株式会社グリーンシグマ 環境調査系業務経歴表（Ｈ18～27年度）
分 野

年度
（平成）

件

名

下段：業務詳細、増工等の業務内容

発注者名

自然環境調査
・環境影響評価

18年 谷平地区トキの舞う里山保全管理検討事業冬季生物調査
19年 城ノ入川広域河改基幹（一級）生物モニタリング調査委託

新潟県 佐渡地域振興局

・生物モニタリング等

20年 十二潟生物調査（その2）業務
20年 佐潟・御手洗潟魚介類調査

新潟市

21年 二級河川前川住宅特治総流防(広域系） 河川生物調査業務
21年 9・6・1大潟水と森公園 自然環境（動植物）調査委託

新潟県 糸魚川地域振興局

21年 広神ダム環境調査委託
21年 水芭蕉公園環境保全調査委託

新潟県 魚沼地域振興局

21年 鳥屋野潟周辺植生調査業務委託
22年 9・6・1大潟水と森公園 自然環境（動植物）調査業務委託

新潟市 新潟市

22年 鳥屋野潟広域河川改修（一級）河川環境モニタリング調査業務
22年 平成22年度国指定瓢湖鳥獣保護区内の瓢湖における

新潟県 新潟地域振興局

新潟市
新潟県 上越地域振興局
五泉市 五泉市

底質環境調査等業務
平成22年度
阿賀野川ワンド底質環境調査業務
22年
阿賀野川フラワーライン河川鳥類モニタリング調査業務委託
22年

河川水辺の
国勢調査

新潟県 南魚沼地域振興局

新潟県 上越地域振興局
環境省 関東地方環境事務所
新潟事務所
新潟市 新潟市
新潟市 新潟市

22年 阿賀野川フラワーラインモニタリング調査及び意見交換会支援業務委託
22年 笠堀ダム 五十嵐川河川環境調査業務委託

新潟市 新潟市

23年 新潟港港湾計画（環境アセスメント現況調査）業務委託
23年 平成23年度柏崎バイパス剣野地区環境調査業務

新潟県 新潟県

23年 信濃川の利活用のための河川流況等調査解析業務委託
23年 阿賀野川フラワーライン鳥類モニタリング調査その２業務委託

十日町市 十日町市

23年 笠堀ダム 五十嵐川河川環境対策モニタリング調査業務委託
24年 五十嵐川河川環境対策モニタリング調査業務委託

新潟県 三条地域振興局

25年 加治川水系 河川環境調査（その2）業務委託
25年 笠堀ダム猛禽類モニタリング調査業務委託

新潟県 新発田地域振興局

25年 笠堀ダム五十嵐川河川環境モニタリング調査業務委託
25年 加治川水系 河川環境調査業務委託

新潟県 三条地域振興局

26年 大谷ダム 貯水池濁水対策水質基礎調査（その2）委託
26年 笠堀ダム 五十嵐川河川環境モニタリング調査業務委託

新潟県 三条地域振興局

26年 大谷ダム 貯水池濁水対策水質基礎調査（その1）委託
26年 笠堀ダム 周辺環境モニタリング調査業務委託

新潟県 三条地域振興局

26年 平成26年度鳥屋野潟周辺植生調査業務
26年 十日町市信濃川ミヤマシジミ生息状況実態調査委託

新潟市 新潟市

26年 平成26年度グリーンワーカー事業 尾瀬国立公園尾瀬沼

環境省 関東地方環境事務所

集団施設地区内外来植物等分布調査業務
26年 街なみ環境整備事業新発田川水生植物基礎調査業務委託
27年 笠堀ダム五十嵐川河川環境モニタリング調査業務 委託

新発田市 新発田市

新潟県 三条地域振興局
国土交通省 長岡国道事務所
新潟市 新潟市
新潟県 三条地域振興局
新潟県 三条地域振興局
新潟県 新発田地域振興局
新潟県 三条地域振興局
新潟県 三条地域振興局
十日町市 十日町市

新潟県 三条地域振興局

27年 笠堀ダム 周辺環境モニタリング調査業務（その２）委託
27年 大谷ダム 貯水池濁水対策水質基礎調査委託

新潟県 三条地域振興局

27年 見晴新道迂回ルート環境調査等業務委託
27年 平成２７年度猪苗代湖における水生植物の分布状況調査業務委託

福島県 福島県

27年 名勝 おくのほそ道の風景地 親しらず 環境調査等業務
27年 信委第2号 十日町市信濃川生物生息実態調査業務委託

糸魚川市 糸魚川市

27年 奥胎内ダム貴重植物移植調査業務委託
18年 阿賀野川魚類等調査業務 （魚・底生）

新潟県 新発田地域振興局

新潟県 三条地域振興局
福島県 環境創造センター
十日町市 十日町市
国土交通省 阿賀野川河川事務所

物理環境調査、水辺の楽校生物調査
河川水辺の国勢調査（底生動物）業務
18年
18年 常願寺川・神通川河川水辺の国勢調査業務 （魚・河川基盤図）

国土交通省 千曲川河川事務所

多自然型追跡、河川環境検討シート、物理環境調査
18年 県単河川調査（一般）一級河川阿賀野川河川水辺の国勢調査（魚類調査）
18年 早出川県単河川調査（一般）河川水辺の国勢調査

新潟県 新潟地域振興局

19年 黒部川水系河川水辺の国勢調査業務委託（魚類）

国土交通省 黒部河川事務所

河川水辺の国勢調査、水と緑の渓流づくり調査
19年 黒部川県単独河川水辺の国勢調査業務委託（魚類）
19年 富山四河川物理環境調査

富山県新川土木センター入善土木事務所

19年 一級河川北ノ又川県単河川調査河川水辺の国勢調査委託
19年 信濃川県単河川調査（河川水辺の国勢調査業務）委託
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国土交通省 富山河川国道事務所

新潟県 新潟地域振興局

国土交通省 富山河川国道事務所
新潟県魚沼地域振興局
新潟県十日町地域振興局

株式会社グリーンシグマ 環境調査系業務経歴表（Ｈ18～27年度）
分 野
河川水辺の
国勢調査

猛禽類調査

農地モニタリング

年度
（平成）

件

名

下段：業務詳細、増工等の業務内容

発注者名

20年 河川水辺の国勢調査（植物調査河川環境基図作成）業務
20年 柿崎川広域河改基幹（二級）河川環境影響調査業務委託

国土交通省 千曲河川事務所

20年 鵜川県単河川調査（一般）河川水辺の国勢調査委託
20年 二級河川加治川筋河川水辺の国勢調査業務委託

新潟県 柏崎地域振興

21年 常願寺川・神通川河川水辺の国勢調査業務
21年 河川水辺の国勢調査業務委託

国土交通省 富山河川国道事務所

21年 河川水辺の国勢調査（河川環境基図）業務委託
22年 平成22年度姫川環境基図作成業務

国土交通省 信濃川河川事務所

21年 一級河川関川 河川水辺の国勢調査(魚類調査）業務委託
22年 二級河川加治川筋 河川水辺の国勢調査（魚類）委託

新潟県 上越地域振興局

24年 鵜川県単河川調査（一般）水辺の国勢調査業務委託
25年 二級河川柿崎川 河川水辺の国勢調査業務委託

新潟県 柏崎地域振興局

27年 加治川河川水辺の国勢調査(魚類調査)委託
19年 島見町線2号道路整備事業に伴うオオタカ生息調査業務

新潟県 新発田地域振興局

20年 島見町線２号道路整備事業に伴うオオタカ生育モニタリング調査業務
21年 島見町線2号道路整備事業に伴うオオタカ生息調査業務

新潟市

22年 島見町線2号道路整備事業に伴うオオタカ生息モニタリング調査業務
23年 イヌワシ希少野生動植物種保護管理対策調査

新潟市

23年 島見町線2号道路整備事業に伴うｵｵﾀｶ生息ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務
24年 島見町線2号道路整備事業に伴うｵｵﾀｶ生息ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務

新潟市

25年 島見町線2号道路整備事業に伴うオオタカ生息モニタリング調査業務
25年 クマタカ希少野生動植物種保護管理対策調査

新潟市

26年 クマタカ希少野生動植物種保護管理対策調査
27年 南浜処理分区オオタカ生息モニタリング調査業務委託

林野庁 東北森林管理局

27年 クマタカ希少野生動植物種保護管理対策調査
24年 安野川5期地区 河川水辺環境調査業務委託

林野庁 東北森林管理局

27年 平成２７年度 生息環境情報調査業務
27年 国営施設機能保全事業白根郷信濃川下流地区環境配慮調査業務

農林水産省 北陸農政局

新潟県 上越地域振興
新潟県 新発田地域振興局
国土交通省 高田河川国道事務所
国土交通省 高田河川国道事務所
新潟県 新発田地域振興局
新潟県 上越地域振興局
新潟市
新潟市
林野庁 東北森林管理局
新潟市
林野庁 東北森林管理局
新潟市
新潟県 新発田地域振興局
農林水産省 北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

森林モニタリング

植生復元等

20年
20年
20年
20年

城山国有林黒木ヶ沢における水生生物等の生息モニタリング調査
平成２０年度千曲川下流、宮・庄川森林計画区保護林モニタリング現地調査
白山山系緑の回廊モニタリング調査

林野庁 中部森林管理局
林野庁 中部森林管理局

22年 御岳周辺の保護林の取扱いに関する基礎調査
22年 白山山系、越美山地緑の回廊モニタリング調査

林野庁 中部森林管理局

22年 緑の回廊雨飾・戸隠、八ヶ岳モニタリング調査
23年 朝日山地森林生態系保護地域の人工林から天然林への誘導手法の調査

林野庁 中部森林管理局

23年 緑の回廊雨飾・戸隠、八ヶ岳モニタリング調査
24年 白神山地世界遺産地域における原生的ブナ林の長期変動調査

林野庁 中部森林管理局

24年 平成24年度朝日山地森林生態系保護地域モニタリング調査
24年 軽井沢「野鳥の森」生育・生息環境整備計画策定事業委託

林野庁 東北森林管理局

25年 白神山地世界遺産地域における原生的ブナ林の長期変動調査
25年 平成25年度緑の回廊雨飾・戸隠、八ヶ岳モニタリング調査

林野庁 東北森林管理局

26年 白神山地世界遺産地域における原生的ブナ林の長期変動調査
26年 平成26年度緑の回廊白山山系、越美山地モニタリング調査

林野庁 東北森林管理局

27年 平成27年度朝日山地森林生態系保護地域モニタリング調査
27年 白神山地世界遺産地域における原生的ブナ林の長期変動調査

林野庁 東北森林管理局

林野庁 中部森林管理局
林野庁 東北森林管理局
林野庁 東北森林管理局
林野庁 東信森林管理署
林野庁 中部森林管理局
林野庁 中部森林管理局
林野庁 東北森林管理局

23年 平成23年度グリーンワーカー事業 尾瀬国立公園植生復元業務
（福島県地域）
24年 平成24年度グリーンワーカー事業尾瀬国立公園植生復元業務
（福島県地域）
24年 平成24年度木曽駒ヶ岳における植生復元対策調査
25年 平成25年度長野県西部地震災害復旧地自然再生対策調査

魚道調査
・魚類遡上調査

林野庁 中部森林管理局

平成２０年度千曲川上流、庄川及び揖斐川森林計画区保護林モニタリング現地調査 林野庁 中部森林管理局

環境省 関東地方環境事務所
環境省 関東地方環境事務所
林野庁 中部森林管理局
林野庁 中部森林管理局

25年 平成25年度木曽駒ヶ岳における植生復元対策調査
27年 平成27年度木曽駒ヶ岳における植生復元対策調査

林野庁 中部森林管理局

18年 神通川魚類遡上実態調査
21年 荒川管内魚道状況調査

国土交通省 富山河川国道事務所

林野庁 中部森林管理局
国土交通省 羽越河川国道事務所
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株式会社グリーンシグマ 環境調査系業務経歴表（Ｈ18～27年度）
分 野
魚道調査
・魚類遡上調査
その他

（パンフレット作成）

年度
（平成）

件

名

下段：業務詳細、増工等の業務内容

21年 阿賀野川管内魚道状況調査作業
21年 信濃川河川事務所管内魚道状況調査
22年 平成22年度関川・姫川魚類遡上調査業務
18年 信濃川下流エコロジカル・ネットワーク検討
18年 新潟市外来生物分布基礎調査
18年 常願寺川植生等変遷図作成

発注者名
国土交通省 阿賀野川河川事務所
国土交通省 信濃川河川事務所
国土交通省 高田河川国道事務所
国土交通省 信濃川下流河川事務所
新潟市
国土交通省 富山河川国道事務所

18年 横川ダムビオトープ維持管理計画検討
18年 横川ダム水源地ビジョンに対する提言策定

国土交通省 横川ダム工事事務所

17年 越後丘陵公園里山管理運営調査検討その2
18年 阿賀野川フラワーライン基本構想策定

国土交通省 国営越後丘陵公園事務所

18年 荒川水系河川水辺の国勢調査（大石ダム湖利用実態調査）
18年 上越市海岸侵食現況基礎調査

国土交通省 羽越河川国道事務所

17年 国営越後丘陵公園里山シンポジウム展示製作
17年 蔵岡公園（仮称）展示物作製

民間

17年 下川口河川公園案内板・神林村水辺の楽校解説板原稿作成
18年 トキの森公園展示資料館改修工事設計

民間

22年 平成22年度 大潟水と森公園 生き物紹介パンフレット作成業務
23年 平成２３年度刈谷田川パンフレット作成業務

新潟県 上越地域振興局
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小国町
新潟市
上越市
新潟市
佐渡市
見附市

