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土壌汚染対策基金 
助成金交付事業の事例紹介 

大阪府 環境農林水産部 
環境管理室 環境保全課 



2 

１．はじめに 

○平成21年6月、大阪府内のクリーニング工場跡地において、
クリーニングの洗浄剤として使用されていたテトラクロロエチ
レン及びその分解物質であるトリクロロエチレン、シス-1,2-ジ
クロロエチレンによる高濃度の土壌汚染及び地下水汚染が
発覚 

○大阪府は直ちに周辺地域の地下水調査を実施し、当該地を
土壌汚染対策法に基づく指定区域に指定 

○汚染を除去するため土地所有者が、鉄粉混合による原位置
での浄化と一部掘削除去を実施 

○当該地の土地所有者は、汚染原因者ではなかったため、対
策工事は土壌汚染対策基金を活用した土壌汚染対策助成
事業として実施 
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２．事案の経過概要 

平成21年 
2月 クリーニング事業者倒産により 施設廃止届出 
6月22日 土地所有者から土壌汚染状況調査結果報告提出 
      土壌汚染・地下水汚染判明 
6月23日 報道提供第1報 土壌・地下水調査結果 
6月25日 第2報、7月10日 第3報 周辺井戸の調査結果 
7月16日 土壌汚染対策法 区域指定 
 
平成22年 
3月9日 土壌汚染対策基金運営委員会にて協議 
6月15日 改正法 要措置区域指定・措置指示 
6月25日 助成金交付決定 
8～9月 詳細調査 → 結果に基づき複数設計案を比較検討 
 
平成23年3月～6月    対策工事 
平成23年9月～25年7月 地下水モニタリング 
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287㎡ 

法に基づく指定区域（平成21年7月） 

周辺地域において地下水の飲用リスクがあったことから、改正土壌汚
染対策法に基づき、平成22年6月に要措置区域として再指定 
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【自治会回覧資料】 
 
井戸をお持ちの皆様へ 
  
井戸の利用について（お願い） 
  
    先日、○○市△△の土地で、土壌調査の結果、化学物質による地下水
汚染があることがわかりました。 
 そのため、周辺地域の地下水について汚染状況を調査することとしていま
す。 
 御家庭で井戸を所有されている方は、飲料水には安全な水道水を利用し
ていただくようお願いいたします。 

○土壌・地下水汚染について報道提供 
○井戸水を飲用しないよう住民に周知 
○周辺の23井戸で地下水質調査 

報告を受けての大阪府の動き 
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３．土壌汚染対策助成金の交付条件の適合性 

（条件） 
■要措置区域であり、法に基づき措置指示されていること。 
 ⇒適合 

■汚染原因者が不明、不存在であること。 
 ⇒適合（倒産により不存在） 

■費用負担能力の基準（環境省告示）に適合すること。 
 ⇒適合 

平成２２年6月25日  
助成金交付決定 

出典：日本環境協会HP 
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指定区域内の土壌や地下水の汚染の分布状況を正確に把握し、除去を確
実に、かつ可能な限り対策費用を削減するため、クリーニングの洗浄施設が
あった単位区画（10mメッシュ）を3等分（約3.3ｍメッシュ）、その他の単位区画
は2等分（5mメッシュ）して、各区画1箇所、計15箇所で第1帯水層下面まで
50cm毎に深度調査を実施。 

４．土壌汚染詳細調査（平成22年8月） 



詳細調査の結果 
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○詳細調査の結果から、各区画の汚染土壌の対策範囲及び土壌量を算定し、土
壌汚染対策の対象となる土壌を以下のとおり確定した。 
○各区画の深度別の地下水濃度を勘案し、地下水を浄化する範囲を確定した。 
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土壌；指定基準超過、第二溶出量基準超過   地下水；地下水基準超過 
 ↓ 
改正土対法の指示措置；原位置封じ込め 又は遮水工封じ込め 
※助成対象は原則「指示措置」 
 ↓ 
原位置封じ込め；難透水層の厚さが法の規定の厚さに満たない。 
遮水工封じ込め；掘削土壌の保管場所なし。掘削費用高騰。環境影響大。 
揚水による地下水汚染拡大防止；高濃度汚染のため確実な拡散防止不可 
透過性地中壁；難透水層を損傷すると第二帯水層への汚染拡大を招く。 
揚水抽出・ガス吸引・生物処理；高濃度汚染のため完全浄化困難。 
掘削除去；費用高騰。環境影響大。 
 ↓ 

鉄粉混合による汚染の浄化 
高濃度汚染部分のみ掘削除去 

５．措置の検討 

詳細調査の結果や対策地における工事条件、隣接地の状況（住宅の
存在）、地質情報等を踏まえ、対策工法について比較検討 
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○土壌及び地下水汚染は、広範囲かつ深部まで及んでいるが、
多量の掘削除去を行うことは、地盤の不安定化をもたらし、隣
接する家屋に影響を及ぼすおそれが増す。掘削工事や搬出を
行う車輌による騒音振動等の影響が懸念される。 

⇒掘削除去する汚染土量が最小限となるよう原位置浄化工法を
優先して採用する。 

○現地の汚染状況から、原位置浄化工法としては、比較的高濃
度の汚染まで対応できる原位置での鉄粉混合法を採用する。 

○事前試験により、確実に浄化できる濃度範囲を決め、それを上
回る汚染濃度の範囲は掘削除去とする。 

○事前試験で、現地の土壌の水分量レベルで鉄粉の浄化効果が
十分得られることが判明した。そのため、地盤の軟弱化を防止
するため、供給する鉄粉に水分は加えない。 

施工方法の詳細検討 
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一部掘削除去の施工図 

○詳細検討を踏まえ、区域の一部を深さ3.5m又は3.0mまで掘
削除去することとし、他の汚染範囲（掘削範囲の下部含む）は、
鉄粉混合による原位置浄化を行うこととした。 
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鉄粉混合法 

○高濃度汚染区画の掘削除去した範囲以外は、浄化用鉄粉を汚染
土壌中に混合し、汚染物質であるﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ(TCE)、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(cis-1,2-DCE)を還元的脱塩素反応
によって浄化。 

○鉄粉を対象範囲の土壌と混合すると、土壌中の水分によって金
属鉄が溶解し、鉄表面で水素が発生。このとき、鉄表面に有機塩
素化合物が存在すると、その塩素が水素と置換、または還元的に
脱塩素化され、無害なエチレンに分解。 

PCE     C2Cl4 + 4Fe + 4H2O → C2H4 + 4Fe2+ + 4Cl- + 4OH- 

TCE     C2HCl3 + 3Fe + 3H2O → C2H4 + 3Fe2+ + 3Cl- + 3OH- 

cis-1,2-DCE C2H2Cl2 + 2Fe + 2H2O → C2H4 + 2Fe2+ + 2Cl- + 2OH- 
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○鉄粉の混合、浄化は、三軸の混合機に攪拌装置を装備し、そ
の先端から鉄粉と圧縮空気を吐き出しながら削孔すると同時
に、土壌中に所定量の鉄粉を噴出・攪拌 

鉄粉混合法 
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鉄粉混合法 
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○施工範囲は指定区域全域とし、施工の割付けは、三軸混
合機の寸法に合わせ、未施工範囲がないように隣接のセッ
トと一部が重なるように設定。 

○施工深度は粘土層の上面（深度約6m）までとし、鉄粉の配
合量は各施工箇所・深度の汚染濃度と事前の浄化試験を
踏まえて設定。 
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○ 施工後の状況 
 ・ 地下水モニタリングにおける基準適合/不適合時の対応について 
    → 契約当事者間で十分な話し合い 
 
○ 周辺環境影響配慮 
 ・ 防音壁 
 ・ 飛散防止 （土間撤去後のシート・鉄板等） 
 ・ 粉塵濃度、ガス濃度の簡易測定と記録 
 ・ 指定区域外への汚染拡散防止対策 （鉄板敷設、洗浄） 
 ・ 隣接家屋に影響を及ぼさない工夫 （地中の耐力構造） 
 ・ 振動を極力生じない工法上の工夫 （矢板→パネル） 
 
○ 近隣住民への配慮 
 ・ 近隣住居への工事内容、工程説明 
 ・ 調査データの説明 
 ・ 作業開始前、作業期間中の声掛け （ボーリング調査も要注意） 
 ・ 大型車両通行の配慮 

 施工に当たっての配慮事項 
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○浄化の効果を確認するため、工事完了後から約2ヶ月が
経過した後、土壌及び地下水調査を実施 

・土壌は、土壌汚染があった3区画において、事前調査で汚
染が確認された深度で調査 

・地下水は、地下水汚染のあった４区画の帯水層下面で採
取した地下水を調査 

 
○調査の結果は、全ての土壌及び地下水が基準値未満で
あり、汚染が浄化されたことが確認された。 

６．浄化確認調査等 
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地下水モニタリング結果 

測定 
回数 

採水日 
テトラクロ 
ロエチレン 

[mg/L] 

トリクロロ 
エチレン 
[mg/L] 

シス-1,2-ジク 

ロロエチレン 
[mg/L] 

1,1-ジクロ 

ロエチレン 
[mg/L] 

(参考) 
酸化還元 
電位 
[mV] 

1 H23.9.30 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.002 -153 

2 H23.12.12 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.002 -133 

3 H24.3.16 < 0.001 < 0.001 0.010 < 0.002 -215 

4 H24.6.18 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.002 -52 

地下水基準 0.01 0.03 0.04 0.02 

現在まで全項目基準適合 
→ ２年間適合で、区域指定解除 
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○大阪府では当該地の汚染が発覚した平成21年に周辺地域の
23井戸で地下水調査を実施し、周辺地下水への汚染の拡散
がないことを確認 

 
○その後も、対策地から下流側に、200m、300m、600m程度離
れた3井戸で地下水を年2回、汚染物質、分解生成物質を対象
に定点調査し、これまでの調査の結果、すべての物質が地下
水の環境基準値未満であった 

 

周辺地域における地下水定点調査 



７．おわりに 
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○個人の土地所有者が高濃度の土壌汚染や地下水汚染に適切に
対策を施すことは、技術面、経済面で非常に難しい。 

○汚染原因者でない者が対策を実施しなければならない状況に
なった場合、単に「法で義務付けられているから」ということだけで
は理解が得ずらい。 

⇒行政は、土地所有者の理解が得られるよう、制度上の必要性を
十分に説明することはもちろん、技術面での指導、助言をきめ細
かに、丁寧に、わかりやすく行うことが重要。 

⇒速やかに予算措置を行い、助成を行えるような財政的裏付けを
用意することが不可欠。 

⇒個人が行う大規模な土壌汚染対策に対して、調査機関や工事施
工者の理解が得られるよう、土地所有者との調整などを行うことも
行政に必要な技術的支援。 



ご静聴、有難うございました！ 
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