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土壌汚染の歴史（農用地汚染）

・ 1880～1970年代 栃木県足尾銅山による渡良瀬川流域の年代 栃木県足尾銅山 よる渡良瀬川流域の
鉱毒被害（稲の生育被害等）

・ 1910～1970年代 富山県神通川流域のイタイイタイ病 等・ 1910～1970年代 富山県神通川流域のイタイイタイ病 等

・ 1920～1960年代 宮崎県土呂久鉱山による鉱害被害（砒素
中毒 稲の生育被害等）中毒、稲の生育被害等）

↓

1970年の国会で農用地の土壌の汚染防止等に関する
法律 制定法律の制定＜健康影響と作物生育阻害の観点で地域
指定、客土等の対策事業＞

公害対策基本法の改正-公害の一つとして土壌汚染を追加
（このときの国会は 水質汚濁防止法 廃棄物処理法等を成
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（このときの国会は、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等を成
立させ、「公害国会」と呼ばれる）



（市街地汚染）

・ 1975年 化学工場跡地（東京都江東区・江戸川区）の六価クロ
ムによる土壌汚染が表面化ムによる土壌汚染が表面化

・ 1980年代 トリクロロエチレン等による地下水汚染が社会
問題化 等問題化 等

・ 1986年 「市街地土壌汚染に係る暫定対策指針」の策定

・ 1991年 「土壌の汚染に係る環境基準（土壌環境基準）」の
設定

・ 1994年 「重金属等に係る土壌汚染調査・対策指針」及び
「有機塩素系化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・「有機塩素系化合物等に係る土壌 地下水汚染調査
対策暫定指針」の策定

土壌汚染対策全般にわたる法制度が整えられることはなく、
土壌汚染の調査、除去等の措置の実施に関する指針に基壌汚染 調 、除去等 措置 実施 関す 指針
づき、行政指導という形で対策を推進
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土壌汚染問題の特徴と対策法制

過去の負の遺産 ストック型の汚染

土壌汚染問題の特徴と対策法制

• 過去の負の遺産、ストック型の汚染
• 汚染対象は土地という私有財産汚染対象は土地という私有財産

• 汚染があっても土地利用状況によっては健康
被害のおそれがないことも

↓↓

整理すべき問題が多く、法制化が難航
＊廃棄物焼却施設の周辺土壌から高濃度ダイオキシンが検出され社会問題化＊廃棄物焼却施設の周辺土壌から高濃度ダイオキシンが検出され社会問題化

1999年にダイオキシン類対策特別措置法が制定

＊土壌汚染の判明事例の増加・健康不安の増大、調査・対策のルール化が必要

年 土壌 染対策法が制定2002年に土壌汚染対策法が制定（2009年に改正）
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土壌汚染による健康リスク発生の経路土壌汚染による健康リスク発生の経路
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汚染土壌

との接触

井戸水

②

⑤

地下水（帯水層）公共用水域

魚介類

地下水（帯水層）公共用水域

①汚染土壌の摂食（飛散による土壌粒子の摂食を含む） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直接摂取リスク

②汚染土壌と接触することによる皮膚からの吸収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・②汚染土壌と接触することによる皮膚からの吸収

③汚染土壌から溶出した有害物質により汚染された地下水等の飲用等・・・・・・・・・・地下水等経由の摂取リスク

④汚染土壌から大気へと揮散した有害物質の吸入

⑤有害物質を含む土壌粒子の公共用水域への流出→魚介類への蓄積→人の摂食

⑥土壌汚染地で成育した農作物、家畜への有害物質の蓄積→人の摂食 ・・・・・・・・農作物等経由の摂取リスク
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ダイオキシン類対策特別措置法の土壌汚染対策
＜農用地土壌汚染防止法の対策スキームを援用＞

汚染があり、人が立ち入ることができる地域

＜農用地土壌汚染防止法の対策スキームを援用＞

〔都道府県知事の手続き〕
（環境審議会等の意見聴取）

地域指定
(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定) （環境審議会等の意見聴取）

（市区町村長の意見聴取）
(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定)

（都道府県知事）

常
時

（
都
道
府

〔都道府県知事の手続き〕
（市区町村長の意見聴取）
（公聴会の開催）
（環境大臣の同意）

計画策定
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画の策定)

（都道府県知事）時
監
視

府
県
等
）

対策事業

費用負担計画
(公害防止事業費事業者負担法)
※事業者の負担は科学的知見により

：

対策事業
（汚染土壌の除去等）

環境省の予算補助 補助率嵩上げ
(公害の防止に関する国の財政上の

※事業者の負担は科学的知見により
因果関係が明確な場合

〔都道府県知事の手続き〕
指定解除

(公害の防止に関する国の財政上の
特別措置に関する法律)

〔都道府県知事の手続き〕
（環境審議会等の意見聴取）
（市区町村長の意見聴取）

指定解除
(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定解除)

（都道府県知事）
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改正前の土改正前の土壌壌汚汚染染対対策策法法のの概概要要

○ 目的 土壌汚染の状況の把握に関する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
を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。

○ 仕組み

調 査調 査

調査 報告

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（法第３条）
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認めるとき（法第４条）

土地所有者等が指定調査機関に調査を

＜土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合＞

調査・報告 行わせ、結果を都道府県知事に報告

指定区域の指定
都道府県が指定・公示する（法第５条）とともに、
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧（法第６条）

指定区域の管理 【土地の形質の変更の制限】（法第９条）
指定区域において土地の形質変更をしようとする者は 都道府県等に届出・指定区域において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県等に届出
・適切でない場合は、都道府県等が計画の変更を命令

＜土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき＞

【汚染の除去等の措置】（法第７条）
都道府県等が土地の所有者等又は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置の実施を命令

染 者が 等 場合 染 除去等 措 を実施する 地 所有者等 対

汚染の除去が行われた場合には、指定区域の指定を解除（法第５条）

※ 汚染原因者が不明等の場合、汚染の除去等の措置を実施する土地の所有者等に対し、
その費用を助成するための基金を設置（法第２２条）
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指定区域の指定基準

地下水等経由のリスク（土壌溶出量基準）

汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し その地下水を飲用すること汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用すること
等による健康リスク

→Ex 汚染土壌が存在する土地の周辺で、地下水を飲用するための井戸や取水口
が存在する場合が存在する場合

直接摂取によるリスク（土壌含有量基準）直接摂取によるリスク（土壌含有量基準）

特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによる健康リスク
→Ex 砂場遊びや屋外で活動をした際に土壌が手に付着し それを摂食する場合→Ex 砂場遊びや屋外で活動をした際に土壌が手に付着し、それを摂食する場合
→Ex 土壌が飛散し、それが口に入って摂食する場合
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特定有害物質の種類特定有害物質の種類

第一種特定有害物質 第二種特定有害物質 第三種特定有害物質

（揮発性有機化合物）

・四塩化炭素

1 2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

（重金属等）

・ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

・六価クロム化合物

（農薬・PCB等）

・シマジン

・チオベンカルブ・1,2-ｼ ｸﾛﾛｴﾀﾝ

・1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

・ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

・六価クロム化合物

・シアン化合物

・水銀及びその化合物

・チオベンカルブ

・チウラム

・PCB

・1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

・ジクロロメタン

・テトラクロロエチレン

・セレン及びその化合物

・鉛及びその化合物

・砒素及びその化合物

・有機リン化合物

・テトラクロロエチレン

・トリクロロエチレン

・1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

・砒素及びその化合物

・フッ素及びその化合物

・ホウ素及びその化合物

・1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

・ベンゼン
直接摂取リスク(9項目）

地下水等摂取リスク25項目地下水等摂取リスク 5項目
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土壌汚染対策法の施行状況

２００３年２月１５日から２００９年３月３１日まで

（１）法第３条調査
有害物質使用特定施設の使用が廃止された件数 件有害物質使用特定施設の使用が廃止された件数 ５，２１２件

土壌汚染状況調査の結果報告件数 １，１８２件

都道府県知事の確認により調査猶予がされた件数 ４，２０１件

上記確認の手続中の件数 （※２００９年３月３１日現在） １８６件

法第３条調査の結果に基づき指定区域として指定した件数 ３３８件

（２）法第４条調査（２）法第４条調査
調査命令を発出した件数 ５件

法第４条調査の結果に基づき指定区域として指定した件数 ３件法第４条調査の結果に基づき指定区域として指定した件数 ３件
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1,400

年度別の土壌汚染判明事例

1,100

1,200

1,300 土壌汚染対策法施行

2003.2.15

800

900

1,000

調
査
事

非超過j事

例件数

土壌環境基準項目追加

1994.2.21 VOC等15項目

2001.3.28 ふっ素、ほう

非超過事例件数

500

600

700

事
例
件
数

200

300

400
超過事例

件数
土壌環境基準設定

超過事例件数

0

100

年度

年度

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
件数

調査事例 2 7 6 2 10 5 3 10 2 18 10 18 12 14 27 22 26 

年度
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 計

件数

注1） 集計の対象は 1975年度以降に都道府県 政令市が把握した土壌汚染調査の事例であるが 都道府県 政令市が1975年度以降に把握した 1974年度以前に行われた調査件数についても計上してい

調査事例 40 35 44 44 47 60 64 209 213 210 289 656 762 877 1,158 1,325 1,373 1,365 8,965 

うち、法適用 - - - - - - - - - - - 0 90 164 185 265 244 239 1,187 

超過事例 8 11 13 25 37 50 48 130 130 151 210 274 366 456 672 695 733 697 4,706 

うち、法適用 - - - - - - - - - - - 0 21 43 48 77 81 71 341 

注1） 集計の対象は、1975年度以降に都道府県、政令市が把握した土壌汚染調査の事例であるが、都道府県・政令市が1975年度以降に把握した、1974年度以前に行われた調査件数についても計上してい
る。

注2） 各年度の集計基準は以下の通り。
「調査事例」は、法に基づく事例は土壌汚染状況調査の結果報告が都道府県知事（政令市長）にあった年度で整理し、法に基づかない事例は調査結果が判明した年度で整理している。
「超過事例」は、法に基づく事例は指定区域に指定された年度で整理し、法に基づかない事例は調査結果が判明した年度で整理している。

注3） 法に基づく調査事例は、施行規則附則第2条（経過措置）の適用件数を含む。
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12
※土壌環境センターが会員企業166社を対象に、平成19年度の受注調査
（元請の調査・対策で土壌採取によるもの）について、調査（123社が回答）



改正前の法に基づく対策と実際の対策の乖離

実際の対策としては、多くのサイトにおいて、土壌汚染の
除去（掘削除去等）が行われている除去（掘削除去等）が行われている

法に基づく対策の内容 実際の対策の内容

土壌汚染の除去
１８サイト 土壌汚染の除去

１９４サイト土壌溶出量

土壌汚染の除去以外
２５７サイト 土壌汚染の除去以外

イ

１９４サイト土壌溶出量
基準不適合

８１サイト
平成１５年２月１５日から
平成２０年８月３１日まで

土壌汚染 除去 サイ

土壌汚染の除去以外

土壌汚染の除去０サイト
土壌汚染の除去
８８サイト土壌含有量

基準不適合 土壌汚染の除去以外
１１４サイト 土壌汚染の除去以外

２６サイト

基準不適合

13（環境省調べ）



改正前の法における対策の考え方
壌 策 常 壌 除 掘土壌汚染対策法において、通常は、土壌汚染の除去（掘
削除去等）まで求めているわけではない

土壌汚染対策法の考え方
環境リスクの管理
摂取経路の遮断が基本摂取経路の遮断が基本

地下水が汚染されていない場合はモニタリング
地下水の飲用等の観点

・地下水が汚染されていない場合はモニタリング

・地下水が汚染されている場合は、封じ込め又は土
壌汚染の除去（掘削除去又は原位置浄化）が原則

土壌溶出量基準不適合、かつ、周
辺の地下水が飲用に利用されてい
る等の状況にある場合

壌
る等の状況にある場合。

※ 揮発性有機化合物について第二溶出量基準
不適合の場合に限って「土壌汚染の除去」が
求められる

土壌の直接摂取の観点 盛土が原則

求められる。

土壌含有量基準不適合、かつ、そ
の土地が一般の人が立ち入ること
ができる状態となっている場合

※ 乳幼児の砂場等の土地であって土地の形質の
変更が頻繁に行われることにより盛土等の効果
の確保に支障が生ずるおそれがあると認められ
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ができる状態となっている場合。
る場合には土壌汚染の除去が求められる。



搬 壌
内陸受入地

公共残土受入施設等

対策による搬出土壌の流れ

残土処分場
公共残土受入施設等
約6万ｔ平成17年度の推計

約18万ｔ
土壌汚染対策により
搬出される汚染土壌

認定浄化施設
以外の
中間処理施設

約12万ｔ

土対法または条例以外の
自主的対策の汚染土壌

約13万ｔ約129万ｔ

認定浄化施設
約41万ｔ 約54万ｔ

搬出される汚染土壌

土壌汚染対策工事
からの搬出汚染土壌
およそ３００万トン

約6万ｔ

土壌汚染対策法に基づく
指定区域からの発生量

約99万ｔ
施設に対するアンケート調査
回答では、受入量実績は 計
67万t（うち土対法の指定地
域から5万ｔ）

約122万ｔ

土対法または条例に基づく汚染土壌

約177万ｔ

指定区域からの発生量

セメント工場約221万ｔ

＊ 国内のゼネコン２５社のアンケート調査
から推計された数値

終

約10万ｔ セメント工場での受入量実績
（建設発生土） 210万ｔ
（出典：(社)セメント協会公表
資料）

から推計された数値

最終処分場

（出典）「平成18年度汚染土不適正処理に関する実態調査」(財)産業廃棄物処理事業振興財団
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六価クロム汚染残土放置 水銀汚染土壌不適正処理 ひ素汚染残土のたい積
（平成18年7月、東京都）

残土置き場の残土から環境基準を超え
る六価クロムが検出 行政の対策要請に

（平成18年11月、埼玉県）

埼玉県の体温計製造工場の敷地か
らの水銀による汚染土壌が 計画で

（平成１８年１０月、千葉県）

残土の一時堆積場所に県外のマン
ション建設現場から持ち込まれた土砂る六価クロムが検出。行政の対策要請に

もかかわらず１年以上放置。現在は、土
地売買当事者とは別の購入者（汚染を承
知済の購入者）による汚染土壌の処理を
実施した。

らの水銀による汚染土壌が、計画で
は不溶化処理後に管理型処分場に運
搬されることになっていたが、計画と
は異なる千葉県某市で、不溶化処理
が行われていた。

ション建設現場から持ち込まれた土砂
の一部について、環境基準を超える
ひ素が検出。

実施 。 行わ 。

千葉県某市及び埼玉県の指導によ
り、汚染土壌は発生場所に戻され、そ
の後、適正に処理された。

汚染土量
約１５０００㎥

業者の計画では

約２７０㎥を処理
する予定だ たする予定だった。

16



法施行を通じて明らかになった課題と対応

法に基づかない土壌汚染の発見の増加

発見された汚染土壌の適正管理 の不安• 発見された汚染土壌の適正管理への不安

土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充

掘削除去の偏重

• 環境リスク低減の観点から問題
• 土地所有者等の過剰な負担

規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等

汚染土壌の不適正処理による汚染の拡散

• 不適正処理事案の発生

搬出土壌の適正処理の確保搬出 壌 適 処 確保

17



土壌汚染の状況の把握に関する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ること等により、土壌汚染対策の実

目 的 改正後の土壌汚染対策法の概要改正後の土壌汚染対策法の概要
施を図り、もって国民の健康を保護する。

制 度

調 査

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（第３条）
・一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質の変更の届出の際に、
土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき（第４条）
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事

自主調査において土壌汚染
が判明した場合において土地
所有者等が都道府県知事に

土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事
が認めるとき（第５条）

区域の指定を申請（第１４条）

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）が指定調査機関に調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告

【 土 壌 汚染状態が指定基準に適合 し な 場合 】

②形質変更時要届出区域（第１１条）

区域の指定等

①要措置区域（第６条）

【 土 壌 の汚染状態が指定基準に適合 し な い場合 】

②形質変更時要届出区域（第１１条）

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそ
れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
→汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示
（第７条）
地 質 変 則禁

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそ
れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
（摂取経路の遮断が行われた区域を含む。）

土地の形質の変更時に都道府県知事

摂取経路の遮
断が行われた
場合

→土地の形質の変更の原則禁止
（第９条）

→土地の形質の変更時に都道府県知事
に計画の届出が必要（第１２条）

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

・①②の区域内の土壌の搬出の規制（事前届出、計画の変更命令、運搬基準に違反した場合の措置命令）
汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務

汚染土壌の搬出等に関する規制

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
・汚染土壌の処理業の許可制度

※改正土壌汚染対策法は、平成22年4月1日から施行
※下線部が改正内容

18



土壌汚染状況の把握のための制度の拡充

○ 一定規模（3,000㎡）以上の土地であって土壌汚染のおそ

れのある土地の形質の変更時における都道府県知事に

よる土壌汚染の調査命令

○ 自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所

有者等の申請に基づき、規制対象区域として指定し、適

切に管理切に管理

○ 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整○ 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整

理、保存及び提供等に関する努力義務 19



一定規模以上の土地の形質変更時の調査命令の創設(第４条）
土地の形質の変更の届出を受けた都道府県知事が 当該土地に土壌汚土地の形質の変更の届出を受けた都道府県知事が、当該土地に土壌汚
染のおそれがあると認めるときは、土壌汚染状況調査の実施命令を発出
することとしている。

一定規模（3000㎡）以上の形質の変更の届出

することとしている。

○申請事項等

申請書に記載する事項
形質の変更の場所 着手予定日等

以下のすべてに該当する場合は、届出対象外
①形質変更の区域外へ土壌搬出せず
②形質の変更に伴い周辺への土壌の飛散・流出

・形質の変更の場所、着手予定日等
申請書への添付書類
・形質の変更をしようとする場所を明らかにした
書類 他の所有者等の合意書

汚染のおそれの基準の該当性判断

○汚染のおそれを判断する資料の例

①公的な届出資料（法令や条例、要綱により

が生じない
③形質変更が深さ50センチ未満 等

書類、他の所有者等の合意書

汚染のおそれの基準の該当性判断 ①公的な届出資料（法令や条例、要綱により
届出が義務付けられているもの）

②土地所有者等から自主的に提出された
土壌汚染調査・対策報告書

調査命令の発出

○汚染のおそれを判断する土地基準

①特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に
適合しないことが明らかである土地適合しないことが明らかである土地
②特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し、地下に浸透していた土地
③特定有害物質を製造・使用・処理していた土地
④特定有害物質が貯蔵・保管されていた土地（環境大臣が定める地下

20調査実施
浸透防止措置が講じられている場合を除く）
⑤その他②から④までと同等程度に特定有害物質によって汚染されて
いるおそれがあると認められる場合



改正土壌汚染対策法のポイント その２改正土壌汚染対策法のポイント その２

規制対象区域の分類等による
講ずべき措置の内容の明確化講ずべき措置の内容の明確化

○ 区域の分類化と必要な対策の明確化

が・盛土、封じ込め等の措置が必要な区域（要措置区域）

※都道府県知事が必要な措置を指示

措置後は、形質変更時要届出区域に指定又は解除

・土地の形質の変更時に届出が必要な区域

（形質変更時要届出区域）

※人体への摂取経路の遮断が確保された区域 21



「要措置区域」「形質変更時要届出区域」の指定プロセス

壌 結 報告土壌汚染状況調査結果の行政への報告

土壌溶出量基準及び土壌含
有量基準への適合性判断

基準適合

健康被害のおそ 規制対象外

基準不適合

おそれあり 健康被害のおそ
れの有無の判断

おそれなしおそれなし

要措置区域
（第６条）

形質変更時要
届出区域（第11条） 健康被害 おそれ

土壌汚染の摂取経路があり、健康
被害が生ずるおそれがあるため

土壌汚染の摂取経路がなく、健康
被害が生ずるおそれがないため

（第６条） 届出区域（第11条） 健康被害のおそれの
有無の考え方
→改正前の法と同じ
周辺の土地において地下被害が生ずるおそれがあるため、

汚染の除去等の措置が必要な区
域
→汚染の除去等の措置を都道府県

被害が生ずるおそれがないため、
汚染の除去等の措置が不要な区
域（摂取経路の遮断が行われた区
域を含む。）

・周辺の土地において地下
水の飲用等がある場合
・人が立ち入ることができる
場合

22

→汚染の除去等の措置を都道府県
知事が指示（第７条）

→土地の形質変更の原則禁止
（第９条）

域を含む。）
→土地の形質変更時に都道府県知事
に計画の届出が必要（第１２条）

場合



指示措置の内容等について
○基本的には、改正前の規則において土地の汚染状態ごとに定められている「原則として講○基本的には、改正前の規則において土地の汚染状態ごとに定められている 原則として講
ずべき措置」を、改正後の「指示措置」とする（ただし、「原位置封じ込め」については、土地
に存する地層により適用ができない場合があるので、その場合には「遮水工封じ込め」を指
示措置とすることとする。）。示措置とすることとする。）。

○操業中の工場など土壌の掘削を伴う封じ込め措置が困難な場合への対応として、汚染地下
水の揚水とモニタリングにより敷地外への汚染地下水の拡大を防止する措置を、新たに汚
染の除去等の措置として位置づける

①土壌含有量基準超過の汚染が存在する土地の場合

染の除去等の措置として位置づける。
○土壌汚染の除去（掘削除去）が指示措置とされる場合を砂場等に限定。

①土壌含有量基準超過の汚染が存在する土地の場合

改正前（【 】内は該当する規則の条項号）
改正後

指示措置 同等の措置指示措置 同等の措置

砂場等

汚染の除去。【27①一】
ただし、所有者が求めたときは、舗装又は立入禁止。【
27②】
また、所有者＆原因者が求めたときは、土壌汚染の除

土壌汚染の
除去

舗装、立入禁止
また、所有者＆原因者が求めたときは、土壌汚染の除
去又は土壌入替え。【27③】

盛土では支障
がある土地

土壌入替え。【27①二】
ただし、所有者が求めたときは、舗装又は立入禁止。【
27②】 土壌入換え

舗装、立入禁止、土壌汚染の除
去がある土地 27②】

また、所有者＆原因者が求めたときは、土壌汚染の除
去。【27③】

土壌入換え
去

盛土。【27①三】
ただし 所有者が求めたときは 舗装又は立入禁止 【

上記以外
ただし、所有者が求めたときは、舗装又は立入禁止。【
27②】
また、所有者＆原因者が求めたときは、土壌汚染の除
去又は土壌入替え。【27③】

盛土
舗装、立入禁止、土壌入換え、土
壌汚染の除去

23



②土壌溶出量基準超過の汚染が存在する土地の場合

改正前（【 】内は該当する規則の条項号）
改正後

指示措置 同等の措置

② 壌

地下水汚染なし
地下水の水質の測定。
ただし、所有者＆原因者が求めたときは、以下に定
める措置。【23】

地下水の水質
の測定

不溶化、原位置封じ込め、遮水工封
じ込め、遮断工封じ込め、土壌汚染
の除去、地下水汚染の拡大の防止

Ⅰ 第二溶出量
遮水工封じ込

地下水汚染の拡大の防止 土壌汚Ⅰ
種
有
害
物
質

第二溶出量
基準不適合 汚染の除去。【24①一】

遮水 封じ込
め（原位置封
じ込め）※

地下水汚染の拡大の防止、土壌汚
染の除去

第二溶出量
基準適合

原位置封じ込め。【24①二】
ただし、所有者＆原因者が求めたときは、汚染の除

遮水工封じ込
め（原位置封

地下水汚染の拡大の防止、土壌汚
染の除去質 基準適合 ただし、所有者＆原因者が求めたときは、汚染の除

去又は遮水工封じ込め。【24②二】
め（原位置封
じ込め

染の除去

Ⅱ
第二溶出量
基準不適合

不溶化して原位置封じ込め。【25①】
ただし、所有者＆原因者が求めたときは、汚染の除
去 遮断工封じ込め 不溶化して遮水工封じ込め 【

遮水工封じ込
め（原位置封

遮断工封じ込め、地下水汚染の拡
大の防止 土壌汚染の除去Ⅱ

種
有
害
物
質

基準不適合 去、遮断工封じ込め、不溶化して遮水工封じ込め。【
25③】

め（原位置封
じ込め※

大の防止、土壌汚染の除去

第二溶出量
原位置封じ込め。【25①】
ただし、所有者が求めたときは、不溶化。【25②】

遮水工封じ込
め（原位置封

不溶化、遮断工封じ込め、地下水汚質 第二溶出量
基準適合

ただし、所有者が求めたときは、不溶化。【25②】
また、所有者＆原因者が求めたときは、汚染の除去
、遮断工封じ込め、遮水工封じ込め。【25③】

め（原位置封
じ込め

不溶化、遮断工封じ込め、地下水汚
染の拡大の防止、土壌汚染の除去

Ⅲ 第二溶出量
基準不適合 汚染の除去又は遮断工封じ込め。【26①一】

遮断工封じ込
め

地下水汚染の拡大の防止、土壌汚
染の除去種

有
害
物
質

基準不適合 汚染の除去又は遮断工封じ込め。【26① 】
め 染の除去

第二溶出量
基準適合

原位置封じ込め。【26①二】
ただし、所有者又は原因者が求めたときは、汚染の
除去 遮断工封じ込め 遮水工封じ込め。【26②】

遮水工封じ込
め（原位置封
じ込め

遮断工封じ込め、地下水汚染の拡
大の防止、土壌汚染の除去質 除去、遮断工封じ込め、遮水工封じ込め。【26②】 じ込め

※ 第二溶出量基準不適合の土地について遮水工封じ込め又は原位置封じ込めを行う場合は、不溶化又は原位置浄化を行い、第二溶出
量基準に適合させた上で行う必要がある。 24



改正土壌汚染対策法のポイント改正土壌汚染対策法のポイント その３その３改正土壌汚染対策法のポイント改正土壌汚染対策法のポイント その３その３

搬出土壌の適正処理の確保

○ 要措置区域・形質変更時要届出区域内の土壌の区域○ 要措置区域・形質変更時要届出区域内の土壌の区域

外への搬出の規制

（事前届出 計画の変更命令 運搬基準に違反した場（事前届出、計画の変更命令、運搬基準に違反した場
合の措置命令【罰則担保】）

○ 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設

（処理基準に違反した場合の改善命令等【罰則担保】）（処理基準に違反した場合の改善命令等【罰則担保】）

○ 搬出土壌に関する管理票の交付・保存の義務

25



汚染土壌の搬出時における規制
要措置区域、形質変更時要届出区域内の土地の土壌を、これらの区域外へ搬出しようとす
る者は、搬出に着手する１４日前までに、都道府県知事に届け出る必要があり、運搬の方
法が運搬基準に違反し又は汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託していない場合
は、計画変更命令が発出される。また、運搬基準に従って、適正な運搬がなされていないは、計画変更命令が発出される。また、運搬基準に従って、適正な運搬がなされていない
場合又は汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合は、措置命令が発出
される。

汚染土壌の搬出時の届出
届出書に記載する事項
・汚染土壌の汚染状態、体積、運搬方法、汚

以下の場合は、届出対象外
①非常災害の場合
②試験研究に用いる場合

○届出事項

計画が運搬基準に違反している
が

壌
染土壌を運搬・処理する者の氏名又は名称、
汚染土壌処理施設の所在地、搬出の着手・完
了予定日、要措置区域等の所在地、自動車の
所有者の氏名 保管施設の所在地 等

等の場合は計画変更命令が発出
所有者の氏名、保管施設の所在地 等
届出書への添付書類
・要措置区域等の図面、管理票の写し、自
動車・保管施設の構造を記した書類、処理の

運搬基準に従い汚染土壌の運搬

委託を証する書類、汚染土壌処理業の許可証
の写し 等

○運搬基準

①特定有害物質の飛散等の防止措置
②汚染土壌を運搬している旨の表示
③混載等の禁止

○運搬基準

26
適正な運搬でない場合、汚染土壌処理業者に処
理が委託されなかった場合には措置命令が発出

③混載等の禁止
④積替え、保管、荷卸し及び引渡しに関する規定
⑤管理票に関する規定 等



汚染土壌の処理の内容と施設の定義

規制なし

健全土（浄化土壌）
※不溶化を除く

要
措

汚染土壌処理施設

規制なし措
置
区
域
又 土壌 浄化

搬出時25物質分析

浄化等処理施設 廃棄物

又
は
形
質
変

土壌 浄化

①熱分解 ②加熱・揮発
③洗浄 ④化学分解 など
溶融
不溶化

変
更
時
要
届

第二溶出量

廃棄物処理施設
（中間処理）

①異物除去
②含水率調整

分別等処理施設
廃棄物

届
出
区
域

第 溶出量
基準以下

第二溶出量
基準以下

か
ら
搬
出

第二溶出量基準以下

埋立処理施設
廃棄物処分場
（最終処分場）

製品

出
さ
れ
た
土

（最終処分場）

廃棄物

製品

自社基準
規制なし

土
壌

セメント製造施設
27



汚染土壌処理施設の許可及び汚染土壌の処理に関する基準

汚染土壌及びその処理に伴 て生じた汚水等が飛散し 揮散汚染土壌及びその処理に伴って生じた汚水等が飛散し、揮散
し、流出し、地下に浸透すること等を防止するための基準

汚染土壌処理業を行うには、汚染土壌処理施設ごとに都道府県知事の許可（汚染土
壌処理施設の構造基準等に適合していることが必要）を受けなければならない。
また 汚染土壌の処理に際しては 汚染土壌の処理に関する基準に従う必要がある

１．汚水の公共用水域又は下水道への排出に関する規制

また、汚染土壌の処理に際しては、汚染土壌の処理に関する基準に従う必要がある。

・水質汚濁防止法に規定する排水基準に適合する排出水での排出
・排出される水の測定義務

汚水の公共用水域又は下水道 の排出に関する規制

２ 汚染土壌の処理に伴 て発生するガスの大気 の排出に関する規制
・カドミウム、塩素等特定有害物質のうち大気汚染防止法に規定する排出基準に適合しない気体
の排出の禁止
水銀 ジクロロメタン ベンゼン ＰＣＢ ダイオキシン等の測定義務

２．汚染土壌の処理に伴って発生するガスの大気への排出に関する規制

・水銀、ジクロロメタン、ベンゼン、ＰＣＢ，ダイオキシン等の測定義務

・床面、壁面は汚水が浸透しない材料で築造され、又は被覆されている
３．汚水の地下浸透（土壌汚染）の防止に関する規制
床面、壁面は汚水が浸透しない材料で築造され、又は被覆されている
・地下水の測定義務

４．その他
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汚染土壌管理票の流れ
要措置区域等

運搬受託者 運搬受託者
処理受託者

再処理汚染
土壌処理業者

管理票交付者

要措置区域等
からの搬出

汚染土壌処理施設 汚染土壌処理施設
運搬受託者 運搬受託者管理票交付者

第20条 管理票による管理 第22条第６項 汚染土壌の処理基準
（第20条に準じた管理票：２次管理票による管理）

処理基準に基づく管理票による管理
①汚染土壌を再処理汚染土壌処理施
設に搬入するため、その土壌の運搬
を他人に委託する場合には 当該運

管理票の交付・保存義務
①汚染土壌を搬出する者（管理票交付者）は、運搬受託者に対し、
必要事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、
非常災害の場合等を除く を他人に委託する場合には、当該運

搬受託者に対し、管理票を交付しなけ
ればならない。

②分別等処理施設又は浄化等処理施

非常災害の場合等を除く。

②運搬受託者は、汚染土壌の運搬を終了したときは、管理票に必
要事項を記載し、10日以内に管理票交付者に管理票の写しを
送付しなければならない。 ②分別等処理施設又は浄化等処理施

設（処理受託者）から搬出された汚染
土壌の引渡しを受けた再処理汚染土
壌処理業者は、管理票に記載されて

送付しなければならない。

③処理受託者は、汚染土壌の処理を終了したときは、必要事項を
記載し、10日以内に管理票交付者、運搬受託者に管理票の写
しを送付しなければならない。

いる事項に誤りがないかどうかを確認
し、その写しを処理受託者に対して送
付しなければならない。

④管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、汚染土
壌の運搬、処理が終了したことを管理票の写しにより確認し、５
年間保存（運搬・処理受託者も同様）しなければならない。
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その他の改正土壌汚染対策法のポイントその他の改正土壌汚染対策法のポイント

指定調査機関の信頼性の向上指定調査機関の信頼性の向上

○ 指定の更新制度の導入（５年ごとにその更新を受けなければ
指定は失効）

※改正前に指定を受けている指定調査機関は、平成22年４月１日に改
正後の法による指定を受けたものとみなす。

○ 技術管理者の設置 技術管理者による監督義務の新設○ 技術管理者の設置、技術管理者による監督義務の新設
（技術管理者は環境大臣が行う試験に合格した者）

※改正前に指定を受けている指定調査機関における改正前の省令に※改正前に指定を受けている指定調査機関における改正前の省令に
基づく「技術上の管理をつかさどる者」については、平成25年3月31
日までの間は、技術管理者とみなす。

○ 指定調査機関の指定の基準の厳格化（技術管理者の○ 指定調査機関の指定の基準の厳格化（技術管理者の
適正配置）

○ 業務規程内容の充実及び帳簿の備付け義務の新設等○ 業務規程内容の充実及び帳簿の備付け義務の新設等
30


