
生活環境　　

■令和元年度(平成３１年度）
業務名 発注者 場所 キーワード

令和元年度 JR 東海道本線・JR 御殿
場線都市計画街路事業（連立・補助）
に伴う環境調査業務委託（高架本体そ
の２)

静岡県沼津土木事務所 沼津市
日照、電波障害、景
観

令和元年度　JR 東海道本線・JR 御
殿場線都市計画街路事業（連立・補

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       助）に伴う環境調査（高架本体その１)
静岡県沼津土木事務所 沼津市 騒音・振動

令和元年度一級河川気田川ほか河川
改良に伴う水質調査業務委託

静岡県浜松土木事務所 浜松市
水質、平常時、出水
時

令和元年度　新東名高速道路　新磐
田SIC騒音予測調査

中日本高速道路株式会社
東京支社　浜松保全・サービ
スセンター

磐田市 騒音

令和元年度　新名神高速道路　新四
日市ＪＣＴ～亀山西ＪＣＴ間騒音測定

中日本高速道路株式会社
名古屋支社　四日市工事事
務所

四日市市～亀山市     騒音

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
大気質、騒音・振動、
動植物、環境影響評
価

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３０年度
業務名 発注者 場所 キーワード

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             平成３０年度　水道資源水質調査 飯田市 飯田市    水質

新東名高速道路　小山～御殿場間気
     象調査（平成３０年度）

中日本高速道路株式会社
東京支社

小山町     気象、積雪深

■平成２９年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２９年度　ＪＲ東海道本線・ＪＲ御
殿場線都市高速鉄道高架事業（単独）
に伴う環境調査

静岡県沼津土木事務所 沼津市  気象、大気質

平成２９年度　長泉町駿河平地区、元
長窪地区環境調査

    長泉町 長泉町  騒音

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２９年度　水道水源水質調査 飯田市 飯田市 水質、土質

■平成２８年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２８年度　静国管内道路環境調査
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

国土交通省中部地方整備局
静岡国道事務所

静岡県静岡市  大気質

平成２８年度　清県道委第8号（一）駒
越富士見線道路改良工事に伴う環境
保全対策検討

静岡市 静岡市清水区
風向風速、騒音・振

 動、風況解析

平成２８年度　長泉町駿河平地区、元
長窪地区環境調査

長泉町 長泉町 騒音

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

長野県諏訪建設事務所 諏訪市 水質、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　静国管内道路環境調査
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

国土交通省中部地方整備局
静岡国道事務所

静岡県 大気質

平成２７年度　一級河川改修事業(防
災・安全交付金)に伴う環境調査

静岡県沼津土木事務所 沼津市、富士市
騒音・振動、地下水、
水質

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（モニタリン

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       グ調査その１）
静岡県浜松土木事務所 浜松市南区松島町

委員会、大気質、動
植物

平成２７年度　富士清水線他舗装補修
（道路維持）に伴う道路騒音調査

静岡県 函南町、富士市  騒音、交通量

平成２７年度　河川発生源別汚濁負荷
量等調査

静岡県 藤枝市、焼津市 水質

■平成２６年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２６年度　静国管内道路環境調査
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

国土交通省中部地方整備局
静岡国道事務所

沼津市、静岡市 大気質

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

長野県
  猛禽類、委員会、動

植物、水質、水文

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 沼川、高橋川 魚類、水質、流量

平成２６年度　長泉町駿河平地区、元
長窪地区環境調査

長泉町 長泉町 騒音

■平成２５年度
業務名 発注者 場所 キーワード

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
委員会、動植物、騒
音・振動、大気質

平成２５年度　（一）富士清水線外舗装
補修（道路維持）に伴う道路騒音調査

静岡県 富士市、沼津市、磐田市 騒音

平成２５年度　長泉町駿河平地区・元
長窪地区環境調査

長泉町 長泉町 騒音・振動

平成２５年度　（国）１５０号静岡バイパ
ス交通騒音振動調査

静岡市 静岡市駿河区 騒音・振動

平成２５年度　紀勢自動車道小川口地
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       区騒音調査

中日本高速道路（株）名古屋
支社松阪工事事務所

大紀町 騒音、交通量

■平成２４年度
業務名 発注者 場所 キーワード

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２４年度　静国管内道路環境調査
国土交通省中部地方整備局
静岡国道事務所

沼津市、静岡市 騒音、大気質

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
委員会、動植物、大
気質、騒音・振動

平成２４年度　（国）１３６号函南三島
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       バイパス調査（大気質調査）

静岡県沼津土木事務所 函南町 大気質

平成２４年度　（一）富士停車場線外舗
装補修（道路維持）に伴う道路騒音調
査

静岡県 富士市、沼津市 騒音

平成２４年度　長泉町駿河平地区環境
調査

長泉町 長泉町 大気質、騒音

平成２４年度　(国)３６２号騒音対策検
討

静岡市 静岡市 騒音・振動

平成２４年度　(主)山脇大谷線道路環
境事後調査

静岡市 静岡市
騒音・振動、低周波
音

平成２４年度　浜街道（下島橋）交通騒
音調査

静岡市 静岡市 騒音・振動



■平成２３年度
業務名 発注者 場所 キーワード

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
委員会、動植物、大
気質

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２３年度　北勢管内環境調査
国土交通省中部地方整備局
北勢国道事務所

北勢バイパス、名阪国道 騒音、交通量

平成２３年度　（一）富士停車場線外舗
装補修（道路維持）に伴う道路騒音調
査

静岡県
函南町、沼津市、富士
市、富士宮市、藤枝市

騒音・振動

平成２３年度　余熱利用施設整備に伴
う環境影響予測調査

静岡市 静岡市 大気質、水質

平成２３年度　羽衣海岸線環境調査 静岡市 静岡市清水区
地下水、振動、水
文、交通量、水質

■平成２２年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２２年度　静国管内道路環境セン
サス調査

国土交通省中部地方整備局
静岡国道事務所

静岡市、藤枝市
道路環境センサス、
騒音

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、焼津市 水質、底質、漂着物

平成２２年度　（国）１５０号交通騒音
調査その２

静岡市 静岡市 騒音・振動

平成２２年度　（国）１５０号交通騒音
調査

静岡市 静岡市 騒音・振動

■平成２１年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２１年度　沼津河川国道事務所管
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       内道路騒音調査

国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

沼津市
道路環境センサス、
騒音、交通量

平成２１年度　（主）富士裾野線舗装補
修（道路維持）工事に伴う騒音調査

静岡県富士土木事務所 富士裾野線 騒音・振動

平成２１年度　新名神高速道路　鈴鹿
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       地区冷気滞留気象調査

中日本高速道路（株）四日市
工事事務所

鈴鹿市
 気象、風向風速、騒

音

■平成２０年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２０年度　静国管内道路環境セン
サス調査

国土交通省中部地方整備局
静岡国道事務所

静岡県
 道路環境センサス、

騒音、交通、騒音

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       平成２０年度　大気等常時観測業務
国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

浜松市 大気質、騒音

平成２０年度　ＪＲ身延線緊急地方道
路整備事業（街路Ｂ）に伴う環境調査

静岡県富士土木事務所 富士宮市 騒音・振動

■平成１９年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成１９年度　管内道路環境センサス
調査

国土交通省中部地方整備局
静岡国道事務所

静岡県
 道路環境センサス、

騒音、交通量、振動

平成１９年度　建設騒音・振動・大気質
に関する現場調査

国土交通省中部地方整備局
中部技術事務所

津市、美濃加茂市、豊橋
市

騒音・振動、大気質

平成１９年度　国道１号岡部バイパス
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       内谷ＩＣ周辺騒音調査

岡部町 藤枝市岡部町 騒音・振動


