
No. 年　度 業  務  名 発 注 者 内　容

1 令和2年度 ガソリンスタンド跡地土壌汚染状況調査 福岡市 地歴・調査

2 令和2年度 大学用地内施設解体工事に伴う地歴調査 大学 地歴

3 令和2年度 事業場用地土壌汚染状況調査 民間 地歴・調査

4 令和2年度 県立高等学校地歴調査 福岡県 地歴

5 令和2年度 消防学校跡地土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・調査

6 令和元～2年度 病院跡地土壌汚染状況調査 民間 地歴・調査

7 令和元年度 環境事業所跡地地歴調査 福岡市 地歴（準）

8 令和元～2年度 VOC要措置区域対策工事監理 福岡財務支局 対策

9 令和元年度 火力発電所増設に伴う地歴調査 民間 地歴（準）

10 令和元年度 検査棟跡地土壌汚染対策工事管理 北九州市 対策

11 令和元年度 大学研究棟解体に伴う土壌汚染調査・対策 大学 地歴・調査・対策

12 令和元～2年度 下関市工場用地土壌汚染状況調査・対策 民間 調査・対策

13 令和元～2年度 高架道路工事土壌汚染対策管理 福岡県 対策

14 平成30年度～ 福岡市工場用地土壌汚染状況調査 福岡市 地歴・調査

15 平成30年度～ 石炭ヤード整備に伴う土壌汚染調査・対策 民間 地歴・調査・対策

16 平成30年度～ 北九州市工場用地土壌汚染状況調査・対策 北九州市 地歴・土壌・対策

17 平成30年度 安定型最終処分場土壌汚染状況調査 民間 土壌（準）

18 平成30年度 鉄くず・非鉄金属中間処理施設土壌汚染状況調査 民間 地歴・土壌

19 平成29～30年度 県道整備用地土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・土壌・対策

20 平成28～30年度 駐屯地土壌汚染状況調査 九州防衛局 地歴・調査・対策

21 平成27,28,30年度 福岡県立工業高校土壌汚染状況調査 福岡県 調査

22 平成25～30年度 専門学校土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・調査・対策

23 平成29年度 建設機械講習場用地土壌調査 民間 土壌（準）

24 平成29年度 北九州市響灘工場用地土壌調査 民間 土壌（準）

25 平成29年度 資材置場土壌汚染状況調査 民間 土壌（準）

26 平成29年度 大学跡地土壌汚染状況調査 大学 地歴・土壌

27 平成29年度 溜池埋立跡地土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・調査（準）

28 平成29､令和2年度 旧福岡県立高等学校地歴調査 福岡県 地歴・調査

29 平成28年度 熊本県内研究所土壌汚染状況調査 民間 調査（準）

30 平成28年度 河川浚渫土砂ストックヤード土壌汚染状況調査 福岡県 調査（準）

31 平成26,28年度 福岡市市場土壌汚染状況調査業務委託 福岡市 調査

32 平成27～28年度 北九州市事業用地土壌汚染状況調査 民間 地歴・調査・対策

33 平成27～28年度 河川浚渫土砂土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・調査（準）

34 平成27年度 クリーク浚渫土砂土壌汚染状況調査 九州農政局 調査（準）

35 平成24,25,27,29年度 福岡県立工業高校土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・調査

36 平成27年度 塵芥処理場跡地地歴調査 須恵町 地歴

37 平成27年度 地熱発電所増設地歴調査 民間 地歴（準）

38 平成26年度 北九州市埋立地における地歴調査 民間 地歴

39 平成26年度 佐賀工場用地地歴調査 民間 地歴（準）

40 平成25年度 古賀市地内土壌汚染状況調査 民間 地歴

41 平成25年度 事業場用地土壌汚染状況調査業務委託 福岡県 地歴・調査

42 平成25年度 福岡県工場跡地土壌調査 民間 地歴・調査（準）

　土壌汚染状況調査の主な実績（平成21年度～令和2年度）

（一財）九州環境管理協会
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43 平成25年度 飯塚市土壌汚染状況調査 民間 地歴・調査

44 平成25年度 熊本県宇城市土壌汚染状況調査 民間 地歴（準）

45 平成25年度 一般国道土壌汚染状況調査業務 福岡県 地歴・調査

46 平成25年度 公立大学改築工事土壌汚染状況調査業務 福岡県 調査

47 平成25年度 宗像市土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・調査

48 平成24年度 病院建設地内土壌汚染対策業務 民間 対策

49 平成24年度 一般国道インター土壌調査業務 民間 調査

50 平成24年度 事業場用地土壌汚染対策法に係わる地盤調査
(独)科学技術
振興機構

地歴・調査

51 平成24年度 福岡市土壌汚染調査業務 福岡市 調査

52 平成24年度 福岡県立工業高等学校土壌汚染状況調査 福岡県 地歴

53 平成24年度 複合施設用地土壌調査業務 太宰府市 地歴・調査

54 平成24年度 実証試験設備工事に伴う土壌汚染状況調査 民間 地歴・調査

55 平成23年度 福岡県立高等学校土壌汚染状況調査に伴う地歴調査業務 福岡県 地歴

56 平成23年度 都市計画道路土壌調査業務委託 福岡市 地歴

57 平成23年度 土壌汚染状況地歴調査業務 福岡県 地歴

58 平成23年度 福岡県立高等学校土壌汚染状況調査に伴う地歴調査業務 福岡県 地歴

59 平成23年度 福岡県立工業高等学校土壌汚染状況調査業務 福岡県 地歴

60 平成23年度 福岡県立立療養センター土壌汚染状況調査業務委託 福岡県 地歴・調査

61 平成21,23年度 福岡市工事用地土壌調査業務委託 福岡市 調査（準）

62 平成23年度 国立大学研修施設跡地における地歴調査及び土壌調査業務 国立大学 地歴

63 平成23年度 総合庁舎土壌汚染状況調査に係る地歴調査業務 福岡県 地歴

64 平成23年度 旧県立病院土壌汚染状況調査 福岡県 地歴・調査

65 平成21,22年度 福岡市土壌調査委託 福岡市 地歴・調査

66 平成22年度 福岡市がれき等埋設地点調査業務委託 福岡市 対策（準）

67 平成22年度 旧福岡県立農林高等学校土壌汚染状況調査業務 福岡県 地歴

68 平成22年度 福岡市埋め戻し土壌品質確認調査委託 福岡市 調査

69 平成21年度 北九州市砕石跡地搬入土砂土壌調査 民間 特殊

70 平成21年度 福岡県立農業高等学校土壌汚染状況調査 福岡県 地歴

71 平成21年度 土壌汚染対策法改正及び土壌調査に伴う評価業務 民間 特殊

地歴 ：地歴調査

調査 ：土壌または土壌ガスの採取および分析

対策 ：汚染土壌の処理

（準） ：土壌汚染対策法を参考とした自主的な土壌調査

特殊 ：特殊な事情に対応した土壌汚染調査等


