
業務名 発注者 場所 キーワード
令和２年度　天竜川上流防災・自然
体験活動推進

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 防災、自然体験

令和２年度　妙高戸隠連山国立公
園戸隠地域子どもの農山漁村体験
プロジェクト事業

環境省中部地方環境事務所
信越自然環境事務所

長野県 自然体験

令和２年度　富士山麓外来植物除
去活動体験運営

静岡県自然保護課 裾野市 イベント、講師

令和２年度　吉田町しぜん観察会 吉田町立図書館 榛原郡吉田町 観察会

令和２年度　高山市外来種駆除講
習会

高山市 高山市 講習会

令和２年度　高山市特定外来生物
防除

高山市 高山市 防除イベント開催

令和２年度　自然観察会運営サ
ポート

安曇野市 安曇野市 観察会

業務名 発注者 場所 キーワード

令和元年度　富士砂防管内砂防文
献調査

国土交通省中部地方整備局
富士砂防事務所

静岡県

広報、防災啓発冊
 子、パネル、災害（水

害・土砂災害）情報、
ホームページ

令和元年度　妙高戸隠連山国立公
園戸隠地域子どもの農山漁村体験

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       プロジェクト事業

環境省中部地方環境事務所
信越自然環境事務所

長野県 自然体験

令和元年度　糸魚川ジオパークと妙
高戸隠連山国立公園普及啓発支援

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       事業（モデルツアー開発事業）

環境省中部地方環境事務所
信越自然環境事務所

長野県
モデルツアー、イベン
ト

令和元年度　伊豆市水生生物観察
会指導

伊豆市 伊豆市 観察会

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       令和元年度　しぜん観察会 吉田町立図書館 吉田町 観察会

令和元年度　高山市特定外来生物
防除講習会

高山市 高山市 講習会

平成３１年度　天竜川上流防災・自
然体験活動推進

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 防災、自然体験

平成３１年度　天竜川上流直轄地す
べり対策事業広報

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 地すべり、広報

平成３１年度　狩野川水系水質保全
     協議会　水生生物実技研修会

狩野川水系水質保全協議会 長泉町 研修会

（仮称）平成３１年度　自然環境調査
事業に係る生物調査結果整理及び
動植物誌編集

高森町 高森町 動植物誌、会議

平成３１年度　自然観察会運営サ
ポート

安曇野市 安曇野市 観察会

業務名 発注者 場所 キーワード
平成３０年度　天竜川上流防災・自
然体験活動推進

国土交通省中部地方整備局
    天竜川上流河川事務所

長野県 防災、環境学習

平成３０年度　グリーンワーカー事
業（妙高戸隠連山国立公園戸隠地

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       域登山道改善事業）

環境省中部地方環境事務所
    信越自然環境事務所

長野県 講習会

平成３０年度　糸魚川ジオパーク普
及啓発支援事業

環境省中部地方環境事務所
信越自然環境事務所

長野県 研修、意見交換会

平成３０年度　妙高戸隠連山国立公
園戸隠地域子どもパークレンジャー
事業

環境省中部地方環境事務所
信越自然環境事務所

長野県 研修会

環境学習・防災学習

■令和２年度

■令和元年度（平成３１年度）

■平成３０年度



業務名 発注者 場所 キーワード
平成３０年度　天竜川災害伝承情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       資源電子化作業
国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 災害情報

平成３０年度　裾野市水生生物観察
     会指導

裾野市 裾野市 観察会

     平成３０年度　環境講演会　講師 三島市 三島市 講演会

平成３０年度　長泉町水生生物観察
     会指導（長泉北中）

    長泉町　 長泉町 観察会

平成３０年度　狩野川水系水質保全
     協議会　水生生物実技研修会

    狩野川水系水質保全協議会 長泉町 研修会

平成３０年度　特定外来生物の防除
     に関する講習会

高山市 高山市 講習会

平成３０年度　自然環境調査事業に
係る生物調査結果整理及び動植物
誌編集

高森町 高森町 動植物誌、会議

業務名 発注者 場所 キーワード
平成２９年度　天竜川上流防災・自
然体験活動推進

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県
防災イベント、体験型
学習講座

平成２９年度　天竜川災害伝承情報
資源電子化作業

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 情報資源電子化

平成２９年度　吉田町立図書館・ち
     いさな理科館共催　しぜん観察会

    吉田町立図書館 吉田町 観察会

平成２９年度　 南アルプスライチョ
ウサポーター養成講座運営

静岡市 静岡市 講座

平成２９年度　長泉町環境報告書作
成

長泉町 長泉町 観察報告書作成

平成２９年度　長泉町水生生物観察
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会指導

長泉町 長泉町 観察会

平成２９年度　裾野市水生生物観察
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会指導

裾野市 裾野市 観察会

平成２９年度　特定外来生物の防除
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       に関する講習会

高山市 高山市 講習会

平成２９年度　第３回安曇野市生き
もの調査

安曇野市 安曇野市 生きもの調査

業務名 発注者 場所 キーワード
平成２８年度　天竜川災害教訓伝承

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       情報資源電子化作業
国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 情報資源収集

平成２８年度　天竜川上流防災・自
然体験活動推進

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 防災、環境学習

平成２８年度「富士山外来植物撲滅
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       大作戦」の講師・駆除作業の指導

静岡県 富士宮市 体験学習

平成２８年度　アルプスライチョウサ
ポーター養成講座運営等

静岡市 静岡市 講座

平成２８年度　裾野市水生生物観察
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会指導

裾野市 裾野市 観察会

平成２８年度　長泉町水生生物観察
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会指導

長泉町 長泉町 観察会

平成２８年度　高山市特定外来生物
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       防除講習会

高山市 高山市 講習会

業務名 発注者 場所 キーワード
平成２７年度　天竜川災害教訓伝承

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       情報資源電子化作業
国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 情報資源電子化

■平成２８年度

■平成２７年度

■平成２９年度

■平成３０年度



業務名 発注者 場所 キーワード

平成２７年度　天竜川上流防災・自
然体験活動推進

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 防災、自然体験

平成２７年度　天竜川上流治水砂防
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       事業広報作業

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

長野県 広報

平成２７年度　妙高戸隠連山国立公
園立体区域図作成

環境省長野自然環境事務所 長野県 立体区域図

平成２７年度　長泉町水生生物観察
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会指導

長泉町 長泉町 観察会

業務名 発注者 場所 キーワード
平成２６年度　天竜川上流防災・自
然体験活動推進

国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

飯田市 防災、自然体験

平成２６年度　「ふじさんネットワーク
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       富士山勉強会」講師

静岡県 静岡県 講師、講演会

平成２６年度　自然再生ふくい行動
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       プロジェクト支援活動

福井県 福井県 イベント

平成２６年度　瀬戸川動植物体験観
察教室指導

焼津市 瀬戸川 観察会

平成２６年度　長泉町水生生物観察
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会指導

長泉町 長泉町 観察会

平成２６年度　狩野川水系水質保全
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       協議会　水生生物実技研修会

狩野川水系水質保全協議会 長泉町 研修会

平成２６年度　高山市特定外来生物
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       防除講習会

高山市 高山市 講習会

平成２６年度　水生生物標本 豊田市 豊田市 標本作成

業務名 発注者 場所 キーワード
平成２５年度　「ふじさんネットワーク

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       富士山勉強会」講師
静岡県 静岡県 講演会

平成２５年度　鎮守の森等身近な自
然の魅力発掘

静岡県 静岡県 環境学習冊子

平成２５年度　高山市外来種駆除講
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       習会

高山市 高山市 講習会

業務名 発注者 場所 キーワード

平成２４年度　高山市外来種講習会 高山市 高山市 講習会

業務名 発注者 場所 キーワード
平成２３年度　地域次世代リーダー
育成事業・講演会等実施

高山市 高山市 講演会

業務名 発注者 場所 キーワード

平成２２年度　ラムサール条約登録
湿地・三方五湖を舞台にした環境教
育プログラム活用促進

環境省中部地方環境事務所 三方五湖     環境教育プログラム

平成２２年度　森づくり活動ネット
ワーク創出事業

静岡県 静岡県     環境教育冊子

平成２２年度　冊子「富士見町アツ
モリソウ再生に向けての取り組み」

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       作成

富士見町アツモリソウ再生会
議

富士見町 環境教育副読本

■平成２６年度

■平成２５年度

■平成２４年度

■平成２３年度

■平成２２年度

■平成２７年度



業務名 発注者 場所 キーワード
平成２１年度　中遠地域自然環境リ
ポーター事業

中遠広域組合 袋井市、磐田市、森町
市民会議、指標生物
調査マニュアル

業務名 発注者 場所 キーワード
平成２０年度　二級河川太田川河川
調査に伴う展示室広報資料作成

静岡県太田川ダム建設事務
所

森町 タッチパネル展示

平成２０年度　伊豆・富士地域森林
鑑定団運営

静岡県建設部森林局 伊豆、富士地域     環境学習イベント

平成２０年度　富士川町環境白書作
成

富士川町 富士川町 環境白書

業務名 発注者 場所 キーワード

平成１９年度　狩野川水生生物観察
国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

狩野川、黄瀬川 観察会

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成１９年度　水生生物観察会指導
国土交通省中部地方整備局
庄内川河川事務所

庄内川 観察会

平成１９年度　夏休み栃山川自然生
態観察公園体験観察教室

焼津市
栃山川自然生態観察公
園

観察会

平成１９年度　瀬戸川動植物体験観
察教室

焼津市 瀬戸川 観察会

■平成１９年度

■平成２１年度

■平成２０年度


