ、カモシカ等
植生食害調査

静岡市 静岡市
ニホンジカ、カモシ
カ

平成２４年度　一之宮地域環境調査 高山市　一之宮支所 高山市一之宮地域 動植物

平成２４年度　緊急雇用創出事業　生
物多様性保全・特定外来植物防除委

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       託事業
高山市 高山市

生物多様性、外来
植物

平成２４年度　中部横断自動車道　希
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       少野生動物調査（その２）

中日本高速道路株式会社東
京支社清水工事事務所

静岡市清水区 猛禽類

平成２４年度　中部横断自動車道　希
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       少野生動物調査

中日本高速道路株式会社東
京支社清水工事事務所

静岡市清水区 猛禽類



平成２４年度　新東名高速道路 猛禽類
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       飛翔状況調査

中日本高速道路株式会社東
京支社

掛川地区、森地区 猛禽類

■平成２３年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２３年度　富士砂防管内北部地区
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       自然環境調査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士宮市  動植物

平成２３年度　富士砂防管内南部地区
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       自然環境調査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士市  動植物、重要種

平成２３年度　駿河蒲原海岸海辺現地
調査（魚介類等）

国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

静岡市清水区  海生生物

平成２３年度　三遠南信自動車道環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市、東栄町  猛禽類、委員会

平成２３年度　高山国道管内道路環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市
 委員会、動植物、大

気

平成２３年度　天竜川上流水辺現地調
査（河川環境基図）

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

天竜川上流域
植物、水辺の国勢
調査

平成２３年度　三峰川総合下流環境調
査

国土交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

伊那市 魚類、アユ

平成２３年度　長良川水辺現地調査
（植物）

国土交通省中部地方整備局
木曽川上流河川事務所

長良川
植物、水辺の国勢
調査

平成２３年度　木曽川水辺現地調査
（植物）

国土交通省中部地方整備局
木曽川上流河川事務所

木曽川
河川水辺の国勢調
査、植物

平成２３年度　丸山ダム水辺現地調査
（植物）

国土交通省中部地方整備局
丸山ダム管理所

八百津町
河川水辺の国勢調
査、植物

平成２３年度　豊川河川環境調査
国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所

設楽町、新城市、豊川
市、豊橋市

アユ、魚類

平成２３年度　豊川上流部環境調査
国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所

設楽町、新城市、豊川
市、豊橋市

  魚類、アユ、付着藻
類

平成２３年度　豊川上流域魚類生息環
境調査

国土交通省中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

設楽町、新城市、豊川
市、豊橋市

  アユ、付着藻類 、
水質

平成２３年度　四日市港湾道路（霞４号
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       幹線）移植調査

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

四日市市 植物

平成２３年度　櫛田川外水辺現地調査
（魚類・鳥類）

国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所

櫛田川水系、伊勢湾西
南海岸、宮川水系

河川水辺の国勢調
  査、魚類、鳥類

平成２３年度　中勢道路環境調査検討
国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所

鈴鹿市、津市
   猛禽類、両生類、委
員会

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２３年度　猛禽類生息状況調査
林野庁関東森林管理局天竜
森林管理署

浜松市天竜区 猛禽類

平成２３年度　富士山・丹沢緑の回廊モ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ニタリング調査

林野庁関東森林管理局
富士山緑の回廊、丹沢
緑の回廊

    哺乳類、鳥類、猛禽
類

平成２３年度　治山(保安林緊急)浜野
解析等調査

静岡県中遠農林事務所 掛川市 治山

平成２３年度　防災ダム原野谷ダム地
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       区調査委託その3

静岡県中遠農林事務所 掛川市     魚類、付着藻類

平成２３年度　ため池等整備（河川応
急）新野川頭首工地区調査

静岡県中遠農林事務所 新野川  魚類、魚道

平成２３年度　県中部農林事務所管内
有害鳥獣林業被害対策調査

静岡県中部農林事務所 静岡市
有害鳥獣、ニホンジ
カ、カモシカ、クマ

平成２３年度　有用生物種と周辺環境
の関係解析調査

静岡県農林技術研究所 袋井市、森町、掛川市 動植物

平成２３年度　伊豆地域ニホンジカ植生
被害状況調査

静岡県農林技術研究所森
林・林業研究センター

伊豆地域     ニホンジカ

平成２３年度　ニホンジカ生息実態調査
静岡県農林技術研究所森
林・林業研究センター

伊豆地域 ニホンジカ

平成２３年度　二級河川太田川河川調
査に伴う猛禽類モニタリング

静岡県袋井土木事務所 森町 猛禽類

平成２３年度　二級河川太田川 河川調
査に伴う猛禽類モニタリング

静岡県袋井土木事務所 森町 猛禽類

平成２３年度　アライグマ防除対策調査 静岡県自然保護課
旧蒲原町、旧由比町、旧
小島村、旧清水市

    アライグマ



平成２３年度　森の力再生事業整備地
における風倒被害調査

静岡県森林計画課 静岡県
    気象、風倒被害

平成２３年度　水生生物生息状況等調
査

静岡県生活環境課 静岡県     水生生物

平成２３年度　希少野生生物生息等実
態調査

静岡県自然保護課 富士地域 希少野生生物

平成２３年度　富士地域ニホンジカ生息
分布等調査

静岡県自然保護課 富士地域 ニホンジカ

平成２３年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県     哺乳類

平成２３・２４年度　三島市自然環境基
礎調査

三島市 三島市 動植物

平成２３年度　タイワンリス防除対策調
査

伊東市 伊東市 哺乳類

平成２３年度　緊急雇用創出事業　高
山市天然記念物の植生調査

高山市 高山市     植物

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２３年度　小鳥峠ミズバショウ調査 高山市 高山市 植物

平成２３年度　河川におけるオオキンケ
イギクの管理に関する調査

国土技術政策総合研究所 弘前市、東温市 植物

平成２３年度　中部横断自動車道　野
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       生生物調査（その４）

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市清水区 猛禽類、動植物

平成２３年度　第二東名高速道路　希
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       少植物追跡調査

中日本高速道路株式会社東
京支社浜松工事事務所

浜松市 希少植物

■平成２２年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２２年度　富士山斜面対策植生作
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       業

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士山 植物

平成２２年度　長島ダム生物標本作製
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       作業

国土交通省中部地方整備局
長島ダム管理所

川根本町 生物標本

平成２２年度　長島ダム河川水辺の国
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       勢調査

国土交通省中部地方整備局
長島ダム管理所

川根本町
水辺の国勢調査、
陸上昆虫類

平成２２年度　安倍川大井川河川水辺
の国勢調査

国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

静岡市、吉田町、焼津
市、島田市

 水辺の国勢調査、
  陸上昆虫類、魚類、

 底生生物、アユ

平成２２年度　駿河・蒲原海岸生態系
調査

国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

静岡市清水区 動植物

平成２２年度　浜松管内水辺環境調査
国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

菊川市、豊根村

河川水辺の国勢調
  査、両生類、爬虫類

  、哺乳類、動植物プ
ランクトン

平成２２年度　矢作ダム河川水辺の国
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       勢調査（底生生物調査）

国土交通省中部地方整備局
矢作ダム管理所

豊田市
河川水辺の国勢調
査、底生動物

平成２２年度　四日市港道路(霞4号幹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       線)植物保全対策調査

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

四日市市 植物

平成２２年度　島々谷川自然環境調査
国土交通省北陸地方整備局
松本砂防事務所

島々谷川流域 猛禽類、動植物

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２２年度　猛禽類生息状況調査
林野庁関東森林管理局天竜
森林管理署

浜松市天竜区 猛禽類

平成２２年度　上高地国有林における
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ケショウヤナギ群落の生育状況調査

林野庁中部森林管理局　計
画課

松本市 植物

平成２２年度　富士山・丹沢緑の回廊モ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ニタリング調査

林野庁関東森林管理局
富士山緑の回廊、丹沢
緑の回廊

植物

平成２２年度　県単治山（治山調査）中
遠農林管内解析等調査

静岡県中遠農林事務所 御前崎市 治山

平成２２年度　県単治山（治山調査）柳
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       沢調査その１

静岡県西部農林事務所 浜松市天竜区   植物、土壌

平成２２年度　県単治山（治山調査）懐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       山調査その１

静岡県西部農林事務所 浜松市天竜区 植物

平成２２年度　ニホンジカ生息実態調査
静岡県農林技術研究所森
林・林業研究センター

富士、伊豆地域 ニホンジカ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２２年度　昆虫標本の同定
静岡県農林技術研究所果樹
研究センター

静岡県 昆虫

平成２２年度　二級河川太田川河川調
査に伴う猛禽類モニタリング

静岡県袋井土木事務所 森町 猛禽類

平成２２年度　二級河川太田川河川調
査に伴う猛禽類モニタリング業務

静岡県袋井土木事務所 森町 猛禽類

平成２２年度　森の力再生事業簡易モ
ニタリング調査

静岡県森林計画課 静岡県 植物

平成２２年度　水生生物生息状況等調
査

静岡県生活環境課 静岡県 水生生物

平成２２年度　桶ケ谷沼自然環境保全
地域外来種駆除

静岡県自然保護課 磐田市 魚類

平成２２年度　希少野生生物生息等実
態調査

静岡県自然保護課 静岡県 動植物

平成２２年度　タイワンリス防除対策調
査

静岡県自然保護課
伊東市、東伊豆町、河津
町

タイワンリス

平成２２年度　カモシカモニタリング調
査

静岡県自然保護課 静岡県 カモシカ

緊急雇用創出事業（平成２２年度ニホ
ンジカ生息密度調査検証事業）

長野県 長野県 哺乳類

平成２２年度　中部横断自動車道　野
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       生生物調査（その３）

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市清水区 猛禽類、動植物

■平成２１年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２１年度　狩野川河川水辺環境調
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       査

国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

伊豆市、伊豆の国市、沼
津市

河川水辺の国勢調
  査、鳥類

平成２１年度　河津下田道路環境影響
評価資料作成

国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

下田市、河津町 環境影響評価

平成２１年度　菊川・天竜川・新豊根ダ
ム水辺環境調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市、豊根村

 水辺の国勢調査、
 両生類・爬虫類、哺

  乳類、底生動物、陸
上昆虫類

平成２１年度　三遠・佐久間道路環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市、東栄町  猛禽類、委員会

平成２１年度　天竜川上流河川水辺の
国調業務（両生類等）

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

伊那市、飯田市
河川水辺の国勢調
査、両生類・爬虫
類、哺乳類

平成２１年度　美和ダム・小渋ダム自然
環境調査

国土交通省中部地方整備局
天竜川ダム統合管理事務所

伊那市、中川村
両生類、爬虫類、哺
乳類

平成２１年度　小里川ダム外来魚種対
策検討

国土交通省中部地方整備局
小里川ダム管理所

恵那市、瑞浪市 魚類

平成２１年度　環境保全型河岸評価手
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       法開発調査

国土交通省中部地方整備局
中部技術事務所

各務原市   陸上昆虫類

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２１年度　雲出川水辺の国勢調査
国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所

津市
河川水辺の国勢調

  査、植物、河川環境
 情報図、水生生物

平成２１年度　森の力再生事業簡易モ
ニタリング調査

静岡県森林計画室 静岡県    植物

平成２１年度　水生生物生息状況等調
査

静岡県生活環境室
伊東市、東伊豆町、御殿
場市、小田原市

水生生物

平成２１年度　伊豆地域メスジカ生息実
態調査

静岡県自然保護室 伊豆地域 メスジカ

平成２１年度　林地開発適正管理調査 静岡県森林計画室 静岡県     植物

平成２１年度　静岡県特定外来生物分
布状況実態把握調査

静岡県自然保護室 静岡県 特定外来生物

平成２１年度　希少野生生物生息等実
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       態調査

静岡県自然保護室 静岡市 希少野生生物

平成２１・２２年度　三島市自然環境基
礎調査

三島市 三島市     動植物



平成２１年度　中遠地域自然環境リ
ポーター支援業務 指標動植物分布
マップ作成

中遠広域事務組合 磐田市、袋井市、森町    動植物

平成２１年度　中部横断自動車道　野
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       生生物調査（その２）

中日本高速道路株式会社東
京支社

静岡市清水区  猛禽類、動植物

平成２１年度　第二東名高速道路　掛
川工事事務所管内自然環境保全対策

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       検討

中日本高速道路株式会社東
京支社掛川工事事務所

掛川市、森町     猛禽類

■平成２０年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２０年度　富士山源頭域斜面対策
基礎調査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士山 植物

平成２０年度　安倍川上流環境調査
（魚類・底生動物）

国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

安倍川
 魚類、底生動物、付

着藻類、水質

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２０年度　三遠道路環境調査
国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市
  猛禽類、植物、委員

会

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２０年度　高山国道管内環境調査
国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市 委員会、動植物

平成２０年度　三重管内動植物環境調
査

国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所

鈴鹿市、津市  猛禽類

平成２０年度　吉田川支川猿ヶ沢県単
通常砂防工事に伴う環境調査（春季動

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       植物調査）
静岡県静岡土木事務所 静岡市 動植物

平成２０年度　吉田川支川猿ヶ沢県単
砂防等調査(砂防)に伴う環境調査(動

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       植物調査)
静岡土木事務所 静岡市 動植物

平成２０年度　航空写真の判別に関す
る調査

静岡県農林技術研究所 掛川市     植物

平成２０年度　特定外来生物（アライグ
マ）生息実態等調査

静岡県自然保護室 静岡県 アライグマ

平成２０年度　水生生物生息状況等調
査

静岡県生活環境室
南伊豆町、河津町、下田
市

水生生物

平成２０年度　桶ヶ谷沼外来種捕獲・調
査

静岡県自然保護室 磐田市 外来種

平成２０年度　二級河川太田川河川総
合開発工事に伴う猛禽類モニタリング

静岡県太田川ダム建設事務
所

森町 猛禽類

平成２０年度　二級河川太田川河川総
合開発工事に伴う環境保全対策

静岡県太田川ダム建設事務
所

森町     植物、クマガイソウ

平成２０年度　中部横断自動車道 野生
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       生物調査

中日本高速道路株式会社清
水工事事務所

静岡市 猛禽類、動植物

平成２０年度　第二東名高速道路　伊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平地区希少植物調査

中日本高速道路株式会社東
京支社浜松工事事務所

浜松市     植物

■平成１９年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成１９年度　河津下田道路２期環境
保全対策検討

国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

下田市 猛禽類

平成１９年度　富士山斜面対策基礎調
査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士宮市 植物

平成１９年度　富士山南西地区渓流環
境調査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

富士山南西地区 動植物

平成１９年度　安倍川大井川河川水辺
の国勢調査

国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

安倍川、大井川
 水辺の国勢調査、

 両生類・爬虫類、ほ
 乳類、鳥類

平成１９年度　天竜川下流部河川環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

豊根村、東栄町、浜松
市、磐田市

   魚類、付着藻類、底
生動物

平成１９年度　天竜川下流部生物環境
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

豊根村、東栄町、浜松
市、磐田市

   魚類、底生動物、付
着藻類

平成１９年度　菊川・天竜川水辺環境
調査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

掛川市、菊川市、浜松
市、磐田市、豊根村

河川水辺の国勢調
 査、外来植物



平成１９年度　新豊根ダム水辺環境調
査

国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

豊根村
 水辺の国勢調査、

 魚類、底生動物

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成１９年度　高山国道管内環境調査
国土交通省中部地方整備局
高山国道事務所

高山市、飛騨市、下呂市  猛禽類、委員会

平成１９年度　美和ダム恒久堆砂対策
施設環境調査

国土交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

伊那市 水生生物

平成１９年度　庄内川河川水辺の国勢
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       調査（陸上昆虫）

国土交通省中部地方整備局
庄内川河川事務所

恵那市、瑞浪市、土岐
市、多治見市、春日井
市、名古屋市

水辺の国勢調査、
 昆虫類

平成１９年度　三重道路環境調査
国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所

津市、鈴鹿市  猛禽類

平成１９年度　常願寺川・神通川河川
水辺の国勢調査

国土交通省北陸地方整備局
富山河川国道事務所

常願寺川、神通川、熊野
川、井田川

河川水辺の国勢調
   査、植物、底生動物

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成１９年度　保護林モニタリング調査 林野庁　中部森林管理局 長野県、岐阜県     保護林

平成１９年度　桶ケ谷沼外来種捕獲・調
査

静岡県自然保護室 磐田市 外来種

平成１９年度　水生生物生息状況等調
査

静岡県生活環境室 狩野川 魚類、水生生物

平成１９年度　二級河川太田川河川総
合開発工事に伴う環境保全対策

静岡県太田川ダム建設事務
所

森町 動植物

平成１９年度　二級河川太田川河川総
合開発工事に伴う猛禽類モニタリング

静岡県太田川ダム建設事務
所

森町  猛禽類

平成１９年度　中部横断自動車道　希
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       少野生生物保全対策検討

中日本高速道路株式会社東
京支社清水工事事務所

静岡市清水区 猛禽類、動植物

平成１９年度　中部横断自動車道自然
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       環境調査

中日本高速道路株式会社横
浜支社清水工事事務所

静岡市清水区     希少野生生物

平成１９年度　第二東名高速道路　掛
川工事事務所管内自然環境保全対策

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       検討

中日本高速道路株式会社東
京支社掛川工事事務所

磐田市、島田市  猛禽類


