
■鳥獣対策関連業務 実績一覧 ／ 株式会社 地域環境計画
業務区分

業務
年度

地域 発注機関 業務 業務の概要・技術的特徴 キーワード

2016 関東 東京都 平成28年度シカ生息実態等調査委託
・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査
・東京都山間地で調査を実施

ニホンジカ，区画法，密度推定

2015 関東 埼玉県 平成27年度ニホンジカ生息状況調査業務
・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査
・埼玉県の3分の1のエリアの生息数を推定
・調査結果は、埼玉県ニホンジカ保護管理計画に活用

ニホンジカ，区画法，密度推定

近畿 三重県 鈴鹿山脈カモシカ保護区における第5回特別調査
・区画法及び糞粒法による調査
・森林状況及び林業被害に関するアンケート調査

哺乳類，生息分布調査，個体群動態，文献
収集，聞き取り調査

東北 福島県 ツキノワグマ生態調査事業(緊急雇用事業)

・カメラトラップ（40台）によるツキノワグマの生息状況調査
・統計シミュレーションを用いた密度推定を行い、全県の生息頭数を推定
・調査結果は、福島県ツキノワグマ保護管理計画に活用
・注意喚起看板のデザイン及びハザードマップの作成

ツキノワグマ，カメラトラップ，シミュ
レーション，密度推定

2013 東北 福島県 ツキノワグマ生態調査事業(緊急雇用事業)
・誘引カメラトラップ（40台）によるツキノワグマの生息状況調査
・統計シミュレーションを用いた密度推定を行い、全県の生息頭数を推定
・調査結果は、福島県ツキノワグマ保護管理計画に活用

ツキノワグマ，カメラトラップ，シミュ
レーション，密度推定

2012 関東 埼玉県 平成24年度ニホンジカ生息状況調査業務
・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査
・埼玉県の3分の1のエリアの生息数を推定
・調査結果は、埼玉県ニホンジカ保護管理計画に活用

ニホンジカ，密度推定

2010 九州 大分県 平成22年度大分県特定鳥獣(シカ)生息密度調査事業委託 ・糞粒法を用いたシカ生息密度調査 ニホンジカ，糞粒法，生息密度

関東 松田町（神奈川県） 平成28年度有害獣被害等実態調査業務委託
・ヒアリング、アンケート、カメラトラップ、現地調査等による有害獣被害実態調査
・地域におけるジビエ事業性検討調査（類似事例収集等）
・捕獲、担い手・後継者の育成のための育成講習会の開催

イノシシ，ニホンジカ，実態調査，ヒアリ
ング，アンケート，個体群密度，ジビエ検
討，講習会

関東 民間 個人邸におけるイノシシ等対策検討業務
・個人邸におけるイノシシ等侵入被害防止対策の検討
・カメラトラップ等によるイノシシ侵入経路の推定、侵入防止対策の検討
・侵入防止柵（金属柵）の施工監理

イノシシ，被害対策検討，施工監理

2014 近畿
日高川町農業振興協
議会（和歌山県）

日高川地区地域ぐるみの捕獲推進モデル事業総合コンサルティン
グ業務

・地域ぐるみの被害対策、捕獲指導等のコーディネート
・過去2年間の経験を踏まえての地域での自主的活動促進

ニホンザル，イノシシ，地域ぐるみの被害
対策，捕獲指導，モニタリング，住民参加

2013 近畿
日高川町農業振興協
議会（和歌山県）

日高川地区地域ぐるみの捕獲推進モデル事業総合コンサルティン
グ業務

・地域ぐるみの被害対策、捕獲指導等のコーディネート
・ワイヤーメッシュ＋電気柵の複合柵設置、サル・イノシシ・シカ用大型箱わなの設置講習
・サルサルテレメトリー及び追い払い講習
・地理情報システム（GIS）を活用した獣害マップの作成

ニホンザル，イノシシ，地域ぐるみの被害
対策，捕獲指導，アンケート，カメラト
ラップ，捕獲，わな設置講習，VHFテレメ
トリー，地理情報システム（GIS）

2012 近畿
日高川町農業振興協
議会（和歌山県）

平成24年度日高川地区地域ぐるみの捕獲推進モデル事業有害獣
生息状況調査業務

・地域ぐるみの被害対策、捕獲指導等のコーディネート
・ニホンザル、イノシシに関する状況把握アンケート、カメラトラップによる調査
・ニホンザルの捕獲及び行動圏把握のための調査
・「地域ぐるみの捕獲推進事業」環境省全国モデル地区

ニホンザル，イノシシ，地域ぐるみの被害
対策，捕獲指導，アンケート，カメラト
ラップ，捕獲

特定鳥獣保護
管理計画関連

2014

獣害対策総合
コーディネート

2016



業務区分
業務
年度

地域 発注機関 業務 業務の概要・技術的特徴 キーワード

2016 九州 福岡県
平成28年度及び平成29年度指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策
定業務

・国定公園内における指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定
・囲いわな（頭数カウントシステム）、箱わな、くくりわなによるニホンジカの試験捕獲、及
び効果的な捕獲手法の検討

ニホンジカ，イノシシ，指定管理鳥獣捕獲
等事業，捕獲，囲いわな，箱わな，植物調
査

2015 九州 直方市（福岡県） 広域鳥獣クラウド・プロジェクト推進事業現地サポート業務委託
・直方市・高森町及び通信事業者が推進する「ICTまち・ひと・しごと創生推進事業」（総務
省平成26年度補正予算）の捕獲サポートして参加

捕獲，クラウド

2012 近畿 高槻市（大阪府） 獣害対策先進地視察研修業務 ・獣害対策におけるソフト面での先進地域視察の企画・立案、コーディネート 有害鳥獣全般，協議会，視察

関東 環境省
平成28年度国立公園戦場ヶ原植生復元施設（シカ侵入防止柵）
効果把握業務

・戦場ヶ原のシカ侵入防護柵内の生息数モニタリング調査
・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査

ニホンジカ，区画法，密度推定

東北 福島県 福島堅果類豊凶調査 ・ツキノワグマの餌となる堅果類（ドングリ類）の豊凶調査及び豊凶判定 哺乳類，生息環境，ハビタット

東北 福島県 平成28年度指定管理鳥獣（イノシシ）生息状況等調査業務 ・カメラトラップによるイノシシの生息状況調査
イノシシ，アンケート，定点観測，カメラ
トラップ

北海道 紋別市（北海道） 平成28年度鳥獣被害防止総合対策事業 被害状況調査業務
・ヒグマやエゾシカによる農地被害面積を、ドローンで撮影された画像の判読及びGISを用い
た解析により市内全域について推定

エゾシカ，空中写真，地理情報システム
（GIS）

九州
豊後大野市（大分
県）

平成28年度シカ個体数調査業務委託 ・市内６地点における糞粒法を用いた生息密度調査 ニホンジカ，糞粒法，生息密度

関東 東京都 水道水源林管内ニホンジカ生息状況等調査委託
・糞塊調査、被害状況調査を31ルート、植生調査を72地点で実施
・捕獲個体31サンプルで齢査定、胃内容物、腎周囲脂肪を分析（分析は研究機関に委託）

ニホンジカ，糞塊調査，植生モニタリン
グ，個体分析

関東 環境省
平成27年度国立公園戦場ヶ原植生復元施設（シカ侵入防止柵）
効果把握業務

・戦場ヶ原のシカ侵入防護柵内の生息数モニタリング調査
・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査

ニホンジカ，区画法，密度推定

東北 環境省 平成27年度三陸復興国立公園（金華山）植生復元検討調査業務 ・金華山（宮城県）等におけるシカ柵の状況、及び植生の把握調査 ニホンジカ，植生把握，防護柵

東北 福島県 平成27年度指定管理鳥獣（イノシシ）生息状況等調査業務 ・福島県内におけるイノシシの生息状況調査
イノシシ，アンケート，定点観測，カメラ
トラップ

中部 環境省
平成27年度南アルプス国立公園ニホンジカ対策モニタリング調
査等業務

・高標高地における、カメラトラップ（33台）によるニホンジカの生息状況調査
・ニホンジカの食害を把握するための植生調査

ニホンジカ，高標高地，センサーカメラ，
ライトセンサス，植生調査

九州
豊後大野市（大分
県）

平成27年度シカ個体数調査委託業務 ・市内６地点における糞粒法を用いた生息密度調査 ニホンジカ，糞粒法，生息密度

九州 福岡市（福岡県） 平成27年度自然環境調査(アライグマ捕獲調査)委託
・カメラトラップ及びフィールドサイン法によるアライグマの生息状況調査
・アライグマの捕獲駆除

アライグマ（特定外来生物），捕獲駆除

捕獲・捕獲指導
コーディネート

2016

被害状況把握・
生息状況調査等

2015



業務区分
業務
年度

地域 発注機関 業務 業務の概要・技術的特徴 キーワード

2015 九州 福岡市（福岡県） 平成27年度自然環境調査(アライグマ生息調査)委託
・カメラトラップ及びフィールドサイン法によるアライグマの生息状況調査
・アライグマの捕獲駆除

アライグマ（特定外来生物），カメラト
ラップ，モニタリング，捕獲駆除

関東 群馬県 平成26年度 嬬恋村カモシカ等食害対策調査
・カメラトラップ（20台）によるカモシカの生息状況調査
・生息密度を推定するための区画法調査
・農業被害、被害対策状況のヒアリング及び図示

カモシカ（天然記念物），生息分布，食
害，

関東 環境省
平成26年度国立公園戦場ヶ原植生復元施設（シカ侵入防止柵）
効果把握業務

・戦場ヶ原のシカ侵入防護柵内の生息数モニタリング調査
・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査

ニホンジカ，区画法，密度推定

東北 福島県 平成26年度 ニホンジカ生息状況等調査業務
・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査
・福島県全域を対象としたニホンジカのアンケート調査

ニホンジカ，区画法，アンケート

九州
豊後大野市（大分
県）

平成26年度シカ個体数調査委託業務 ・市内６地点における糞粒法を用いた生息密度調査 ニホンジカ，糞粒法，生息密度

九州 福岡市（福岡県） 平成26年度自然環境調査(アライグマ捕獲調査)委託 ・アライグマの捕獲駆除 アライグマ（特定外来生物），捕獲駆除

関東 神奈川県 平成25年度ツキノワグマ生息環境基礎調査委託業務
・カメラトラップ（20台）によるツキノワグマ等の生息状況調査
・耕作放棄地、放棄果樹の現状把握調査、及び植生調査

ツキノワグマ，ニホンジカ，イノシシ，ニ
ホンザル，行動調査，カメラトラップ，集
落環境調査

九州 大分県 平成25年度国東半島宇佐地域シカ生息密度調査事業委託
・世界農業遺産に指定された国東半島地域及び宇佐地域の110地点における糞粒法によるシカ
生息密度調査

ニホンジカ，糞粒法，生息密度

九州
豊後大野市（大分
県）

平成25年度シカ個体数調査業務委託 ・市内６地点における糞粒法を用いた生息密度調査 ニホンジカ，糞粒法，生息密度

九州 大分県 アライグマ防除モデル事業委託業務
・アライグマの試験防除
・映像記録資料の作成

アライグマ（特定外来生物），対策計画

東北
南奥羽鳥獣被害防止
広域対策協議会(福島
県)

平成24年度鳥獣被害防止対策業務
・箱わなでサルを捕獲し、VHFテレメトリー調査、群れ個体数カウントを実施
・農家及び狩猟者ヒアリングでサルの群れ概要把握
・地理情報システム（GIS）を用いた防護柵、追い払い実施状況の地図化

ニホンザル，VHFテレメトリー，ヒアリン
グ，地理情報システム（GIS）

九州 豊後大野市 平成24年度シカ個体数調査委託業務 ・市内６地点における糞粒法を用いた生息密度調査 ニホンジカ，糞粒法，生息密度

2011 九州 環境省 平成23年度九州地方アライグマ防除モデル事業
・アライグマ防除のためのアンケート調査、捕獲調査
・普及啓発資料等の作成

外来生物，哺乳類，アンケート調査，捕獲
サンプリング，パンフレット作成

東北 福島県 平成22年度イノシシ生息状況等調査業務 ・アンケート調査による有害鳥獣管理計画のための生息マップの作成 イノシシ，アンケート，マップ作成

九州 環境省 平成22年度九州地方アライグマ防除モデル事業
・文献・ヒアリング、痕跡調査、カメラトラップ、捕獲調査、ＤＮＡ分析による分布実態の把
握
・アライグマに関する講習会及びシンポジウムの開催

外来生物法，哺乳類，捕獲調査，アライグ
マ（特定外来生物）

被害状況把握・
生息状況調査等

2014

2013

2012

2010



業務区分
業務
年度

地域 発注機関 業務 業務の概要・技術的特徴 キーワード

東北 福島県 平成21年度尾瀬ニホンジカ生息状況等調査業務 ・カメラトラップによるニホンジカの生息実態、移動ルート調査 ニホンジカ，カメラトラップ，移動経路

東北 福島県 平成21年度イノシシ生息状況等調査業務 ・アンケート、狩猟実態、既存資料等によるイノシシの現況把握調査 イノシシ，アンケート，資料整理

九州 佐賀県 佐賀県アライグマ生息実態等調査業務委託
・文献・ヒアリング、生息分布調査、調査捕獲・個体調査、データベース作成
・アライグマ防除計画策定、及び防除のための手引き作成
・アライグマに関する講習会の開催

アライグマ（特定外来生物），捕獲サンプ
リング，地理情報システム（ＧＩＳ），防
除計画策定，講習会

九州 環境省 平成21年度九州地方アライグマ防除モデル事業

・佐賀・長崎・福岡3県の分布情報等の収集整理
・ＤＮＡ解析による遺伝的系統の解析と分布拡大情況の推定
・普及啓発パンフレット作成・配布
・アライグマの防除講習会の開催（行政担当者向け）、及び連絡協議会の開催運

アライグマ（特定外来生物），DNA解析，
捕獲サンプリング，講習会

2008 東北 福島県 平成20年度 イノシシ生息状況調査業務 ・アンケート及び文献整理によるイノシシの生息状況調査 イノシシ，アンケート，文献整理

2006 東北 福島県 平成18年度 狩猟鳥獣生息調査業務
・休猟区の設定効果を検証するための調査（隣接する鳥獣保護区、休猟区、可猟区のそれぞれ
で狩猟鳥獣調査を実施）

野生鳥獣全般，鳥獣保護区

東北 板柳町（青森県） 板柳町アライグマ講習会 ・アライグマの防除・捕獲講習会の講師派遣
アライグマ（特定外来生物），防除，講習
会

中部 民間（新聞社） 長野獣害対策講習会 ・イノシシ・シカ・クマ等の防除・捕獲講習会の講師派遣 有害鳥獣全般，講習会

中部 石川県 平成28年度アライグマ防除講習会 ・アライグマ捕獲従事者養成のための講習会講師派遣 アライグマ（特定外来生物），講習会

中部 福井県 平成28年度アライグマ捕獲従事者養成講習業務 ・アライグマ捕獲従事者養成のための講習会講師派遣 アライグマ（特定外来生物），講習会

中部 石川県 平成28年度アライグマ等被害防止セミナー開催業務委託 ・アライグマの防除セミナーの開催 アライグマ（特定外来生物），講習会

関東
茨城栃木鳥獣害広域
対策協議会

平成26年度 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 全体会及び研修
会

・イノシシ等の有害獣の防除・捕獲講習会の講師派遣 有害鳥獣全般，講習会

関東
群馬県鳥獣被害対策
支援センター

イノシシ対策研修会 ・イノシシ等の有害獣の防除・捕獲講習会の講師派遣 イノシシ，講習会

東北 福島県
鳥獣害対策地域リーダー育成研修会～有害捕獲担い手育成研修会
～

・イノシシ等の有害獣の防除・捕獲講習会の講師派遣 有害鳥獣全般，講習会

東北 板柳町（青森県） 板柳町アライグマ講習会 ・アライグマの防除・捕獲講習会の講師派遣
アライグマ（特定外来生物），防除，講習
会

2009

被害状況把握・
生息状況調査等

セミナー
・講習会

2016

2015



業務区分
業務
年度

地域 発注機関 業務 業務の概要・技術的特徴 キーワード

東北 板柳町（青森県） 平成27年度鳥獣被害対策業務 ・サル・イノシシ・クマ等の有害獣の捕獲講習会の講師派遣 有害鳥獣全般，講習会

中部 石川県 平成27年度アライグマ防除講習会 ・アライグマ捕獲従事者養成のための講習会講師派遣 アライグマ（特定外来生物），講習会

九州 福岡市（福岡県） 平成27年度福岡市アライグマ防除講習会 ・アライグマの防除講習会の開催 アライグマ（特定外来生物），講習会

九州 熊本県 平成27年度熊本県アライグマ防除対策研修会 ・アライグマの防除講習会の開催（行政担当者向け） アライグマ（特定外来生物），講習会

中部 石川県 平成26年度アライグマ防除講習会 ・アライグマ捕獲従事者養成のための講習会講師派遣 アライグマ（特定外来生物），講習会

九州 福岡県 平成26年度福岡県アライグマ防除講習会業務 ・アライグマの防除講習会の開催 アライグマ（特定外来生物），講習会

東北 国見町（福島県） 平成25年度鳥獣被害対策業務 ・サル・イノシシ・クマ等の有害獣の防除・捕獲講習会の講師派遣 有害鳥獣全般，講習会

中部 環境省 平成25年度アライグマ生息状況調査業務業務（啓発活動等） ・アライグマ防除のためのモデル体制等の構築、及び協議会の運営
アライグマ（特定外来生物），哺乳類，住
民参加，協議会

九州 環境省 平成25年度九州地方アライグマ生息調査検討及び講師派遣業務
・アライグマの防除講習会の講師派遣
・次年度調査計画策定

アライグマ（特定外来生物），講習会

中部
三ケ日町有害鳥獣駆
除対策協議会（静岡
県浜松市）

平成24年度獣害対策講習 ・イノシシ、ハクビシンの防除・捕獲講習会の講師派遣 有害鳥獣全般，講習会

九州 大分県 アライグマ防除講習会実施委託業務 ・アライグマの防除講習会の開催 アライグマ（特定外来生物），講習会

九州 環境省 平成24年度九州地方アライグマ防除啓発事業
・アライグマの防除講習会の開催
・自治体ヒアリング及び普及啓発資料の作成

アライグマ（特定外来生物），ヒアリン
グ，パンフレット作成

九州 環境省 平成24年度九州地方アライグマ防除啓発事業
・アライグマの防除講習会の開催
・自治体ヒアリング及び連絡会議の開催
・アライグマ防除用普及啓発資料の更新

アライグマ（特定外来生物），ヒアリン
グ，パンフレット作成

九州 大分県 アライグマ防除講習会実施委託業務 ・アライグマの防除講習会の開催 アライグマ（特定外来生物），講習会

2010 九州 大分県 平成22年度第7回・8回大分県鳥獣害対策アドバイザー研修会 ・アライグマの防除講習会の講師派遣 特定外来生物（アライグマ），講習会

2015

セミナー
・講習会

2012

2013

2014



業務区分
業務
年度

地域 発注機関 業務 業務の概要・技術的特徴 キーワード

2016 関東 千葉県 イノシシ及びニホンジカ捕獲マニュアル作成業務委託
・イノシシ及びニホンジカ捕獲マニュアルの作成
　（猟初心者及び免許取得予定者を対象）

ニホンジカ，イノシシ，捕獲マニュアル作
成

2015 中部 石川県 アライグマ防除・啓発パンフレット作成業務 ・アライグマ防除用広報パンフレットの作成
アライグマ（特定外来生物），パンフレッ
ト作成

2014 中部 環境省 平成26年度アライグマ生息状況調査業務業務（啓発活動等）
・特定地域におけるアライグマ生息の聞き取り調査
・アライグマ防除のための啓発用チラシの作成

アライグマ（特定外来生物），哺乳類，パ
ンフレット作成

2013 中部 石川県 アライグマ防除マニュアル作成業務委託
・アライグマの防除・捕獲講習会の開催
・石川県のアライグマ防除の手引き「アライグマ防除マニュアル」の作成

アライグマ（特定外来生物），哺乳類，現
地調査，マニュアル作成

九州 大分県 特定外来生物アライグマ防除の手引き作成委託業務 ・アライグマ防除の手引きの作成
アライグマ（特定外来生物），防除手引き
作成

九州 熊本県 アライグマ対策リーフレット ・アライグマ防除用広報パンフレットの作成
アライグマ（特定外来生物），パンフレッ
ト作成

2010 九州 大分県 特定外来生物アライグマパンフレット製作・印刷 ・アライグマ防除用広報パンフレットの作成
アライグマ（特定外来生物），パンフレッ
ト作成

2016 近畿
兵庫県森林動物セン
ター

平成28年度野生動物管理のためのデータ整理・分析業務
・アンケート及び基礎資料等による有害鳥獣の生息域に関する情報整理、及び地理情報システ
ム（GIS）による地図化
・地図化した情報のWeb閲覧システムの更新

有害鳥獣全般，地理情報システム（GIS)，
地図作成，情報Web公開

全国 環境省 平成27年度要注意鳥獣（クマ等）生息分布調査業務

・指定管理鳥獣に準ずる要注意鳥獣（ヒグマ・ツキノワグマ・アライグマ・ハクビシン・ヌー
トリア）の全国分布に関する生息情報の収集・整理
・専門機関・専門家等へのヒアリング、市町村へアンケート調査
・調査結果から、地理情報システム（GIS）を活用して全国分布図を作成

有害鳥獣全般，ヒアリング，文献整理，地
理情報システム（GIS)

東北 福島県 「会津くまナビ」作成業務委託
・前年度に実施した調査結果を活用し、ツキノワグマの出没や被害発生地などを図示した「会
津くまナビ」の作成

ツキノワグマ，住民からの情報収集，マッ
プ作成

2014 東北
南会津町サル対策会
議 （福島県）

南会津町ニホンザル生息調査
・サルの生息状況（生息域、群れ数、推定生息頭数）や被害状況に関するアンケ―ト調査及び
既存資料整理、及びポテンシャルマップの作成

ニホンザル，生息状況，被害状況，ポテン
シャルマップ，アンケート，資料整理

2013 関東 大学・研究機関 鳥獣被害GISデータ作成作業
・鳥獣被害情報を収集・蓄積するための地理情報システム（GIS）を活用したクラウドシステ
ムの開発・運用

有害鳥獣全般，地理情報システム（GIS)

関東 大学・研究機関 鳥獣被害GISデータ作成作業
・鳥獣被害情報を収集・蓄積するための地理情報システム（GIS）を活用したクラウドシステ
ムの開発・運用

有害鳥獣全般，地理情報システム（GIS)

中部 環境省 平成24年度アライグマ生息状況調査業務業務（啓発活動等）
・地理情報システム（GIS）による情報整理、及び地図化
・アライグマの防除講習会、及び連絡会議の開催

アライグマ（特定外来生物），地理情報シ
ステム（GIS），講習会

九州 環境省 平成24年度下島におけるツシマヤマネコ生息環境調査業務
・地理情報システム（GIS）を活用したツシマヤマネコ生息ポテンシャル調査、及び野生復帰
に向けた検討等

ツシマヤマネコ，地理情報システム
（GIS），生息ポテンシャル

マニュアル・
パンフレット作成等

2011

情報解析・
マップ作成等

2012

2015



業務区分
業務
年度

地域 発注機関 業務 業務の概要・技術的特徴 キーワード

研究開発 2016 関東 大学・研究機関 シカの生息状況調査に係る自動撮影カメラ精度検証
・大学研究機関との共同研究
・シカの生息状況調査で用いる自動撮影カメラの精度検証

ニホンジカ，精度管理，解析

その他
管理計画関連

2016 北海道 札幌市（北海道） 札幌市ヒグマ対策基本計画素案作成業務
・ヒグマ生息基礎調査結果の整理、及びヒグマ対策基本計画の検討委員会により検討された方
向性に基づき、専門家の意見を反映した基本計画（案）を作成

ヒグマ，基本計画，委員会運営，アンケー
ト，パブリックコメント

広域
管理計画関連

2014 九州 環境省
平成25年度(補正)九州(北部)地方におけるニホンジカ及びイノシ
シの生息状況等調査業務(繰越)

・九州北部におけるニホンジカ、イノシシの分布状況把握調査、及びニホンジカの生息密度指
標把握調査等

ニホンジカ，イノシシ，個体群密度，アン
ケート，地理情報システム（GIS），モニ
タリング

2017年8月1日現在


