
～土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の概要～

法に基づく措置の概要

令和３年度土壌汚染対策オンラインセミナー（環境省・日環協）
ver.20210916

1

（株）大林組 日笠山 徹巳



本日の内容（90分）

2

１．はじめに
1.1 法の施行から現在まで

1.2 法改正の概要

２．改正土壌汚染対策法の変更ポイント
2.1 措置の実施

（１）指定から解除までの手順

（２）実施措置の措置完了条件

（３）深さ限定調査による区域の
措置対象範囲

（４）実施措置の実施まで手順

（５）汚染除去等計画の記載事項

（６）実施措置の技術的基準

（７）措置の完了から指定の解除

2.2 土地の形質の変更の施行方法

（１）基本的な考え方

（２）施行方法の基準

（３）土壌汚染状況調査の追加

（４）臨海部特例区域

2.3 認定調査

（１）認定調査の流れ

（２）認定調査時地歴調査

（３）詳細調査の活用

2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（１）飛び地間移動

（２）区域間移動

（３）運搬容器等

（４）汚染土壌処理施設の種類

（５）自然由来等土壌構造物利用施設

（６）汚染土壌処理施設における
処理可能な特定有害物質

３．おわりに
（１）汚染除去等計画作成の手引き

（２）区域内措置優良化ガイドブック
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平成15年2月15日 土壌汚染対策法施行
・指定区域
・認定浄化施設
・指定調査機関

［制定法］ ＊環境省監修
（土壌汚染対策法に
基づく調査及び措
置の技術的手法の
解説）

平成22年4月1日 土壌汚染対策法の一部を改正する法律
施行
・要措置区域、形質変更時要届出区域
・汚染土壌処理施設（許可制度）
・土壌汚染調査管理技術者

［平成21年
改正法］

環境省公表
「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
イン暫定版」

平成23年7月8日 土壌汚染対策法施行規則の一部を
改正する省令施行
・自然由来特例区域等
・埋立地管理区域内の帯水層に接する
土地の形質の変更の施行方法

環境省公表
「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
イン改訂版」

平成24年8月13日
8月17日

環境省水・大気環境局土壌環境課長
通知
・自然由来汚染盛土
・地歴調査

環境省公表
「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」
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平成29年4月1日 ・クロロエチレンを特定有害物質に追加
・1,4-ジオキサンを特定有害物質にしない（環境基
準のみ設定）

平成30年4月1日 土壌汚染対策法の一部を改正する法律
第１条施行＜第一段階施行＞
・法第４条第１項届出と同時に調査結果を報告可能
・管理票の写しの電磁的記録による保存可能

［平成29年
改正法］
現行法＊

平成31年4月1日 土壌汚染対策法の一部を改正する法律
第２条施行＜第二段階施行＞
・土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
・汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命
令の創設等

・臨海部特例区域の創設
・飛び地間移動、区域間移動
・1,2-ジクロロエチレンにトランス体を含める

環境省公表
「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３版」

＊令和2年4月24日_
追加・修正

令和３年４月１日 ・カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの
基準値を見直し

＊令和3年4月27日_
更新・追加

＊旧法：現行法以前をいう。
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• 有害物質使用特定施設の使
用の廃止時（操業を続ける場
合猶予）

• 大規模な土地の形質の変更
時等

①要措置区域（汚染の除去等
の措置が必要な区域）
→都道府県知事が措置を指
示

②形質変更時要届出区域（汚
染の除去等の措置が不要な
区域）
→土地の形質の変更を行う
場合は、その都度、届出が
必要

• ①②の区域内の土壌の搬出
の事前届出

• 区域外搬出は汚染土壌処理
施設での処理のみ可能

汚染土壌の搬出規制

汚染あり

調査

区域指定

背景

平成21年改正法（22年施行）の施行状況を
点検した結果、次の課題が明らかとなった。

〔課題１〕
土地の汚染状況の把握が不十分

〔課題３〕
リスクに応じた規制の合理化が必要

工場が操業を続けている等の理由により
土壌汚染状況調査が猶予されている土地
において、土壌汚染状況の把握が不十分
であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の
拡散が懸念。

汚染の除去等の措置が必要な区域におい
て、適切な措置が計画・実施されていなく
ても、是正の機会がなく、リスク管理が不
十分。

臨海部の専ら埋立材等に由来する汚染の
ある工業専用地域は、健康被害のおそれ
が低いが、大規模な土地の形質の変更を
行う場合は、その都度、届出・調査が必要。

基準不適合が自然由来等による土壌で
あっても、区域外に搬出される場合には、
汚染土壌処理施設での処理が義務付けら
れており、工事に支障。

〔課題２〕
汚染の除去等の措置に係るリスク管理が不
十分

１．土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合（軽易
な行為等を除く）には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知
事は調査を行わせるものとする。

２．汚染の除去等の措置内容に関する計画提出の指示
の創設等
都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関
する計画の提出の指示、措置が技術的基準に適合しない
場合の変更命令等を行うこととする。

３．リスクに応じた規制の合理化
①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行
方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受け
た場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後
届出とする。 ⇒臨海部特例区域
②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事
へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による
基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とす
る。 ⇒汚染土壌の区域間移動

４．その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置
者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備
等を行う。

（施行期日）
１～３：平成31年４月１日
４ ：平成30年４月１日

法律の概要

【参考】
土壌汚染調査・対策の流れ
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土壌汚染状況調査
【契機】法３条第１項本文、法３条第８項、法第４条第２項及び３項、

法第５条、法14条の申請制度の活用

○要措置区域（第６条）

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
 土地の所有者等は、都道府県知事の指示
に係る汚染除去等計画を作成し、確認を受
けた汚染除去等計画に従った汚染の除去
等の措置を実施し、報告を行うこと（第７条）

 土地の形質の変更の原則禁止（第９条）

○形質変更時要届出区域
（第11条）

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）
 土地の形質の変更をしようとする者は、
都道府県知事に届出を行うこと（第12条）

土壌の汚染状態が指定基準を
超過した場合



2.改正土壌汚染対策法の変更ポイント

8

2.1 措置の実施
2.2 土地の形質の変更の施行方法
2.3 認定調査
2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理
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スライドNo.11へ

土壌汚染状況調査結果（土壌溶出量基準不適合）の報告

個別にツール＊１により算定 一般値を参考にして設定

飲用井戸等あり 飲用井戸等なし
＜地下水汚染の到達距離における

飲用井戸等の有無＞

要措置区域 形質変更時要届出区域＜区域の指定＞

地下水基準不適合 地下水基準適合＜地下水汚染の有無＞

原位置封じ込め又は
遮水工封じ込め等

地下水汚染が生じていない
土地の地下水の水質の測定

＜指示措置＞

＜実施措置の選択＞

土地の所有者等が実施

都道府県知事が実施

土地の所有者等が実施

地下水汚染が生じていない
土地の地下水の水質の測定

右記以外

一般値を超えた場合

スライドNo.10へ

＜地下水汚染の到達し得る
距離の設定＞

＊１ 到達距離計算ツール
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＜評価地点＊の設定＞

右記以外

＜実施措置の選択＞

＊３ 土壌溶出量が目標土壌溶出量を
超えず、地下水濃度が目標地下
水濃度を超えない場合に限る

＜目標土壌溶出量及び
目標地下水濃度の設定＞

汚染除去等計画の作成及び提出

土地の所有者等が実施
地下水汚染が生じていない
土地の地下水の水質の測定右記以外

・基準不適合土壌のある範囲を把握する調査
・目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を計算により
設定するための調査
・その他汚染除去等計画作成のための調査

地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定

＜詳細調査の実施＞

＜汚染除去等計画の作成及び提出＞

土壌汚染地 土壌汚染地の下流側

＊３

目標土壌溶出量及び目標地下水濃度として
土壌溶出量基準及び地下水基準を設定

ツール＊２により
目標土壌溶出量及び目標地下水濃度の設定

・基準不適合土壌のある範囲を把握する
調査
・その他汚染除去等計画作成のための
調査

＊２ 措置完了条件計算ツール

汚染除去等計画の確認（承認・受理、変更命令）都道府県知事が実施

（土壌溶出量基準及び地下水基準でない値を設定）

スライドNo.11へ

＊工事実施後に地下水基準に
適合することを評価する地点

スライドNo.9より
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＜一定期間の地下水モニタリング結果＞

＜土壌溶出量基準不適合土壌の有無＞

＜実施措置の実施＞
Ａ．地下水汚染
の拡大の防止

Ｂ．地下水の水質
の測定

Ｄ．Ａ～Ｃ以外の
措置

Ｃ．土壌汚染の
除去

なし

＜区域の指定、解除＞

目標地下水濃度以下＊６ 地下水基準適合

実施措置の効果の維持
（要措置区域のまま）

要措置区域の解除
（形質変更時要届出区域
にも指定されない）

実施措置の効果の維持
（形質変更時要届出区域）

土地の所有者等が実施

都道府県知事が実施

土地の所有者等が実施

土地の管理
（形質変更時要届出区域）

地下水基準適合

実施措置完了報告の確認（承認・受理）

＊５ ＊５

＊５ 地下水の水質の測定において措置の完了を
報告しない場合

＊６ 地下水基準ではない目標地下水濃度の場合

＊４ 揚水施設による地下水汚染の拡大の
防止及び地下水の水質の測定は該当せず

（ 同左 ）

（ 同左 ）

（ 同左 ）

土地の所有者等が実施

都道府県知事が実施 （ 同左 ）

工事完了報告の提出＊４

要措置区域が解除され、
形質変更時要届出区域の指定

実施措置完了報告の提出

あり

工事完了報告の確認（承認・受理） ＊４

スライドNo.9からスライドNo.10より
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 旧法における考え方 ：評価地点を土壌汚染地の周縁に設定 ＊現行法でも適用可能

基準不適合土壌

＜区域の指定時＞
地下水汚染が到達し得る距離

観測井（要措置区域の周縁等） 区域指定の事由となった飲用井戸等

評価地点１）

地下水流向

＜土壌汚染地＞

＜措置の完了後＞
地下水汚染の到達距離

目標土壌溶出量
⇒土壌溶出量基準

目標地下水濃度
⇒地下水基準

１）工事の実施後に地下水基準に
適合することを評価する地点

１）工事の実施後に地下水基準に
適合することを評価する地点

基準不適合土壌

＜区域の指定時＞
地下水汚染が到達し得る距離

＜措置の完了後＞
地下水汚染の到達距離

観測井（要措置区域の周縁等） 区域指定の事由となった飲用井戸等評価地点１）

地下水流向

＜土壌汚染地＞

 現行法の考え方 ：評価地点を土壌汚染地より地下水流向下流側に設定

評価地点で地下水基準に適合
するために必要な条件（措置完

了条件）を算定２）

目標土壌溶出量
目標地下水濃度

２）措置完了条件計算ツール：http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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 土壌汚染状況調査において試料採取等を行う深さを限定できる規定により試
料採取等を行わなかった深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を
講ずるときは、土壌汚染状況調査に準じた方法により当該土壌の汚染状態を
明らかにして、その図面を汚染除去等計画に添付しなければならない。

追加調査が必要な範囲
（物質Aの汚染に伴うもの）

土壌汚染状況調査
実施済範囲

地表-10m

物質Ａを対象とした
措置対象深さ範囲

物質Ａ

物質Bを対象とした
措置対象深さ範囲

物質Bの汚染のおそれ
（深さの限定により未調査）

追加調査が必要な範囲
（物質Bの汚染が判明し、

措置を行う場合）

汚染のおそれが生じた場所
の位置のうち、土壌汚染状
況調査対象範囲内の地点
（基準不適合）

汚染のおそれが生じた場所
の位置のうち、土壌汚染状
況調査対象範囲外の地点

追加調査が必要な範囲

土壌汚染状況調査実施済
範囲

試料採取等を行う深さを限定
できる規定によるもの

＊土壌汚染状況調査では、全ての汚染のおそれが生じた場所の位置を把握する。
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要措置区域の指定

措置対象深さ（物質Ａ）範囲内に別の汚染のお
それ（物質Ｂ）が生じた場所の位置があるか

あり

区域指定対象物質（物質Ａ）の汚染範囲等の把握（詳細調査）＊１

措置対象深さ（物質Ａ）の設定

（物質Ａを対象に）
実施措置の実施

（物質Ａに関する）
要措置区域の解除＊２

摂取経路の有無

新たに確認された汚染（物質Ｂ）を区域指定対象物質に追加
＜指定台帳への追加＞

新たに確認された汚染（物質Ｂ）の汚染範囲等の把握（詳細調査）＊１

新たに確認された汚染
（物質Ｂ）について

法第14条の申請を促す

新たに確認された汚染
（物質Ｂ）について
法第14条の申請

確認された物質（物質
Ｂ）について形質変更時
要届出区域の指定

＜指定台帳への追加＞

なし

なし

物質Ｂに関する汚染の有無
なし

あり

土壌汚染状況調査に準じた調査（物質Ｂ）の実施

あり

措置対象深さ（物質Ｂ）の設定

（物質A及び物質B）実施措置の実施 （物質A及び物質B）要措置区域の解除＊２

＊１ 基準不適合土壌の深さの把握が必要な汚

染の除去等の措置を選択した場合

＊２ 土壌汚染の除去以外の汚染の除去等の措

置又は土壌汚染の除去の措置であって土壌

溶出量基準ではない目標土壌溶出量を設定

した場合、要措置区域の解除後、改めて形

質変更時要届出区域の指定

物質Ｂの汚染状態を汚染除去等計画に記載

 スライド13における実施措置の
実施の流れ



2.1 措置の実施

（４） 実施措置の実施まで手順
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要措置区域の指定

汚染除去等計画の提出の指示 汚染除去等計画の作成

汚染除去等計画の提出

技術的基準に
適合しているか

汚染除去等計画
の変更命令＊１

汚染除去等計画の変更

変更を命ずることがで
きる期間を短縮するか

短縮後の期間の通知＊１ 実施措置の実施＊２

汚染除去等計画
に変更＊３があるか

実施措置の継続

いる

いない

する

しない

ある

ない

＜都道府県知事等＞ ＜土地の所有者等＞

＊１ 汚染除去等計画（変更があったときは、その変更後のもの）の
提出日から30日以内に限る。

＊２ 短縮後の期間の通知がない場合、汚染除去等計画（変更が
あったときは、その変更後のもの）の提出日から30日を超えて
いること。

＊３ 規則第36条の４に定める軽微な変更を除く。



2.1 措置の実施

（５） 汚染除去等計画の記載事項：様式第９
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 記載事項

 土地の所有者等が講じようとする措置（実施措置）の種類

 実施措置の着手予定時期及び完了予定時期

 並びに規則第36条の２に掲げる事項

 添付図面

 土壌汚染状況調査による土壌の汚染状態

 汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法

① 詳細調査による土壌等の汚染状態
② 要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした平面図、

立面図＊及び断面図 ＊必要に応じて
③ 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより１mを超える深さの

位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、試料採取
等の対象としなかった土壌について汚染の除去等の措置を講ずるとき
は、土壌汚染状況調査による当該土壌等の汚染状態



2.1 措置の実施 （６） 実施措置の技術的基準

1）埋め戻し土壌の管理 1/2
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設定する
目標土壌溶出量

土壌溶出量 土壌含有量

指定対象物質 指定対象物以外 全特定有害物質

土壌溶出量基準 土壌溶出量基準 土壌溶出量基準 土壌含有量基準

土壌溶出量基準でない値 目標土壌溶出量 土壌溶出量基準 土壌含有量基準

 管理基準

 調査頻度

区分 調査頻度 補足

①オンサイト浄化土壌＊
100m3以下ごと
（規則別表第８の５の項の下欄１のニ）

要措置区域内に設置した施設において
掘削した基準不適合土壌から特定有害物質
を除去した土壌

②搬入された土壌
搬入土壌の汚染のおそれの区分に応じ設定
（規則第40条第２項第３号、スライドNo.18）

左記の調査は指定調査機関が実施すること
が望ましい

③飛び地間移動した土壌
（スライドNo.42）

100m3以下ごと
埋め戻した場所の位置及び深さとともに
その確認結果を記録し、工事完了報告書
あるいは実施措置完了報告書に記載

＊オンサイト浄化土壌のうち、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準ともに適合を都道府県知事が
確認した土壌をオンサイト浄化済土壌という。



2.1 措置の実施 （６） 実施措置の技術的基準

1）埋め戻し土壌の管理 2/2
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 品質管理方法（平成31年環境省告示第６号）
＊品質管理対象物質：特定有害物質全26種類
＊試料採取等の頻度：搬入土壌の地歴調査により、汚染のおそれの区分に応じ設定
＊浄化等済土壌、認定土壌、オンサイト浄化済土壌：測定不要とすることができる

試料採取等の頻度 搬入土壌の汚染のおそれの区分に応じた土壌の種類

①
5,000m3以下ごと

・汚染が存在するおそれがない土地に区分される土地の土壌
・自然地盤の土壌であって、既存の測定結果から自然由来による基準不適合のおそれがないとみなすことができ、
周囲に自然由来による基準不適合土壌であることが判明した地点がある場合に、当該地点の地層と地質的な連
続性が地質データ等により認められる地層があることが確認されていない土地の土壌

②
900m3以下ごと

・汚染が存在するおそれが少ない土地に区分される土地の土壌
・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を使用等、埋設等、貯蔵等している工場又は事業場の
敷地として利用している又は利用していた土地以外の土壌であって、おそれの区分を行っていない土地の土壌
・自然地盤の土壌であって、既存の測定結果から自然由来による基準不適合のおそれがないとみなすことができ
ない土壌
・周囲に自然由来による基準不適合土壌であることが判明した地点がある場合に、当該地点の地層と地質的な連
続性が地質データ等により認められる地層がある土地の土壌
・自然由来による基準不適合のおそれが不明な土壌

③
100m3以下ごと

・汚染が存在するおそれが比較的多い土地に区分される土地の土壌
・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を使用等、埋設等、貯蔵等している工場
又は事業場の敷地として利用している又は利用していた土地の土壌であって、おそれの区分を行っていない土地
の土壌
・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を使用等、埋設等、貯蔵等したか不明な
土地の土壌



2.1 措置の実施 （６） 実施措置の技術的基準

2）汚染の除去等の処理に係る適用可能性試験
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オンサイト又は原位置にて浄化処理や不溶化処理を採用する場合、事前に
その適用性を確認し、汚染除去等計画に記載しなければならない。

区分 緒言

対象措置 掘削除去、不溶化、透過性地下水浄化壁、

原位置浄化＊、原位置封じ込め＊、遮水工封じ込め＊ （＊必要に応じて）

確認方法 • 現地採取試料を用いた室内試験結果

• 現地で行ったパイロット試験や試験施工の結果

• 同一事業所において、過去に適用性を確認した結果や汚染除去等工事の実施結果

• 措置対象地と同様な地盤環境を有する土地において、過去に適用性を確認した結果や
汚染除去等工事の実施結果

確認項目 • 汚染の除去等の処理対象となる特定有害物質及び土壌の汚染状態

• 汚染の除去等の原理及び処理フロー

• 汚染の除去等の処理対象となる地質及び地下水に係る情報

• 汚染の除去等の処理の適用性を確認できる試験結果及び処理に要する期間

• 実績の有無



2.1 措置の実施 （７）措置の完了から指定の解除

1) 工事完了報告及び実施措置完了報告

20

汚染除去等計画を提出した者は、実施措置を講じたときは、その旨を都道府
県知事に報告しなければならない。

① 工事完了報告 ：汚染の除去等を行うための工事が適正であったどうか、確認

② 措置完了報告 ：措置工事完了後の地下水モニタリングにより、措置の効果が
確認できたかどうか、確認

実施措置の種類 工事完了報告 実施措置完了報告

地下水の水質の測定＊１ 該当なし 報告

地下水汚染の拡大の防止
揚水施設 該当なし 該当なし

透過性地下水浄化壁 報告 該当なし

封じ込め、土壌汚染の除去＊２、不溶化 報告 報告

舗装、立入禁止、盛土、土壌入換え、土壌汚染の除去＊３ 該当なし 報告

＊１ 措置の完了を報告する場合（スライドNo.22）
＊２ 地下水の摂取等によるリスクに係るもの
＊３ 直接摂取によるリスクに係るもの



2.1 措置の実施 （７）措置の完了から指定の解除

2) 指定の解除後における区域指定の状況
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実施措置の実施・
措置の完了

区域指定の状況実施措置の種類＊

土壌汚染の除去

要措置区域が解除され、
改めて、形質変更時要届出区域
の指定

要措置区域の解除
（形質変更時要届出区域にも
指定されない）

原位置封じ込め
遮水工封じ込め
遮断工封じ込め
不溶化

目標土壌溶出量として
土壌溶出量基準でない

値を設定

目標土壌溶出量として
土壌溶出量基準を設定

目標土壌溶出量として
土壌溶出量基準を設定

＜土壌汚染が完全除去される場合＞

＜土壌汚染が残存する場合＞

＊地下水の水質の測定、地下水汚染の拡大の防止を除く

 地下水の摂取等によるリスクに対する措置を講じた場合



2.1 措置の実施 （７）措置の完了から指定の解除

3)地下水の水質の測定の措置の完了の報告 1/2

22

 報告することができる要件 地下水の水質の測定

①降雤による移動
性が高い物質か

②降雤の浸透が
ある状態か

③完了条件に必要な、
測定の頻度、回数及び期
間を満たしているか

④直近２年間の濃度傾向は
今後地下水基準を超える

おそれはないか

措置の完了を報告することができる

いいえ
ある

いる

ない

はい

ない

いない

ある

①降雤による移動性が高い物質
⇒六価クロム、砒素、ふっ素、ほう素、シアン、
水銀、セレン、チウラム、 チオベンカルブ、
シマジン、有機りん

②降雤の浸透がある状態（スライドN.23）
⇒当該単位区画が被覆されていない状態

③完了条件に必要な、測定の頻度、回数
及び期間
⇒５年以上継続しており、直近２年間で
年４回以上測定

④地下水基準を超えるおそれがある場合
⇒直近２年間のデータから季節変動等の確認を
行った上で、過去５年分のデータから、地下
水濃度が上昇している場合、高止まりして
いる場合

カドミウム、
鉛、ＰＣＢ

＊措置の継続

第二種・第三種
特定有害物質か

はい

いいえ
第一種



2.1 措置の実施 （７）措置の完了から指定の解除

3)地下水の水質の測定の措置の完了の報告 2/2
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第一種特定有害物質以外は、降雤の浸透がある状態つまりアスファルト舗装
等により被覆されていない状態であることが報告できる要件の一つ。

被覆されていた場合、被覆面と地下水の間に特定有害物質が存在しているお
それがあり、将来、土地の形質の変更により被覆面が撤去され、降雤浸透水
が特定有害物質の溶出を促進し、地下水汚染を生じさせるおそれがあること
から、措置の完了を報告することはできない。

 第一種特定有害物質 ⇒降雤浸透がなくても移動性が高い
 六価クロム、砒素、ふっ素、ほう素、シアン、水銀、セレン、
チウラム、チオベンカルブ、シマジン、有機りん ⇒降雤の浸透による移動性が高い

 鉛、カドミウム、ＰＣＢ ⇒降雤の浸透による移動性が低い

アスファルト舗装

特定有害物質

被覆面の撤去

地下水 地下水

特定有害物質

降雤



2.1 措置の実施 （７）措置の完了から指定の解除

4) 形質変更時要届出区域の指定の解除

24

 形質変更時要届出区域において土壌汚染の除去の措置を行い、
区域の解除をする場合

① 事前に汚染除去等計画に準じた計画を作成し、法第12条の届出時に
都道府県知事の確認を受ける

② 工事完了時と措置完了時のそれぞれの時点で、措置を講じた旨を
都道府県知事に報告することが望ましい。



2.2 土地の形質の変更の施行方法

（１）基本的な考え方

25

要措置区域 形質変更時要届出区域

◎健康被害が生じるおそれがある土地 ◎健康被害が生じるおそれがない土地

○土壌汚染により健康被害が生じ、又は生ずる
おそれがある土地であり、速やかに汚染の
除去等の措置を講じ、人の健康被害を防止
する必要があることから、土地の形質の変更
は原則として禁止（法第９条）

○土地の形質の変更により、基準不適合
土壌の飛散等、地下浸透及び地下水汚染
の拡大が生じ、新たな環境リスクが発生す
るおそれがある土地事前の届出義務あり
（法第12条）

○次の行為は、この限りではない。
実施措置、通常の管理行為等、応急措置、飛
び地間移動した汚染土壌を使用した土地の
形質の変更

○次の行為は、この限りではない。
臨海部特例区域＊、通常の管理行為等、
既に着手していた行為＊、応急措置＊

＊事後届出を要する

○事故、災害その他の緊急事態が発生した
場合における対応方法を汚染除去等計画
に記載

○非常災害のために必要な応急措置として
土地の形質の変更をした場合、14日以内
にその旨の届出（事後届出）



2.2 土地の形質の変更の施行方法 （２）施行方法の基準

1)区域の種類と施行方法の概要

26

区域の種類 概２要

土地の形質の変更の施行方法の概要

浅い帯水層へ汚染を
拡散させない

下位帯水層へ汚染を
拡散させない

要措置区域 土壌汚染により健康被害が生じ、又は生ずるお
それがある土地

・形質変更範囲の遮水：準不透水層
まで遮水壁を打設
・地下水位を管理しつつ、水質を監視
する方法 ⇒スライドNo.27

・形質変更範囲を遮水したうえ
で、汚染土壌及び地下水の除
去し、土地の変更後、準不透
水層の遮水の効力の回復す
る方法

一般
管理区域

土地の形質の変更に伴い、新たな環境リスクが
発生するおそれがある土地

埋立地
管理区域

公有水面埋立法により埋め立てられた工業専
用地域等の土地等であり、
将来にわたり地下水の利用がない土地

・形質変更範囲の遮水：準不透水層
まで遮水壁を打設
・地下水位を管理する方法
・地下水質を監視する方法

埋立地
特例区域

汚染状態が人為等に由来するおそれがない土
地であり、水面埋立て土砂により、
元々所与の汚染が生じている土地 ＊汚染土壌が帯水層に接する制約を

受けない

・杭周囲の地盤を乱さない施行
方法（中堀工法）
・予め地盤を緩めてから杭を打
設する施行方法（先行削孔併
用打撃杭）自然由来

特例区域

汚染状態が専ら自然に由来すると認められ、
元々所与の汚染が生じている土地

臨海部
特例区域

（スライドN.o30）

汚染が自然由来又は埋立土砂由来であり、か
つ人の健康被害が生じるおそれがない土地で
あって、土地の形質の変更の施行及び管理方
針について都道府県知事の確認を受けた土地

・汚染原因及び人為由来の汚染のおそれに応じた方法

＊臨海部特例区域の土地の形質変更工事ごとの事前の届出は
必要はなく、年一回の事後届出でよい。

【留意事項】区域の定義及び土地の形質の変更の施行方法の詳細は、ガイドラインを参照のこと



2.2 土地の形質の変更の施行方法 （２）施行方法の基準

2)地下水位を管理し、地下水質を監視する方法 1/2

27

（ａ）釜場排水による揚水

水処理施設へ

ポンプ

地下水流向

観測井（水位、水質）

掘削面より上位に
水面がないことを
目視で確認

水処理施設へ

（ｂ）井戸方式による揚水（揚水井戸）

地下水流向揚水井戸

掘削面より上位に水
面がないことを
目視で確認

観測井（水位、水質）

（ｃ）山留め壁を併用した揚水（釜場排水）

地下水流向

山留め壁は難透水性の地層等に達していない、
あるいは遮水機能を有していない。

山留め壁

ポンプ

水処理施設へ
観測井（水位、水質）

掘削面より上位に水
面がないことを
目視で確認

（ｄ）山留め壁を併用した揚水（揚水井戸）

水処理施設へ

地下水流向

揚水井戸

掘削面より上位に
水面がないことを
目視で確認

観測井（水位、水質）

山留め壁は難透水性の地層等に達していない、
あるいは遮水機能を有していない。

 第一種特定有害物質の第二溶出量基準に適合しない土壌以外の土地に適用可能

山留め壁

＊現行法において示された施行方法（平成31年環境省告示第５号第２項）
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2.2 土地の形質の変更の施行方法 （２）施行方法の基準

2)地下水位を管理し、地下水質を監視する方法 2/2
 第一種特定有害物質の第二溶出量基準に適合しない土壌以外の土地に適用可能

測定位置 • 地下水の汚染が拡大するおそれがあると認められる土地の形質変
更範囲の周縁

測
定
項
目

地下水質 • 区域指定対象物質
• 遮水機能を有しない土留め壁も含め、遮水壁を併用しない場合、隣
接区域に指定対象物質も対象とすることが望ましい

地下水位 • 土壌の掘削を伴う場合、掘削時、掘削面より上位に水面がないこと
を目視等で確認及び記録

測定頻度 • 水質及び水位の測定頻度は、土地の形質の変更の期間中、少なくと
も１か月ごと（形質変更期間が１か月未満の場合、少なくとも１回）

測定期間 • 土地の形質の変更が終了するまで
• 水位の変動（工事完了に伴う水位の上昇等）による特定有害物質の
移動が考えられるため、土地の形質変更に起因する地下水位の変
動がなくなるまでの間は水質の測定を続けることが望ましい

＊現行法において示された施行方法（平成31年環境省告示第５号第２項）
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2.2 土地の形質の変更の施行方法

（３） 土壌汚染状況調査の追加

土壌汚染状況調査で試料採
取等の深さを限定をした場合、
最大形質変更深さから１m以
内の範囲の汚染のおそれの
生じた場所の位置において土
壌汚染の有無により、区域の
指定を受けることになる。

区域の指定後、別の機会に
改めて土地の形質の変更を
行う場合であって、最大形質
変更深さから１mまでの範囲
に土壌汚染の有無を把握して
いない汚染のおそれが生じた
場所の位置が存在するときは、
その汚染状態について調査
を行わなければならない。

物質Ａ
物質Ｂの汚染のおそれ

土壌汚染状況
調査実施範囲

追加調査が
必要な範囲

区域指定後の土地の
形質の変更予定の
範囲より１m深い深さ

GL -10 m

GL - 0 m

汚染のおそれが生じた場所の位置のうち、土壌汚染状況調査対象
範囲の地点（基準不適合）

汚染のおそれが生じた場所の位置のうち、土壌汚染状況調査対象
範囲外の地点（汚染の有無が不明）

土壌汚染状況調査の実施済範囲

追加調査が必要な範囲

土地の形質の変更予定の範囲よ
り１m深い深さの範囲で土壌汚染
の有無を把握していない汚染の
おそれについては、追加調査が
必要である。
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2.2 土地の形質の変更の施行方法 （４） 臨海部特例区域

1）土地の形質の変更の届出

 臨海部特例区域とは、次の条件を満たす形質変更時要届出区域

① 汚染が専ら自然由来又は水面埋立て土砂由来であり、かつ、人の健康被害が
生ずるおそれがない土地

②土地の形質の変更における施行管理方針について都道府県知事の確認を受けた
土地

 臨海部特例区域では、施行管理方針に基づく土地の形質の変更を行う場合、事
前届出は要さず、１年ごとにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 なお、汚染土壌を区域外へ搬出する届出（法第16条第１項）は、事後届出ではな
く、汚染土壌の搬出に着手する14日前までに提出する必要がある。

《臨海部特例区域の制度背景》

都市計画法で規定される工業専用地域では、工場が立地していることから土壌
汚染の可能性はあるものの、臨海部にあっては一般の居住者による地下水の飲
用及び土壌の直接摂取による健康リスクが低いと考えられ、産業活性化及び土地
の有効利用のためにも、人の健康へのリスクに応じた規制とする観点から、土地
の形質の変更に関する事項を事後届出（１年ごと）とする特例制度を設けた。
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2.2 土地の形質の変更の施行方法 （４） 臨海部特例区域

2）制度の流れ 1/2

＊汚染が専ら水面埋立て土砂に由来するもの

臨海部特例区域の土地の要件（スラ
イドNo.33）を満たすことの確認

施行管理方針（スライドNo.34）の
確認申請

施行管理方針（同左）の
確認申請

法第14条に基づく指定の
申請

都
道
府
県
知
事

土
地
の
所
有
者
等

施行管理方針（スライドNo.34）
の確認

施行管理方針（同左）
の確認

形質変更時要届出区域
として指定

臨海部特例区域の土地の要件（同左）を
満たすことの確認 及び

土壌汚染状況調査に準ずる調査

臨海部特例区域として台帳に記載

区域指定されている土地
（自然由来特例区域、埋立地特例区域、
埋立地管理区域、一般管理区域＊）

区域指定されていない土地

スライドNo.32へ
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2.2 土地の形質の変更の施行方法 （４） 臨海部特例区域

2）制度の流れ 2/2

臨海部特例区域として管理

土
地
の
所
有
者
等

台帳の記載内容を修正

都
道
府
県
知
事

取消し
・確認を受けた施行管
理方針（スライド
No.34）に反する行為
が行われ、かつ、左記
事前届出が行われて
いない場合
・確認の前提となる臨
海部特例区域の土地
の要件（スライド33）
を欠く場合

都道府県知事
事後速やかに届出
•汚染状態が人為等に
由来することが確認
された場合等

•施行管理方針の変更
（施行方法の変更を
伴わないもの）

１年ごとに事後届出
•土地の形質の変更に
関する事項

事前届出
•施行管理方針の変更
（施行方法の変更を
伴うもの）

•施行管理方針の廃止

スライドNo.31から
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2.2 土地の形質の変更の施行方法 （４） 臨海部特例区域

3）臨海部特例区域の土地の要件

①汚染のおそれの由来に係る要件

 専ら自然由来又は水面埋立て土砂由来であること

②人の健康被害が生じるおそれがない土地の要件

 工業専用地域等

 海域までの間の地下水流向の
下流側に工業専用地域等以外の
地域がないこと

地下水流向

海域

：工業専用地域等

：工業専用地域等以外の用途地域

：臨海部特例区域に指定できる範囲

：臨海部特例区域に指定できない範囲

地下水の下流側に工業専用地域等
以外の用途地域が存在しているた
め、臨海部特例区域に指定できない

工業専用地域のうち、住宅等を
建設できない区域

工業港区のうち、住宅等を建設
してはならない区域
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2.2 土地の形質の変更の施行方法 （４） 臨海部特例区域

4) 土地の形質の変更の施行管理方針

汚染由来及び人為等由来の汚染のおそれに応じて区分されていること

施行方法

自然由来又は水面埋立て土砂由来の汚染 人為等由来の汚染のおそれ 形質の変更の施行方法

汚染状態が自然に由来する土地
ない 自然由来特例区域の施行方法

少ない 一般管理区域の施行方法

埋立地であり、
汚染状態が
水面埋立て
土砂に
由来する土地

公有水面埋立法による土地
・昭和52年3月15日以降に埋立てが開始された土地
・大正11年4月10日から昭和52年3月14日までに埋
立てが開始された土地（第一種特定有害物質、第
三種特定有害物質及びシアン化合物が土壌溶出
量基準及び土壌含有量基準に適合している土地
（廃棄物が埋め立てられている場所を除く。）に限
る。）であって、第二溶出量基準に適合する土地

ない 埋立地特例区域の施行方法

少ない 埋立地管理区域の施行方法

公有水面埋立法による土地
・大正11年4月10日以降に埋立てが開始された土地
（上記の土地を除く。）

ない若しくは 少ない 埋立地管理区域の施行方法

公有水面埋立法に基づかない土地
・大正11年4月9日以前に埋立てが開始された土地

ない若しくは 少ない 一般管理区域の施行方法



2.3 認定調査

（１）認定調査の流れ
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要措置区域等において当該要措置区域等外への汚染土壌の搬出を行う

当該土壌を
法の対象から
外したい 認定調査（掘削前調査・掘削後調査）

認定調査時地歴調査

掘削対象地における汚染のおそれの把握

試料採取等の対象とする特定有害物質の特定

土壌溶出量基準及び
土壌含有量基準に適合

搬出しようとする土壌に係る基準に
適合する旨の認定の申請

都道府県知事による基準に適合する旨の認定都道府県知事へ汚染土壌の搬出の届出

法の規制を受けることなく、
当該要措置区域等外への搬出が可能

※指定対象物質以外が土壌溶出量基準又は土壌
含有量基準に適合しない汚染状態にあることが
明らかとなった場合、都道府県知事は、土地の所
有者等に対し、「指定の申請」を活用するよう促す。

汚染土壌として搬出・処理

いいえ はい

いいえ

はい

試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等



2.3 認定調査 （２）認定調査時地歴調査

1) 掘削対象地の土壌汚染のおそれを推定するための情報

36

① 区域指定前の情報
• 土壌汚染状況調査における地歴調査で把握する内容
 土壌汚染状況調査時の地歴調査結果は使用可能
 試料採取等の深さを限定した調査により区域指定を受けた場合にあっては、
試料採取等の対象としなかった範囲の汚染のおそれの有無

② 区域指定後の情報
• 土地利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況
• 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等の状況
• 要措置区域等外からの土壌の搬入履歴＊

• 土地の形質の変更の履歴＊

• 要措置区域等内の土壌の移動履歴＊

＊台帳に記載した土壌汚染状況調査等の結果に基づく

③ 自然由来の汚染のおそれに係る情報
：第二種特定有害物質（シアン化合物を除く。）

• 自然由来汚染調査と同等の方法で試料採取等を行い、自然由来の汚染の
おそれの有無の判断をすることが望ましい。
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2.3 認定調査 （２）認定調査時地歴調査

2) 試料採取等対象物質の特定

区域指定対象物質
区域指定対象物質以外は、下表にとおり

汚染のおそれがあると認められる場合 試料採取等対象物質

① 土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった特
定有害物質＊について、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合していないおそれがあると認められる場合

当該特定有害物質

② 要措置区域等の指定後に新たに土壌の汚染のおそれが生じた
と認められる場合（③に掲げる場合を除く。）

新たに汚染のおそれが生じた
特定有害物質

③ 要措置区域等の指定
後の土壌の搬入により
汚染のおそれが生じた
と認められる場合又は
汚染のおそれがないと
は言えない場合

区域指定から１年ごとに搬入土壌の調
査結果や使用場所等（規則第59条の２
第２項第３号イに掲げる事項）を都道
府県知事に届け出た場合**

搬入土壌の調査で基準不適合が
確認された特定有害物質

上記届出を行っていない場合 全ての特定有害物質
（ＰＣＢを除く第三種特定有害物質
は、認定調査時地歴調査結果によ
り対象外とすることが可能。）

＊自然由来汚染調査と同等の方法による試料採取を行わなかった特定有害物質は、自然由来の汚染のおそれ
がないとは言えない物質として、試料採取等対象物質に追加することが望ましい。

**要措置区域等への土壌の搬入記録の届出
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2.3 認定調査 （２）認定調査時地歴調査

3) 試料採取頻度

試料採取頻度
区域指定時、

土壌の部分の汚染の
有無に係る情報

区域指定後、
新たな汚染のおそれに係る情報

ア）
試料採取不要

土壌汚染状況調査又は
詳細調査等の結果、土壌
溶出量基準及び土壌含
有量基準に適合している
土壌が適切に管理されて
いる情報

区域指定後、搬入された汚染のないことを確
認した土壌（浄化等済土壌、認定土壌、品質管
理により土壌溶出量基準及び土壌含有量基準
に適合していることを確認した土壌）や汚染除
去等計画に基づくオンサイト浄化済土壌が適
切に管理されている情報

イ）
900m3以下ごと

―――
区域指定後、土壌の搬入の有無が不明又は
汚染状態の不明な土壌が搬入された情報

ウ）
100m3以下ごと

上記ア）、イ)以外の土地の部分（基準不適合土壌が存在する部分を除
く。）

＊１ 認定調査時の調査対象物質の限定を希望する場合､実施する搬入土壌の記録（スライドNo.37の届
出）に基づき判断する。

＊２ ３m以深の部分は、法第９条、法第12条に基づく土地の形質の変更の施行方法の確認・届出により
区域内移動の有無が把握される場合がある。全ての物質について汚染のおそれがない場合は、
当該部分に係る区域内移動による汚染がない旨の記録により確認される場合がある。

搬出しようとする土地の部分ごと及び物質ごとに判断
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2.3 認定調査 （２）認定調査時地歴調査

4) 土壌の移動の記録の取扱の例 1/2

深さ方向の試料採取等対象物質の考え方の事例

砒素、鉛 ふっ素
0 m

1 m

2 m

3 m

10 m 単位区画A 単位区画B

確認事項 ケースⅠ ケースⅡ

要措置区域等外からの土壌の搬入
記録の届出*1により、当該土壌が基
準適合と確認できるか。

できない できる

３m以深において、土地の形質の変
更の届出*2により、土壌の区域内移
動がないことが確認できるか。

できない できない

通常の管理行為、軽易な行為その他
の行為に係る記録の届出*3により、
土壌の区域内移動がないことが確認
できるか。

できない できない

*1 規則第59条の２第２項第３号イの届出
*2 法第９条及び法第12条による土地の形質の変更の届出
*3 規則第59条の２第２項第３号イの届出と同等の手続による届出

0 m

1 m

2 m

3 m
深

さ

4 m

5 m

6 m

(１) ケースⅠ

10 m
単位区画A 単位区画B

試料採取等
対象物質

掘削範囲

基準不適合土壌を含むことに
より認定調査の対象とならない

＊4 ＰＣＢを除く第三種特定有害物質は、認定
調査時地歴調査により汚染のおそれがない
と認められる場合、試料採取等の対象から
除く。

0 m

1 m

2 m

3 m
深

さ

4 m

5 m

6 m

10 m
単位区画A 単位区画B

試料採取等
対象物質

掘削範囲

（２） ケースⅡ

全ての
特定有害物質＊4 砒素、鉛、ふっ素4 m

5 m

6 m

基準不適合土壌を含むことに
より認定調査の対象とならない
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2.3 認定調査 （２）認定調査時地歴調査

4) 土壌の移動の記録の取扱の例 2/2

深さ方向の試料採取等対象物質の考え方の事例

砒素、鉛 ふっ素
0 m

1 m

2 m

3 m

10 m
単位区画A 単位区画B

4 m

5 m

6 m

確認事項 ケースⅢ ケースⅣ

要措置区域等外からの土壌の搬入
記録の届出*1により、当該土壌が基
準適合と確認できるか。

できる できる

３m以深において、土地の形質の変
更の届出*2により、土壌の区域内移
動がないことが確認できるか。

できる できる

通常の管理行為、軽易な行為その他
の行為に係る記録の届出*3により、
土壌の区域内移動がないことが確認
できるか。

できない できる

*1 規則第59条の２第２項第３号イの届出
*2 法第９条及び法第12条による土地の形質の変更の届出
*3 規則第59条の２第２項第３号イの届出と同等の手続による届出

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

0 m

1 m

2 m

3 m
深

さ

4 m

5 m

6 m

（４） ケースⅣ

10 m
単位区画A 単位区画B

試料採取等
対象物質

掘削範囲

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

0 m

1 m

2 m

3 m
深

さ

4 m

5 m

6 m

（３） ケースⅢ

10 m
単位区画A単位区画B

砒素、鉛、ふっ素

試料採取等
対象物質

掘削範囲

＊5 *1～*3の届出により、当該範囲の土壌の全てが基
準適合土壌に置き換えられ、その後土壌の移動が
ないこと等の新たな汚染が生じたおそれがないこと
が確認できる場合、当該土壌は認定の対象となる。

基準不適合土壌を含むことに
より認定調査の対象とならない

基準不適合土壌を含むことにより
認定調査の対象とならない*5
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2.3 認定調査

（３） 詳細調査の活用

図 認定調査に活用される詳細調査の結果例

地表 G.L.

1 m

2 m

3 m

深 4 m

さ 5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m 10ｍ

第一種特定有害物質 第二種・第三種特定有害物質

詳細調査の

試料採取位置と調査結果
認定調査

詳細調査の

試料採取位置と調査結果
認定調査

活用

活用

【凡　例】

　詳細調査を実施した範囲

　認定を受けようとする範囲

　（掘削範囲）

　未調査範囲

　詳細調査の試料採取位置

　詳細調査で調査済の地点

　　(同上）

　詳細調査の結果、基準適合範囲

　詳細調査の結果、基準不適合範囲

　詳細調査の試料採取位置

　詳細調査で調査済の地点

　　(同上）

第二・三種特定有害物質第一種特定有害物質

未調査

認
定
土
壌

認
定
調
査
の
対
象
外

未
調
査

認定土壌

認
定
調
査
の
対
象
外

 詳細調査結果は、次の場合、利用することができる。

①認定調査と同等以上の試料採取等の頻度で調査が行われた場合

②都道府県知事が当該調査の内容及び結果を確認した場合

＊その他、限定条件あり



2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（１） 飛び地間移動 1/2
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飛び地間移動とは、同一の土壌汚染状況調査の結果により指定された複数の
要措置区域間又は形質変更時要届出区域間において、受入区域における嵩
上げ等の土地の形質の変更に使用するための汚染土壌の移動という。

受け入れた汚染土壌は、受け入れた日から60日以内に使用する必要あり。

搬出区域の汚染土壌の汚染状態が受入区域の汚染状態よりも高い場合、
区域指定台帳の記載事項を変更されることとなる。

７条、９条、12条届出 16条届出
７条、９条、12条届出
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（１） 飛び地間移動 2/2

飛び地間移動は、同一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された「要措
置区域間」又は「形質変更時要届出区域間」に限定

公道を通行しない場合は、①運搬距離が短いこと、②一般公衆との接触が
ないことから、運搬経路に鉄板や舗装を敷くなどの浸透防止対策を行うことで、
タイヤ洗浄等の対策を省略可能

運搬容器は、公道を通行せず、運搬経路に鉄板や舗装を敷くなどの浸透等の浸透
防止対策を行った場合にあっては、上記①及び②の理由により、揮発性特定有害
物質＊による汚染土壌の移動であっても、飛散を防止する対応で十分

＊揮発性特定有害物質：第一種特定有害物質、水銀及びPCB

汚染土壌の飛び地間移動は汚染土壌の搬出に該当することから、要措置区
域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬を他人に委託する場合には、管
理票を交付が必要
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（２） 区域間移動 1/2

区域間移動とは、自然由来等形質変更時要届出区域間で、ある一定の要件
（スライドNo.45）を満たした場合において、受入区域における嵩上げ等の土地
の形質の変更に使用するための汚染土壌の移動をいう。

自然由来等形質変更時要届出区域は、自然由来特例区域及び埋立地特例区
域が相当する（規則第65条の４に示された要件に合致している場合）。

自然由来等形質変更時要届出区域内の汚染土壌を自然由来等土壌という。

12条届出 16条届出 12条届出
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（２） 区域間移動 2/2

 区域間移動が可能となるある一定の要件とは、以下のとおりである。
①自然由来等形質変更時要届出区域内の汚染の状況が同様であること
②自然由来等土壌があった土地の地質と同じであること

＊特定有害物質の種類ごとに、土壌溶出量及び土壌含有量それぞれについて判断する。

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛＋砒素
土壌含有量基準不適合

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛
土壌含有量基準不適合

鉛
土壌含有量基準不適合

鉛＋ふっ素
土壌溶出量基準不適合

区域間移動可能 区域間移動不可能 区域間移動可能 区域間移動不可能

搬出区域の
土壌

受入区域の
土壌

 受け入れた自然由来等土壌は、受け入れた日から60日以内に使用する必要あり

 搬出区域の自然由来等土壌の汚染状態が受入区域の汚染状態よりも高い
場合、区域指定台帳の記載事項が変更されることとなる。

 汚染土壌の区域間移動は汚染土壌の搬出に該当することから、要措置区域
等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬を他人に委託する場合には、
管理票を交付しなければならない（法第20条第１項）。



46

2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（３）運搬容器等

特定有害物質 運搬容器等

第一種＊ フレキシブルコンテナ（内袋有）

第二種
構造等による対応 バラ積み＋浸透防止シート等

容器による対応 フレキシブルコンテナ＋浸透防止シート等

水銀及びその他の化合物＊ フレキシブルコンテナ（内袋有）

第三種
構造等による対応 バラ積み＋浸透防止シート等

容器による対応 フレキシブルコンテナ＋浸透防止シート等

PCB
第二溶出量基準適合

フレキシブルコンテナ（内袋有）
又は
ドラム缶

第二溶出量基準不適合 ドラム缶

＊汚染土壌の飛び地間移動では、緩和措置あり（スライドNo.43）

汚染状態を考慮した適切な運搬容器等の例
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（４） 汚染土壌処理施設の種類

⑤自然由来等土壌利用施設

種類 施設の定義

自然由来等土壌
構造物利用施設

自然由来等土壌（スライドNo.44）を土木構造物の盛土の材料その他の材料として
利用する施設として都道府県知事が認めたもの。
ただし、以下のいずれも満たすものに限る。

・地下水汚染防止措置が講じられた施設
・他の法令により維持管理を適切に行うことが定められているもの

自然由来等土壌
海面埋立施設

水底土砂判定基準に適合した自然由来等土壌を用いて公有水面埋立法の免許
又は承認を受けた汚染土壌の海面埋立施設

汚染土壌処理施設の種類
①浄化等処理施設

②セメント製造施設

③埋立施設

④分別等処理施設

①

④③

②
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（５） 自然由来等土壌構造物利用施設 1/2

呼称 特定有害物質による汚染状態 地下水汚染防止措置

クラス
１-Ａ

① 鉛0.30mg/L未満又はカドミウム0.075mg/L
未満(pH5.0以上)の場合

・汚染土壌を利用した構造物の下部を帯水層
から50cm以上離す。
・クラス１-Ｂ、クラス２の採用も可。

クラス
１-Ｂ

② 上記①を除く特定有害物質による汚染状態
であり、計算ツール*により算出された構造物
の下部から帯水層までの距離（自然由来等土
壌構造物利用施設の盛土等部分底面と当該
施設設置範囲において確認された最も高い
地下水位との距離）を確保できる場合

・計算ツール＊により算出された構造物の下部
から帯水層までの距離を確保する。
・クラス２の採用も可。

クラス
２

③ 上記①、②以外の場合 ・盛土等部分底面が帯水層に接しないこと及び
利用する土壌を不溶化又は遮水構造（遮水工
等）を設けることにより特定有害物質等が
地下へ浸透することを防止する。

＊環境省：自然由来等土壌構造物利用施設における新たな地下水汚染を引き起こさないための措置の
決定に係る個別サイト評価の計算ツール （http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html）

 地下水汚染防止措置

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理

（５） 自然由来等土壌構造物利用施設 2/2

 地下水汚染防止措置の決定フロー

自然由来等土壌
（自然由来等形質変更時要届出区域）

シアン及び水銀を除く
第二種特定有害物質であるか

埋立地特例区域の土壌であるか

汚染状態がクラス１-A（スライド
No.48）を満たしているか

個別サイト評価の実施するか

相当期間、特定有害物質を含む
液体が帯水層に到達するかを評価

クラス１-A（スライドNo.48)

新たな地下水汚染が
生じない分類

遮水工等が不要

クラス１-B（スライドNo.48)

相当期間、特定有害物質を
含む液体が帯水層に
到達しないと評価

遮水工等が不要

クラス２（スライドNo.48)

新たな地下水汚染が
生じる可能性がある

遮水工等が必要

Yes

No 利
用
不
可

Yes

No

No

到達としないと評価

到達すると評価

Yes

自然由来等土壌
（不溶化処理）

舗装（道路等）

覆土

原地盤

●不溶化処理：舗装あり

舗装（道路等）

覆土

原地盤

●粘性土：舗装あり

舗装（道路等）

覆土

原地盤

●一重遮水シート：舗装あり

一重遮水シート

粘性土（ベントナイト等）

自然由来等土壌

自然由来等土壌

図 遮水工等の一例

No

Yes



2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理
（６） 汚染土壌処理施設における処理可能な特定有害物質 1/3
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＊揮散した汚染物質を処理できる施設、排水に移行しやすい汚染物質を処理できる施設、
第二溶出量基準以下であること等、留意が必要。

○：処理可能 ×：処理困難

施設の種類 処理方法
処理可能な特定有害物質

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

浄化等
処理施設

浄化

抽出

洗浄処理 ○＊ ○＊ ○（PCBを除く）

化学脱着 ○ × ×

熱脱着 ○＊ ○＊（水銀のみ） ×

磁力選別 × ○＊（ほう素を除く） ×

分解

熱分解 ○ ○＊ ○＊

化学処理 ○（ベンゼンを除く） × ×

生物処理 ○（ベンゼンのみ） × ×

溶融 ○ ○＊ ○＊

不溶化 × ○＊ ×
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理
（６） 汚染土壌処理施設における処理可能な特定有害物質 2/3

＊揮散した汚染物質を処理できる施設、排水に移行しやすい汚染物質を処理できる施設、
第二溶出量基準以下であること等、留意が必要。

○：処理可能 ×：処理困難

施設の種類 処理方法
処理可能な特定有害物質

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

セメント製造施設 - ○＊ ○（シアン、水銀を除く） ×

埋立処理施設

内陸埋立処理 ○＊ ○＊ ○＊

水面埋立処理 ○＊ ○＊ ○＊

盛土構造物等 ○＊ ○＊ ○＊

分別等処理施設

異物除去 ○＊ ○＊ ○＊

含水率調整 ○＊ ○＊ ○＊
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2.4 汚染土壌の搬出、運搬・処理
（６） 汚染土壌処理施設における処理可能な特定有害物質 3/3

＊＊自然由来等土壌の種類及びその汚染状態に応じた地下水汚染防止措置を講ずること等、
留意が必要。

○：処理可能 ×：処理困難

施設の種類 処理方法
処理可能な特定有害物質

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

自然由来等土壌
利用施設

自然由来等土壌
構造物利用施設

×
○＊＊

（シアン、水銀を除く）
×

自然由来等土壌
海面埋立施設

○
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（１）汚染除去等計画作成の手引き

（２）区域内措置優良化ガイドブック



（１）汚染除去等計画作成の手引き
https://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/dojo_tebiki2021.pdf
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 改正土壌汚染対策法（Ｈ31.4.4施行）では、要措置区域に指定された土地の
所有者等に対し、実施措置に応じた方法等を記載した汚染除去等計画の提
出を義務付け。

 本手引きは、汚染除去等計画を作成するために具体的な作成例を示しつつ、
土地の所有者等や実施措置を行う事業者等の方々により分かりやすく説明
する目的で作成。

 作成例は、実施される事例が多い措置を中心に「地下水の水質の測定」、
「掘削除去」、「原位置浄化」、「舗装」の４つの措置について掲載。

土壌汚染対策法に基づく汚染除去等計画作成の手引き

令和３年８月

環境省水・大気環境局土壌環境課



（１）汚染除去等計画作成の手引き

「舗装」 1/2
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様式第九 （第１面）

（第２面）

（第３面）



（１）汚染除去等計画作成の手引き

「舗装」 2/2
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（２）区域内措置優良化ガイドブック
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/dojogb2020.pdf
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 本ガイドブックは、区域内措置を実施するために必要なポイントについて
土壌汚染対策を実施する方により分かり易く説明する目的で作成

 改正後の土壌汚染対策法の運用に資するため改訂(R02.4.24)

区域内措置優良化ガイドブック （改訂版）

―土壌汚染対策法に基づくオンサイト措置及び原位置措置を適切に実施するために―

区域外処理 区域内措置

オンサイト措置（on-site）＜土壌の掘削を伴う＞

原位置措置（in-situ）＜土壌の掘削を伴わない＞

・土壌汚染の除去

（区域外処理）

・区域外土壌入換え

・遮水工封じ込め、遮断工封じ込め
・不溶化埋戻し
・土壌汚染の除去（オンサイト浄化）
・区域内土壌入換え
・土壌汚染の除去（区域外処理）及び区域外土壌
入換えのうち、区域内で行う工事

・地下水の水質の測定（地下水汚染が生じていない
土地、地下水汚染が生じている土地）
・地下水汚染の拡大の防止（揚水施設、浄化壁）
・原位置封じ込め
・原位置不溶化
・土壌汚染の除去（原位置浄化）
・盛土、舗装、立入禁止

運搬ガイドライン
処理業ガイドライン

調査・措置
ガイドライン
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（２）区域内措置優良化ガイドブックの紹介

主な改訂点

（１）法改正事項の反映
①汚染除去等計画、工事完了報告、実施施措置完了報告

②目標土壌溶出量及び目標地下水濃度

③ 「地下水の水質の測定」の措置における措置の完了を報告することが
できる規定

(2) 最新技術の追加
④ オンサイト措置として「磁力選別」（スライドNo.59）、原位置措置として
「加熱脱着」（スライドN.60)を追加

(3) 措置実施中の大気中濃度の監視例の追加
⑤ 施行通知の記載「揮発性のある特定有害物質による土壌汚染地において
土地の形質の変更を伴う措置を 実施する場合にあっては、当該物質の
揮散による大気汚染のおそれがあることから、土壌汚染地における当該物
質の大気中濃度を監視することが望ましい。」を受けて
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（２）区域内措置優良化ガイドブックの紹介

①オンサイト浄化：磁力選別
≪地下水の摂取等によるリスクに係る措置≫ 

オンサイト 浄化： 磁力選別（ 土壌汚染の除去）  

適用対象物質と措置の完了後の区域 ※○全ての物質に適用、△一部の物質に適用、×適用できない、－対象外 

措置技術の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(一社)土壌環境センター報告書の図面を加工して利用 

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  措置の完了後 

× △（ ほう 素を除く ）  × 
 形質変更時要届出区域

又は区域指定の解除 

湿式法 
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（２） 区域内措置優良化ガイドブックの紹介

②原位置浄化：加熱脱着
≪地下水の摂取等によるリスクに係る措置≫ 

原位置浄化（ 原位置抽出） ： 加熱脱着（ 土壌汚染の除去）  

適用対象物質と措置の完了後の区域 ※○全ての物質に適用、△一部の物質に適用、×適用できない、－対象外 

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  措置の完了後 

○ △（ 水銀）  △（ PCB）  
 形質変更時要届出区域 

又は区域指定の解除 

措置技術の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一社)土壌環境センター報告書の図面を加工して利用 



ご清聴ありがとうございました。
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メ モ
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