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土壌汚染対策基金について土壌汚染対策基金について

「土壌汚染対策基金」は、土壌汚染対策法
に基づき実施される対策を円滑に推進すに基づき実施される対策を円滑に推進す
るため、環境大臣が指定する指定支援法るため、環境大臣が指定する指定支援法
人（財団法人日本環境協会）が支援事業
を行うために設置されたものですを行うために設置されたものです。

この基金は、政府からの補助と政府以外
のものからの出えんにより造成されますのものからの出えんにより造成されます。
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基金による支援事業基金による支援事業

基金は、支援事業として助成金の交付業
務 相談業務 リスクコミュニケ ション業務務、相談業務、リスクコミュニケーション業務
の３つの業務を行います。

政府の補助 民間からの出えん
拠
出

土壌汚染対策基金

出

壌

助成金の交付業務
相談業務
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助成金の交付業務
リスクコミュニケーション業務



助成金の交付業務助成金の交付業務

汚染が発見され、汚染原因者が不明等であり、
土地所有者である住民等の費用負担能力が低土地所有者である住民等の費用負担能力が低
い場合には基金より助成を行い、措置がスムー
ズに実施できるようにしますズに実施できるようにします。
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基金による助成金交付基金による助成金交付

さいたま市へ助成金交付決定を行った事業につ
いて 5 000万円の助成を行いましたいて、5,000万円の助成を行いました。

大阪府からの交付申請を受け、助成金の交付決
定を平成22年6月に行いました。定を平成22年6月に行いました。
［交付決定額：4,700万円（費用全体の約1/2）］
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助成金交付までの基本的な流れ助成金交付までの基本的な流れ

土壌汚染状況調査の実施 助成金額の決定・交付
※１ 詳細調査費用
も基金 対象 な

調査結果より汚染判明 実績報告等の提出

も基金の対象になり
ます。

調査実施後、対策内
容等に変更が出た場

要措置区域の指定 対策工事の完了

容等に変更が出た場
合は、変更手続きが
できます。

※２ 状況に応じて、

指示措置の発出 概算払請求・支払 ※２

概算払請求ができま
す。

土地所有者等

助成金の交付申請 対策工事の実施

土地所有者等

自治体

日本環境協会助成金の交付申請

助成金の交付決定 詳細調査実施

対策工事の実施 日本環境協会

自治体＆協会
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助成金の交付決定 詳細調査実施 ※１



相談業務①（助成金交付相談）相談業務①（助成金交付相談）

土壌汚染対策基金の助成金の交付を受けたいと
考えている方を対象とした相談窓口を平成１９年考えている方を対象とした相談窓口を平成１９年
５月に開設しました。

相談は、助成交付相談員との面談になりますの
で、事前に予約手続きをしてください。詳しくは、で、事前に予約手続きをしてください。詳しくは、
指定支援法人のホームページの「基金助成相談
利用手引」 を事前にお読みください利用手引」 を事前にお読みください。

アドレス：
http://www.jeas.or.jp/dojo/business/consult/josei.html
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相談業務②（調査等 般相談）相談業務②（調査等一般相談）

土壌汚染対策法に基づき実施する土壌汚染状況
調査や汚染の除去等の措置についてのご質問・調査や汚染の除去等の措置についてのご質問・
ご相談を受け付けています。

上記のご質問・ご相談は、指定支援法人のホーム
ページのフォームからお受けし、当協会の専門相ジのフォ ムからお受けし、当協会の専門相
談員がメールで回答します。

アドレス：アドレス：
http://www.jeas.or.jp/dojo/business/consult/ippan.html
この他 平成22年度より 毎週金曜日に電話によこの他、平成22年度より、毎週金曜日に電話によ
る相談も受け付けています。（変更になる場合があり
す
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ます。）



一般相談業務の相談内容の内訳般相談業務 相談内容 内訳
（平成２１年度）

相談内容の内訳
土壌汚染状況調査について

3%
1%

12% 土壌汚染の制度全般について

34%
11% 汚染の除去等の措置について

20%
19%

土地の形質変更について

20%
指定支援法人の業務及び

土壌汚染対策基金等について

法改正について

その他相談件数 ８５件
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その他相談件数：８５件



相談業務③（地方での相談会）相談業務③（地方での相談会）

相談業務（調査一般等）についてのご相談会を

平成21年度より地方で開催することとしました平成21年度より地方で開催することとしました。
今年度は、全国３ヶ所（札幌、金沢、熊本）で開催し今年度 、 国 ヶ所（札幌、 沢、熊本） 開催

ます。

この他に協会事務所でも 面談による相談を実施この他に協会事務所でも、面談による相談を実施

しています。し ます。



リスクコミ ニケ ション業務リスクコミュニケーション業務

土壌汚染の環境リスクについて、事業者、
行政 住民の間で共通認識を深めていくこ行政、住民の間で共通認識を深めていくこ
とが重要です。

土壌汚染による環境リスク土壌汚染による環境リスク＝
土の有害性 Ｘ 暴露量

基金は、土壌汚染の環境リスクについてリ基金は、 壌汚染の環境リ クに てリ
スクコミュニケーションを促進するため、普
及啓発 セミナー等を行います
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及啓発、セミナ 等を行います。



リスクコミュニケーション業務例①

（セミナーの実施）

平成２１年度 土壌汚染対策セミナーの実績

開催場所 開催日時 参加人数

１ 高松商工会議所
2009年12月10日
13 30 16 30 100名１ 高松商工会議所 13:30～16:30 100名

２ ハーネル仙台
2010年1月28日
13:30～16:30 190名２ ハ ネル仙台 13:30～16:30 190名

３ 京都リサーチパーク
2010年2月26日
13:30～16:30 260名13:30～16:30

４ 有楽町朝日ホール
2010年3月11日
13:30～16:30 530名

セミナー風景

13 30 16 30
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リスクコミュニケーション業務例②
（パンフレットの作成、配布）

土壌汚染対策法の改正を壌汚染対策法 改 を
踏まえた、法及び搬出汚染
土壌管理票についてのパン土壌管理票についてのパン
フレットを作成中です。

般 方を対象とした土一般の方を対象とした土
壌汚染による環境リスクに
関するパンフレットを改訂す
る予定です。る予定です。
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リスクコミュニケーション業務例③
（講師派遣業務）

土壌汚染対策やリスクコミュニケーションの経験が
豊富な講師をセミナーや講習会等に講師を派遣し豊富な講師をセミナーや講習会等に講師を派遣し
ています。

対象は 企業 業界団体 自治体 O等が土壌対象は、企業、業界団体、自治体、NPO等が土壌
汚染に関する知見を蓄積・普及啓発することを目的汚 関す 見 蓄積 普 啓 す
に参加者が30名程度以上で開催する講習会等に
なります。なります。

講師の謝金・旅費を協会が負担致します。

講師派遣をお考えの方は当協会

ホームページでご確認ください。
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ホ ムペ ジでご確認ください。



講師派遣業務の実績（平成２１年度）講師派遣業務の実績（平成２１年度）

開催月 依頼者 開催地 派遣講師講演タイトル

１ 2009年 5月 NPO法人 大阪 
土壌環境リスクコミュニケーター制度

（仮称）の検討状況について（仮称）の検討状況について

２ 2009年 7月 公益法人 東京 
土壌環境リスクコミュニケーター制度

（仮称）の検討状況について 
３ 2009年 10月 NPO法人 大阪 土壌汚染と改正土壌汚染対策法の要点 

４ 2009年 10月 公益法人 名古屋
土壌汚染対策法の一部改正と不動産業

のかかわりのかかわり

５ 2010年 2月 任意団体 大阪 
土壌汚染対策法改正の実務への影響－

不動産取引及び評価等－ 
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基金への出えんについて基金への出えんについて

基金への出えんの二つの方法

土壌汚染事業に関わる方からの出えん１

基金事業に賛同される方々からの寄附２

基金 出えんいただいた企業の名称を 指定

基金事業に賛同される方々からの寄附２

基金へ出えんいただいた企業の名称を、指定
支援法人のホームページに掲載します。
れから土壌調査を ようとする土地 所→これから土壌調査をしようとする土地の所

有者等が土壌調査・対策の実績企業を容易に
把握 きます
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壌
把握できます。



出えん企業等掲載ホ ムペ ジ出えん企業等掲載ホームページ

17



土壌汚染事業に関わる方からの出えん土壌汚染事業に関わる方からの出えん

汚染土管理票を購入する場合
１

汚染土管理票を購入する場合
管理票１枚当たり３００円を出えん

１

土壌環境修復事業を実施する場合
２
修復サイトごとに請負費の０．０７％を出えん

２

指定調査機関が調査を実施する場合
調査の請負費の０ ２％を出えん

３
調査の請負費の０．２％を出えん

３

※指定調査機関とは、汚染状況調査を行おうとする者が環境省等に申請を行い
環境大臣により指定を受けた調査機関のことです。
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環境大臣により指定を受けた調査機関のことです。



基金業務に賛同される方々からの寄附基金業務に賛同される方々からの寄附

土壌汚染は過去の｢負の遺産」であり、国民全体でその解
決を図っていく必要があります。

広く国民の皆様から
ご協力いただくため、
基金業務の趣旨に
賛同していただける賛同していただける
方々から寄附を募っ

ていますています。
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おわりにおわりに

ご清聴ありがとうございました。
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