
環境アセスメント

■令和２年度
業務名 発注者 場所 キーワード

令和２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、

  委員会、流量観測、日照
障害

令和２年度　神奈川と静岡の県
境をまたぐ道路の環境予備調査

静岡県道路企画課 伊豆湘南道路
環境影響評価、自然環

  境、生活環境、動植物

令和２年度　環境影響評価方法
書点検

函南町 函南町     環境影響評価

令和２年度　地域高規格道路調
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       査

岐阜県郡上土木事務所 郡上市     猛禽類、環境影響評価

令和２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、委
員会、環境影響評価

■令和元年度（平成３１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　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
環境影響評価、猛禽類、
動植物、騒音、振動、低
周波音、大気、水質

■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　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
道路環境、猛禽類、動植
物、委員会、大気

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　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
環境影響評価、猛禽類、
動植物、騒音、大気、水
質

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、委
員会

■平成２９年度
業務名 発注者 場所 キーワード

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
道路環境、動植物、猛禽
類、委員会、大気

■平成２８年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２８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
環境影響評価、動植物、
騒音・振動

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
道路環境、猛禽類、動植
物、委員会

■平成２７年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２７年度　伊豆地域環境調
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       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、河津町
流量、水質、水文、動植
物、環境影響評価

平成２７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２７年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２７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）

静岡県浜松土木事務所 浜松市
動植物、防潮堤、環境影
響評価、委員会

■平成２６年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２６年度　伊豆地域環境調
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       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、河津町
動植物、流量、地下水、
環境影響評価

平成２６年度　河津下田道路環
境影響評価検討

国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

下田市、河津町
環境影響評価、水質、猛
禽類、植物

平成２６年度　風力発電等環境ア
セスメント基礎情報整備モデル事
業(岩手県の情報整備モデル地
区における地域固有環境情報調
査事業)

環境省 普代村、野田村、洋野町 水質、動植物

平成２６年度　浜松篠原海岸津
波対策施設等整備事業（海岸）に
係る環境影響調査

静岡県浜松土木事務所 浜松市
大気、地質、動植物、防
潮堤、環境影響評価、委
員会

■平成２５年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２５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、気象、騒
音、日照

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　風力発電等環境ア
セスメント基礎情報整備モデル事
業（岩手県情報整備モデル地区
における地域固有環境情報調査

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       事業）

環境省 普代村、野田村、洋野町 水質、動植物

平成２５年　一級河川沼川広域
河川改修事業(水の安全・安心）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       に伴う調査(環境調査資料作成）
静岡県沼津土木事務所 沼津市

環境影響評価、風向風
速

平成２５年度　浜松篠原海岸津
波対策施設等整備事業（海岸）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、動植物

■平成２４年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２４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、動植物、
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　河津下田道路（下
田市）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 環境影響評価、委員会

■平成２２年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２２年度　四日市港道路（霞
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ４号幹線）環境影響評価

国土交通省中部地方整備局
四日市港湾事務所

四日市市
環境影響評価、大気、騒
音・振動、低周波音

平成２２年度　駒越富士見線道
路環境調査

静岡市 静岡市清水区     環境影響評価

■平成２１年度
業務名 発注者 場所 キーワード

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、大気質、
動植物、騒音・振動、低
周波音、地下水



■平成２０年度
業務名 発注者 場所 キーワード

平成２０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、大気質、
騒音・振動、低周波音、
日照、地下水

■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１期
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
環境影響評価、動植物、
大気質、騒音･振動、低
周波音、日照


