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土壌汚染対策法に基づく手続きの無届事案について 

県が実施する事業において、土壌汚染対策法に基づく知事等への届出を行っていなか

った事案がありました。 

 

１ 土壌汚染対策法第４条に基づく届出の概要（別紙参照） 

土壌汚染対策法の改正により、平成２２年４月から、３，０００㎡以上の土地につい

て掘削等の形質変更を行う場合は、着手する日の３０日前までに知事（下関市の区域

内は下関市長）への届出が義務付けられた。 

知事等は、形質の変更を行おうとする土地において土壌汚染のおそれがあると認め

るときは、土地所有者等に対し調査命令を行うことができる。 

 

２ 経緯 

中国地方において、昨年、無届の事案が相次いだことから、本県において全庁的に調

査を実施した結果、無届の事案があることを確認した。 

 

３ 無届の件数 

部局 件数 

土木建築部 １５９ 件 

農林水産部 ４ 件 

企 業 局 ３ 件 

合 計 １６６ 件 

対象：平成２７年度以降に実施した事業（完了事業含む） 

 

４ 原因 

法令に対する職員の認識不足、届出済みとの勘違い 

 

５ 今後の対応 

〈土木建築部・農林水産部・企業局〉 

○ 無届の事案については、現在、順次届出を行っているところであり届出先（各健

康福祉センター、下関市）の指導に基づき適切に対応を行う。 

○ 以下の再発防止策により、届出の管理を徹底する。 

・ 届出対象事業の考え方及び届出時期等について再度周知徹底 

・ 年度当初における届出対象事業のリストアップ 

・ 工事発注時における設計書の審査内容の改善等  

〈環境生活部〉 

○ 各健康福祉センターにおいて、無届事案について順次届出を受けているところ

であり、土壌汚染のおそれの有無を速やかに確認する。 

○ 法制度について、研修会等により改めて周知を図り、法令遵守を徹底する。 
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土壌汚染対策法第４条に基づく届出について 

 

■ 土壌汚染対策法 

 制 定：平成１４年５月公布（平成１５年２月施行） 

目 的：土壌汚染の状況の把握の措置及びその汚染による人の健康被害の防止に

関する措置を定め、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護 

 

■ 一定規模以上の土地の形質変更の届出（法第４条第１項） 

  施行日：平成２２年４月１日（法改正による） 

内 容：一定規模（面積 3,000 ㎡）以上の土地の形質変更（掘削・盛土など）

を行う場合には、事前に県知事（又は下関市長）への届出が必要 

《届出対象とならない行為（抜粋）》 

１ 次のすべてに該当する場合 

① 形質の変更の対象となる土地の区域外へ土壌の搬出を行わない。 

② 形質の変更に伴い土壌の飛散・流出が生じない。 

③ 形質の変更部分の深さ（掘削深度）が 50cm 未満である。 

２ 非常災害のために必要な応急措置として行われる場合 

 

■ 法第４条手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※）土壌汚染のおそれの有無の確認について 

    行政（県健康福祉センター・市町）が保有している土地履歴の情報により、

揮発性有機化合物や重金属等の特定有害物質（法施行令第１条）による土壌

汚染のおそれの有無（法施行規則第２６条各号）を確認するもの 

   届  出（法第４条第１項） 

 (土地の形質変更に着手する 30日前まで) 

 

※届出者：土地の形質変更を行う者 

※届出先：県健康福祉センター 

     下関市内にあっては下関市 

土壌汚染のおそれの有無の確認  

《届出者》 

土地の形質変更の

着手が可能となる 

無 

《県（又は下関市）》 

土地の所有者等に対し土壌

汚染状況調査の実施及び結

果の報告を命令することが

できる（法第４条第３項） 

有 
（※） 



土壌汚染対策法第４条無届事業一覧

整理
番号

発注事務所 事業名

1 岩国土木建築事務所 県道岩国停車場線　交通安全事業（麻里布町）
2 岩国土木建築事務所 県道岩国大竹線　道路改良事業（森ヶ原）
3 岩国土木建築事務所 県道岩国錦帯橋空港線　道路改良事業（旭町）
4 岩国土木建築事務所 県道岩国美和線　道路改良事業（阿品）
5 岩国土木建築事務所 県道銭壺山公園線　道路改良事業（由宇町有家）
6 岩国土木建築事務所 県道徳山本郷線　道路改良事業（美川町四馬神）
7 岩国土木建築事務所 県道本郷周東線　道路改良事業（美川町阿賀）
8 岩国土木建築事務所 国道434号　道路改良事業（錦町宇佐）
9 岩国土木建築事務所 県道岩国玖珂線　道路改良事業（玖珂町欽明路）
10 岩国土木建築事務所 南岩国町２丁目（２）地区　急傾斜地崩壊対策事業
11 岩国土木建築事務所 急山田（１）－１地区　急傾斜地崩壊対策事業
12 岩国土木建築事務所 上桜木川　砂防事業
13 岩国土木建築事務所 須通東川　砂防事業
14 岩国土木建築事務所 壁岩川　砂防事業
15 岩国土木建築事務所 新造谷川　砂防事業
16 岩国土木建築事務所 椎尾川　砂防事業
17 岩国土木建築事務所 久杉川　砂防事業
18 岩国土木建築事務所 中野上川　砂防事業
19 柳井土木建築事務所 県道光柳井線　交通安全事業（余田）
20 柳井土木建築事務所 県道光柳井線　交通安全事業（麻郷奥）
21 柳井土木建築事務所 県道光日積線　道路改良事業（丸山）
22 柳井土木建築事務所 県道東浦西浦線　道路改良事業（平郡）
23 柳井土木建築事務所 県道木部柳井線　道路改良事業（長野）
24 柳井土木建築事務所 県道伊陸大畠港線　道路改良事業（大久保）
25 柳井土木建築事務所 県道柳井上関線　道路改良事業（伊保庄）
26 柳井土木建築事務所 県道光上関線　道路改良事業（蒲井）
27 柳井土木建築事務所 県道光上関線　道路改良事業（瀬戸）
28 柳井土木建築事務所 県道別府田布施停車場線　交通安全事業（下田布施）
29 柳井土木建築事務所 県道平生港田布施線　交通安全事業（麻郷）
30 柳井土木建築事務所 県道大島環状線　道路改良事業（西安下庄）
31 柳井土木建築事務所 県道大島環状線　道路改良事業（志佐）
32 柳井土木建築事務所 県道大島環状線　道路改良事業（小松）
33 柳井土木建築事務所 都市計画道路八和田定井手線　街路整備事業
34 柳井土木建築事務所 日積（31）地区　急傾斜地崩壊対策事業
35 柳井土木建築事務所 西本谷大川　砂防事業
36 柳井土木建築事務所 神領川　砂防事業
37 柳井土木建築事務所 小方南川　砂防事業
38 柳井土木建築事務所 尾殿川　砂防事業
39 柳井土木建築事務所 万城川　砂防事業
40 柳井土木建築事務所 土穂石川　河川改修事業
41 柳井土木建築事務所 田布施川（灸川）　河川改修事業
42 柳井土木建築事務所 久賀大島浄化センター　下水道整備事業
43 周南土木建築事務所 県道徳山光線　道路改良事業（中須南）
44 周南土木建築事務所 県道新南陽津和野線　道路改良事業（川上）
45 周南土木建築事務所 国道434号　道路改良事業（水越）
46 周南土木建築事務所 西光寺川　河川改修事業
47 周南土木建築事務所 本浦小川　砂防事業
48 周南土木建築事務所 県道新南陽津和野線　交通安全事業（下上）
49 周南土木建築事務所 都市計画道路中央通り線　街路整備事業
50 周南土木建築事務所 県道串戸田線　道路改良事業（上柚木河内）
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整理
番号

発注事務所 事業名

51 周南土木建築事務所 県道串戸田線　道路改良事業（湯野）
52 周南土木建築事務所 県道串戸田線　道路改良事業（打木野）
53 周南土木建築事務所 県道和田上村線　道路改良事業（上村）
54 周南土木建築事務所 島田川　河川改修事業
55 周南土木建築事務所 県道光井島田線　道路改良事業（島田）
56 周南土木建築事務所 県道光玖珂線　交通安全事業（島田）
57 周南土木建築事務所 県道光日積線　交通安全事業（岩田）
58 周南土木建築事務所 県道徳山光線　道路改良事業（奥関屋）
59 周南土木建築事務所 県道光日積線　交通安全事業（三輪）
60 周南土木建築事務所 県道光日積線　交通安全事業（草場）
61 周南土木建築事務所 県道光日積線　道路改良事業（鹿の石）
62 周南土木建築事務所 切戸川　河川改修事業
63 周南土木建築事務所 県道笠戸島線　災害復旧事業（笠戸島尾郷）
64 周南土木建築事務所 玉鶴川　河川改修事業
65 周南土木建築事務所 時宗地区　急傾斜地崩壊対策事業
66 周南土木建築事務所 二ノ瀬地区　急傾斜地崩壊対策事業
67 周南土木建築事務所 県道獺越下松線　道路改良事業（切山）
68 周南土木建築事務所 大島居守（５）地区　急傾斜地崩壊対策事業
69 防府土木建築事務所 県道中ノ関港線　道路改良事業（大崎）
70 防府土木建築事務所 県道防府徳地線　交通安全事業（上右田）
71 防府土木建築事務所 県道柿木山口線　道路改良事業（徳地柚木）
72 防府土木建築事務所 国道489号　道路改良事業（徳地横山）
73 防府土木建築事務所 県道迫田篠目停車場線　道路改良事業（阿東生雲中）
74 防府土木建築事務所 県道山口徳山線　道路改良事業（鳴滝）
75 防府土木建築事務所 県道萩篠生線　道路改良事業（阿東銅）
76 防府土木建築事務所 県道小郡三隅線　交通安全事業（小郡上郷）
77 防府土木建築事務所 県道山口宇部線　道路改良事業（小郡上郷）
78 防府土木建築事務所 都市計画道路戎町迫戸線　街路整備事業
79 防府土木建築事務所 都市計画道路環状一号線　街路整備事業
80 防府土木建築事務所 都市計画道路泉町平川線　街路整備事業
81 防府土木建築事務所 山口きらら博記念公園　都市公園事業
82 防府土木建築事務所 石原南谷川　砂防事業
83 防府土木建築事務所 上坂本東大川　砂防事業
84 防府土木建築事務所 右田ヶ岳中谷川　砂防事業
85 防府土木建築事務所 吉部野下上北川　砂防事業
86 防府土木建築事務所 吉部野下中川　砂防事業
87 防府土木建築事務所 上宇津根中川　砂防事業
88 防府土木建築事務所 水戸南川　砂防事業
89 防府土木建築事務所 曽根南川　砂防事業
90 防府土木建築事務所 西寺川　砂防事業
91 防府土木建築事務所 横曽根川　河川改修事業
92 防府土木建築事務所 阿武川　河川改修事業
93 防府土木建築事務所 椹野川　河川改修事業
94 防府土木建築事務所 三田尻中関港　港湾改修事業（中関）
95 防府土木建築事務所 三田尻中関港　港湾改修事業（三田尻）
96 防府土木建築事務所 旧消防学校跡地山口警察署他　敷地造成事業
97 宇部土木建築事務所 県道銭屋美祢線　道路改良事業（秋芳町流田）
98 宇部土木建築事務所 県道宇部美祢線　交通安全事業（平栗）
99 宇部土木建築事務所 県道美祢菊川線　道路改良事業（江の河原）
100 宇部土木建築事務所 市道渋倉伊佐線　道路改良事業
101 宇部土木建築事務所 県道美祢油谷線　道路改良事業（日永）
102 宇部土木建築事務所 国道490号　交通安全事業（東琴芝）
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整理
番号

発注事務所 事業名

103 宇部土木建築事務所 国道490号　道路改良事業（荒瀬）
104 宇部土木建築事務所 国道490号　道路改良事業（善和）
105 宇部土木建築事務所 県道小野田美東線　橋梁補修事業（新橋）
106 宇部土木建築事務所 県道西万倉山陽線　道路改良事業（西万倉浅地）
107 宇部土木建築事務所 県道江汐公園線　道路改良事業（船木）
108 宇部土木建築事務所 県道伊佐吉部山口線　道路改良事業（美保）
109 宇部土木建築事務所 県道妻崎開作小野田線　道路改良事業（小野田）
110 宇部土木建築事務所 県道宇部船木線　道路改良事業（有帆）
111 宇部土木建築事務所 県道宇部船木線　交通安全事業（有帆）
112 宇部土木建築事務所 県道奥万倉山陽線　道路改良事業（福田）
113 宇部土木建築事務所 県道小野田山陽線　道路改良事業（日の出）
114 宇部土木建築事務所 県道埴生停車場線　道路改良事業（埴生）
115 宇部土木建築事務所 古屋北川　砂防事業
116 宇部土木建築事務所 小杉北川　砂防事業
117 宇部土木建築事務所 厚東川　河川改修事業
118 宇部土木建築事務所 厚狭川　河川改修事業
119 下関土木建築事務所 国道435号　交通安全事業（豊北町滝部）
120 下関土木建築事務所 県道粟野二見線　道路改良事業（豊北町粟野）
121 下関土木建築事務所 県道豊浦久野線　道路改良事業（菊川町久野）
122 下関土木建築事務所 県道田耕湯玉停車場線　道路改良事業（豊北町北宇賀下畑）
123 下関土木建築事務所 県道宇賀山陽線　道路改良事業（菊川町下大野）
124 下関土木建築事務所 都市計画道路長府綾羅木線　街路整備事業
125 下関土木建築事務所 宇賀本郷西川　砂防事業
126 下関土木建築事務所 堀之内川　砂防事業
127 下関土木建築事務所 堀之内南川　砂防事業
128 長門土木建築事務所 県道油谷港線　道路改良事業（油谷向津具下久津）
129 長門土木建築事務所 県道長門油谷線　道路改良事業（油谷後畑）
130 長門土木建築事務所 県道長門油谷線　交通安全事業（日置上黄波戸）
131 長門土木建築事務所 県道長門秋芳線　道路改良事業(渋木坂水)
132 長門土木建築事務所 県道美祢油谷線　道路改良事業（砂利ケ峠）
133 長門土木建築事務所 県道仙崎港線　交通安全事業（東深川）
134 長門土木建築事務所 下中小野川　砂防事業
135 長門土木建築事務所 小河内川　砂防事業
136 長門土木建築事務所 大迫北川　砂防事業
137 長門土木建築事務所 本城川　砂防事業
138 長門土木建築事務所 深川川　総合開発事業
139 萩土木建築事務所 国道490号　道路改良事業（山田女屋敷）
140 萩土木建築事務所 県道迫田篠目停車場線　道路改良事業（川上野戸呂）
141 萩土木建築事務所 県道萩篠生線　交通安全事業（椿東）
142 萩土木建築事務所 県道萩三隅線　道路改良事業（三見飯井）
143 萩土木建築事務所 県道萩川上線　道路改良事業（川上立野）
144 萩土木建築事務所 県道高佐下阿武線　道路改良事業（紫福小西見）
145 萩土木建築事務所 県道山口福栄須佐線　道路改良事業（福井上平わらび）
146 萩土木建築事務所 県道益田阿武線　道路改良事業（中小川）
147 萩土木建築事務所 県道益田阿武線　道路改良事業（奈古床並）
148 萩土木建築事務所 都市計画道路今魚店金谷線　街路整備事業
149 萩土木建築事務所 太郎越北川　砂防事業
150 萩土木建築事務所 石丸南川　砂防事業
151 萩土木建築事務所 手水川（４）地区　急傾斜地崩壊対策事業
152 萩土木建築事務所 紫福渓流　砂防事業
153 萩土木建築事務所 三反田地区　急傾斜地崩壊対策事業
154 萩土木建築事務所 片東川　砂防事業
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整理
番号

発注事務所 事業名

155 萩土木建築事務所 中畑（１）地区　急傾斜地崩壊対策事業
156 萩土木建築事務所 田万川　河川改修事業
157 萩土木建築事務所 須佐川　河川改修事業
158 萩土木建築事務所 原中川・大江後川　河川改修事業
159 錦川総合開発事務所 錦川　総合開発事業
160 岩国農林水産事務所 山地治山総合対策事業　平前地区
161 岩国農林水産事務所 山のみち地域づくり交付金事業　林道大朝・鹿野線
162 岩国農林水産事務所 山地治山総合対策事業　中谷津地区
163 岩国農林水産事務所 ふるさと林道緊急整備事業　林道倉谷線
164 西部利水事務所 木屋川工業用水道二条化事業(第１期区間）
165 周南工業用水道事務所 島田川工業用水道建設事業
166 厚東川工業用水道事務所 厚東川２期ルートバイパス管布設事業（第一区間）
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