
業務名 発注者 場所 キーワード

令和２年度静岡県内温室効果ガス排
出量算定調査

静岡県環境政策課 静岡県
    区域施策編（温室効果ガ
ス排出量算定）

令和２年度　御前崎市環境報告書作
成のための技術支援

御前崎市 御前崎市     環境報告書

令和２年度　島田市温室効果ガス排
出量算定

島田市 島田市
    区域施策編（温室効果ガ
ス排出量算定）

令和２年度　焼津市地球温暖化対策
地方公共団体実行計画（区域施策
編）温室効果ガス排出量算定

焼津市 焼津市
    区域施策編（温室効果ガ
ス排出量算定）

令和２年度　第2次裾野市環境基本
計画（後期計画）策定

裾野市 裾野市     区域施策編

令和２年度　第２次沼津市環境基本
計画策定支援

沼津市 沼津市
    環境基本計画、区域施
策編、適応計画、生物多
様性地域戦略

令和２年度　第３次三島市環境基本
計画策定

三島市 三島市
    環境基本計画、区域施
策編、適応計画、生物多
様性地域戦略

令和２年度　温室効果ガス排出量算
定

長泉町 長泉町     事務事業編

令和２年度　長泉町地球温暖化対策
地方公共団体実行計画（区域施策編
中間見直し）策定

長泉町 長泉町     区域施策編

令和２年度　第２次長泉町環境基本
計画策定

長泉町 長泉町     環境基本計画

令和２年度　長泉町環境報告書作成 長泉町 長泉町     環境報告書

令和２年度　第三次熱海市環境基本
計画策定（基礎調査及び意識調査）

熱海市 熱海市     環境基本計画

令和２年度　第三次熱海市環境基本
計画策定（現状調査）

熱海市 熱海市     環境基本計画

令和２年度　乗鞍岳エコツーリズム推
進全体構想作成支援

岐阜県中部山岳国立公
園活性化推進協議会

高山市
エコツーリズム推進全体
構想策定支援

業務名 発注者 場所 キーワード

令和元年度　長泉町環境報告書作成 長泉町 長泉町 環境報告書

令和元年度　沼津市環境基本計画基
礎調査

沼津市 沼津市     環境基本計画

令和元年度　富士市環境基本計画改
定

富士市 富士市     環境基本計画

令和元年度　富士・愛鷹山麓地域環
境管理計画検討

富士市 富士市
環境管理計画、洪水流
出、衛星画像解析

令和元年度　第３次藤枝市環境基本
計画及び地球温暖化対策地方公共
団体実行計画（区域施策編）策定支
援

藤枝市 藤枝市

    環境基本計画、地球温
暖化対策地方公共団体
実行計画（区域施策
編）、適応計画

平成３１年度　第２次御前崎市環境基
本計画・地球温暖化対策実行計画
(区域施策編)策定

御前崎市 御前崎市
    環境基本計画、地球温
暖化対策地方公共団体
実行計画（区域施策編）

■平成３０年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成３０年度　長泉町環境報告書作
成

長泉町 長泉町 環境報告書

平成３０年度　長泉町地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）策定

長泉町 長泉町 事務事業編

環境計画

■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　焼津市地球温暖化対
策地方公共団体実行計画（区域施策
編）温室効果ガス排出量算定

焼津市 焼津市
    区域施策編（温室効果ガ
ス排出量算定）

平成３０年度　地球温暖化対策実行
計画(区域施策編）温室効果ガス算定

島田市 島田市
    区域施策編（温室効果ガ
ス排出量算定）

平成３０年度　第２次島田市環境基本
計画(後期基本計画)・地球温暖化対
策実行計画区域施策編・適応計画策
定

島田市 島田市
 環境基本計画、区域施

策編、気候変動の適応
計画

平成３０年度　環境基本計画推進進
行管理事業　掛川市地球温暖化対策
実行計画（区域施策編）改訂

掛川市 掛川市 区域施策編

平成３０年度　磐田市地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）改定支援

磐田市 磐田市 事務事業編

平成３０年度　小野のシダレグリ自生
地保存管理計画策定

辰野町教育委員会 辰野町 天然記念物

■平成２９年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２９年度　生物多様性地域戦略
策定

静岡県 静岡県   生物多様性地域戦略

平成２９年度　伊豆市地球温暖化対
策実行計画作成

    伊豆市　 伊豆市 事務事業編

平成２９年度　長泉町環境報告書作
成

長泉町 長泉町 環境報告書

平成２９年度　函南町地球温暖化対
策実行計画点検・評価及び見直し策
定

函南町 函南町
地球温暖化対策実行計
画

平成２９年度　三保市有林間伐計画
策定

   静岡市　 静岡市清水区三保松原
  植物調査、 海岸保全計

 画 

平成２９年度　焼津市地球温暖化対
策地方公共団体実行計画（区域施策
編）温室効果ガス排出量算定

焼津市 焼津市
 環境基本計画、区域施

策編

平成２９年度　第２次焼津市環境基本
計画（後期計画）策定

焼津市 焼津市 環境基本計画

平成２９年度　小野のシダレグリ自生
地保存管理計画策定

辰野町教育委員会 辰野町     天然記念物

■平成２８年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２８年度　生物多様性地域戦略
策定

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　第２次三島市環境基本
計画等改訂

三島市 三島市
環境基本計画、区域施
策編

平成２８年度　長泉町環境基本計画
策

長泉町 長泉町 環境基本計画

平成２８年度　町単独事業　川根本町
環境基本計画（後期基本計画）概要
版作成

川根本町 川根本町 環境基本計画

平成２８年度　牧之原市環境基本計
画等策定

牧之原市 牧之原市 環境基本計画

平成２８年度　第２次安曇野市環境基
本計画策定

安曇野市 安曇野市 環境基本計画

平成２８年度　小野のシダレグリ自生
地保存管理計画策定

辰野町 辰野町 天然記念物



■平成２７年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２７年度　生物多様性地域戦略
策定

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　長泉町地球温暖化対
策推進実行計画（区域施策編）策定
支援

長泉町 長泉町 区域施策編

平成２７年度　第２次御殿場市環境基
本計画・地球温暖化対策実行計画策
定

御殿場市 御殿場市 環境基本計画

平成２７年度　焼津市地球温暖化対
策地方公共団体実行計画（区域施策
編）温室効果ガス排出量算定

焼津市 焼津市
温室効果ガス排出量算
定

平成２７年度 町単独事業川根本町環
境基本計画（後期基本計画）策定

川根本町 川根本町 環境基本計画

平成２７年度　菊川市一般廃棄物処
理基本計画(後期基本計画)策定

菊川市 菊川市
一般廃棄物処理基本計
画

平成２７年度　第二次須坂市環境基
本計画中間見直し

須坂市 須坂市 環境基本計画

■平成２６年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２６年度　生物多様性地域戦略
策定基礎調査

静岡県 静岡県
動植物、生物多様性地
域戦略、レッドデータブッ
ク

平成２６・２７年度　市単事業　第２次
裾野市環境基本計画策定

裾野市 裾野市 環境基本計画

平成２６年度　静岡市環境基本計画
策定

静岡市 静岡市 環境基本計画

平成２６年度　島田市一般廃棄物処
理基本計画策定

島田市 島田市
一般廃棄物処理基本計
画

平成２６年度　地球温暖化対策事業
御前崎市環境基本計画（見直し）策定

御前崎市 御前崎市 環境基本計画

平成２６年度　菊川市環境基本計画
（後期基本計画）策定

菊川市 菊川市 環境基本計画

■平成２５年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２５年度　地球温暖化対策推進
実行計画策定

長泉町 長泉町 実行計画

平成２５年度　焼津市地球温暖化対
策地方公共団体実行計画（区域施策
編）温室効果ガス排出量算定

焼津市 焼津市 区域施策編

平成２５年度　磐田市地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）策定支援

磐田市 磐田市 事務事業編

平成２５年度　浜松市環境配慮指針
策定支援

浜松市 浜松市 環境配慮指針

■平成２４年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２４年度　伊豆市地球温暖化対
策実行計画策定

伊豆市 伊豆市 事務事業編

平成２４年度　環境基本計画策定事
業　伊豆の国市環境基本計画策定

伊豆の国市 伊豆の国市 環境基本計画

平成２４年度　長泉町環境報告書作
成

長泉町 長泉町 環境報告書

平成２４年度　長泉町一般廃棄物処
理基本計画策定

長泉町 長泉町
一般廃棄物処理基本計
画

平成２４年度　第２次焼津市環境基本
計画策定

焼津市 焼津市 環境基本計画



■平成２４年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２４年度　島田市環境基本計画
策定

島田市 島田市 環境基本計画

平成２４年度　地球温暖化対策実行
計画（事務事業編）策定

菊川市 菊川市 事務事業編

平成２４年度　磐田市環境基本計画
策定

磐田市 磐田市 環境基本計画

■平成２３年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２３年度　長泉町環境基本計画
策定

長泉町 長泉町 環境基本計画

平成２３年度　第２次焼津市環境基本
計画策定

焼津市 焼津市 環境基本計画

■平成２２年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２２年度　長泉町環境基本計画
策定

長泉町 長泉町 環境基本計画

平成２２年度　第２次三島市環境基本
計画等策定

三島市 三島市 環境基本計画

平成２２年度　沼津市環境基本計画
策定

沼津市 沼津市 環境基本計画

平成２２年度　公害対策事業　御前崎
市環境報告書策定

御前崎市 御前崎市 環境報告書

平成２２年度　第二次須坂市環境基
本計画策定

須坂市 須坂市 環境基本計画

■平成２１年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２１年度　林地開発適正管理調
査

静岡県 静岡県 林地開発

平成２１年度　沼津市環境基本計画
策定

沼津市 沼津市 環境基本計画

平成２１年度　富士・愛鷹山麓環境管
理計画検討

富士市 富士市 環境管理計画

平成２１年度　公害対策事業　御前崎
市環境基本計画策定

御前崎市 御前崎市 環境基本計画

■平成２０年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２０年度　浜名湖ガーデンパーク
事後評価検討資料作成

静岡県公園緑地室 浜松市 事後評価

平成２０年度　富士川町身近な動植
物調査　集計解析

富士川町 富士川町
環境基本計画の基礎調
査

平成２０・２１年度　川根本町環境基
本計画策定

川根本町 川根本町 環境基本計画

平成２０年度　公害対策事業御前崎
市環境基本計画策定

御前崎市 御前崎市 環境基本計画

■平成１９年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成１９年度　磐田市環境基本計画
策定

磐田市 磐田市 環境基本計画

平成１９年度　安曇野市環境基本計
画策定

安曇野市 安曇野市 環境基本計画


