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本日の主な内容 

１．土壌・地下水汚染の歴史と法令整備 
 

２．土壌・地下水の汚染とは？ 
 

３．土壌汚染対策におけるリスクコミュニケーション 
 

４．汚染土壌現地処理対策の実施例 
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・東京 六価クロム鉱さい埋立による土壌汚染（1975） 

 

・米国シリコンバレーTCE地下水汚染（1981） 
 
・兵庫県・太子町でのTCE地下水汚染(1983) 
     1982年の環境省地下水汚染調査を受けての水道水源調査により発見 

      

 

 

 

 

・熊本県・熊本市の地下水汚染(1991) 
     電話機器洗浄工場におけるトリクロロエチレン地下水汚染 

     土壌ガス吸引・地下水揚水の二重抽出 

・ 山形県・東根市の地下水汚染(1991) 
   ハイテク工業団地でのトリクロロエチレン等の地下水汚染 
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水質汚濁防止法の制定（1970） 

米国スーパーファンド法(1980) 

環境庁地下水汚染実態調査(1982) 

市街地土壌汚染に係る暫定対策指針
の策定(1986) 

水質汚濁防止法の改正・有害物質地
下浸透の禁止(1982) 

土壌環境基準10項目の設定(1991) 

土壌環境基準改正25項目(1994) 

１．土壌・地下水汚染の主な歴史と法令整備（1） 



・大阪府・能勢町のダイオキシン類土壌汚染問題（1997） 

   ゴミ焼却施設でのダイオキシン類汚染と周辺の土壌汚染 

・和歌山県・橋本市のダイオキシン汚染(1998) 
     廃棄物の野焼きによるダイオキシン類土壌汚染 

   ガラス固化による汚染土壌の現地無害化（100トン炉） 

・横浜市・鶴見川多目的遊水地土壌対策（1999） 
   建設中にPCB等を含む異物混入土を発見 

 

 
 

・茨城県・神栖市の有機ヒ素汚染(2003) 
     地下水飲用により健康影響発現 

     コンクリートにジフェニールアルシンを混入させ投棄 

・大阪アメニティパークの重金属汚染(2004) 
     金属精錬跡地の再開発 

    ヒ素・セレン等重金属による土壌地下水汚染 
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ダイオキシン類環境基準設定（2000） 

水質環境基準・地下水環境基準の改正、土壌・
地下水汚染対策指針運用基準の策定（1999） 

土壌汚染対策法（2002） 

地下水環境基準23項目設定（1997） 

１．土壌・地下水汚染の主な歴史と法令整備（2） 



・フェロシルトによる土壌汚染（2005） 
   クロムを含む汚泥の投棄 

 

・都市ガス製造工場跡地（豊洲埋立地）の土壌汚染(2007) 
      ベンゼン・シアンによる汚染 

・ブラウンフィールド問題 

・自然由来汚染への対応検討 
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１．土壌・地下水汚染の主な歴史と法令整備（3） 

油汚染対策ガイドライン （2002） 

土壌環境施策に関するあり方懇談会報告 （2008） 

改正土壌汚染対策法公布 （2009） 

改正土壌汚染対策法施行 （2010） 

水質環境基準と地下水環境基準の改正 
  二項目追加、基準値変更など （2009） 

土壌汚染調査措置ガイドライン改訂第2版 （2012） 

土壌汚染対策法調査措置ガイドライン （2010） 

土壌汚染対策法施行規則の一部改正 
     自然由来特例区域等の取扱い （2012） 
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２．土壌･地下水の汚染とは？ 

・土壌・地下水汚染のメカニズム 

・大気、水質の汚染や振動・騒音問題との
相違について 

 （排出規制、蓄積性、私的財産の問題） 

・汚染の原因と有害物質 

・汚染物質の毒性について 

 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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土壌・地下水汚染のメカニズム 

(社)土壌環境センター ホームページより 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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大気、水質の汚染や振動・騒音問題と 

土壌汚染との相違について  

大気・水質の汚染など 

 ：現在の人間の活動に伴って生ずるフローの汚染 
    →発生源から拡散、広域の環境全般に影響 

     排出規制によって低減が可能 
 

土壌の汚染 

 ：過去の活動によるストック汚染 
    →蓄積性、影響が限定的 

     私有財産(土地)の価値に直結 

 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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不法投棄   

農薬，化学肥料
畜産廃棄物 

鉱滓，排水 

  

  
  

重金属類 農  薬 
硝酸性窒素 

汚染の原因と有害物質 

鉱  山 農 地 

有害物質の貯蔵庫 
からの漏洩 

廃棄物の不適正処理 
排  水 

重金属類 
有機化合物 

重金属類 
有機化合物 

工業地帯 

    

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店 

  

  

  

    

地下タンクからの漏洩 洗浄排水漏洩 

  

石油・石炭製品 有機塩素系溶剤 

市街地 

  

その他 

重金属類 
有機化合物 
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土壌汚染対策法における対象物質 

 （特定有害物質） 

①汚染された土壌の直接摂取による健康影響 

   表層中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる 

   重金属等（含有量基準項目） 

②地下水汚染を経由して生ずる健康影響 

   地下水の摂取の観点から設定された 

   土壌環境基準の溶出量基準項目 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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土壌汚染物質の種類と主な毒性 

注）土壌環境基準が設定されている物質を示した。主な障害、症状は慢性毒性によるものを中心に示している。 

物質名 主な用途 人への障害、症状 物質名 主な用途 人への障害、症状

カドミウム メッキ、顔料など 発がん性、肝･腎機能障害 ジクロロメタン 溶剤、冷媒など 発がん性の疑い、中枢神経障害

全シアン メッキ、試薬など 頭痛、呼吸困難 四塩化炭素 （製造・使用禁止） 発がん性の疑い、肝･腎機能障害

有機リン 殺虫殺菌剤、触媒など 神経障害 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 合成樹脂原料 発がん性の疑い、中枢神経障害

鉛 蓄電池電極、顔料など 疲労、頭痛、発がん性の疑い 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 合成樹脂原料 肝･腎機能障害

六価クロム 酸化剤、メッキなど 発がん性、鼻中隔穿孔 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （国内使用例なし） 中枢神経障害、肝機能障害

ヒ素 触媒、脱硫剤など 発がん性、食欲不振、吐き気 1,1 ,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （製造・使用禁止） 肝･腎機能障害

総水銀 試薬、電池など 中枢神経障害、発がん性の疑い 1 ,1 ,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 溶剤など 肝･腎機能障害、神経系障害

アルキル水銀 試薬、農薬など 中枢神経障害、発がん性の疑い ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 脱脂洗浄など 発がん性の疑い、精神障害

セレン ガラス、半導体材料など 爪、歯牙、毛髪の赤色化 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞなど 発がん性の疑い、肝機能障害

フッ素 フッ素化合物原料など 班状歯、骨脆弱性 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 溶剤など 再生不良性貧血

ホウ素 脱酸剤、ガラス繊維など 生殖毒性 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 殺虫剤など 発がん性の疑い

PCB （製造・使用禁止） 発がん性の疑い

チウラム 加硫促進剤など 催奇形性

シマジン 除草剤など 皮膚炎、生殖毒性 物質名 主な用途 人への障害、症状

チオベンカルブ 除草剤など 皮膚炎 ダイオキシン類 （焼却時に生成など） 生殖毒性、発がん性の疑い

【重金属等】 【揮発性有機化合物】

【ダイオキシン類】

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



土壌汚染による健康リスク 

  汚染物質の有害性が高ければ高いほど、また、汚

染物質の体への取り込み量が多くなればなるほど、
高くなる。 

  逆に、有害性の高い物質が存在しても、体に取り込
まれるのを防ぐことでリスクを小さくできる。 
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土壌汚染 

による 

健康リスク 

土壌中の 

汚染物質の 

有害性 

土壌中の 

汚染物質の 

摂取量 
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わが国で想定される曝露経路 
（人が有害物質に曝露される経路） 
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出典：環境省 「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」 
 

汚染が存在しても、摂取経路を途中で遮断することができれば、健康影響 

を防止することができる。 
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汚染物質が人の体に取り込まれる経路（摂取経路）をなくすことが対策の基本 

土壌汚染対策の基本 
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汚染土壌 

直接摂取 

地下水経由
の摂取 

敷地内に立入り可能 
（工場,事業場等） 

表面舗装なし 
（公園,運動場,砂場等） 

地下水飲用あり 

有害物質を摂取
するおそれあり 

立入禁止 

舗装 

盛土 

地下水飲用の
中止 

封じ込め 

摂
取
経
路
の
遮
断 

土
壌
汚
染
の
除
去 

摂取経路の管理 

有害物質を摂取
するおそれあり 
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土壌汚染対策法における指定基準の設定の考え方 

土壌汚染対策法が対象としている健康リスク 

 長期間（一生涯）の有害物質の摂取（慢性毒性）を想定して指定
基準を定められている （短期間の有害物質の摂取も考慮） 
  

 直接摂取によるリスク（土壌含有量基準） 

   摂取期間：一生涯（70年）汚染土壌のある土地に居住 

   1日当たりの摂取量：6歳以下200 mg、大人100 mgを想定 

 地下水経由の摂取によるリスク（土壌溶出量基準） 

   摂取期間：一生涯（70年）汚染土壌のある土地に居住 

   1日当たりの地下水摂取量： 1日２Ｌの地下水飲用を想定   
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資産除去債務： 有形固定資産の除去に伴う法または契約で要求される債務 

 ＊「会計基準」 ※での資産除去債務の定義 

    “「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当 

    該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずる 

    ものをいう。" 

     ⇒ 有形固定資産の除去において、法令や契約等で義務づけられている土壌汚染調査・対 

      策はこの資産除去債務に相当する。 

 ＊略称：ＡＲＯｓ (Asset Retirement Obligations) 

    ※ （ （財）財務会計基準機構の企業会計基準委員会が平成20年3月31日に公表） 

                                    〔参考：（財）日本不動産研究所資料「不動産研究」〕 
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企業活動における環境対策 

・ 企業の社会的責任（CSR）の積極的な推進 
・ 事業所周辺への環境影響の低減 
・ 従業員の就業環境の保全・改善 
・ 経営上のリスク（経済リスク） 
   資産除去債務、保有する不動産価値、企業イメージ、など 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



有形固定資産の除去義務 
  原子力発電施設の解体債務 

  定期借地権契約での賃貸地上の建物 

  鉱山の原状回復義務 

  賃貸建物の原状回復義務 

有形固定資産中の有害物質除去義務 
  アスベスト、土壌汚染、PCB等 

     

17 

資産除去債務の例 

 工場の操業に伴って発生した土壌汚染は、一般には「当該土地に建てら
れている建物等の有形固定資産に関連するAROの対象」と考えられる。  

  

 自社の操業とは関係なく汚染されている土地を買った場合はAROの対象
ではなく、その汚染をどう除去するかの問題。 

会計基準の義務が生じる対象企業 

・株式上場会社 

 （東証、大証、マザーズ、ジャスダックなど） 

・上記会社の子会社・海外の子会社等、連 

 結決算を構成する各関係会社 

〔参考：（財）日本不動産研究所資料「不動産研究」〕 
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リスクコミュニケーション 

事業者と周辺住民の方々が双方向のコミュニケーションを行いなが
ら、健康リスクについて相互に情報を共有して理解し合い、信頼関係
を構築して円滑に土壌汚染対策を進めるために行う対話のプロセス。 

土壌汚染による健康リスクの情報を分かりやすく伝える。 

 ・調査結果の説明 

 ・どの程度の健康リスクか 

 

 ・どのような対策を行うのか 

 ・今後のスケジュール（追加調査、対策実施など） 
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３．土壌汚染対策におけるリスクコミュニケーション 

情報の伝え方が重要 

周辺住民の方々や従業員・関係者への健康影響を防ぐことが
土壌汚染対策の目的 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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土壌汚染対策の一般的な流れとリスクコミュニケーション 

出典：環境省 「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



土壌汚染対策法に基づく場合の事業者・住民・自治体の位置づけ 
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事業者 

自治体 住民 

情報の提供、
説明 など 

問い合せ、
意見など 

調査・対策の指導、 

汚染除去等の命令 
など 

調査結果の報告 

汚染情報の公表 など 

（指定区域の公示等） 

問い合せ、相談 など 

       ：法律において定められている対応の流れ 

       ：より円滑な土壌汚染対策のために必要となる対応の流れ 

環境省「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」より 
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リスクコミュニケーションの対象と伝える内容 
① 情報を提供すべき関係者  
   ・ 周辺住民 

   ・ 町内会長、自治会長 

   ・ 近隣事業者 

   ・ 事業所従業員や株主、など   

② 関係者へ伝えるべき事項（周辺住民が欲しいと思う情報提供が大事） 

   ・ 事業所の概要や歴史    

   ・ 土壌汚染調査を実施した契機や公表までの経緯 

   ・ 土壌汚染の状況（汚染地点，汚染物質の種類と濃度，など） 

   ・ 汚染物質の使用履歴や現在の状況（用途や工程など） 

   ・ 土壌汚染が発生した原因 

   ・ 土壌汚染による健康影響について 

   ・ 汚染拡散の可能性、地下水汚染の可能性 

   ・ 今後の対応計画（短期的・長期的） 

   ・ 汚染対策などリスク管理 

   ・ 対応体制と窓口（問合せ先）、 など 21 

工場見学会，地域の防災活動や
教育活動・清掃などへの参加，従
業員の教育と苦情への迅速対応，
など日常的なコミュニケーション
による信頼関係が極めて重要． 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



リスクコミュニケーションの方法 

説明文書の配布・回覧  
  戸別配布や新聞折り込み、町内会の回覧板・掲示板など 

住民説明会の開催 
  会場を設けて汚染状況や対策に 

  関する情報を説明、質疑応答や 

  意見交換を行う 

戸別訪問による説明 
  周辺住民の方々のお宅を訪ね、 

  その場で汚染状況や対応策を説明、 

  必要ならば質疑応答 

メディアへの発表やインターネットによる公表 
  新聞等のメディアへ土壌汚染の情報を提供して発表 
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・難しい専門用語はできるだけ避 

 け，平易な説明に努める 

・相手を説得するのではなく、学 

 術的に攻撃するわけでもない 

・相手の話に耳を傾け，相互に理 

 解を深めることが重要 
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４．汚染土壌現地処理対策の実施例 

 背景 

 事業の経緯 

 住民とのコミュニケ－ション 

 焼却施設の解体 

 ダイオキシン類汚染物の現地無害化処理（ジオメルト工法） 

 ダイオキシン類汚染土壌の処理 

対策工事例① 

和歌山県橋本市でのダイオキシン類汚染修復 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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位置図 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

施工現場 

和歌山県 

大阪府 

施工現場 

焼却炉煙突 

平成8年頃 

       の現地 



25 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

現地調査結果 

（Ｈ．１２．２報道発表） 

焼却炉 

土壌環境基準  
1,000pg-TEQ/g 

周辺土壌
100,000pg-TEQ/g 

炉内燃えがら
86,000pg-TEQ/g 

マルチサイクロン 
100,000pg-TEQ/g 

循環水槽汚泥
250,000pg-TEQ/g 

煙道内飛灰 
13,000pg-TEQ/g 

炉内壁付着物 
29,000pg-TEQ/g 

3 ng-TEQ/gを超えると高濃度ダイオキシン類汚染 
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県の基本方針策定 

ダイオキシン類問題対策本部の設置 
            

応急対策・・・｢飛散防止シート設置と立ち入り禁止措置｣ 

緊急対策・・・｢汚染原因となった焼却炉の撤去｣ 

恒久対策・・・｢汚染土壌の対策｣ 
報道機関に発表 

応急対策（H12.2.24～2.28） 

飛散防止シート敷設と
立ち入り禁止措置 

飛散防止シート敷設状況 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

県は措置命令を発出したが業者は実行せず 行政代執行の実施 
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技術提案の募集 
 現地説明会にゼネコンなど17社参加（H12.4） 

 応募があったのはゼネコン２社 

応募内容 
 焼却炉解体・汚染除去に伴って発生する 

  ダイオキシン類汚染物を 

      場外で処理する案・・・県外の実証炉で溶融処理 

      場内で処理する案・・・現地で無害化処理（当社） 

焼却炉の解体とそれに伴うダイオキシン類汚染物の処理 

技術選定 

緊急対策 

汚染原因となった
焼却炉の撤去 

業者（日本工業所）に廃棄物処理法に基づく措置命令 

業者は実行せず 

   和歌山県が行政代執行（H12.5～H14.3） 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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技術の選定（県から見たリスクの解決） 

ダイオキシン類問題検討委員会 

汚染物を場外で処理するとなると 

事業の実現性が危ぶまれる 

橋本市のダイオキシン問題は当時既に全国的に報道 

現地無害化処理（ジオメルト工法） 

輸送経路や処理施設の周辺住民からの反対 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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現地処理の選択（『県から見たリスク』の回避） 

地元住民から強い拒否反応 

『住民から見たリスク』
の発生 

他の住民が反対す
ることを我々に押し
付けるのか！？ 

爆発したら誰が
責任をとるのか 

実績のない技術を持
ち込むとは我々をモル
モットにするのか 

これまで廃棄物処理
で苦しめられた。これ
以上我慢できない。 

不安と不満 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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住民とのコミュニケーション 

地元説明会（３回） 

公開討論会（住民主催） 

知事との話し合い 

ジオメルト工法実証実験 

環境保全協定締結 

H12.5 

H13.4 

対策協議会 対策協議会（８回） 

H12.12 

H12.10 

H12.9 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

対策協議会 

実証試験 
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住民の意思決定 
 １年（H12.5～13.4）に及ぶ話し合い 

撤去させる会の総意を確認する必要がある 

三者の役員の間に信頼関係 

次のステップ 

３地区それぞれの手法で意志決定 

撤去させる会の役員会で最終合意 

 環境保全協定の締結 

環境保全協定 （不適正施設等除去業務） （H12.6.28） 

– 基本理念 ・・・・・・地域住民の健全な生活環境を保全 

– 環境保全対策 ・・粉じん，排水，悪臭，公道汚染 

– モニタリング ・・・・周辺環境モニタリングの実施 

– 立入調査 ・・・・・・住民の現場への立入、環境保全状況の調査を明記 

– 事故時の措置 ・・直ちに改善措置、業務の一時停止 

– 公開の原則 ・・・・工事予定，工事内容，環境保全措置内容モニタリング計画，モニタリング結果 

– 対策協議会 ・・・・ 協定を円滑に履行するため月１回定期的に協定会議を開催 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

処理対策（ジオメルト工法）につい
ては別途に環境保全協定締結
（H.13.4.27） 
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広域農道 

かつらぎ 

20m 

当社事務所 

③不法投棄廃棄物の撤去・処分 

8,000m3 

①ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類で汚染さ
れた焼却施設の解体 

緊急対策工事の実施概要 

②ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類汚染物の無害化処理 

約2万m2 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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インターネット等による一般公募      ・・・・・・・153社 

 住民参加（同じ土俵でのプレゼン） 

 公開の原則（マスコミ） 

 情報提供（情報の共有） 

各社プレゼン 

住民の意見の反映 廃棄物対策協議会で決定 

（県、橋本市、産廃を撤去させる会、学識経験者） 

  ２．無害化処理技術の選定 

県、橋本市、住民代表による技術の選定（H14.1）・・・４社 

ジオメルト工法の採用決定 
（H14.2） 

（ダイオキシン類汚染土壌の処理） 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

恒久対策の処理方法 

１．汚染土壌の処理方法の決定 

処理対象と汚染濃度 

 1,000～3,000pg-TEQ/g ・・・封じ込め 

 3,000 pg-TEQ/g以上   ・・・無害化処理 

住民参加 

情報公開の原則 

ダイオキシン類汚染土壌の処理 
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・無害化の確実性 

・処理後物質の安定性 

・重金属処理の可否 

・前処理の必要性 

・周辺環境への影響 

・処理期間 

・住民のストレス 

・事故の可能性 

・作業管理 

・作業の密閉性 

住民 ・処理の程度 

・安全性 

・重金属処理の可否 

・前処理の必要性 

・周辺環境への配慮 

・工事期間 

・処理後残渣の処分方法 

・二次廃棄物の処分 

・設備の有無 

・工事費用 

・土壌処理経験の有無 

・現地処理経験の有無 

事業主 

技術選定要因 

ダイオキシン類汚染土壌の処理 

高濃度ダイオキシン類汚染土壌無害化処理に関する「環境保全協定」 
 基本 ・・・・・・・・・・地域住民の健全な生活環境を保全 

 環境保全対策 ・・ジオメルト運転状況の溶融管理目標設定 

 モニタリング ・・・・周辺環境モニタリングの実施と報告 

 立入調査 ・・・・・・住民の現場への立入調査の明記 

 緊急時の措置 ・・緊急時のマニュアル整備と実地訓練 

 補償 ・・・・・・・・・・被害を与えた場合の補償の明記 

 公開の原則 ・・・・作業日報、モニタリング等の分析結果の公開 

 対策協議会 ・・・・協定を円滑に履行するために開催 

 調査運転 ・・・・・・１バッチ目に運転に伴う各種デ－タを集中的に採取 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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  3,000 pg-TEQ/g 以上 

1,000～3,000 pg-TEQ/g 

汚染土壌分布 

土壌環境基準
1,000pg-TEQ/gを超
える2,602m3につい
て措置 

汚染濃度（pg-TEQ/g） 土量（m3） 

1,000～ 3,000 1,932 1,932 

3,000～ 5,000 160  

670 5,000～10,000 287 

10,000～       223 

合計 2,602 2,602 

ダイオキシン類汚染土壌の処理 
（ジオメルト工法：１００ｔ/バッチ） 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー ダイオキシン類汚染土壌の処理 
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処理手順 

掘 削 方 法 

汚染土壌の掘削（３ng-TEQ/ｇ以上） 

廃棄物混じり土壌 土壌 

比重選別 

場外搬出 

ジオメルト処理 

がれき 

可燃物 

 
フレコンバッグ 

超細霧散布

器 

局所吸引 

枠組足場 シート 

掘削エリア

出入口 

エアーシャワー 

掘削状況（レベル２） 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー ダイオキシン類汚染土壌の処理 



高濃度汚染土壌の無害化処理 

3,000pg-TEQ/g以上の高濃度汚染土壌
(670m3)をジオメルト法100ｔ/バッチ処理施
設により無害化処理 

専用フレコンバック 

ジオメルト100ｔ設備全景 

4袋×3段＝12袋（48m3) 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー ダイオキシン類汚染土壌の処理 
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固化体破砕・撤去 

分割炉体（キャスタブル）
引抜状況 

分割炉体（キャスタブル） 

シリカサンド 

固化体 

固化体破砕状況 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー ダイオキシン類汚染土壌の処理 
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周辺環境モニタリング 

住民用モニタリング
システム 

→現場入口で常時開示 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー ダイオキシン類汚染土壌の処理 
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見学状況 

緊急対策工事 恒久対策工事

国、地方公共団体、組合 265 328

大学、高専等の教育機関、研究所 240 122

各種企業、協会 680 734

住民関係 90 179

その他（報道機関等） 104 14

1,379 1,365

業　　種
見学者数　　　(人)

計
2,744　人

平成１５年１０月２２日現在 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

住民の方々や地元中学生、研究者
や大学生にも見学会を実施 

ダイオキシン類汚染土壌の処理 
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４．汚染土壌現地処理対策の実施例 

 背景（異物混入土処理に関する経緯） 

 事業実施に係る法令等の手続き 

 実施された情報公開の主な方法 

 説明会での概要（設備配置、処理工程） 

対策工事例② 

鶴見川遊水地土壌改良工事 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



対象事業実施区域（鳥瞰図） 
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2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

鶴見川遊水地土壌改良工事 



背景（異物混入土処理に関する経緯） 
【遊水地建設事業】 
 平成11年      遊水地の排水門建設工事にてPCB等を含む異物混入土を確認 
 平成12年1月～10月   鶴見川多目的遊水地土壌処理技術検討委員会 
 平成13年3月～14年5月 一時保管対策工事（異物混入土の集積、密閉保管） 
 平成14年6月        サッカーW杯開催 
 平成15年6月        鶴見川多目的遊水地運用開始     

【無害化処理検討→無害化処理】 
 平成14年4月～18年2月 鶴見川多目的遊水地土壌無害化処理技術評価委員会 
 平成17年 3月～ 6月   無害化処理技術を公募 

 平成17年 9月        10技術ヒアリング→4技術を選定 

 平成18年 6月～ 9月    4技術による実証実験実施 

 平成18年12月       実証実験結果の評価 (実処理適用性を確認)  

 平成19年 3月        「鶴見川多目的遊水地土壌無害化処理に関する協定書」 

                 を関東地方整備局長と横浜市長とで締結 

 平成20年 9月       鶴見川遊水地土壌改良工事 公告 

                            【総合評価落札方式(高度提案型)】 

 平成21年２月        「ジオスチーム法」による無害化処理方式を採択・契約 

 平成24年２月              ジオスチーム法による現地無害化処理開始 

 平成25年６月        現地無害化処理完了 
43 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



異物混入土の一時保管の状況 

約2,500m2 

a a' 

100m 50 0 

44 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



一時保管土の断面図 

Ａ Ａ’ 

13.1m 

2.5m以上 
33.3m 

45 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



事業実施に係る法令等の手続き 

環境影響評価（横浜市条例） 

  方法書，準備書，評価書，審査書，報告書，事後調査報告書 

廃棄物処理施設設置申請（廃棄物処理法） 

  申請手続き及び検査 

建築物の申請及び通知（建築基準法） 

  許可申請書（仮設建築物等），計画通知（建築物） 

特定施設設置届出書（各環境法令） 

  水質・騒音・ダイオキシン類、など 

指定事業所設置許可申請書（横浜市条例） 

土壌汚染対策関係申請（土壌汚染対策法） 

  法第14条申請，土地の形質変更の届出，法第3条申請 

 
46 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



実施された情報公開の主な方法 

（横浜市環境影響評価条例による各段階ごとの周知） 

① 新聞へのチラシ折込 
  全国紙・主要地方紙 約43000部 

② PRボックスの利用 
  周辺の鉄道駅３箇所に設置されている 

  PRボックスを利用 

③ 国土交通省京浜河川事務所及 

  び横浜市道路局ホームページへ 

  の概要資料掲載 

④ 市民情報センター，図書館等 

  での概要資料閲覧 

47 

環境影響評価方法書の対象地域 
・環境影響評価説明会の開催 

・（着工前）工事説明会の開催 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 



説明会での概要（１） 

48  

 

浄化土 
仮置建屋 

前処理 
建屋 

前室 

作業員建屋 

運転管理室 

掘削ヤード 

無害化 
処理建屋 

掘削建屋 前室 作業員 
建屋 

煙突 
(プロセス排ガス) 

煙突 
(LPG 排ガス) 

無害化処理ヤード 

主要な設備（建屋）の配置 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

説明用には、でき
るだけわかりやす
い図を使う 

進捗状況によって
は、可能なら説明
用に写真も加える 



説明会での概要（２） 
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処 理 工 程 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

進捗状況によって
は、可能なら説明
用に写真も加える 

説明用には、でき
るだけわかりやす
い図を使う 



処理物について 

①PCB含有量   ： 0.1mg/kg以下 

②PCB溶出量   : 0.003mg/L以下 

③ダイオキシン類 ：150pg-TEQ/g以下（環境基準（底質）） 

④重金属類       ：産業廃棄物に係る判定基準 を満たすこと 

排出ガスについて 

①排ガス中のPCB     ： 0.01mg/m3N以下 

②排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ： 0.1ng-TEQ/m3N以下 

③排ガス中の水銀     ：0.05mg/m3N以下  を満足すること 
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品質の要点 
（特記仕様書より） 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 

処理物や排出ガス
の管理方針につい
ても説明を行う 
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最後に 

   対策技術選定時の留意点（私見） 

安定：法規に則った対応が図られ、汚染が 

          拡散や進行をしない。 

安全：人の健康に影響を及ぼさないよう、 

    適切な対策や措置が取られている。 

安心：内容を充分に説明し、理解され、（周辺 

          住民や関係者などに）不安を与えない。 
 

事業主，対策業者，住民，学識者，行政など、それぞれの 

 視点や立場によって、求めるレベルや意味が変化する。 

2013日本環境協会土壌汚染対策セミナー 
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お わ り 

保賀康史  （株）鴻池組  土木事業本部 環境エンジニアリング部                

ご清聴ありがとうございました。 

参考文献等 
１．「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン－事業者が行うリスクコミュニ 

  ケーションのために－」（公財）日本環境協会 

   http://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/booklet/05.html 
２．「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第2版）」環境省 

３．「高濃度ダイオキシンに克つ「橋本産廃問題」解決のプロセス」 【編集】和歌山県生活環境部  

     ぎょうせい  2004年12月 
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