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1. 日本における土壌汚染に関する規制と現状

2. 土壌環境行政の最新動向
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• 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

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

2002年に土壌汚染対策法が制定（2009年に改正）
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土壌汚染問題の特徴と対策法制

1. 日本における土壌汚染に関する規制と現状



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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直接摂取リスク
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

土壌汚染による健康リスクの発生経路
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第一種特定有害物質
（揮発性有機化合物）
11項目
・四塩化炭素
・1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
・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
・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
・トリクロロエチレン
・1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
・1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
・ベンゼン

第三種特定有害物質
（農薬・PCB等）

5項目
・シマジン
・チオベンカルブ
・チウラム
・PCB
・有機リン化合物

地下水等摂取リスクを考慮した25項目（土壌溶出量基準 mg/L）
直接摂取リスクを考慮した9項目（土壌含有量基準 mg/kg）

土壌汚染対策法に定める特定有害物質の種類

第二種特定有害物質
（重金属等）

9項目
・ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物
・六価クロム化合物
・シアン化合物
・水銀及びその化合物
・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
・フッ素及びその化合物
・ホウ素及びその化合物
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注：平成28年3月24日土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令（平成28年政令第７４号）が公布され、
第一種特定有害物質としてクロロエチレン（土壌溶出量基準：検液１Lにつき0.002mg以下であること）が追加
されたため、25物質から26物質となります。この施行は平成29年4月1日からであり、同日以降に法第１４条
に基づく申請を行う場合は、クロロエチレンについても書類を提出する必要があります。



土壌汚染状況調査を実施するケース

• 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
都道府県知事が認めるとき(第５条)

• 自主調査において土壌汚染が判明した場合、
土地所有者等が都道府県知事に区域の指定を申請(第14条)
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指定調査機関による土壌汚染状況調査

【指定調査機関】
• 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）
• 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）

• 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

土壌汚染状況調査等を行う者として、一定の技術的能力を有する者を環境大臣又は都道
府県知事が指定。
法に基づく土壌汚染状況調査等は、指定調査機関のみが行うこととしている。
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実施年度 合格者数 合格率
平成22年度 1,055 19.0%
平成23年度 381 10.8%
平成24年度 311 10.2%
平成25年度 324 15.9%
平成26年度 105 7.8%
平成27年度 181 13.7%
合計 2,357

技術管理者試験状況
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改正法施行以降の指定調査機関数の推移



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

→土地の形質変更の原則禁止

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

土壌汚染状況調査結果の行政への報告

健康被害のおそれ
の有無の判断

規制対象外

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。）
→土地の形質変更時に都道府県
知事に計画の届出が必要

基準不適合

おそれなし

おそれあり

要措置区域 形質変更時要届出区域
健康被害のおそれの
有無の考え方
・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

区域の指定等（区域指定の流れ）
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土壌汚染状況調査結果報告件数（調査契機別）
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• 法改正（平成22年度）以降、年間の調査結果報告件数が増加。
平成26年度：826件、累計：4,894件
（法改正により、形質変更届出と自主調査申請が追加されたため）

• 有害物質使用特定施設廃止件数のうち、約２割で調査。
• 形質変更届出件数のうち、約１～２％に調査命令。
• 自主調査による申請件数の全体に占める割合は約5割。
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法第14条
法第４条

法第３条

法改正前 法改正後 H26 累計※

1,350 11,421
調査結果報告件数 282 2,696
一時的免除件数 653 8,494

10,602 51,739
調査命令件数 164 882
調査結果報告件数 154 872

1 6
同上の調査結果報告件数 0 5

0 0
法第14条 390 1,321

826 4,894
※　累計は旧法による調査結果も含む

法第５条

調査命令発出件数

都道府県知事自らが調査を行う旨の公告

申請件数（調査結果報告件数）

調査結果報告件数合計

法第３条

有害物質使用特定施設の廃止件数

法第４条

形質変更届出件数


list

				list：「自治体」 ジチタイ																								list：大分類 ダイブンルイ						list：中分類 チュウブンルイ																																																						list：「事例区分」 ジレイ クブン				list：「基準超過」 キジュン チョウカ				list：「第一種」 ダイイッシュ				list：「状況不明」 ジョウキョウ フメイ				list：「土地所有者」 トチショユウシャ				list：「住所」 ジュウショ				list：「汚染原因者所有者」 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				list：「汚染原因者所住所」 オセン ゲンインシャ ジョ ジュウショ				list：「解除」 カイジョ				list：「無選択」 ムセンタク

																												その他リスト多数 タ タスウ																																																																list：「超過必須」 チョウカ ヒッス

		No.		area		pref,city		code		p/c				号番号・記号 ゴウ バンゴウ キゴウ		略称 リャクショウ												大分類 ダイブンルイ		範囲名 ハンイメイ		中分類 チュウブンルイ																																																								B_事例区分 ジレイ クブン				B_基準超過 キジュンチョウカ				B_第一種 ダイイッシュ				B_状況不明 ジョウキョウ フメイ				B_汚染原因者_土地所有者 オセンゲンインシャ トチショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセンゲンインシャ ジュウショ				B_汚染原因者_所有者 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセン ゲンインシャ ジュウショ				B_区域解除 クイキ カイジョ				B_無選択 ムセンタク

		1		北海道 ０１		北海道		01-000		p				１、イ		選鉱施設				0		空白 クウハク						不明 フメイ		不明 フメイ		不明 フメイ																																																								新規事例 シンキ ジレイ				基準超過 キジュンチョウカ				ガス				不明 フメイ				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				全部解除された ゼンブ カイジョ

		2		北海道 ０１		札幌市		01-100		c				１、ロ		選炭施設				1		特定施設 トクテイ シセツ						A 農業,林業		農業 ノウギョウ		不明 フメイ		01 農業		02 林業																																																				更新等事例 コウシン トウ ジレイ				基準適合 キジュン テキゴウ				地下水 チカスイ								土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				一部解除された イチブ カイジョ

		3		北海道 ０１		函館市		01-202		c				１、ハ		坑水中和沈でん施設												B 漁業		漁業 ギョギョウ		不明 フメイ		03 漁業(水産養殖業を除く)		04 水産養殖業																																																				区域指定を審査中 クイキ シテイ シンサチュウ				確認中 カクニンチュウ												不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								解除されていない カイジョ

		4		北海道 ０１		旭川市		01-204		c				１、ニ		掘さく用の泥水分離施設												C 鉱業,採石業,砂利採取業		鉱業 コウギョウ		不明 フメイ		05 鉱業,採石業,砂利採取業

		5		東北 ヒガシ キタ		青森県		02-000		p				１の２、イ		豚房施設												D 建設業		建設業 ケンセツギョウ		不明 フメイ		06 総合工事業		07 職別工事業(設備工事業を除く)		08 設備工事業

		6		東北 ヒガシ キタ		青森市 アオモリ シ		02-201		c				１の２、ロ		牛房施設												E 製造業		製造業 セイゾウギョウ		不明 フメイ		09 食料品製造業		10 飲料・たばこ・飼料製造業		11 繊維工業		12 木材・木製品製造業(家具を除く)		13 家具・装備品製造業		14 パルプ・紙・紙加工品製造業		15 印刷・同関連業		16 化学工業		17 石油製品・石炭製品製造業		18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)		19 ゴム製品製造業		20 なめし革・同製品・毛皮製造業		21 窯業・土石製品製造業		22 鉄鋼業		23 非鉄金属製造業		24 金属製品製造業		25 はん用機械器具製造業		26 生産用機械器具製造業		27 業務用機械器具製造業		28 電子部品・デバイス・電子回路製造業		29 電気機械器具製造業		30 情報通信機械器具製造業		31 輸送用機械器具製造業		32 その他の製造業

		7		東北 ヒガシ キタ		八戸市		02-203		c				１の２、ハ		馬房施設												F 電気・ガス・熱供給・水道業		電気 デンキ		不明 フメイ		33 電気業		34 ガス業		35 熱供給業		36 水道業

		8		東北 ヒガシ キタ		岩手県		03-000		p				２、イ		原料処理施設												G 情報通信業		情報 ジョウホウ		不明 フメイ		37 通信業		38 放送業		39 情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		40 インターネット附隋サービス業 フ ズイ ギョウ		41 映像・音声・文字情報制作業

		9		東北 ヒガシ キタ		盛岡市		03-201		c				２、ロ		洗浄施設												H 運輸業,郵便業		運輸 ウンユ		不明 フメイ		42 鉄道業		43 道路旅客運送業		44 道路貨物運送業		45 水運業		46 航空運輸業		47 倉庫業		48 運輸に附帯するサービス業		49 郵便業(信書便事業を含む) ユウビン ギョウ シン ショ ビン ジギョウ フク

		10		東北 ヒガシ キタ		宮城県		04-000		p				２、ハ		湯煮施設												I 卸売・小売業		卸売 オロシウリ		不明 フメイ		50 各種商品卸売業		51 繊維・衣服等卸売業		52 飲食料品卸売業		53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業		54 機械器具卸売業		55 その他の卸売業		56 各種商品小売業		57 織物・衣服・身の回り品小売業		58 飲食料品小売業		59 機械器具小売業 キカイ キグ コウ ギョウ		60 その他の小売業		61 無店舗小売業 ム テンポ コウ ギョウ

		11		東北 ヒガシ キタ		仙台市		04-100		c				３、イ		水産動物原料処理施設												J 金融・保険業		金融 キンユウ		不明 フメイ		62 銀行業		63 協同組織金融業		64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関		65 金融商品取引業,商品先物取引業		66 補助的金融業等		67 保険業(保険媒介代理業,保険サ－ビス業を含む)

		12		東北 ヒガシ キタ		秋田県		05-000		p				３、ロ		洗浄施設												K 不動産業,物品賃貸業		不動産業 フドウサンギョウ		不明 フメイ		68 不動産取引業		69 不動産賃貸業・管理業		70 物品賃貸業

		13		東北 ヒガシ キタ		秋田市		05-201		c				３、ハ		脱水施設												L 学術研究,専門・技術サービス業		学術研究 ガクジュツ ケンキュウ		不明 フメイ		71 学術・開発研究機関		72 専門サービス業(他に分類されないもの)		73 広告業		74 技術サービス業(他に分類されないもの)

		14		東北 ヒガシ キタ		山形県		06-000		p				３、ニ		ろ過施設												M 飲食店,宿泊業Ｍ 宿泊業,飲食サービス業		飲食店 インショクテン		不明 フメイ		75 宿泊業		76 飲食店		77 持ち帰り・配達飲食サービス業

		15		東北 ヒガシ キタ		山形市		06-201		c				３、ホ		湯煮施設												N 生活関連サービス業,娯楽業		生活関連 セイカツ カンレン		不明 フメイ		78 洗濯・理容･美容･浴場業		79 その他の生活関連サービス業		80 娯楽業

		16		東北 ヒガシ キタ		福島県		07-000		p				４、イ		原料処理施設												O 教育,学習支援業		教育 キョウイク		不明 フメイ		81 学校教育		82 その他の教育,学習支援業

		17		東北 ヒガシ キタ		福島市		07-201		c				４、ロ		洗浄施設												P 医療,福祉		医療 イリョウ		不明 フメイ		83 医療業		84 保健衛生		85 社会保険・社会福祉・介護事業

		18		東北 ヒガシ キタ		郡山市		07-203		c				４、ハ		圧搾施設												Q 複合サービス事業		複合 フクゴウ		不明 フメイ		86 郵便局		87 協同組合(他に分類されないもの)

		19		東北 ヒガシ キタ		いわき市		07-204		c				４、ニ		湯煮施設												R サービス業(他に分類されないもの)		サービス		不明 フメイ		88 廃棄物処理業		89 自動車整備業		90 機械等修理業(別掲を除く)		91 職業紹介・労働者派遣業		92 その他の事業サービス業		93 政治・経済・文化団体		94 宗教		95 その他のサービス業		96 外国公務

		20		関東 セキ ヒガシ		茨城県		08-000		p				５、イ		原料処理施設												S 公務(他に分類されるものを除く)		公務 コウム		不明 フメイ		97 国家公務		98 地方公務

		21		関東 セキ ヒガシ		水戸市		08-201		c				５、ロ		洗浄施設												T 分類不能の産業		分類不能 ブンルイ フノウ		不明 フメイ		99 分類不能の産業

		22		関東 セキ ヒガシ		つくば市 ０８－２２０		08-220		c				５、ハ		湯煮施設

		23		関東 セキ ヒガシ		栃木県		09-000		p				５、ニ		濃縮施設

		24		関東 セキ ヒガシ		宇都宮市		09-201		c				５、ホ		精製施設

		25		関東 セキ ヒガシ		群馬県		10-000		p				５、ヘ		ろ過施設

		26		関東 セキ ヒガシ		前橋市		10-201		c				６		洗浄施設

		27		関東 セキ ヒガシ		高崎市		10-202		c				７、イ		原料処理施設

		28		関東 セキ ヒガシ		伊勢崎市 １０－２０４		10-204		c				７、ロ		洗浄施設

		29		関東 セキ ヒガシ		太田市 １０－２０５		10-205		c				７、ハ		ろ過施設

		30		関東 セキ ヒガシ		埼玉県		11-000		p				７、ニ		分離施設

		31		関東 セキ ヒガシ		さいたま市		11-100		c				７、ホ		精製施設

		32		関東 セキ ヒガシ		川越市		11-201		c				８		沈でんそう

		33		関東 セキ ヒガシ		川口市		11-203		c				９		洗米機

		34		関東 セキ ヒガシ		所沢市		11-208		c				10、イ		原料処理施設

		35		関東 セキ ヒガシ		草加市		11-221		c				10、ロ		洗浄施設

		36		関東 セキ ヒガシ		越谷市		11-222		c				10、ハ		搾汁施設

		37		関東 セキ ヒガシ		春日部市 カスカベシ		11-214		c				10、ニ		ろ過施設

		38		関東 セキ ヒガシ		熊谷市 クマガヤ シ		11-202		c				10、ホ		湯煮施設

		39		関東 セキ ヒガシ		千葉県		12-000		p				10、ヘ		蒸りゆう施設

		40		関東 セキ ヒガシ		千葉市		12-100		c				11、イ		原料処理施設

		41		関東 セキ ヒガシ		市川市		12-203		c				11、ロ		洗浄施設

		42		関東 セキ ヒガシ		船橋市		12-204		c				11、ハ		圧搾施設

		43		関東 セキ ヒガシ		松戸市		12-207		c				11、ニ		真空濃縮施設

		44		関東 セキ ヒガシ		柏市		12-217		c				11、ホ		水洗式脱臭施設

		45		関東 セキ ヒガシ		市原市		12-219		c				12、イ		原料処理施設

		46		関東 セキ ヒガシ		東京都		13-000		p				12、ロ		洗浄施設

		47		関東 セキ ヒガシ		八王子市		13-201		c				12、ハ		圧搾施設

		48		関東 セキ ヒガシ		町田市		13-209		c				12、ニ		分離施設

		49		関東 セキ ヒガシ		神奈川県		14-000		p				13、イ		原料処理施設

		50		関東 セキ ヒガシ		横浜市		14-100		c				13、ロ		洗浄施設

		51		関東 セキ ヒガシ		川崎市		14-130		c				13、ハ		分離施設

		52		関東 セキ ヒガシ		相模原市		14-150		c				14、イ		原料浸せき施設

		53		関東 セキ ヒガシ		横須賀市		14-201		c				14、ロ		洗浄施設

		54		関東 セキ ヒガシ		厚木市		14-212		c				14、ハ		分離施設

		55		関東 セキ ヒガシ		平塚市		14-203		c				14、ニ		渋だめ及びこれに類する施設

		56		関東 セキ ヒガシ		藤沢市		14-205		c				15、イ		原料処理施設

		57		関東 セキ ヒガシ		小田原市		14-206		c				15、ロ		ろ過施設

		58		関東 セキ ヒガシ		茅ヶ崎市		14-207		c				15、ハ		精製施設

		59		関東 セキ ヒガシ		大和市		14-213		c				16		湯煮施設

		60		関東 セキ ヒガシ		新潟県		15-000		p				17		湯煮施設

		61		関東 セキ ヒガシ		新潟市		15-100		c				18		抽出施設

		62		関東 セキ ヒガシ		長岡市 １５－２０２		15-202		c				18の２、イ		原料処理施設

		63		関東 セキ ヒガシ		上越市 １５－２２２		15-222		c				18の２、ロ		湯煮施設

		64		関東 セキ ヒガシ		山梨県		19-000		p				18の２、ハ		洗浄施設

		65		関東 セキ ヒガシ		甲府市		19-201		c				18の３、イ		水洗式脱臭施設

		66		関東 セキ ヒガシ		静岡県		22-000		p				18の３、ロ		洗浄施設

		67		関東 セキ ヒガシ		静岡市		22-100		c				19、イ		まゆ湯煮施設

		68		関東 セキ ヒガシ		浜松市		22-130		c				19、ロ		副蚕処理施設

		69		関東 セキ ヒガシ		沼津市		22-203		c				19、ハ		原料浸せき施設

		70		関東 セキ ヒガシ		富士市		22-210		c				19、ニ		精練機及び精練そう

		71		中部 チュウ ブ		富山県		16-000		p				19、ホ		シルケツト機

		72		中部 チュウ ブ		富山市		16-201		c				19、ヘ		漂白機及び漂白そう

		73		中部 チュウ ブ		石川県		17-000		p				19、ト		染色施設

		74		中部 チュウ ブ		金沢市		17-201		c				19、チ		薬液浸透施設

		75		中部 チュウ ブ		福井県		18-000		p				19、リ		のり抜き施設

		76		中部 チュウ ブ		福井市		18-201		c				20、イ		洗毛施設

		77		中部 チュウ ブ		長野県		20-000		p				20、ロ		洗化炭施設

		78		中部 チュウ ブ		長野市		20-201		c				21、イ		湿式紡糸施設

		79		中部 チュウ ブ		松本市		20-202		c				21、ロ		リンター又は未精練繊維の薬液処理施設

		80		中部 チュウ ブ		岐阜県		21-000		p				21、ハ		原料回収施設

		81		中部 チュウ ブ		岐阜市		21-201		c				21の２		湿式バーカー

		82		中部 チュウ ブ		愛知県		23-000		p				21の３		接着機洗浄施設

		83		中部 チュウ ブ		名古屋市		23-100		c				21の４、イ		湿式バーカー

		84		中部 チュウ ブ		豊橋市		23-201		c				21の４、ロ		接着機洗浄施設

		85		中部 チュウ ブ		岡崎市		23-202		c				22、イ		湿式バーカー

		86		中部 チュウ ブ		一宮市		23-203		c				22、ロ		薬液浸透施設

		87		中部 チュウ ブ		春日井市		23-206		c				23、イ		原料浸せき施設

		88		中部 チュウ ブ		豊田市		23-211		c				23、ロ		湿式バーカー

		89		中部 チュウ ブ		三重県		24-000		p				23、ハ		砕木機

		90		中部 チュウ ブ		四日市市		24-202		c				23、ニ		蒸解施設

		91		近畿 コン キ		滋賀県		25-000		p				23、ホ		蒸解廃液濃縮施設

		92		近畿 コン キ		大津市		25-201		c				23、ヘ		チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

		93		近畿 コン キ		京都府		26-000		p				23、ト		漂白施設

		94		近畿 コン キ		京都市		26-100		c				23、チ		抄紙施設

		95		近畿 コン キ		大阪府		27-000		p				23、リ		セロハン製膜施設

		96		近畿 コン キ		大阪市		27-100		c				23、ヌ		湿式繊維板成型施設

		97		近畿 コン キ		堺市		27-140		c				23、ル		廃ガス洗浄施設

		98		近畿 コン キ		岸和田市		27-202		c				23の２、イ		自動式フイルム現像洗浄施設

		99		近畿 コン キ		豊中市		27-203		c				23の２、ロ		自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

		100		近畿 コン キ		吹田市		27-205		c				24、イ		ろ過施設

		101		近畿 コン キ		高槻市		27-207		c				24、ロ		分離施設

		102		近畿 コン キ		枚方市		27-210		c				24、ハ		水洗式破砕施設

		103		近畿 コン キ		茨木市		27-211		c				24、ニ		廃ガス洗浄施設

		104		近畿 コン キ		八尾市		27-212		c				24、ホ		湿式集じん施設

		105		近畿		寝屋川市		27-215		c				25、イ		塩水精製施設

		106		近畿		東大阪市		27-227		c				25、ロ		電解施設

		107		近畿		兵庫県		28-000		p				26、イ		洗浄施設

		108		近畿		神戸市		28-100		c				26、ロ		ろ過施設

		109		近畿		姫路市		28-201		c				26、ハ		遠心分離機

		110		近畿		尼崎市		28-202		c				26、ニ		水洗式分別施設

		111		近畿		明石市		28-203		c				26、ホ		廃ガス洗浄施設

		112		近畿		西宮市		28-204		c				27、イ		ろ過施設

		113		近畿		加古川市		28-210		c				27、ロ		遠心分離機

		114		近畿		宝塚市		28-214		c				27、ハ		亜硫酸ガス冷却洗浄施設

		115		近畿		奈良県		29-000		p				27、ニ		洗浄施設

		116		近畿		奈良市		29-201		c				27、ホ		塩酸回収施設

		117		近畿		和歌山県		30-000		p				27、ヘ		反応施設

		118		近畿		和歌山市		30-201		c				27、ト		吸着施設及び沈でん施設

		119		中国 ナカ コク		鳥取県		31-000		p				27、チ		沈でん施設

		120		中国 ナカ コク		鳥取市		31-201		c				27、リ		水洗式分別施設

		121		中国 ナカ コク		島根県		32-000		p				27、ヌ		廃ガス洗浄施設

		122		中国 ナカ コク		岡山県		33-000		p				27、ル		湿式集じん施設

		123		中国 ナカ コク		岡山市		33-100		c				28、イ		湿式アセチレンガス発生施設

		124		中国 ナカ コク		倉敷市		33-202		c				28、ロ		洗浄施設及び蒸りゆう施設

		125		中国 ナカ コク		広島県		34-000		p				28、ハ		メチルアルコール蒸りゆう施設

		126		中国 ナカ コク		広島市		34-100		c				28、ニ		蒸りゆう施設

		127		中国 ナカ コク		呉市		34-202		c				28、ホ		塩化ビニルモノマー洗浄施設

		128		中国 ナカ コク		福山市		34-207		c				28、ヘ		クロロプレンモノマー洗浄施設

		129		中国 ナカ コク		山口県		35-000		p				29、イ		ベンゼン類硫酸洗浄施設

		130		中国 ナカ コク		下関市		35-201		c				29、ロ		静置分離器

		131		中国 ナカ コク		徳島県		36-000		p				29、ハ		タール酸ソーダ硫酸分解施設

		132		中国 ナカ コク		徳島市		36-201		c				30、イ		原料処理施設

		133		中国 ナカ コク		香川県		37-000		p				30、ロ		蒸りゆう施設

		134		中国 ナカ コク		高松市		37-201		c				30、ハ		遠心分離機

		135		中国 ナカ コク		愛媛県		38-000		p				30、ニ		ろ過施設

		136		中国 ナカ コク		松山市		38-201		c				31、イ		蒸りゆう施設

		137		中国 ナカ コク		高知県		39-000		p				31、ロ		精製施設

		138		中国 ナカ コク		高知市		39-201		c				31、ハ		洗浄施設及びろ過施設

		139		九州 キュウ シュウ		福岡県		40-000		p				32、イ		ろ過施設

		140		九州 キュウ シュウ		北九州市		40-100		c				32、ロ		水洗施設

		141		九州 キュウ シュウ		福岡市		40-130		c				32、ハ		遠心分離機

		142		九州 キュウ シュウ		久留米市		40-203		c				32、ニ		廃ガス洗浄施設

		143		九州 キュウ シュウ		佐賀県		41-000		p				33、イ		縮合反応施設

		144		九州 キュウ シュウ		長崎県		42-000		p				33、ロ		水洗施設

		145		九州 キュウ シュウ		長崎市		42-201		c				33、ハ		遠心分離機

		146		九州 キュウ シュウ		佐世保市		42-202		c				33、ニ		静置分離器

		147		九州 キュウ シュウ		熊本県		43-000		p				33、ホ		ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設

		148		九州 キュウ シュウ		熊本市		43-201		c				33、ヘ		溶剤蒸りゆう施設

		149		九州 キュウ シュウ		大分県		44-000		p				33、ト		溶剤回収施設

		150		九州 キュウ シュウ		大分市		44-201		c				33、チ		ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

		151		九州 キュウ シュウ		宮崎県		45-000		p				33、リ		廃ガス洗浄施設

		152		九州 キュウ シュウ		宮崎市		45-201		c				33、ヌ		湿式集じん施設

		153		九州 キュウ シュウ		鹿児島県		46-000		p				34、イ		ろ過施設

		154		九州 キュウ シュウ		鹿児島市		46-201		c				34、ロ		脱水施設

		155		九州 キュウ シュウ		沖縄県		47-000		p				34、ハ		水洗施設

														34、ニ		ラテツクス濃縮施設

														34、ホ		静置分離器

														35、イ		蒸りゆう施設

														35、ロ		分離施設

														35、ハ		廃ガス洗浄施設

														36、イ		廃酸分離施設

														36、ロ		廃ガス洗浄施設

														36、ハ		湿式集じん施設

														37、イ		洗浄施設

														37、ロ		分離施設

														37、ハ		ろ過施設

														37、ニ		急冷施設及び蒸りゆう施設

														37、ホ		蒸りゆう施設

														37、ヘ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ト		蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設

														37、チ		蒸りゆう施設及び濃縮施設

														37、リ		縮合反応施設及び蒸りゆう施設

														37、ヌ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ル		ガス冷却洗浄施設

														37、オ		酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設

														37、ワ		プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

														37、カ		水蒸気凝縮施設

														37、ヨ		反応施設及びメチルアルコール回収施設

														37、タ		廃ガス洗浄施設

														38、イ		原料精製施設

														38、ロ		塩析施設

														39、イ		脱酸施設

														39、ロ		脱臭施設

														40		蒸りゆう施設

														41、イ		洗浄施設

														41、ロ		抽出施設

														42、イ		原料処理施設

														42、ロ		石灰づけ施設

														42、ハ		洗浄施設

														43		感光剤洗浄施設

														44、イ		原料処理施設

														44、ロ		脱水施設

														45		フルフラール蒸りゆう施設

														46、イ		水洗施設

														46、ロ		ろ過施設

														46、ハ		濃縮施設

														46、ニ		廃ガス洗浄施設

														47、イ		動物原料処理施設

														47、ロ		ろ過施設

														47、ハ		分離施設

														47、ニ		混合施設

														47、ホ		廃ガス洗浄施設

														48		洗浄施設

														49		混合施設

														50		試薬製造施設

														51、イ		脱塩施設

														51、ロ		原油常圧蒸りゆう施設

														51、ハ		脱硫施設

														51、ニ		揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

														51、ホ		潤滑油洗浄施設

														51の２		直接加硫施設

														51の３		成形型洗浄施設

														52、イ		洗浄施設

														52、ロ		石灰づけ施設

														52、ハ		タンニンづけ施設

														52、ニ		クロム浴施設

														52、ホ		染色施設

														53、イ		研摩洗浄施設

														53、ロ		廃ガス洗浄施設

														54、イ		抄造施設

														54、ロ		成型機

														54、ハ		水養生施設

														55		バツチヤープラント

														56		混合施設

														57		成型施設

														58、イ		水洗式破砕施設

														58、ロ		水洗式分別施設

														58、ハ		酸処理施設

														58、ニ		脱水施設

														59、イ		水洗式破砕施設

														59、ロ		水洗式分別施設

														60		水洗式分別施設

														61、イ		タール及びガス液分離施設

														61、ロ		ガス冷却洗浄施設

														61、ハ		圧延施設

														61、ニ		焼入れ施設

														61、ホ		湿式集じん施設

														62、イ		還元そう

														62、ロ		電解施設

														62、ハ		焼入れ施設

														62、ニ		水銀精製施設

														62、ホ		廃ガス洗浄施設

														62、ヘ		湿式集じん施設

														63、イ		焼入れ施設

														63、ロ		電解式洗浄施設

														63、ハ		カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

														63、ニ		水銀精製施設

														63、ホ		廃ガス洗浄施設

														63の２		自動式洗びん施設

														63の３		廃ガス洗浄施設

														64、イ		タール及びガス液分離施設

														64、ロ		ガス冷却洗浄施設

														64の２、イ		沈でん施設

														64の２、ロ		ろ過施設

														65		表面処理施設

														66		電気めっき施設

														66の２、イ		ちゆう房施設

														66の２、ロ		洗たく施設

														66の２、ハ		入浴施設

														66の３		ちゆう房施設

														66の４		ちゆう房施設

														66の５		ちゆう房施設

														66の６		ちゆう房施設

														66の７		ちゆう房施設

														67		洗浄施設

														68		自動式フイルム現像洗浄施設

														68の２、イ		ちゆう房施設

														68の２、ロ		洗浄施設

														68の２、ハ		入浴施設

														69		解体施設

														69の２、イ		卸売場

														69の２、ロ		仲卸売場

														69の３、イ		卸売場

														69の３、ロ		仲卸売場

														70		廃油処理施設

														70の２		洗車施設

														71		自動式車両洗浄施設

														71の２、イ		洗浄施設

														71の２、ロ		焼入れ施設

														71の３		焼却施設

														71の４、イ		産業廃棄物処理施設

														71の４、ロ		産業廃棄物処理施設

														71の５		洗浄施設

														71の６		蒸留施設

														72		し尿処理施設

														73		下水道終末処理施設

														74		排出水処理施設





表1-1





				調査対象年度		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17

				都道府県数		47		47		47		47		47		47		47		47

				政令市数		82		82		93		96		98		99		100		100

				調査対象		129		129		140		143		145		146		147		147

				自治体数



				調査対象年度		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25

				都道府県数		47		47		47		47		47		47		47		47

				政令市数		101		106		107		108		108		108		109		110

				調査対象		148		153		154		155		155		155		156		157

				自治体数



表 1-1 調査対象自治体数
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																																																				事例件数						指定した区域数

						H25.４～H26.３の間に法第３条で規定する有害物質使用特定施設の使用が廃止された件数 アイダ ホウ ダイ ジョウ キテイ ユウガイ ブッシツ ケンスウ				1,080		件 ケン						H25.４～H26.３の間に法第３条調査の結果が報告された事例件数 アイダ ホウ ダイ ジョウ ジレイ				240		件 ケン								基準不適合の事例件数 キジュン フ テキゴウ ジレイ ケンスウ				133		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第３条調査により要措置区域に指定した事例件数 アイダ ホウ ダイ ジョウ チョウサ ジレイ ケンスウ				23		件 ケン						23				件 ケン



								うち、法第３条調査が一時的免除された件数 ホウ ダイ ジョウ チョウサ イチジ テキ メンジョ ケンスウ		628		件 ケン								うち、自然由来による特例の調査を実施した事例件数 シゼン ユライ トクレイ チョウサ ジッシ ジレイ ケンスウ		0		件 ケン

																																基準適合の事例件数 キジュン テキゴウ ジレイ ケンスウ				106		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第３条調査により形質変更時要届出区域に指定した事例件数 アイダ ホウ ダイ ジョウ チョウサ				82		件 ケン						82				件 ケン

																				うち、埋立地における特例の調査を実施した事例件数 ウメタテチ トクレイ チョウサ ジッシ ジレイ ケンスウ		1		件 ケン

																																																うち、自然由来特例区域に
指定した事例件数 シゼン ユライ トクレイ クイキ シテイ ジレイ ケンスウ		0		件 ケン								0		件 ケン

																																確認中の事例件数 カクニン チュウ ジレイ ケンスウ				0		件 ケン										うち、埋立地特例区域に
指定した事例件数 ウメタテチ トクレイ クイキ シテイ		1		件 ケン								1		件 ケン

																																																うち、埋立地管理区域に
指定した事例件数 ウメタテチ カンリ クイキ シテイ		3		件 ケン								3		件 ケン



																																旧法施行規則附則第２条適用の事例件数 キュウホウ セコウ キソク フソク ダイ ジョウ テキヨウ ジレイ ケンスウ				1		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第３条調査により要措置区域及び形質変更時要届出区域の双方に指定した事例件数				7		件 ケン						要措置区域 ヨウソチ クイキ						形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウジ ヨウトドケデクイキ

																																																										7				件 ケン		7				件 ケン

																																																うち、自然由来特例区域に
指定した事例件数 シゼン ユライ トクレイ クイキ シテイ ジレイ ケンスウ		0		件 ケン														0		件 ケン

																																																うち、埋立地特例区域に
指定した事例件数 ウメタテチ トクレイ クイキ シテイ		0		件 ケン														0		件 ケン

																																																うち、埋立地管理区域に
指定した事例件数 ウメタテチ カンリ クイキ シテイ		0		件 ケン														0		件 ケン



																																														H25.３末時点で法第３条調査による区域指定が審査中の事例件数 ジレイ				ERROR:#VALUE!		件 ケン

























注１）「事例件数」と「指定した区域数」は１つの事例に対して複数の指定が行われる、又は複数の事例に対して１つの指定が行われる等があるため、一致しない。
注２）区域指定が行われた事例件数の総数は、「基準不適合の事例件数」に加え、区域指定審査中の事例件数を含むため、一致しない。

図 2-1 法第３条調査に関する状況
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																																						件 ケン



																																																				事例件数						指定した区域数

						H25.４～H26.３の間に法第４条第１項に基づく形質変更の届出がなされた件数				10,848		件 ケン						H25.４～H26.３の間に法第４条調査の結果が報告された事例件数				150		件 ケン								基準不適合の事例件数 キジュン フ テキゴウ ジレイ ケンスウ				48		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第４条調査により要措置区域に指定した事例件数				3		件 ケン						3				件 ケン



								うち、法第４条第２項に基づく調査命令が発出された件数		142		件 ケン								うち、自然由来による特例の調査を実施した事例件数 シゼン ユライ トクレイ チョウサ ジッシ ジレイ ケンスウ		4		件 ケン

																																基準適合の事例件数 キジュン テキゴウ ジレイ ケンスウ				99		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第４条調査により形質変更時要届出区域に指定した事例件数				39		件 ケン						39				件 ケン

																				うち、埋立地における特例の調査を実施した事例件数 ウメタテチ トクレイ チョウサ ジッシ ジレイ ケンスウ		1		件 ケン

																																																うち、自然由来特例区域に
指定した事例件数 シゼン ユライ トクレイ クイキ シテイ ジレイ ケンスウ		3		件 ケン								3		件 ケン

																																確認中の事例件数 カクニン チュウ ジレイ ケンスウ				3		件 ケン										うち、埋立地特例区域に
指定した事例件数 ウメタテチ トクレイ クイキ シテイ		1		件 ケン								1		件 ケン

																																																うち、埋立地管理区域に
指定した事例件数 ウメタテチ カンリ クイキ シテイ		0		件 ケン								0		件 ケン



																																														H25.４～H26.３の間に法第４条調査により要措置区域及び形質変更時要届出区域の双方に指定した事例件数				2		件 ケン						要措置区域 ヨウソチ クイキ						形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウジ ヨウトドケデクイキ

																																																										2				件 ケン		2				件 ケン

																																																うち、自然由来特例区域に
指定した事例件数 シゼン ユライ トクレイ クイキ シテイ ジレイ ケンスウ		0		件 ケン														0		件 ケン

																																																うち、埋立地特例区域に
指定した事例件数 ウメタテチ トクレイ クイキ シテイ		0		件 ケン														0		件 ケン

																																																うち、埋立地管理区域に
指定した事例件数 ウメタテチ カンリ クイキ シテイ		0		件 ケン														0		件 ケン



																																														H25.３末時点で法第４条調査による区域指定が審査中の事例件数				ERROR:#VALUE!		件 ケン

























注１）「事例件数」と「指定した区域数」は１つの事例に対して複数の指定が行われる、又は複数の事例に対して１つの指定が行われる等があるため、一致しない。
注２）区域指定が行われた事例件数の総数は、「基準不適合の事例件数」に加え、区域指定審査中の事例件数を含むため、一致しない。

図 2-2 法第４条調査に関する状況
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																																																事例件数						指定した区域数

				H25.４～H26.３の間に法第５条第１項に基づく調査命令発出事例件数				0		件 ケン				H25.４～H26.３の間に法第５条調査の結果が報告された事例件数				0		件 ケン								基準不適合の事例件数				0		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第５条調査により要措置区域に指定した事例件数				0		件 ケン						0				件 ケン



						うち、地下水の飲用等の
可能性があるもの		0		件 ケン						うち、自然由来による特例の調査を実施した事例件数		0		件 ケン

																												基準適合の事例件数				0		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第５条調査により形質変更時要届出区域に指定した事例件数				0		件 ケン						0				件 ケン

						うち、直接摂取の
可能性があるもの		0		件 ケン						うち、埋立地における特例の調査を実施した事例件数		0		件 ケン

																																												うち、自然由来特例区域に
指定した事例件数		0		件 ケン								0		件 ケン

																												確認中の事例件数				0		件 ケン										うち、埋立地特例区域に
指定した事例件数		0		件 ケン								0		件 ケン

				H25.４～H26.３の間に法第５条第２項に基づき知事が自ら調査した事例件数				0		件 ケン																																		うち、埋立地管理区域に
指定した事例件数		0		件 ケン								0		件 ケン



						うち、地下水の飲用等の
可能性があるもの		0		件 ケン																																H25.４～H26.３の間に法第５条調査により要措置区域及び形質変更時要届出区域の双方に指定した事例件数				0		件 ケン						要措置区域 ヨウソチ クイキ						形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウジ ヨウトドケデクイキ

																																																						0				件 ケン		0				件 ケン

						うち、直接摂取の
可能性があるもの		0		件 ケン																																		うち、自然由来特例区域に
指定した事例件数		0		件 ケン														0		件 ケン

																																												うち、埋立地特例区域に
指定した事例件数		0		件 ケン														0		件 ケン

																																												うち、埋立地管理区域に
指定した事例件数		0		件 ケン														0		件 ケン



















図 2-3 法第５条調査に関する状況
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																																																		事例件数						指定した区域数

				H25.４～H26.３の間に法第14条の指定の申請がされた事例件数																298		件 ケン								H25.４～H26.３の間に法第14条の指定の申請により要措置区域に指定した事例件数																		15		件 ケン						15				件 ケン





																														H25.４～H26.３の間に法第14条の指定の申請により形質変更時要届出区域に指定した事例件数																		205		件 ケン						206				件 ケン



																																うち、自然由来特例区域に指定した事例件数																14		件 ケン								15		件 ケン

																																うち、埋立地特例区域に指定した事例件数																0		件 ケン								0		件 ケン

																																うち、埋立地管理区域に指定した事例件数																12		件 ケン								12		件 ケン



																														H25.４～H26.３の間に法第14条の指定の申請により要措置区域及び形質変更時要届出区域の双方に指定した事例件数																		11		件 ケン						要措置区域 ヨウソチ クイキ						形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウジ ヨウトドケデクイキ

																																																								11				件 ケン		12				件 ケン

																																うち、自然由来特例区域に指定した事例件数																1		件 ケン														1		件 ケン

																																うち、埋立地特例区域に指定した事例件数																0		件 ケン														0		件 ケン

																																うち、埋立地管理区域に指定した事例件数																0		件 ケン														0		件 ケン



																														H25.３末時点で法第14条の申請による区域指定が審査中の事例件数																		ERROR:#VALUE!		件 ケン







注１）H24.３末時点で法第14条申請による区域指定が審査中であった事例件数は
       H24.４～H25.３の間に法第14条申請により指定された「要措置区域」、「形質変更時要届出区域」、「要措置区域及び形質変更時要届出区域の双方の事例件数」および「H25.３末時点で法第14条申請による区域指定の審査中の事例件数」の合計と「H24.４～H25.３
       の間に法第14条申請がされた事例件数」の差にて算出している。
注２）要措置区域、形質変更時要届出区域の指定件数については、同一箇所について複数回調査を行い、1件の指定としている場合もあるため、３章の結果と一致するとは必ずしも限らない。
注３）「事例件数」と「指定した区域数」は１つの事例に対して複数の指定が行われる、複数の事例に対して１つの指定が行われる等があるため、一致しない。

注１）「事例件数」と「指定した区域数」は１つの事例に対して複数の指定が行われる、又は複数の事例に対して１つの指定が行われる等があるため、一致しない。
注２）区域指定が行われた事例件数の総数は、「基準不適合の事例件数」に加え、区域指定審査中の事例件数を含むため、一致しない。

図 2-4 法第14条申請に関する状況
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																																																		事例件数						指定した区域数

				H25.４～H26.３の間に法第３条調査の結果が報告された事例件数 アイダ ホウ ダイ ジョウ																240		件 ケン										基準不適合の事例件数 キジュン フ テキゴウ		479		件 ケン								H25.４～H26.３の間に要措置区域に指定した事例件数 アイダ				41		件 ケン						41				件 ケン



						うち、自然由来による特例の調査を実施した事例件数														0		件 ケン

						うち、埋立地における特例の調査を実施した事例件数														1		件 ケン										基準適合の事例件数 キジュン テキゴウ		205		件 ケン								H25.４～H26.３の間に形質変更時要届出区域に指定した事例件数 アイダ				326		件 ケン						327				件 ケン



				H25.４～H26.３の間に法第４条調査の結果が報告された事例件数 アイダ ホウ ダイ ジョウ																150		件 ケン																								うち、自然由来特例区域に指定した事例件数		17		件 ケン								18		件 ケン

																																確認中の事例件数 カクニン チュウ		3		件 ケン										うち、埋立地特例区域に指定した事例件数		2		件 ケン								2		件 ケン

						うち、自然由来による特例の調査を実施した事例件数														4		件 ケン																								うち、埋立地管理区域に指定した事例件数		15		件 ケン								15		件 ケン

						うち、埋立地における特例の調査を実施した事例件数														1		件 ケン

																																旧法施行規則附則第２条適用の事例件数		1		件 ケン								H25.４～H26.３の間に要措置区域及び形質変更時要届出区域の双方に指定した事例件数 ヨウ ソチ クイキ オヨ ケイシツ ソウホウ				20		件 ケン						要措置区域 ヨウソチ クイキ						形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウジ ヨウトドケデクイキ

				H25.４～H26.３の間に法第５条調査の結果が報告された事例件数 アイダ ホウ ダイ ジョウ																0		件 ケン																																		20				件 ケン		21				件 ケン

																																														うち、自然由来特例区域に指定した事例件数		1		件 ケン														1		件 ケン

						うち、自然由来による特例の調査を実施した事例件数														0		件 ケン																								うち、埋立地特例区域に指定した事例件数		0		件 ケン														0		件 ケン

						うち、埋立地における特例の調査を実施した事例件数														0		件 ケン																								うち、埋立地管理区域に指定した事例件数		0		件 ケン														0		件 ケン



				H25.４～H26.３の間に法第14条により指定の申請がされた事例件数																298		件 ケン																						H25.３末時点で区域指定の審査中の事例件数 マツ ジテン シンサ				62		件 ケン











図 2-5　法第３条調査、法第４条調査、法第５条調査及び法第14条申請の施行状況概要

注１）「事例件数」と「指定した区域数」は１つの事例に対して複数の指定が行われる、又は複数の事例に対して１つの指定が行われる等があるため、一致しない。
注２）区域指定が行われた事例件数の総数は、「基準不適合の事例件数」に加え、区域指定審査中の事例件数を含むため、一致しない。
注３）「指定した区域数」は法の調査契機が重複したものがあるため図2-1～4の合計と一致しない。



図2-6 





				H25.４～H26.３の間に
要措置区域に指定された件数		73		件 ケン						H26.３末時点で引き続き要措置区域に指定している件数				136		件 ケン





														H25.４～H26.３の間に
形質変更時要届出区域に指定変更した件数				2		件 ケン



																うち、自然由来特例区域に指定した件数		1		件 ケン

																うち、埋立地特例区域に指定した件数		0		件 ケン

																うち、埋立地管理区域に指定した件数		0		件 ケン



														H25.４～H26.３の間に指定を解除した件数				28		件 ケン





				H24.３末時点で形質変更時要届出区域に指定していた件数		ERROR:#REF!		件 ケン





				H25.４～H26.３の間に
形質変更時要届出区域に指定された件数		407		件 ケン						H25.４～H26.３の間に要措置区域に指定変更した件数				1		件 ケン





														H26.３末時点で引き続き
形質変更時要届出区域に指定している件数				1,159		件 ケン



																うち、自然由来特例区域に指定した件数		16		件 ケン

																うち、埋立地特例区域に指定した件数		2		件 ケン

																うち、埋立地管理区域に指定した件数		15		件 ケン



														H25.４～H26.３の間に指定を解除した件数				87		件 ケン













































図 2-6 指定の解除又は変更の状況

注１）指定の解除又は変更の状況は、平成25年度に新たに指定された要措置区域等に加え、これまでに指定されている要措置区域等の状況も含む。



条項別の施行状況

		条項別の施行状況 ジョウコウ ベツ セコウ ジョウキョウ

		法第２章　土壌汚染状況調査 

		・法第３条関係

				有害物質使用特定施設の使用が廃止された件数		1,080		件

				　うち、調査義務が一時的に免除された件数（第１項ただし書き）		240		件

				調査結果が報告された件数		628		件

		・法第４条関係

				形質変更の届出件数		10,848		件

				　うち、調査命令発令件数		142		件

				調査結果が報告された件数		150		件

		・法第５条関係

				調査命令発令件数		0		件

		法第３章　区域の指定等 

		・法第６条関係（要措置区域） 

				指定件数		73		件

				解除件数		28		件

				形質変更時要届出区域への指定変更件数		2		件

		・法第７条関係　(汚染の除去等の措置） 

				措置の指示件数		76		件

				上記指示のうち、土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示		18		件 ケン

				指示措置等を講じていないと認められた場合の命令件数		0		件

		・法第11条関係（形質変更時要届出区域） 

				指定件数		407		件

				解除件数		87		件

				要措置区域への指定変更件数		1		件

		・法第12条関係　（形質変更時要届出区域内における形質変更の届出等） 

				届出件数		784		件

				計画変更命令件数		0		件

		・法第14条関係　（指定の申請）

				申請件数		298		件

		法第４章　汚染土壌の搬出等に関する規制

		・法第16条関係　(汚染土壌の搬出時の届出等）

				届出件数		630		件

				認定調査件数		29		件

				計画変更命令件数		0		件

		・法第19条関係　(措置命令）

				措置命令件数		0		件

		・法第22～25条関係　(汚染土壌処理業）

				申請件数		3		件

				更新件数		0		件

				事故の届出件数		3		件

				変更の許可申請件数		9		件

				変更の届出件数		124		件

				休止の届出件数		2		件

				廃止の届出件数		0		件

				再開の届出件数		4		件

				改善命令件数		0		件

				許可の取消件数		0		件

				停止命令件数		0		件

		法第７章　雑則

		・法第54条関係

				第１項　報告・検査件数		367		件

				第３項　報告・検査件数		51		件

				第４項　報告・検査件数		112		件

		・法第55条関係：協議件数				7		件

		・法第56条関係：意見陳述件数				37		件

		・法第65条関係：違反件数				0		件

		・法第66条関係：違反件数				0		件

		・法第67条関係：違反件数				0		件

		・法第68条関係：違反件数				0		件

		・法第69条関係：違反件数				0		件





表2-1 

								列の順序入替え レツ ジュンジョ イレカ



		都道府県・政令市 トドウフケン セイレイシ				法第３条 ホウ ダイ ジョウ						法第４条 ホウ ダイ ジョウ						法第６条 ホウ ダイ ジョウ		法第11条 ホウ ダイ ジョウ		法第14条 ホウ ダイ ジョウ

						有害物質
使用特定　　　　　
施設の　  　　　廃止件数				調査結果
報告件数 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ		形質変更
届出件数 ケイシツ ヘンコウ トドケデ ケンスウ				調査結果
報告件数 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ		要措置区域
件数 ヨウ ソチ クイキ ケンスウ		形質変更時
要届出区域
件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		申請件数 シンセイ ケンスウ

								うち、一時的
免除件数 イチジ テキ メンジョ ケンスウ						うち、調査命令
件数 チョウサ メイレイ ケンスウ

		北海道地区 ホッカイドウ チク		北海道		2		2		1		1,068		0		0		0		4		3

				札幌市		8		4		1		79		1		1		0		0		0

				函館市		0		0		0		12		0		0		0		1		1

				旭川市		3		2		0		30		0		0		0		0		0

				計 ケイ		13		8		2		1,189		1		1		0		5		4

		東北地区 トウホク チク		青森県		3		2		1		85		0		0		0		0		0

				青森市 シ		0		0		0		4		0		1		0		1		1

				八戸市		1		0		0		20		0		0		0		0		0

				岩手県		13		13		1		303		2		2		0		0		0

				盛岡市		0		0		0		22		0		0		0		0		0

				宮城県		6		3		0		291		1		1		0		2		2

				仙台市		3		2		1		72		0		0		3		9		10

				秋田県		8		5		0		30		0		0		0		0		0

				秋田市		3		1		0		12		0		0		0		0		0

				山形県		10		10		4		99		1		1		0		2		0

				山形市		3		2		0		20		0		0		0		0		0

				福島県		18		12		7		164		1		1		2		4		2

				福島市		2		0		1		28		2		2		0		0		0

				郡山市		6		5		0		16		0		0		0		2		1

				いわき市		1		1		0		57		0		0		0		1		0

				計 ケイ		77		56		15		1,223		7		8		5		21		16

		関東地区 カントウ チク		茨城県		33		23		1		238		2		2		0		1		0

				水戸市		2		0		1		45		0		0		0		0		0

				つくば市 シ		44		32		1		38		1		1		1		0		0

				栃木県		17		15		1		253		4		4		1		1		1

				宇都宮市		4		4		0		32		1		1		0		0		0

				群馬県		10		10		1		148		4		4		0		1		0

				前橋市		1		1		1		48		2		2		0		2		1

				高崎市		5		2		0		30		0		0		0		0		0

				伊勢崎市		2		0		4		22		0		0		0		0		0

				太田市 オオタシ		3		2		1		31		0		0		0		0		0

				埼玉県		32		19		13		213		8		8		7		16		5

				さいたま市		7		4		0		40		1		0		0		0		0

				川越市		9		6		2		23		0		0		0		1		0

				熊谷市 クマガヤシ		1		1		0		10		0		0		0		0		0

				川口市		1		0		1		14		1		3		1		2		1

				所沢市		5		3		1		16		0		0		0		0		0

				春日部市 カスカベ シ		0		0		0		9		0		0		0		0		0

				草加市		2		1		1		11		0		0		1		0		0

				越谷市		3		0		4		7		0		0		1		3		0

				千葉県		18		7		0		172		1		1		0		3		4

				千葉市		4		2		1		32		0		0		1		3		3

				市川市		0		0		0		18		0		0		0		2		2

				船橋市		2		0		1		30		0		0		1		1		1

				松戸市		3		2		1		15		0		0		0		1		0

				柏市		1		0		0		48		0		0		0		0		0

				市原市		2		1		0		33		2		2		0		1		0

				東京都		90		22		44		406		0		0		14		96		100

				八王子市		9		5		5		26		0		0		3		2		0

				町田市		0		0		0		8		0		0		0		0		0

				神奈川県		11		10		2		70		7		7		2		3		0

				横浜市		53		25		13		79		3		3		1		9		2

				川崎市		15		9		4		52		0		0		0		9		4

				相模原市		6		12		4		33		7		7		1		5		2

				横須賀市		2		1		2		12		0		0		0		1		0

				平塚市		4		1		1		17		7		7		1		2		0

				藤沢市		9		9		1		15		0		0		0		0		0

				小田原市		0		0		0		8		0		0		0		0		0

				茅ヶ崎市		2		0		0		5		4		4		0		1		0

				厚木市		2		1		0		20		3		3		0		0		0

				大和市		2		0		1		9		0		0		0		2		1

				新潟県		19		13		6		182		4		4		1		5		1

				新潟市		4		0		3		65		4		4		0		1		0

				長岡市 ナガオカシ		0		0		0		31		2		2		0		1		0

				上越市 ジョウエツシ		2		1		0		24		0		0		0		0		0

				山梨県		10		10		2		124		0		0		0		3		2

				甲府市		0		0		0		12		0		0		0		0		0

				静岡県		12		11		1		155		2		2		1		4		5

				静岡市		3		2		0		29		0		0		0		0		0

				浜松市		5		5		2		46		0		0		1		0		0

				沼津市		3		0		1		14		0		0		0		0		0

				富士市		4		2		1		31		0		0		0		0		0

				計 ケイ		478		274		129		3,049		70		71		39		182		135

		中部地区 チュウブ チク		富山県		12		12		0		88		0		0		0		0		0

				富山市		3		3		0		58		0		0		0		1		0

				石川県		2		0		2		56		0		0		1		1		0

				金沢市		1		1		3		25		0		0		1		2		2

				福井県		5		5		0		68		4		4		0		3		0

				福井市		4		1		1		33		1		1		0		1		0

				長野県		11		9		1		157		0		0		0		1		0

				長野市		4		0		0		30		0		0		0		0		0

				松本市		3		3		0		31		0		0		0		0		0

				岐阜県		12		8		0		174		2		2		2		2		2

				岐阜市		6		3		1		25		0		0		1		0		0

		都道府県・政令市 トドウフケン セイレイシ				法第３条 ホウ ダイ ジョウ						法第４条 ホウ ダイ ジョウ						法第６条 ホウ ダイ ジョウ		法第11条 ホウ ダイ ジョウ		法第14条 ホウ ダイ ジョウ

						有害物質
使用特定　　　　　
施設の　  　　　廃止件数				調査結果
報告件数 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ		形質変更
届出件数 ケイシツ ヘンコウ トドケデ ケンスウ				調査結果
報告件数 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ		要措置区域
件数 ヨウ ソチ クイキ ケンスウ		形質変更時
要届出区域
件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		申請件数 シンセイ ケンスウ

								うち、一時的
免除件数 イチジ テキ メンジョ ケンスウ						うち、調査命令
件数 チョウサ メイレイ ケンスウ

		中部地区 チュウブ チク		愛知県		63		32		2		209		0		0		1		3		2

				名古屋市		15		4		7		89		0		0		2		14		17

				豊橋市		2		2		1		14		0		0		0		1		0

				岡崎市		1		0		1		33		0		0		1		1		1

				一宮市		4		2		3		11		0		0		0		0		0

				春日井市		3		2		0		11		0		0		0		0		0

				豊田市		11		7		0		34		0		0		0		0		0

				三重県		14		14		0		211		0		0		0		0		0

				四日市市		1		1		0		30		0		0		0		0		0

				計 ケイ		177		109		22		1,387		7		7		9		30		24

		近畿地区 キンキ チク		滋賀県		27		27		3		118		13		13		2		2		0

				大津市		3		2		0		19		0		0		0		0		0

				京都府		6		3		1		127		1		1		0		1		1

				京都市		14		2		4		64		1		1		5		7		4

				大阪府		17		6		3		112		4		4		0		13		10

				大阪市		56		13		7		81		2		2		0		35		27

				堺市		4		3		5		26		0		0		0		8		4

				岸和田市		1		0		1		3		0		0		0		1		0

				豊中市		3		0		2		20		1		1		0		9		6

				吹田市		7		6		1		34		0		0		1		3		2

				高槻市		5		1		1		39		1		1		0		2		2

				枚方市		1		1		2		31		1		1		0		4		3

				茨木市		5		2		3		26		0		0		0		2		1

				八尾市		3		1		1		14		0		0		0		0		0

				寝屋川市		1		1		1		12		0		0		0		0		0

				東大阪市		3		2		1		11		0		0		0		1		0

				兵庫県		17		3		4		127		2		2		0		8		9

				神戸市		14		8		1		106		2		2		0		5		4

				姫路市		2		1		0		36		0		0		1		1		2

				尼崎市		8		7		4		21		2		3		0		4		1

				明石市		2		2		0		12		0		0		0		2		2

				西宮市		0		0		0		12		0		0		0		2		2

				加古川市		0		0		1		16		0		0		0		1		0

				宝塚市		0		0		0		4		0		0		0		2		2

				奈良県		2		2		0		70		0		0		0		0		0

				奈良市		1		1		1		20		0		0		0		0		0

				和歌山県		2		0		0		98		2		2		0		2		2

				和歌山市		0		0		0		33		0		0		0		0		0

				計 ケイ		204		94		47		1,292		32		33		9		115		84

		中国四国地区 チュウゴク シコク チク		鳥取県		1		0		0		54		0		0		0		0		0

				鳥取市		3		0		2		12		0		0		0		2		1

				島根県		0		0		0		89		0		0		0		1		1

				松江市 マツエシ		2		0		0		15		0		0		0		0		0

				岡山県		8		8		2		74		0		0		1		2		2

				岡山市		8		8		0		45		3		3		0		4		2

				倉敷市		6		4		0		24		2		1		0		2		1

				広島県		10		10		4		83		0		0		1		1		1

				広島市		4		2		1		52		0		0		1		4		2

				呉市		1		1		0		5		1		1		0		1		0

				福山市		2		2		0		21		0		0		0		0		0

				山口県		7		6		0		129		0		0		0		7		7

				下関市		1		0		0		14		0		0		0		1		1

				徳島県		10		6		0		93		0		0		0		0		0

				徳島市		5		2		3		25		1		1		1		1		0

				香川県		3		2		1		71		1		1		0		1		1

				高松市		0		0		0		43		0		0		1		2		1

				愛媛県		1		1		0		68		0		0		0		0		0

				松山市		4		4		1		32		0		0		0		1		0

				高知県		1		0		0		35		0		0		0		0		0

				高知市		0		0		0		12		0		0		0		0		0

				計 ケイ		77		56		14		996		8		7		5		30		20

		九州地区 キュウシュウ チク		福岡県		15		11		2		264		2		2		0		5		2

				北九州市		4		0		2		70		3		3		0		7		6

				福岡市		3		1		3		83		5		5		1		2		1

				久留米市		0		0		0		23		0		0		0		0		0

				佐賀県		3		3		0		52		0		0		0		0		0

				長崎県		1		0		0		56		0		0		1		1		1

				長崎市		0		0		0		12		1		1		1		1		1

				佐世保市		0		0		0		18		0		0		0		0		0

				熊本県		7		6		0		133		2		2		0		3		1

				熊本市		3		1		1		64		3		3		0		2		0

				大分県		2		2		0		116		1		1		0		2		1

				大分市		6		4		0		65		0		0		0		0		0

				宮崎県		0		0		0		130		0		6		0		0		0

				宮崎市		2		0		0		27		0		0		0		0		0

				鹿児島県		4		2		1		152		0		0		1		1		0

				鹿児島市		0		0		0		25		0		0		2		0		1

				沖縄県		3		0		2		404		0		0		0		0		1

				那覇市 ナハシ		1		1		0		18		0		0		0		0		0

				計 ケイ		54		31		11		1,712		17		23		6		24		15

		合計 ゴウケイ				1,080		628		240		10,848		142		150		73		407		298







表2-2



								表2-2　年度別の施行状況  ヒョウ ネンド ベツ セコウ ジョウキョウ																																図2-9用のデータ ズ ヨウ



										H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計						H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計

				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数※2				37		572		802		885		941		944		1,031		936		899		711		1,233		1,080		1,350		11,421				法第３条 ホウ ダイ ジョウ		0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2696

								うち、一時的免除件数		4		424		601		737		734		847		898		815		685		498		970		628		653		8,494				法第４条 ホウ ダイ ジョウ		－		－		－		－		－		－		－		－		226		199		143		150		154		872

						調査結果報告件数※3				0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2,696				法第５条（旧法第４条） ホウ ダイ ジョウ キュウ ホウ ダイ ジョウ		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5

				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				－		－		－		－		－		－		－		－		10,815		9,525		9,949		10,848		10,602		51,739				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		－		－		－		－		－		－		－		－		89		241		303		298		390		1321

								うち、調査命令件数		－		－		－		－		－		－		－		－		270		180		126		142		164		882

						調査結果報告件数				－		－		－		－		－		－		－		－		226		199		143		150		154		872				図2-10用のデータ ズ ヨウ

				法第５条 ジョウ		調査命令発出				1		2		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		6						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

								同上の調査結果報告件数		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5				区域に指定		0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		523		2629		2149

						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				要措置区域		－		－		－		－		－		－		－		－		45		80		72		84		354		281

				法第６条・法第11条 ダイ ジョウ		前年度末時点の指定件数(A）				0		0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		－				形質変更時要届出区域		－		－		－		－		－		－		－		－		230		370		394		439		1840		1433

						区域に指定（B)				0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		480		523		2,629

								要措置区域への指定件数		－		－		－		－		－		－		－		－		45		80		72		73		84		354				図2-11用のデータ ズ ヨウ

								形質変更時要届出区域への指定件数		－		－		－		－		－		－		－		－		230		370		394		407		439		1,840						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

						区域指定解除（C)				0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		115		259		1,070				旧指定区域全部解除 キュウ シテイ クイキ ゼンブ カイジョ		0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		259		1070		955

								要措置区域の解除		－		－		－		－		－		－		－		－		11		40		55		28		58		192				要措置区域全部解除 ゼンブ カイジョ		－		－		－		－		－		－		－		－		11		40		55		58		192		164

								形質変更時要届出区域の解除		－		－		－		－		－		－		－		－		86		124		147		87		201		645				形質変更時要届出区域全部解除 ゼンブ カイジョ		－		－		－		－		－		－		－		－		86		124		147		201		645		558

						引き続き指定（A+B-C)				0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		1,559		－

				法第14条 ジョウ		申請件数（調査結果報告件数）				－		－		－		－		－		－		－		－		89		241		303		298		390		1,321

																																				0

																																				0

				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		826		4,894

										0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		688





図2-7～2-11

		図2-7 有害物質使用特定施設の廃止件数の推移

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

				17

				18

				19

				20

		図2-8　法第３条一時的免除件数の推移
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		図2-9　法第３条、法第４条、法第５条及び法第14条に基づく調査結果の報告件数の推移

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

				17

				18

				19

				20

		図2-10 要措置区域等（旧指定区域）の指定件数の推移
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		図2-11 要措置区域等（旧指定区域）の解除件数の推移
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H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	37	572	802	885	941	944	1031	936	899	711	1233	1080	1350	

件　数







H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	4	424	601	737	734	847	898	815	685	498	970	628	653	

件　数





法第３条	

H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	87	163	185	265	243	240	299	204	245	243	240	282	法第４条	

H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	226	199	143	150	154	法第５条（旧法第４条）	

H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	法第14条	

H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	89	241	303	298	39	0	

件　数







旧指定区域	

H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	0	21	43	48	77	81	71	94	形質変更時要届出区域	

H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	0	0	0	0	0	0	0	0	230	370	394	439	要措置区域	

H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	0	0	0	0	0	0	0	0	45	80	72	84	

区域数







旧指定区域全部解除	

H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	0	4	22	24	34	49	41	59	形質変更時要届出区域全部解除	

H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	0	0	0	0	0	0	0	0	86	124	147	201	要措置区域全部解除	

H14※1	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	0	0	0	0	0	0	0	0	11	40	55	58	

区域数









pptの図表

																										H26		累計※ ルイケイ

																				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数				1,350		11,421

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		282		2,696

																								一時的免除件数		653		8,494

																				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				10,602		51,739

																								調査命令件数		164		882

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		154		872

																				法第５条 ジョウ		調査命令発出件数 ケンスウ				1		6

																								同上の調査結果報告件数		0		5

																						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0

																				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		申請件数（調査結果報告件数） シンセイ ケンスウ チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ				390		1,321

																				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						826		4,894

																				※　累計は旧法による調査結果も含む ルイケイ キュウホウ チョウサ ケッカ フク

				表2-2シートを基礎データとして作図、作表しています。 ヒョウ キソ サクズ サクヒョウ



法第３条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	87	163	185	265	243	240	299	204	245	243	240	282	法第４条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	226	199	143	150	154	法第14条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	89	241	303	298	390	調査結果報告件数





要措置区域等指定の状況

10

• 平成22年度以降、要措置区域等の指定件数累計は2,203件
内訳は要措置区域：約２割、形質変更時要届出区域：約８割

• 有害物質使用特定施設廃止での区域の指定は、約３割弱が要措置区域。
• 土地形質変更届出や自主調査による申請での区域の指定は、約８～９割が
形質変更時要届出区域。

指定区域
合計

指定区域
合計

有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条） 37 26% 103 74% 140 165 27% 456 73% 621

土地形質変更届出（法第４条） 7 13% 49 87% 56 57 14% 343 86% 400

都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） 0     - 0     - 0 0     - 0     - 0

自主調査による申請（法第14条） 35 11% 291 89% 326 126 11% 1,028 89% 1,154

有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 2 40% 3 60% 5 2 20% 8 80% 10

土地形質変更届出及び自主調査による申請 3 60% 2 40% 5 4 22% 14 78% 18

合計 84 16% 448 84% 532 354 16% 1,849 84% 2,203

調査契機

平成26年度 累計

要措置区域
形質変更時
要届出区域

要措置区域
形質変更時
要届出区域


list

				list：「自治体」 ジチタイ																								list：大分類 ダイブンルイ						list：中分類 チュウブンルイ																																																						list：「事例区分」 ジレイ クブン				list：「基準超過」 キジュン チョウカ				list：「第一種」 ダイイッシュ				list：「状況不明」 ジョウキョウ フメイ				list：「土地所有者」 トチショユウシャ				list：「住所」 ジュウショ				list：「汚染原因者所有者」 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				list：「汚染原因者所住所」 オセン ゲンインシャ ジョ ジュウショ				list：「解除」 カイジョ				list：「無選択」 ムセンタク

																												その他リスト多数 タ タスウ																																																																list：「超過必須」 チョウカ ヒッス

		No.		area		pref,city		code		p/c				号番号・記号 ゴウ バンゴウ キゴウ		略称 リャクショウ												大分類 ダイブンルイ		範囲名 ハンイメイ		中分類 チュウブンルイ																																																								B_事例区分 ジレイ クブン				B_基準超過 キジュンチョウカ				B_第一種 ダイイッシュ				B_状況不明 ジョウキョウ フメイ				B_汚染原因者_土地所有者 オセンゲンインシャ トチショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセンゲンインシャ ジュウショ				B_汚染原因者_所有者 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセン ゲンインシャ ジュウショ				B_区域解除 クイキ カイジョ				B_無選択 ムセンタク

		1		北海道 ０１		北海道		01-000		p				１、イ		選鉱施設				0		空白 クウハク						不明 フメイ		不明 フメイ		不明 フメイ																																																								新規事例 シンキ ジレイ				基準超過 キジュンチョウカ				ガス				不明 フメイ				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				全部解除された ゼンブ カイジョ

		2		北海道 ０１		札幌市		01-100		c				１、ロ		選炭施設				1		特定施設 トクテイ シセツ						A 農業,林業		農業 ノウギョウ		不明 フメイ		01 農業		02 林業																																																				更新等事例 コウシン トウ ジレイ				基準適合 キジュン テキゴウ				地下水 チカスイ								土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				一部解除された イチブ カイジョ

		3		北海道 ０１		函館市		01-202		c				１、ハ		坑水中和沈でん施設												B 漁業		漁業 ギョギョウ		不明 フメイ		03 漁業(水産養殖業を除く)		04 水産養殖業																																																				区域指定を審査中 クイキ シテイ シンサチュウ				確認中 カクニンチュウ												不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								解除されていない カイジョ

		4		北海道 ０１		旭川市		01-204		c				１、ニ		掘さく用の泥水分離施設												C 鉱業,採石業,砂利採取業		鉱業 コウギョウ		不明 フメイ		05 鉱業,採石業,砂利採取業

		5		東北 ヒガシ キタ		青森県		02-000		p				１の２、イ		豚房施設												D 建設業		建設業 ケンセツギョウ		不明 フメイ		06 総合工事業		07 職別工事業(設備工事業を除く)		08 設備工事業

		6		東北 ヒガシ キタ		青森市 アオモリ シ		02-201		c				１の２、ロ		牛房施設												E 製造業		製造業 セイゾウギョウ		不明 フメイ		09 食料品製造業		10 飲料・たばこ・飼料製造業		11 繊維工業		12 木材・木製品製造業(家具を除く)		13 家具・装備品製造業		14 パルプ・紙・紙加工品製造業		15 印刷・同関連業		16 化学工業		17 石油製品・石炭製品製造業		18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)		19 ゴム製品製造業		20 なめし革・同製品・毛皮製造業		21 窯業・土石製品製造業		22 鉄鋼業		23 非鉄金属製造業		24 金属製品製造業		25 はん用機械器具製造業		26 生産用機械器具製造業		27 業務用機械器具製造業		28 電子部品・デバイス・電子回路製造業		29 電気機械器具製造業		30 情報通信機械器具製造業		31 輸送用機械器具製造業		32 その他の製造業

		7		東北 ヒガシ キタ		八戸市		02-203		c				１の２、ハ		馬房施設												F 電気・ガス・熱供給・水道業		電気 デンキ		不明 フメイ		33 電気業		34 ガス業		35 熱供給業		36 水道業

		8		東北 ヒガシ キタ		岩手県		03-000		p				２、イ		原料処理施設												G 情報通信業		情報 ジョウホウ		不明 フメイ		37 通信業		38 放送業		39 情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		40 インターネット附隋サービス業 フ ズイ ギョウ		41 映像・音声・文字情報制作業

		9		東北 ヒガシ キタ		盛岡市		03-201		c				２、ロ		洗浄施設												H 運輸業,郵便業		運輸 ウンユ		不明 フメイ		42 鉄道業		43 道路旅客運送業		44 道路貨物運送業		45 水運業		46 航空運輸業		47 倉庫業		48 運輸に附帯するサービス業		49 郵便業(信書便事業を含む) ユウビン ギョウ シン ショ ビン ジギョウ フク

		10		東北 ヒガシ キタ		宮城県		04-000		p				２、ハ		湯煮施設												I 卸売・小売業		卸売 オロシウリ		不明 フメイ		50 各種商品卸売業		51 繊維・衣服等卸売業		52 飲食料品卸売業		53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業		54 機械器具卸売業		55 その他の卸売業		56 各種商品小売業		57 織物・衣服・身の回り品小売業		58 飲食料品小売業		59 機械器具小売業 キカイ キグ コウ ギョウ		60 その他の小売業		61 無店舗小売業 ム テンポ コウ ギョウ

		11		東北 ヒガシ キタ		仙台市		04-100		c				３、イ		水産動物原料処理施設												J 金融・保険業		金融 キンユウ		不明 フメイ		62 銀行業		63 協同組織金融業		64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関		65 金融商品取引業,商品先物取引業		66 補助的金融業等		67 保険業(保険媒介代理業,保険サ－ビス業を含む)

		12		東北 ヒガシ キタ		秋田県		05-000		p				３、ロ		洗浄施設												K 不動産業,物品賃貸業		不動産業 フドウサンギョウ		不明 フメイ		68 不動産取引業		69 不動産賃貸業・管理業		70 物品賃貸業

		13		東北 ヒガシ キタ		秋田市		05-201		c				３、ハ		脱水施設												L 学術研究,専門・技術サービス業		学術研究 ガクジュツ ケンキュウ		不明 フメイ		71 学術・開発研究機関		72 専門サービス業(他に分類されないもの)		73 広告業		74 技術サービス業(他に分類されないもの)

		14		東北 ヒガシ キタ		山形県		06-000		p				３、ニ		ろ過施設												M 飲食店,宿泊業Ｍ 宿泊業,飲食サービス業		飲食店 インショクテン		不明 フメイ		75 宿泊業		76 飲食店		77 持ち帰り・配達飲食サービス業

		15		東北 ヒガシ キタ		山形市		06-201		c				３、ホ		湯煮施設												N 生活関連サービス業,娯楽業		生活関連 セイカツ カンレン		不明 フメイ		78 洗濯・理容･美容･浴場業		79 その他の生活関連サービス業		80 娯楽業

		16		東北 ヒガシ キタ		福島県		07-000		p				４、イ		原料処理施設												O 教育,学習支援業		教育 キョウイク		不明 フメイ		81 学校教育		82 その他の教育,学習支援業

		17		東北 ヒガシ キタ		福島市		07-201		c				４、ロ		洗浄施設												P 医療,福祉		医療 イリョウ		不明 フメイ		83 医療業		84 保健衛生		85 社会保険・社会福祉・介護事業

		18		東北 ヒガシ キタ		郡山市		07-203		c				４、ハ		圧搾施設												Q 複合サービス事業		複合 フクゴウ		不明 フメイ		86 郵便局		87 協同組合(他に分類されないもの)

		19		東北 ヒガシ キタ		いわき市		07-204		c				４、ニ		湯煮施設												R サービス業(他に分類されないもの)		サービス		不明 フメイ		88 廃棄物処理業		89 自動車整備業		90 機械等修理業(別掲を除く)		91 職業紹介・労働者派遣業		92 その他の事業サービス業		93 政治・経済・文化団体		94 宗教		95 その他のサービス業		96 外国公務

		20		関東 セキ ヒガシ		茨城県		08-000		p				５、イ		原料処理施設												S 公務(他に分類されるものを除く)		公務 コウム		不明 フメイ		97 国家公務		98 地方公務

		21		関東 セキ ヒガシ		水戸市		08-201		c				５、ロ		洗浄施設												T 分類不能の産業		分類不能 ブンルイ フノウ		不明 フメイ		99 分類不能の産業

		22		関東 セキ ヒガシ		つくば市 ０８－２２０		08-220		c				５、ハ		湯煮施設

		23		関東 セキ ヒガシ		栃木県		09-000		p				５、ニ		濃縮施設

		24		関東 セキ ヒガシ		宇都宮市		09-201		c				５、ホ		精製施設

		25		関東 セキ ヒガシ		群馬県		10-000		p				５、ヘ		ろ過施設

		26		関東 セキ ヒガシ		前橋市		10-201		c				６		洗浄施設

		27		関東 セキ ヒガシ		高崎市		10-202		c				７、イ		原料処理施設

		28		関東 セキ ヒガシ		伊勢崎市 １０－２０４		10-204		c				７、ロ		洗浄施設

		29		関東 セキ ヒガシ		太田市 １０－２０５		10-205		c				７、ハ		ろ過施設

		30		関東 セキ ヒガシ		埼玉県		11-000		p				７、ニ		分離施設

		31		関東 セキ ヒガシ		さいたま市		11-100		c				７、ホ		精製施設

		32		関東 セキ ヒガシ		川越市		11-201		c				８		沈でんそう

		33		関東 セキ ヒガシ		川口市		11-203		c				９		洗米機

		34		関東 セキ ヒガシ		所沢市		11-208		c				10、イ		原料処理施設

		35		関東 セキ ヒガシ		草加市		11-221		c				10、ロ		洗浄施設

		36		関東 セキ ヒガシ		越谷市		11-222		c				10、ハ		搾汁施設

		37		関東 セキ ヒガシ		春日部市 カスカベシ		11-214		c				10、ニ		ろ過施設

		38		関東 セキ ヒガシ		熊谷市 クマガヤ シ		11-202		c				10、ホ		湯煮施設

		39		関東 セキ ヒガシ		千葉県		12-000		p				10、ヘ		蒸りゆう施設

		40		関東 セキ ヒガシ		千葉市		12-100		c				11、イ		原料処理施設

		41		関東 セキ ヒガシ		市川市		12-203		c				11、ロ		洗浄施設

		42		関東 セキ ヒガシ		船橋市		12-204		c				11、ハ		圧搾施設

		43		関東 セキ ヒガシ		松戸市		12-207		c				11、ニ		真空濃縮施設

		44		関東 セキ ヒガシ		柏市		12-217		c				11、ホ		水洗式脱臭施設

		45		関東 セキ ヒガシ		市原市		12-219		c				12、イ		原料処理施設

		46		関東 セキ ヒガシ		東京都		13-000		p				12、ロ		洗浄施設

		47		関東 セキ ヒガシ		八王子市		13-201		c				12、ハ		圧搾施設

		48		関東 セキ ヒガシ		町田市		13-209		c				12、ニ		分離施設

		49		関東 セキ ヒガシ		神奈川県		14-000		p				13、イ		原料処理施設

		50		関東 セキ ヒガシ		横浜市		14-100		c				13、ロ		洗浄施設

		51		関東 セキ ヒガシ		川崎市		14-130		c				13、ハ		分離施設

		52		関東 セキ ヒガシ		相模原市		14-150		c				14、イ		原料浸せき施設

		53		関東 セキ ヒガシ		横須賀市		14-201		c				14、ロ		洗浄施設

		54		関東 セキ ヒガシ		厚木市		14-212		c				14、ハ		分離施設

		55		関東 セキ ヒガシ		平塚市		14-203		c				14、ニ		渋だめ及びこれに類する施設

		56		関東 セキ ヒガシ		藤沢市		14-205		c				15、イ		原料処理施設

		57		関東 セキ ヒガシ		小田原市		14-206		c				15、ロ		ろ過施設

		58		関東 セキ ヒガシ		茅ヶ崎市		14-207		c				15、ハ		精製施設

		59		関東 セキ ヒガシ		大和市		14-213		c				16		湯煮施設

		60		関東 セキ ヒガシ		新潟県		15-000		p				17		湯煮施設

		61		関東 セキ ヒガシ		新潟市		15-100		c				18		抽出施設

		62		関東 セキ ヒガシ		長岡市 １５－２０２		15-202		c				18の２、イ		原料処理施設

		63		関東 セキ ヒガシ		上越市 １５－２２２		15-222		c				18の２、ロ		湯煮施設

		64		関東 セキ ヒガシ		山梨県		19-000		p				18の２、ハ		洗浄施設

		65		関東 セキ ヒガシ		甲府市		19-201		c				18の３、イ		水洗式脱臭施設

		66		関東 セキ ヒガシ		静岡県		22-000		p				18の３、ロ		洗浄施設

		67		関東 セキ ヒガシ		静岡市		22-100		c				19、イ		まゆ湯煮施設

		68		関東 セキ ヒガシ		浜松市		22-130		c				19、ロ		副蚕処理施設

		69		関東 セキ ヒガシ		沼津市		22-203		c				19、ハ		原料浸せき施設

		70		関東 セキ ヒガシ		富士市		22-210		c				19、ニ		精練機及び精練そう

		71		中部 チュウ ブ		富山県		16-000		p				19、ホ		シルケツト機

		72		中部 チュウ ブ		富山市		16-201		c				19、ヘ		漂白機及び漂白そう

		73		中部 チュウ ブ		石川県		17-000		p				19、ト		染色施設

		74		中部 チュウ ブ		金沢市		17-201		c				19、チ		薬液浸透施設

		75		中部 チュウ ブ		福井県		18-000		p				19、リ		のり抜き施設

		76		中部 チュウ ブ		福井市		18-201		c				20、イ		洗毛施設

		77		中部 チュウ ブ		長野県		20-000		p				20、ロ		洗化炭施設

		78		中部 チュウ ブ		長野市		20-201		c				21、イ		湿式紡糸施設

		79		中部 チュウ ブ		松本市		20-202		c				21、ロ		リンター又は未精練繊維の薬液処理施設

		80		中部 チュウ ブ		岐阜県		21-000		p				21、ハ		原料回収施設

		81		中部 チュウ ブ		岐阜市		21-201		c				21の２		湿式バーカー

		82		中部 チュウ ブ		愛知県		23-000		p				21の３		接着機洗浄施設

		83		中部 チュウ ブ		名古屋市		23-100		c				21の４、イ		湿式バーカー

		84		中部 チュウ ブ		豊橋市		23-201		c				21の４、ロ		接着機洗浄施設

		85		中部 チュウ ブ		岡崎市		23-202		c				22、イ		湿式バーカー

		86		中部 チュウ ブ		一宮市		23-203		c				22、ロ		薬液浸透施設

		87		中部 チュウ ブ		春日井市		23-206		c				23、イ		原料浸せき施設

		88		中部 チュウ ブ		豊田市		23-211		c				23、ロ		湿式バーカー

		89		中部 チュウ ブ		三重県		24-000		p				23、ハ		砕木機

		90		中部 チュウ ブ		四日市市		24-202		c				23、ニ		蒸解施設

		91		近畿 コン キ		滋賀県		25-000		p				23、ホ		蒸解廃液濃縮施設

		92		近畿 コン キ		大津市		25-201		c				23、ヘ		チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

		93		近畿 コン キ		京都府		26-000		p				23、ト		漂白施設

		94		近畿 コン キ		京都市		26-100		c				23、チ		抄紙施設

		95		近畿 コン キ		大阪府		27-000		p				23、リ		セロハン製膜施設

		96		近畿 コン キ		大阪市		27-100		c				23、ヌ		湿式繊維板成型施設

		97		近畿 コン キ		堺市		27-140		c				23、ル		廃ガス洗浄施設

		98		近畿 コン キ		岸和田市		27-202		c				23の２、イ		自動式フイルム現像洗浄施設

		99		近畿 コン キ		豊中市		27-203		c				23の２、ロ		自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

		100		近畿 コン キ		吹田市		27-205		c				24、イ		ろ過施設

		101		近畿 コン キ		高槻市		27-207		c				24、ロ		分離施設

		102		近畿 コン キ		枚方市		27-210		c				24、ハ		水洗式破砕施設

		103		近畿 コン キ		茨木市		27-211		c				24、ニ		廃ガス洗浄施設

		104		近畿 コン キ		八尾市		27-212		c				24、ホ		湿式集じん施設

		105		近畿		寝屋川市		27-215		c				25、イ		塩水精製施設

		106		近畿		東大阪市		27-227		c				25、ロ		電解施設

		107		近畿		兵庫県		28-000		p				26、イ		洗浄施設

		108		近畿		神戸市		28-100		c				26、ロ		ろ過施設

		109		近畿		姫路市		28-201		c				26、ハ		遠心分離機

		110		近畿		尼崎市		28-202		c				26、ニ		水洗式分別施設

		111		近畿		明石市		28-203		c				26、ホ		廃ガス洗浄施設

		112		近畿		西宮市		28-204		c				27、イ		ろ過施設

		113		近畿		加古川市		28-210		c				27、ロ		遠心分離機

		114		近畿		宝塚市		28-214		c				27、ハ		亜硫酸ガス冷却洗浄施設

		115		近畿		奈良県		29-000		p				27、ニ		洗浄施設

		116		近畿		奈良市		29-201		c				27、ホ		塩酸回収施設

		117		近畿		和歌山県		30-000		p				27、ヘ		反応施設

		118		近畿		和歌山市		30-201		c				27、ト		吸着施設及び沈でん施設

		119		中国 ナカ コク		鳥取県		31-000		p				27、チ		沈でん施設

		120		中国 ナカ コク		鳥取市		31-201		c				27、リ		水洗式分別施設

		121		中国 ナカ コク		島根県		32-000		p				27、ヌ		廃ガス洗浄施設

		122		中国 ナカ コク		岡山県		33-000		p				27、ル		湿式集じん施設

		123		中国 ナカ コク		岡山市		33-100		c				28、イ		湿式アセチレンガス発生施設

		124		中国 ナカ コク		倉敷市		33-202		c				28、ロ		洗浄施設及び蒸りゆう施設

		125		中国 ナカ コク		広島県		34-000		p				28、ハ		メチルアルコール蒸りゆう施設

		126		中国 ナカ コク		広島市		34-100		c				28、ニ		蒸りゆう施設

		127		中国 ナカ コク		呉市		34-202		c				28、ホ		塩化ビニルモノマー洗浄施設

		128		中国 ナカ コク		福山市		34-207		c				28、ヘ		クロロプレンモノマー洗浄施設

		129		中国 ナカ コク		山口県		35-000		p				29、イ		ベンゼン類硫酸洗浄施設

		130		中国 ナカ コク		下関市		35-201		c				29、ロ		静置分離器

		131		中国 ナカ コク		徳島県		36-000		p				29、ハ		タール酸ソーダ硫酸分解施設

		132		中国 ナカ コク		徳島市		36-201		c				30、イ		原料処理施設

		133		中国 ナカ コク		香川県		37-000		p				30、ロ		蒸りゆう施設

		134		中国 ナカ コク		高松市		37-201		c				30、ハ		遠心分離機

		135		中国 ナカ コク		愛媛県		38-000		p				30、ニ		ろ過施設

		136		中国 ナカ コク		松山市		38-201		c				31、イ		蒸りゆう施設

		137		中国 ナカ コク		高知県		39-000		p				31、ロ		精製施設

		138		中国 ナカ コク		高知市		39-201		c				31、ハ		洗浄施設及びろ過施設

		139		九州 キュウ シュウ		福岡県		40-000		p				32、イ		ろ過施設

		140		九州 キュウ シュウ		北九州市		40-100		c				32、ロ		水洗施設

		141		九州 キュウ シュウ		福岡市		40-130		c				32、ハ		遠心分離機

		142		九州 キュウ シュウ		久留米市		40-203		c				32、ニ		廃ガス洗浄施設

		143		九州 キュウ シュウ		佐賀県		41-000		p				33、イ		縮合反応施設

		144		九州 キュウ シュウ		長崎県		42-000		p				33、ロ		水洗施設

		145		九州 キュウ シュウ		長崎市		42-201		c				33、ハ		遠心分離機

		146		九州 キュウ シュウ		佐世保市		42-202		c				33、ニ		静置分離器

		147		九州 キュウ シュウ		熊本県		43-000		p				33、ホ		ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設

		148		九州 キュウ シュウ		熊本市		43-201		c				33、ヘ		溶剤蒸りゆう施設

		149		九州 キュウ シュウ		大分県		44-000		p				33、ト		溶剤回収施設

		150		九州 キュウ シュウ		大分市		44-201		c				33、チ		ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

		151		九州 キュウ シュウ		宮崎県		45-000		p				33、リ		廃ガス洗浄施設

		152		九州 キュウ シュウ		宮崎市		45-201		c				33、ヌ		湿式集じん施設

		153		九州 キュウ シュウ		鹿児島県		46-000		p				34、イ		ろ過施設

		154		九州 キュウ シュウ		鹿児島市		46-201		c				34、ロ		脱水施設

		155		九州 キュウ シュウ		沖縄県		47-000		p				34、ハ		水洗施設

														34、ニ		ラテツクス濃縮施設

														34、ホ		静置分離器

														35、イ		蒸りゆう施設

														35、ロ		分離施設

														35、ハ		廃ガス洗浄施設

														36、イ		廃酸分離施設

														36、ロ		廃ガス洗浄施設

														36、ハ		湿式集じん施設

														37、イ		洗浄施設

														37、ロ		分離施設

														37、ハ		ろ過施設

														37、ニ		急冷施設及び蒸りゆう施設

														37、ホ		蒸りゆう施設

														37、ヘ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ト		蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設

														37、チ		蒸りゆう施設及び濃縮施設

														37、リ		縮合反応施設及び蒸りゆう施設

														37、ヌ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ル		ガス冷却洗浄施設

														37、オ		酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設

														37、ワ		プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

														37、カ		水蒸気凝縮施設

														37、ヨ		反応施設及びメチルアルコール回収施設

														37、タ		廃ガス洗浄施設

														38、イ		原料精製施設

														38、ロ		塩析施設

														39、イ		脱酸施設

														39、ロ		脱臭施設

														40		蒸りゆう施設

														41、イ		洗浄施設

														41、ロ		抽出施設

														42、イ		原料処理施設

														42、ロ		石灰づけ施設

														42、ハ		洗浄施設

														43		感光剤洗浄施設

														44、イ		原料処理施設

														44、ロ		脱水施設

														45		フルフラール蒸りゆう施設

														46、イ		水洗施設

														46、ロ		ろ過施設

														46、ハ		濃縮施設

														46、ニ		廃ガス洗浄施設

														47、イ		動物原料処理施設

														47、ロ		ろ過施設

														47、ハ		分離施設

														47、ニ		混合施設

														47、ホ		廃ガス洗浄施設

														48		洗浄施設

														49		混合施設

														50		試薬製造施設

														51、イ		脱塩施設

														51、ロ		原油常圧蒸りゆう施設

														51、ハ		脱硫施設

														51、ニ		揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

														51、ホ		潤滑油洗浄施設

														51の２		直接加硫施設

														51の３		成形型洗浄施設

														52、イ		洗浄施設

														52、ロ		石灰づけ施設

														52、ハ		タンニンづけ施設

														52、ニ		クロム浴施設

														52、ホ		染色施設

														53、イ		研摩洗浄施設

														53、ロ		廃ガス洗浄施設

														54、イ		抄造施設

														54、ロ		成型機

														54、ハ		水養生施設

														55		バツチヤープラント

														56		混合施設

														57		成型施設

														58、イ		水洗式破砕施設

														58、ロ		水洗式分別施設

														58、ハ		酸処理施設

														58、ニ		脱水施設

														59、イ		水洗式破砕施設

														59、ロ		水洗式分別施設

														60		水洗式分別施設

														61、イ		タール及びガス液分離施設

														61、ロ		ガス冷却洗浄施設

														61、ハ		圧延施設

														61、ニ		焼入れ施設

														61、ホ		湿式集じん施設

														62、イ		還元そう

														62、ロ		電解施設

														62、ハ		焼入れ施設

														62、ニ		水銀精製施設

														62、ホ		廃ガス洗浄施設

														62、ヘ		湿式集じん施設

														63、イ		焼入れ施設

														63、ロ		電解式洗浄施設

														63、ハ		カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

														63、ニ		水銀精製施設

														63、ホ		廃ガス洗浄施設

														63の２		自動式洗びん施設

														63の３		廃ガス洗浄施設

														64、イ		タール及びガス液分離施設

														64、ロ		ガス冷却洗浄施設

														64の２、イ		沈でん施設

														64の２、ロ		ろ過施設

														65		表面処理施設

														66		電気めっき施設

														66の２、イ		ちゆう房施設

														66の２、ロ		洗たく施設

														66の２、ハ		入浴施設

														66の３		ちゆう房施設

														66の４		ちゆう房施設

														66の５		ちゆう房施設

														66の６		ちゆう房施設

														66の７		ちゆう房施設

														67		洗浄施設

														68		自動式フイルム現像洗浄施設

														68の２、イ		ちゆう房施設

														68の２、ロ		洗浄施設

														68の２、ハ		入浴施設

														69		解体施設

														69の２、イ		卸売場

														69の２、ロ		仲卸売場

														69の３、イ		卸売場

														69の３、ロ		仲卸売場

														70		廃油処理施設

														70の２		洗車施設

														71		自動式車両洗浄施設

														71の２、イ		洗浄施設

														71の２、ロ		焼入れ施設

														71の３		焼却施設

														71の４、イ		産業廃棄物処理施設

														71の４、ロ		産業廃棄物処理施設

														71の５		洗浄施設

														71の６		蒸留施設

														72		し尿処理施設

														73		下水道終末処理施設

														74		排出水処理施設





表紙

		■「土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」をベースとしたセミナー資料の作成について ドジョウ オセン タイサクホウ セコウ ジョウキョウ オヨ ドジョウ オセン チョウサ タイサク ジレイ トウ カン チョウサ ケッカ シリョウ サクセイ

		・「表○－○」シートは、上記調査結果資料から転載した。表番号は平成26年度版のものである。 ヒョウ ジョウキ チョウサ ケッカ シリョウ テンサイ ヘイセイ ネンドバン

		・この表シート以降は、これを基礎数値として作図したシートである。これのシート名はセミナー資料の各ページに相当する。 イコウ キソ スウチ サクズ メイ シリョウ カク ソウトウ

		・なお、指定調査機関による土壌汚染状況調査の基礎数値は、企画ラインから入手したものである。 キソ スウチ キカク ニュウシュ





指定調査機関による土壌汚染状況調査P6

		技術管理者試験状況 ギジュツ カンリシャ シケン ジョウキョウ								改正法施行以降の指定調査機関数の推移 カイセイホウ セコウ イコウ シテイ チョウサ キカン スウ スイイ

		実施年度 ジッシ ネンド		合格者数 ゴウカクシャスウ		合格率 ゴウカクリツ				年度 ネンド		指定調査機関数 シテイ チョウサ キカン スウ

		平成22年度 ヘイセイ ネンド		1,055		19.0%				平成22年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,512

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		381		10.8%				平成23年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,412

		平成24年度 ヘイセイ ネンド		311		10.2%				平成24年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,324

		平成25年度 ヘイセイ ネンド		324		15.9%				平成25年度末 ヘイセイ ネンドマツ		651

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		105		7.8%				平成26年度末 ヘイセイ ネンドマツ		701

		平成27年度 ヘイセイ ネンド		181		13.7%				平成27年度末 ヘイセイ ネンドマツ		700

		合計 ゴウケイ		2,357



改正法施行以降の指定調査機関数の推移

指定調査機関数	

平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	1512	1412	1324	651	701	700	

指定調査機関数



表2-2



								表2-2　年度別の施行状況  ヒョウ ネンド ベツ セコウ ジョウキョウ																																図2-9用のデータ ズ ヨウ



										H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計						H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計

				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数※2				37		572		802		885		941		944		1,031		936		899		711		1,233		1,080		1,350		11,421				法第３条 ホウ ダイ ジョウ		0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2696

								うち、一時的免除件数		4		424		601		737		734		847		898		815		685		498		970		628		653		8,494				法第４条 ホウ ダイ ジョウ		-		-		-		-		-		-		-		-		226		199		143		150		154		872

						調査結果報告件数※3				0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2,696				法第５条（旧法第４条） ホウ ダイ ジョウ キュウ ホウ ダイ ジョウ		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5

				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				-		-		-		-		-		-		-		-		10,815		9,525		9,949		10,848		10,602		51,739				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		-		-		-		-		-		-		-		-		89		241		303		298		390		1321

								うち、調査命令件数		-		-		-		-		-		-		-		-		270		180		126		142		164		882

						調査結果報告件数				-		-		-		-		-		-		-		-		226		199		143		150		154		872				図2-10用のデータ ズ ヨウ

				法第５条 ジョウ		調査命令発出				1		2		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		6						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

								同上の調査結果報告件数		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5				区域に指定		0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		532		2638		2158

						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				要措置区域		-		-		-		-		-		-		-		-		45		80		72		84		354		281

				法第６条・法第11条 ダイ ジョウ		前年度末時点の指定件数(A）				0		0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		－				形質変更時要届出区域		-		-		-		-		-		-		-		-		230		370		394		448		1849		1442

						区域に指定（B)				0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		480		532		2,638

								要措置区域への指定件数		-		-		-		-		-		-		-		-		45		80		72		73		84		354				図2-11用のデータ ズ ヨウ

								形質変更時要届出区域への指定件数		-		-		-		-		-		-		-		-		230		370		394		407		448		1,849						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

						区域指定解除（C)				0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		115		259		1,070				旧指定区域全部解除 キュウ シテイ クイキ ゼンブ カイジョ		0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		259		1070		955

								要措置区域の解除		-		-		-		-		-		-		-		-		11		40		55		28		58		192				要措置区域全部解除 ゼンブ カイジョ		-		-		-		-		-		-		-		-		11		40		55		58		192		164

								形質変更時要届出区域の解除		-		-		-		-		-		-		-		-		86		124		147		87		201		645				形質変更時要届出区域全部解除 ゼンブ カイジョ		-		-		-		-		-		-		-		-		86		124		147		201		645		558

						引き続き指定（A+B-C)				0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		1,562		－

				法第14条 ジョウ		申請件数（調査結果報告件数）				-		-		-		-		-		-		-		-		89		241		303		298		390		1,321

				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		826		4,894

										0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		688





土壌汚染状況調査結果報告件数（調査契機別）P8

																										H26		累計※ ルイケイ

																				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数				1,350		11,421

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		282		2,696

																								一時的免除件数		653		8,494

																				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				10,602		51,739

																								調査命令件数		164		882

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		154		872

																				法第５条 ジョウ		調査命令発出件数 ケンスウ				1		6

																								同上の調査結果報告件数		0		5

																						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0

																				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		申請件数（調査結果報告件数） シンセイ ケンスウ チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ				390		1,321

																				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						826		4,894

																				※　累計は旧法による調査結果も含む ルイケイ キュウホウ チョウサ ケッカ フク

				表2-2シートを基礎データとして作図、作表しています。 ヒョウ キソ サクズ サクヒョウ



法第３条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	87	163	185	265	243	240	299	204	245	243	240	282	法第４条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	226	199	143	150	154	法第14条	H1	4	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	89	241	303	298	390	調査結果報告件数



表3-10

																												表 3-10 　特定有害物質別の要措置区域等指定件数


				25年度 ネンド																		25年度までの累計 ネンド ルイケイ						26年度（当年度） ネンド トウネンド														26年度（当年度）までの累計 ネンド トウネンド ルイケイ



						要措置区域
件数 ヨウ ソチ クイキ ケンスウ		形質変更時
要届出区域
件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		指定件数 シテイ ケンスウ		VOC
(第一種)
不適合 ダイ イチ シュ フテキゴウ		重金属等
(第二種)
不適合 ジュウ キン ゾク トウ ダイ ニ シュ フテキゴウ		農薬等
(第三種)
不適合 ノウヤク トウ ダイ サン シュ フテキゴウ		複合汚染 フクゴウ オセン				要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ		要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ		VOC
(第一種)
不適合 ダイ イチ シュ フテキゴウ		重金属等
(第二種)
不適合 ジュウ キン ゾク トウ ダイ ニ シュ フテキゴウ		農薬等
(第三種)
不適合 ノウヤク トウ ダイ サン シュ フテキゴウ		複合汚染 フクゴウ オセン		要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ

				法第３条 ホウ ダイ ジョウ		39		108		147		32		101		0		14				128		353		481		37		103		140		20		94		0		26		165		456		621

				法第４条 ホウ ダイ ジョウ		7		41		48		3		43		0		2				50		294		344		7		49		56		2		54		0		0		57		343		400

				法第５条 ホウ ダイ ジョウ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		27		254		281		8		245		0		28				91		737		828		35		291		326		14		279		2		31		126		1028		1154

		 		法第３条・第14条 ホウ ダイ ジョウ ダイ ジョウ		0		3		3		0		3		0		0				0		5		5		2		3		5		0		5		0		0		2		8		10

				法第４条・第14条 ホウ ダイ ジョウ ダイ ジョウ		0		1		1		0		1		0		0				1		12		13		3		2		5		1		4		0		0		4		14		18

				計 ケイ		73		407		480		43		393		0		44				270		1401		1671		84		448		532		37		436		2		57		354		1849		2203













































































































































































































































































































要措置区域等指定の状況(P9)

		調査契機 チョウサ ケイキ				平成26年度 ヘイセイ ネンド										累計 ルイケイ

						要措置区域 ヨウ ソチ クイキ				形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トド イ クイキ				指定区域
合計 シテイ クイキ ゴウケイ		要措置区域 ヨウ ソチ クイキ				形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トド イ クイキ				指定区域
合計 シテイ クイキ ゴウケイ

				有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条）		37		26%		103		74%		140		165		27%		456		73%		621

				土地形質変更届出（法第４条） トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ ホウ ダイ ジョウ		7		13%		49		87%		56		57		14%		343		86%		400

				都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） トドウフケン チジ トウ ケンコウ ヒガイ ショウ オソ ホウ ダイ ジョウ		0		    -		0		    -		0		0		    -		0		    -		0

				自主調査による申請（法第14条） ジシュ チョウサ シンセイ ホウ ダイ ジョウ		35		11%		291		89%		326		126		11%		1,028		89%		1,154

				有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 ユウガイ ブッシツ シヨウジ トクテイ シセツ ハイシ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		2		40%		3		60%		5		2		20%		8		80%		10

				土地形質変更届出及び自主調査による申請 トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		3		60%		2		40%		5		4		22%		14		78%		18

				合計 ゴウケイ		84		16%		448		84%		532		354		16%		1,849		84%		2,203

						↑				↑				↑		↑				↑				↑

						この列を転記します。 レツ テンキ

						表3-15シートを基礎データとして作表しました。 ヒョウ キソ サクヒョウ

						注：セルf4は合計が100%になるように補正しました。 チュウ ゴウケイ ホセイ





要措置区域等指定件数（特定有害物質別）P10

						要措置区域等
指定件数 ヨウ ソチ クイキ トウ シテイ ケンスウ		VOC
（第一種）
不適合 ダイイチ シュ フテキゴウ				重金属等
（第二種）
不適合 ジュウキンゾク トウ ダイニシュ フテキゴウ				農薬等
（第三種）
不適合 ノウヤク トウ ダイサンシュ フテキゴウ				複合汚染 フクゴウ オセン

				平成26年度計 ヘイセイ ネンド ケイ		532		37		7%		436		82%		2		0%		57		11%

				有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条）		140		20		14%		94		67%		0		0%		26		19%

				土地形質変更届出（法第４条） トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ ホウ ダイ ジョウ		56		2		4%		54		96%		0		0%		0		0%

				都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） トドウフケン チジ トウ ケンコウ ヒガイ ショウ オソ ホウ ダイ ジョウ		0		0		  -		0		  -		0		  -		0		  -

				自主調査による申請（法第14条） ジシュ チョウサ シンセイ ホウ ダイ ジョウ		326		14		4%		279		85%		2		1%		31		10%				0.0429447853		0.8558282209		0.0061349693		0.0950920245

				有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 ユウガイ ブッシツ シヨウジ トクテイ シセツ ハイシ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		5		0		0%		5		100%		0		0%		0		0%

				土地形質変更届出及び自主調査による申請 トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		5		1		20%		4		80%		0		0%		0		0%

						↑		↑				↑				↑				↑

						この列を転記します。 レツ テンキ

						表3-15シートから転記して作表しました。 ヒョウ テンキ サクヒョウ

						注：セルg6は合計が100%になるように補正しました。 チュウ ゴウケイ ホセイ

				VOC（第一種）不適合		37

				重金属等（第二種）不適合		436

				農薬等（第三種）不適合		2

				複合汚染		57

						532

						2

						55

						37

						432



VOC（第一種）

不適合, 37件 , 7%

重金属等（第二種）不適合,

 436件 , 82%

農薬等（第三種）

不適合, 2件 , 0%

複合汚染,

 57件 , 11%



VOC（第一種）不適合	重金属等（第二種）不適合	農薬等（第三種）不適合	複合汚染	37	436	2	57	

表3-13

				表3-13　業種区分別の要措置区域等指定件数及び基準不適合物質

																																																																						（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ																																																																				（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ																																																																（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ

																				ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ																										ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ																						ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ



								指定件数 シテイケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ						要措置区域指定件数 ヨウ ソチ クイキ シテイ ケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ		形質変更時要届出区域件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ

		1		 Ａ　農業，林業				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		Count式 シキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

						01 農業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		問4（N）×問13（JA)×問11（JG-JJ)×問9（JU) トイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

						02 林業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				 Ｂ　漁業				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						03 漁業（水産養殖業を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						04 水産養殖業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				 Ｃ　鉱業，採石業，砂利採取業				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						05 鉱業，採石業，砂利採取業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｄ　建設業				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						06 総合工事業		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						07 職別工事業（設備工事業を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						08 設備工事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｅ　製造業				192		9		159		1		23		23		1		1		2		8		1		1		14		1		2		10		8		7		67		26		17		0		20		86		71		105		43		1		1		1		3		1		1				35		1		30		0		4		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		2		1		2		17		6		0		0		3		15		12		19		9		0		0		0		0		0		158		8		130		1		19		22		1		1		2		8		1		1		12		1		2		8		7		5		52		22		17		0		17		71		59		87		35		1		1		1		3		1

						09 食料品製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						10 飲料・たばこ・飼料製造業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						11 繊維工業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						12 木材・木製品製造業（家具を除く）		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						13 家具・装備品製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						14 パルプ・紙・紙加工品製造業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0

						15 印刷・同関連業		14		0		13		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		9		1		1		0		2		5		1		6		0		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		11		0		10		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		6		1		1		0		1		3		1		5		0		0		0		0		0		0

						16 化学工業		21		0		17		0		4		6		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		2		2		3		3		1		0		1		8		11		13		2		0		0		0		1		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		17		0		3		6		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		3		3		1		0		1		7		11		13		2		0		0		0		1		0

						17 石油製品・石炭製品製造業		8		2		5		0		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		1		4		2		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		2		5		0		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		1		4		2		4		0		0		0		0		0		0

						18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						19 ゴム製品製造業		3		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		0

						20 なめし革・同製品・毛皮製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						21 窯業・土石製品製造業		10		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		2		8		4		6		5		0		0		0		0		0		1				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		0		0		0		0		0		8		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		2		6		2		4		3		0		0		0		0		0

						22 鉄鋼業		7		0		3		0		4		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		2		1		4		2		1		0		2		5		4		7		3		1		1		1		1		1		1				2		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		2		1		0		0		0		0		0		5		0		2		0		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		3		2		1		0		2		4		3		5		2		1		1		1		1		1

						23 非鉄金属製造業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0

						24 金属製品製造業		45		1		38		0		6		4		0		0		0		2		0		0		2		0		0		0		0		2		21		11		4		0		5		15		11		19		17		0		0		0		0		0		1				9		0		8		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		6		2		0		0		1		1		2		2		3		0		0		0		0		0		36		1		30		0		5		4		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		1		15		9		4		0		4		14		9		17		14		0		0		0		0		0

						25 はん用機械器具製造業		6		0		4		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		2		2		3		0		0		0		0		1		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		4		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		2		2		3		0		0		0		0		1		0

						26 生産用機械器具製造業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						27 業務用機械器具製造業		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		0		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		1		0		0		0		0		0

						28 電子部品・デバイス・電子回路製造業		15		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		7		3		13		3		0		0		0		0		0		1				4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		4		1		0		0		0		0		0		11		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		6		3		9		2		0		0		0		0		0

						29 電気機械器具製造業		12		2		10		0		0		2		0		0		1		2		0		0		1		0		0		2		0		2		1		1		4		0		0		5		4		5		1		0		0		0		0		0		1				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		10		2		8		0		0		2		0		0		1		2		0		0		1		0		0		2		0		2		1		1		4		0		0		3		3		4		1		0		0		0		0		0

						30 情報通信機械器具製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						31 輸送用機械器具製造業		14		0		11		0		3		2		0		0		0		1		0		0		2		0		1		1		2		0		10		4		2		0		0		5		4		11		6		0		0		0		0		0		1				4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		1		0		4		2		0		0		0		0		0		11		0		8		0		3		2		0		0		0		1		0		0		2		0		1		1		2		0		8		3		2		0		0		4		4		8		5		0		0		0		0		0

						32 その他の製造業		20		1		17		0		2		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		5		3		0		0		7		14		11		14		3		0		0		0		0		0		1				4		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		1		0		0		1		2		3		2		0		0		0		0		0		0		16		0		15		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		2		0		0		6		12		8		12		3		0		0		0		0		0

		1		 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業				13		0		11		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1		0		0		0		5		4		6		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		11		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		1		0		0		0		5		4		6		0		0		0		0		0		0

						33 電気業		8		0		8		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		5		3		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		8		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		5		3		4		0		0		0		0		0		0

						34 ガス業		5		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0

						35 熱供給業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						36 水道業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｇ　情報通信業				1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						37 通信業		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						38 放送業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						39 情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						40 インターネット附隋サービス業 フ ズイ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						41 映像・音声・文字情報制作業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		  Ｈ　運輸業，郵便業				15		1		14		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		0		0		8		5		5		1		0		0		0		0		0		1				2		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12		0		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		8		4		3		1		0		0		0		0		0

						42 鉄道業		5		0		5		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		5		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0

						43 道路旅客運送業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0

						44 道路貨物運送業		6		1		5		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		0		0		4		1		2		1		0		0		0		0		0		1				2		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		1		1		1		0		0		0		0		0

						45 水運業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						46 航空運輸業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						47 倉庫業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						48 運輸に附帯するサービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						49  郵便業（信書便事業を含む） ユウビン ギョウ シン ショ ビン ジギョウ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｉ　卸売・小売業  				17		5		11		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		5		0		2		0		0		0		0		6		6		4		0		0		0		0		0		0		1				6		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		1		3		3		0		0		0		0		0		0		11		2		8		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		1		0		0		0		0		5		3		1		0		0		0		0		0		0

						50 各種商品卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						51 繊維・衣服等卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						52 飲食料品卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						54 機械器具卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						55 その他の卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						56 各種商品小売業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						57 織物・衣服・身の回り品小売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						58 飲食料品小売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						59 機械器具小売業 キカイ キグ コウ ギョウ		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						60 その他の小売業		10		4		5		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		5		2		0		0		0		0		0		0		0		1				2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		8		2		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		5		1		0		0		0		0		0		0		0

						61 無店舗小売業 ム テンポ コウ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｊ　金融・保険業    				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						62 銀行業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						63 協同組織金融業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						65 金融商品取引業，商品先物取引業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						66 補助的金融業等		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						67 保険業 （保険媒介代理業，保険サ－ビス業を含む）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｋ　不動産業，物品賃貸業				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						68 不動産取引業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						69 不動産賃貸業・管理業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						70 物品賃貸業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業				14		1		13		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		3		0		0		6		6		7		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		13		1		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		2		0		0		5		5		7		0		0		0		0		0		0

						71 学術・開発研究機関		13		0		13		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		3		0		0		6		5		7		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		12		0		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		2		0		0		5		4		7		0		0		0		0		0		0

						72 専門サービス業（他に分類されないもの）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						73 広告業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						74 技術サービス業（他に分類されないもの）		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｍ　飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						75 宿泊業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						76 飲食店		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						77 持ち帰り・配達飲食サービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業				26		18		2		0		6		2		0		0		2		13		0		0		21		0		0		9		1		0		1		3		14		1		1		4		24		6		0		0		0		0		0		0		1				11		11		0		0		0		0		0		0		1		6		0		0		11		0		0		5		0		0		0		1		6		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		15		7		2		0		6		2		0		0		1		7		0		0		10		0		0		4		1		0		1		2		8		1		1		4		13		6		0		0		0		0		0		0

						78 洗濯・理容･美容･浴場業		23		18		0		0		5		1		0		0		2		13		0		0		21		0		0		9		0		0		0		2		13		0		0		2		22		4		0		0		0		0		0		0		1				11		11		0		0		0		0		0		0		1		6		0		0		11		0		0		5		0		0		0		1		6		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		12		7		0		0		5		1		0		0		1		7		0		0		10		0		0		4		0		0		0		1		7		0		0		2		11		4		0		0		0		0		0		0

						79 その他の生活関連サービス業		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0

						80 娯楽業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		1		Ｏ　教育，学習支援業				16		0		15		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		5		5		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		15		0		14		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		4		5		1		0		0		0		0		0

						81 学校教育		16		0		15		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		5		5		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		15		0		14		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		4		5		1		0		0		0		0		0

						82 その他の教育，学習支援業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｐ　医療，福祉				21		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		4		0		0		5		12		9		1		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		18		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		4		0		0		5		10		9		1		0		0		0		0		0

						83 医療業		18		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		4		0		0		5		12		7		1		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		15		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4		0		0		5		10		7		1		0		0		0		0		0

						84 保健衛生		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						85 社会保険・社会福祉・介護事業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		1		Ｑ　複合サービス事業				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						86 郵便局		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						87 協同組合（他に分類されないもの）		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｒ　サービス業（他に分類されないもの）				12		0		9		0		3		1		1		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		3		9		5		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		8		0		3		1		1		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		2		8		5		0		0		0		0		0		0

						88 廃棄物処理業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0

						89 自動車整備業		7		0		5		0		2		1		0		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		0		2		0		2		0		0		3		6		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		4		0		2		1		0		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		0		2		0		2		0		0		2		5		4		0		0		0		0		0		0

						90 機械等修理業（別掲を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						91 職業紹介・労働者派遣業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						92 その他の事業サービス業		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						93 政治・経済・文化団体		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						94 宗教		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						95 その他のサービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						96 外国公務		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｓ　公務(他に分類されるものを除く）				34		0		32		1		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		0		4		0		0		11		15		12		0		0		0		0		1		0		1				6		0		6		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		28		0		26		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		9		13		11		1		0		0		0		1		0

						97 国家公務		4		0		4		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		0		0

						98 地方公務		30		0		28		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		0		4		0		0		9		15		9		0		0		0		0		1		0		1				6		0		6		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		24		0		22		1		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		7		13		8		1		0		0		0		1		0

		1		Ｔ　分類不能の産業				5		0		5		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0

						99 分類不能の産業		5		0		5		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0

		1		不明 フメイ				150		3		130		0		17		22		1		1		2		8		2		3		8		2		1		10		5		7		30		9		17		0		12		57		62		72		17		1		1		1		1		1		1				15		2		10		0		3		2		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		6		1		2		0		1		4		4		7		2		0		0		0		0		0		134		0		119		0		15		20		1		1		2		7		2		2		7		2		1		9		3		6		24		8		16		1		12		55		60		66		16		1		1		1		1		1

				合計 ゴウケイ				526		37		432		2		55		63		4		3		6		33		3		5		47		5		3		32		23		17		123		42		71		1		35		205		226		240		63		2		2		2		5		2		1				84		18		58		0		8		5		0		0		1		8		0		1		15		0		0		9		6		3		31		8		12		0		4		25		36		31		12		0		0		0		0		0		439		18		371		2		48		57		4		3		5		25		3		4		32		5		3		23		17		14		94		36		60		2		32		180		189		209		55		2		2		2		5		2





業種区分別の要措置区域等指定件数(P11)

				指定件数 シテイケンスウ		VOC（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン

		農業，林業		1		0		1		0		0

		建設業		3		0		3		0		0

		製造業		192		9		159		1		23

		電気・ガス・熱供給・水道業		13		0		11		0		2

		情報通信業		1		0		0		0		1

		運輸業，郵便業		15		1		14		0		0

		卸売・小売業  		17		5		11		0		1

		金融・保険業    		1		0		1		0		0

		不動産業，物品賃貸業		2		0		2		0		0

		学術研究，専門・技術サービス業		14		1		13		0		0

		飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業		2		0		2		0		0

		生活関連サービス業，娯楽業		26		18		2		0		6

		教育，学習支援業		16		0		15		0		1

		医療，福祉		21		0		21		0		0

		複合サービス事業		1		0		1		0		0

		サービス業（他に分類されないもの）		12		0		9		0		3

		公務(他に分類されるものを除く）		34		0		32		1		1

		分類不能の産業		5		0		5		0		0

		不明 フメイ		150		3		130		0		17

		「表3-13」から転記（値をコピーしています） テンキ アタイ



VOC（第一種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	9	0	0	1	5	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	3	重金属等（第二種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	1	3	159	11	0	14	11	1	2	13	2	2	15	21	1	9	32	5	130	農薬等（第三種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	複合汚染	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	23	2	1	0	1	0	0	0	0	6	1	0	0	3	1	0	17	

指定件数割合



指定件数	



農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	1	3	192	13	1	15	17	1	2	14	2	26	16	21	1	12	34	5	150	

要措置区域等指定件数



基準不適合物質別の要措置区域等指定件数(P12)

		ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ

		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ

		4		3		6		33		3		5		47		5		3		32		23		17		123		42		71		1		35		205		226		240		63		2		2		2		5		2

		「表3-13」から転記（値をコピーしています） テンキ アタイ











カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	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	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	17	123	42	71	1	35	205	226	240	63	要措置区域等指定件数



四塩化炭素	一・二－ジクロロエタン	一・一－ジクロロエチレン	シス・一・二－ジクロロエチレン	一・三－ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	一・一・一－トリクロロエタン	一・一・二－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	4	3	6	33	3	5	47	5	3	32	23	要措置区域等指定件数

VOC

重金属等



表5-1

		表5-1　汚染土壌処理施設の届出等の件数（平成26年度末時点） トドケデ ナド ケン スウ ヘイセイ ネン ド マツ ジテン

						特定有害物質別　許可件数 トクテイ ユウガイ ブッシツ ベツ キョカ ケンスウ

						ＶＯＣ（第一種） ダイ イチ シュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾク トウ ダイ ニ シュ																				農薬等（第三種） ノウヤク トウ ダイ サン シュ

				許可件数 キョカ ケンスウ		四塩化炭素		一・二―ジクロロエタン		一・一―ジクロロエチレン		シス―一・二―ジクロロエチレン		一・三―ジクロロプロペン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一―トリクロロエタン		一・一・二―トリクロロエタン		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀		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		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）		有機りん化合物

		①浄化等処理施設（浄化）		??34		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??27		??25		??24		??11		??11		??26		??27		??26		??24		??22		??12		??12		??12		??4		??12

		②浄化等処理施設（溶融）		??6		??4		??4		??4		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??6		??6		??6		??4		??4		??6		??6		??6		??6		??6		??6		??5		??6		??2		??5

		③浄化等処理施設（不溶化）		??13		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??12		??13		??10		??8		??9		??12		??13		??13		??12		??12		??0		??0		??0		??0		??0

		④セメント製造施設		??19		??0		??1		??0		??0		??0		??1		??1		??0		??0		??1		??1		??18		??18		??0		??0		??0		??18		??19		??19		??19		??18		??0		??0		??0		??0		??0

		⑤埋立処理施設		??37		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??37		??37		??37		??35		??34		??35		??37		??37		??36		??34		??33		??33		??33		??29		??33

		⑥分別等処理施設		??37		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??33		??35		??28		??4		??5		??33		??35		??35		??35		??35		??17		??17		??17		??1		??17

		合　計 ゴウ ケイ		??102		??62		??63		??62		??63		??63		??64		??64		??63		??63		??64		??64		??133		??134		??105		??62		??63		??130		??137		??136		??132		??127		??68		??67		??68		??36		??67





汚染土壌処理業の許可件数(P13)

		浄化等処理施設 ジョウカ トウ ショリ シセツ						セメント
製造施設 セイゾウ シセツ		埋立
処理施設 ウメタテ		分別等
処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		事業所数 ジギョウショ スウ

		浄化 ジョウカ		溶解 ヨウカイ		不溶化 フヨウ カ

		34		6		13		19		37		37		102





汚染土壌の処理量推移(P14)

																		法対象土量 ホウ タイショウ ドリョウ

																				H26年度 ネンド										H25年度 ネンド

		一次処理 イチジ ショリ		平成26年度 ヘイセイ ネンド						平成25年度 ヘイセイ ネンド								一次処理 イチジ ショリ

				法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		820,997t		520,872t		1,341,869t		515,872t		712,965t		1,228,836t

		浄化等処理施設(不溶化) ジョウカ トウ ショリ シセツ フヨウカ		162,812t		208,889t		371,701t		80,469t		34,989t		115,458t

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		265,167t		1,256,578t		1,521,745t		132,223t		185,862t		318,085t

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		228,549t		157,875t		386,424t		499,400t		349,674t		849,073t

		分別等処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		125,497t		875,769t		1,001,266t		559,129t		1,278,667t		1,837,796t

		合計 ゴウケイ		1,603,023t		3,019,983t		4,623,005t		1,787,093t		2,562,156t		4,349,249t



		二次処理 ニジ ショリ		平成26年度 ヘイセイ ネンド						平成25年度 ヘイセイ ネンド

				法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		256,931t		177,085t		434,016t		268,000t		95,420t		363,420t

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		162,814t		489,065t		651,879t		244,649t		1,065,594t		1,310,242t

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		74,751t		63,425t		138,175t		4,127t		9,658t		13,785t

		合計 ゴウケイ		494,496t		729,575t		1,224,070t		516,776t		1,170,671t		1,687,447t				再処理 サイ ショリ





		一次処理(二次処理必須) イチジ ショリ ニジ ショリ ヒッス		288,309		1,084,658		1,372,967		639,598		1,313,656		1,953,254







		H27　一次処理 イチジ ショリ		法 ホウ		法外 ホウガイ		計 ケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		820,997		520,872		1,341,869

		浄化等処理施設(不溶化) ジョウカ トウ ショリ シセツ フヨウカ		162,812		208,889		371,701

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		265,167		1,256,578		1,521,745

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		228,549		157,875		386,424

		分別等処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		125,497		875,769		1,001,266

				1,603,023		3,019,983		4,623,005

		H27　二次処理 ニジ ショリ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		計 ケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		256,931		177,085		434,016

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		162,814		489,065		651,879

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		74,751		63,425		138,175

		計 ケイ		494,496		729,575		1,224,070



平成25年度　一次処理

515,872t
29%

80,469t
5%

132,223t
7%

499,400t
28%

559,129t
31%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	浄化等処理施設(不溶化)	セメント製造施設	埋立処理施設	分別等処理施設	515871.51	80468.98	132222.99	499399.83999999997	559129.34	平成26年度　一次処理

820,997t
51%

162,812t
10%

265,167t
17%

228,549t
14%

125,497t
8%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	浄化等処理施設(不溶化)	セメント製造施設	埋立処理施設	分別等処理施設	820997.24	162812.24	265166.95999999996	228549.11	125496.97	平成25年度　再処理

268,000t
52%

244,649t
47%

4,127t
1%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	セメント製造施設	埋立処理施設	268000	244648.524	4127.16	平成26年度　再処理

256,931t
52%

162,814t
33%

74,751t
15%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	セメント製造施設	埋立処理施設	256931.25999999998	162813.85999999999	74750.499999999985	

image1.png





平成26年度要措置区域等指定件数（特定有害物質別）

11

• 平成26年度の区域指定は、重金属等
による汚染が最も多く、約８割。

• 複合汚染による汚染は約１割。
• 有害物質使用特定施設廃止での
区域指定は、他の調査契機に比べ、
VOC不適合の事例が多い。

• 土地形質変更届出時及び自主調査に
よる申請での区域指定は、
重金属等不適合の事例が多い。

要措置区域等
指定件数

平成26年度計 532 37 7% 436 82% 2 0% 57 11%

有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条） 140 20 14% 94 67% 0 0% 26 19%

土地形質変更届出（法第４条） 56 2 4% 54 96% 0 0% 0 0%

都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） 0 0   - 0   - 0   - 0   -

自主調査による申請（法第14条） 326 14 4% 279 85% 2 1% 31 10%

有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0%

土地形質変更届出及び自主調査による申請 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0%

VOC
（第一種）
不適合

重金属等
（第二種）
不適合

農薬等
（第三種）
不適合

複合汚染


list

				list：「自治体」 ジチタイ																								list：大分類 ダイブンルイ						list：中分類 チュウブンルイ																																																						list：「事例区分」 ジレイ クブン				list：「基準超過」 キジュン チョウカ				list：「第一種」 ダイイッシュ				list：「状況不明」 ジョウキョウ フメイ				list：「土地所有者」 トチショユウシャ				list：「住所」 ジュウショ				list：「汚染原因者所有者」 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				list：「汚染原因者所住所」 オセン ゲンインシャ ジョ ジュウショ				list：「解除」 カイジョ				list：「無選択」 ムセンタク

																												その他リスト多数 タ タスウ																																																																list：「超過必須」 チョウカ ヒッス

		No.		area		pref,city		code		p/c				号番号・記号 ゴウ バンゴウ キゴウ		略称 リャクショウ												大分類 ダイブンルイ		範囲名 ハンイメイ		中分類 チュウブンルイ																																																								B_事例区分 ジレイ クブン				B_基準超過 キジュンチョウカ				B_第一種 ダイイッシュ				B_状況不明 ジョウキョウ フメイ				B_汚染原因者_土地所有者 オセンゲンインシャ トチショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセンゲンインシャ ジュウショ				B_汚染原因者_所有者 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセン ゲンインシャ ジュウショ				B_区域解除 クイキ カイジョ				B_無選択 ムセンタク

		1		北海道 ０１		北海道		01-000		p				１、イ		選鉱施設				0		空白 クウハク						不明 フメイ		不明 フメイ		不明 フメイ																																																								新規事例 シンキ ジレイ				基準超過 キジュンチョウカ				ガス				不明 フメイ				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				全部解除された ゼンブ カイジョ

		2		北海道 ０１		札幌市		01-100		c				１、ロ		選炭施設				1		特定施設 トクテイ シセツ						A 農業,林業		農業 ノウギョウ		不明 フメイ		01 農業		02 林業																																																				更新等事例 コウシン トウ ジレイ				基準適合 キジュン テキゴウ				地下水 チカスイ								土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				一部解除された イチブ カイジョ

		3		北海道 ０１		函館市		01-202		c				１、ハ		坑水中和沈でん施設												B 漁業		漁業 ギョギョウ		不明 フメイ		03 漁業(水産養殖業を除く)		04 水産養殖業																																																				区域指定を審査中 クイキ シテイ シンサチュウ				確認中 カクニンチュウ												不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								解除されていない カイジョ

		4		北海道 ０１		旭川市		01-204		c				１、ニ		掘さく用の泥水分離施設												C 鉱業,採石業,砂利採取業		鉱業 コウギョウ		不明 フメイ		05 鉱業,採石業,砂利採取業

		5		東北 ヒガシ キタ		青森県		02-000		p				１の２、イ		豚房施設												D 建設業		建設業 ケンセツギョウ		不明 フメイ		06 総合工事業		07 職別工事業(設備工事業を除く)		08 設備工事業

		6		東北 ヒガシ キタ		青森市 アオモリ シ		02-201		c				１の２、ロ		牛房施設												E 製造業		製造業 セイゾウギョウ		不明 フメイ		09 食料品製造業		10 飲料・たばこ・飼料製造業		11 繊維工業		12 木材・木製品製造業(家具を除く)		13 家具・装備品製造業		14 パルプ・紙・紙加工品製造業		15 印刷・同関連業		16 化学工業		17 石油製品・石炭製品製造業		18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)		19 ゴム製品製造業		20 なめし革・同製品・毛皮製造業		21 窯業・土石製品製造業		22 鉄鋼業		23 非鉄金属製造業		24 金属製品製造業		25 はん用機械器具製造業		26 生産用機械器具製造業		27 業務用機械器具製造業		28 電子部品・デバイス・電子回路製造業		29 電気機械器具製造業		30 情報通信機械器具製造業		31 輸送用機械器具製造業		32 その他の製造業

		7		東北 ヒガシ キタ		八戸市		02-203		c				１の２、ハ		馬房施設												F 電気・ガス・熱供給・水道業		電気 デンキ		不明 フメイ		33 電気業		34 ガス業		35 熱供給業		36 水道業

		8		東北 ヒガシ キタ		岩手県		03-000		p				２、イ		原料処理施設												G 情報通信業		情報 ジョウホウ		不明 フメイ		37 通信業		38 放送業		39 情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		40 インターネット附隋サービス業 フ ズイ ギョウ		41 映像・音声・文字情報制作業

		9		東北 ヒガシ キタ		盛岡市		03-201		c				２、ロ		洗浄施設												H 運輸業,郵便業		運輸 ウンユ		不明 フメイ		42 鉄道業		43 道路旅客運送業		44 道路貨物運送業		45 水運業		46 航空運輸業		47 倉庫業		48 運輸に附帯するサービス業		49 郵便業(信書便事業を含む) ユウビン ギョウ シン ショ ビン ジギョウ フク

		10		東北 ヒガシ キタ		宮城県		04-000		p				２、ハ		湯煮施設												I 卸売・小売業		卸売 オロシウリ		不明 フメイ		50 各種商品卸売業		51 繊維・衣服等卸売業		52 飲食料品卸売業		53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業		54 機械器具卸売業		55 その他の卸売業		56 各種商品小売業		57 織物・衣服・身の回り品小売業		58 飲食料品小売業		59 機械器具小売業 キカイ キグ コウ ギョウ		60 その他の小売業		61 無店舗小売業 ム テンポ コウ ギョウ

		11		東北 ヒガシ キタ		仙台市		04-100		c				３、イ		水産動物原料処理施設												J 金融・保険業		金融 キンユウ		不明 フメイ		62 銀行業		63 協同組織金融業		64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関		65 金融商品取引業,商品先物取引業		66 補助的金融業等		67 保険業(保険媒介代理業,保険サ－ビス業を含む)

		12		東北 ヒガシ キタ		秋田県		05-000		p				３、ロ		洗浄施設												K 不動産業,物品賃貸業		不動産業 フドウサンギョウ		不明 フメイ		68 不動産取引業		69 不動産賃貸業・管理業		70 物品賃貸業

		13		東北 ヒガシ キタ		秋田市		05-201		c				３、ハ		脱水施設												L 学術研究,専門・技術サービス業		学術研究 ガクジュツ ケンキュウ		不明 フメイ		71 学術・開発研究機関		72 専門サービス業(他に分類されないもの)		73 広告業		74 技術サービス業(他に分類されないもの)

		14		東北 ヒガシ キタ		山形県		06-000		p				３、ニ		ろ過施設												M 飲食店,宿泊業Ｍ 宿泊業,飲食サービス業		飲食店 インショクテン		不明 フメイ		75 宿泊業		76 飲食店		77 持ち帰り・配達飲食サービス業

		15		東北 ヒガシ キタ		山形市		06-201		c				３、ホ		湯煮施設												N 生活関連サービス業,娯楽業		生活関連 セイカツ カンレン		不明 フメイ		78 洗濯・理容･美容･浴場業		79 その他の生活関連サービス業		80 娯楽業

		16		東北 ヒガシ キタ		福島県		07-000		p				４、イ		原料処理施設												O 教育,学習支援業		教育 キョウイク		不明 フメイ		81 学校教育		82 その他の教育,学習支援業

		17		東北 ヒガシ キタ		福島市		07-201		c				４、ロ		洗浄施設												P 医療,福祉		医療 イリョウ		不明 フメイ		83 医療業		84 保健衛生		85 社会保険・社会福祉・介護事業

		18		東北 ヒガシ キタ		郡山市		07-203		c				４、ハ		圧搾施設												Q 複合サービス事業		複合 フクゴウ		不明 フメイ		86 郵便局		87 協同組合(他に分類されないもの)

		19		東北 ヒガシ キタ		いわき市		07-204		c				４、ニ		湯煮施設												R サービス業(他に分類されないもの)		サービス		不明 フメイ		88 廃棄物処理業		89 自動車整備業		90 機械等修理業(別掲を除く)		91 職業紹介・労働者派遣業		92 その他の事業サービス業		93 政治・経済・文化団体		94 宗教		95 その他のサービス業		96 外国公務

		20		関東 セキ ヒガシ		茨城県		08-000		p				５、イ		原料処理施設												S 公務(他に分類されるものを除く)		公務 コウム		不明 フメイ		97 国家公務		98 地方公務

		21		関東 セキ ヒガシ		水戸市		08-201		c				５、ロ		洗浄施設												T 分類不能の産業		分類不能 ブンルイ フノウ		不明 フメイ		99 分類不能の産業

		22		関東 セキ ヒガシ		つくば市 ０８－２２０		08-220		c				５、ハ		湯煮施設

		23		関東 セキ ヒガシ		栃木県		09-000		p				５、ニ		濃縮施設

		24		関東 セキ ヒガシ		宇都宮市		09-201		c				５、ホ		精製施設

		25		関東 セキ ヒガシ		群馬県		10-000		p				５、ヘ		ろ過施設

		26		関東 セキ ヒガシ		前橋市		10-201		c				６		洗浄施設

		27		関東 セキ ヒガシ		高崎市		10-202		c				７、イ		原料処理施設

		28		関東 セキ ヒガシ		伊勢崎市 １０－２０４		10-204		c				７、ロ		洗浄施設

		29		関東 セキ ヒガシ		太田市 １０－２０５		10-205		c				７、ハ		ろ過施設

		30		関東 セキ ヒガシ		埼玉県		11-000		p				７、ニ		分離施設

		31		関東 セキ ヒガシ		さいたま市		11-100		c				７、ホ		精製施設

		32		関東 セキ ヒガシ		川越市		11-201		c				８		沈でんそう

		33		関東 セキ ヒガシ		川口市		11-203		c				９		洗米機

		34		関東 セキ ヒガシ		所沢市		11-208		c				10、イ		原料処理施設

		35		関東 セキ ヒガシ		草加市		11-221		c				10、ロ		洗浄施設

		36		関東 セキ ヒガシ		越谷市		11-222		c				10、ハ		搾汁施設

		37		関東 セキ ヒガシ		春日部市 カスカベシ		11-214		c				10、ニ		ろ過施設

		38		関東 セキ ヒガシ		熊谷市 クマガヤ シ		11-202		c				10、ホ		湯煮施設

		39		関東 セキ ヒガシ		千葉県		12-000		p				10、ヘ		蒸りゆう施設

		40		関東 セキ ヒガシ		千葉市		12-100		c				11、イ		原料処理施設

		41		関東 セキ ヒガシ		市川市		12-203		c				11、ロ		洗浄施設

		42		関東 セキ ヒガシ		船橋市		12-204		c				11、ハ		圧搾施設

		43		関東 セキ ヒガシ		松戸市		12-207		c				11、ニ		真空濃縮施設

		44		関東 セキ ヒガシ		柏市		12-217		c				11、ホ		水洗式脱臭施設

		45		関東 セキ ヒガシ		市原市		12-219		c				12、イ		原料処理施設

		46		関東 セキ ヒガシ		東京都		13-000		p				12、ロ		洗浄施設

		47		関東 セキ ヒガシ		八王子市		13-201		c				12、ハ		圧搾施設

		48		関東 セキ ヒガシ		町田市		13-209		c				12、ニ		分離施設

		49		関東 セキ ヒガシ		神奈川県		14-000		p				13、イ		原料処理施設

		50		関東 セキ ヒガシ		横浜市		14-100		c				13、ロ		洗浄施設

		51		関東 セキ ヒガシ		川崎市		14-130		c				13、ハ		分離施設

		52		関東 セキ ヒガシ		相模原市		14-150		c				14、イ		原料浸せき施設

		53		関東 セキ ヒガシ		横須賀市		14-201		c				14、ロ		洗浄施設

		54		関東 セキ ヒガシ		厚木市		14-212		c				14、ハ		分離施設

		55		関東 セキ ヒガシ		平塚市		14-203		c				14、ニ		渋だめ及びこれに類する施設

		56		関東 セキ ヒガシ		藤沢市		14-205		c				15、イ		原料処理施設

		57		関東 セキ ヒガシ		小田原市		14-206		c				15、ロ		ろ過施設

		58		関東 セキ ヒガシ		茅ヶ崎市		14-207		c				15、ハ		精製施設

		59		関東 セキ ヒガシ		大和市		14-213		c				16		湯煮施設

		60		関東 セキ ヒガシ		新潟県		15-000		p				17		湯煮施設

		61		関東 セキ ヒガシ		新潟市		15-100		c				18		抽出施設

		62		関東 セキ ヒガシ		長岡市 １５－２０２		15-202		c				18の２、イ		原料処理施設

		63		関東 セキ ヒガシ		上越市 １５－２２２		15-222		c				18の２、ロ		湯煮施設

		64		関東 セキ ヒガシ		山梨県		19-000		p				18の２、ハ		洗浄施設

		65		関東 セキ ヒガシ		甲府市		19-201		c				18の３、イ		水洗式脱臭施設

		66		関東 セキ ヒガシ		静岡県		22-000		p				18の３、ロ		洗浄施設

		67		関東 セキ ヒガシ		静岡市		22-100		c				19、イ		まゆ湯煮施設

		68		関東 セキ ヒガシ		浜松市		22-130		c				19、ロ		副蚕処理施設

		69		関東 セキ ヒガシ		沼津市		22-203		c				19、ハ		原料浸せき施設

		70		関東 セキ ヒガシ		富士市		22-210		c				19、ニ		精練機及び精練そう

		71		中部 チュウ ブ		富山県		16-000		p				19、ホ		シルケツト機

		72		中部 チュウ ブ		富山市		16-201		c				19、ヘ		漂白機及び漂白そう

		73		中部 チュウ ブ		石川県		17-000		p				19、ト		染色施設

		74		中部 チュウ ブ		金沢市		17-201		c				19、チ		薬液浸透施設

		75		中部 チュウ ブ		福井県		18-000		p				19、リ		のり抜き施設

		76		中部 チュウ ブ		福井市		18-201		c				20、イ		洗毛施設

		77		中部 チュウ ブ		長野県		20-000		p				20、ロ		洗化炭施設

		78		中部 チュウ ブ		長野市		20-201		c				21、イ		湿式紡糸施設

		79		中部 チュウ ブ		松本市		20-202		c				21、ロ		リンター又は未精練繊維の薬液処理施設

		80		中部 チュウ ブ		岐阜県		21-000		p				21、ハ		原料回収施設

		81		中部 チュウ ブ		岐阜市		21-201		c				21の２		湿式バーカー

		82		中部 チュウ ブ		愛知県		23-000		p				21の３		接着機洗浄施設

		83		中部 チュウ ブ		名古屋市		23-100		c				21の４、イ		湿式バーカー

		84		中部 チュウ ブ		豊橋市		23-201		c				21の４、ロ		接着機洗浄施設

		85		中部 チュウ ブ		岡崎市		23-202		c				22、イ		湿式バーカー

		86		中部 チュウ ブ		一宮市		23-203		c				22、ロ		薬液浸透施設

		87		中部 チュウ ブ		春日井市		23-206		c				23、イ		原料浸せき施設

		88		中部 チュウ ブ		豊田市		23-211		c				23、ロ		湿式バーカー

		89		中部 チュウ ブ		三重県		24-000		p				23、ハ		砕木機

		90		中部 チュウ ブ		四日市市		24-202		c				23、ニ		蒸解施設

		91		近畿 コン キ		滋賀県		25-000		p				23、ホ		蒸解廃液濃縮施設

		92		近畿 コン キ		大津市		25-201		c				23、ヘ		チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

		93		近畿 コン キ		京都府		26-000		p				23、ト		漂白施設

		94		近畿 コン キ		京都市		26-100		c				23、チ		抄紙施設

		95		近畿 コン キ		大阪府		27-000		p				23、リ		セロハン製膜施設

		96		近畿 コン キ		大阪市		27-100		c				23、ヌ		湿式繊維板成型施設

		97		近畿 コン キ		堺市		27-140		c				23、ル		廃ガス洗浄施設

		98		近畿 コン キ		岸和田市		27-202		c				23の２、イ		自動式フイルム現像洗浄施設

		99		近畿 コン キ		豊中市		27-203		c				23の２、ロ		自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

		100		近畿 コン キ		吹田市		27-205		c				24、イ		ろ過施設

		101		近畿 コン キ		高槻市		27-207		c				24、ロ		分離施設

		102		近畿 コン キ		枚方市		27-210		c				24、ハ		水洗式破砕施設

		103		近畿 コン キ		茨木市		27-211		c				24、ニ		廃ガス洗浄施設

		104		近畿 コン キ		八尾市		27-212		c				24、ホ		湿式集じん施設

		105		近畿		寝屋川市		27-215		c				25、イ		塩水精製施設

		106		近畿		東大阪市		27-227		c				25、ロ		電解施設

		107		近畿		兵庫県		28-000		p				26、イ		洗浄施設

		108		近畿		神戸市		28-100		c				26、ロ		ろ過施設

		109		近畿		姫路市		28-201		c				26、ハ		遠心分離機

		110		近畿		尼崎市		28-202		c				26、ニ		水洗式分別施設

		111		近畿		明石市		28-203		c				26、ホ		廃ガス洗浄施設

		112		近畿		西宮市		28-204		c				27、イ		ろ過施設

		113		近畿		加古川市		28-210		c				27、ロ		遠心分離機

		114		近畿		宝塚市		28-214		c				27、ハ		亜硫酸ガス冷却洗浄施設

		115		近畿		奈良県		29-000		p				27、ニ		洗浄施設

		116		近畿		奈良市		29-201		c				27、ホ		塩酸回収施設

		117		近畿		和歌山県		30-000		p				27、ヘ		反応施設

		118		近畿		和歌山市		30-201		c				27、ト		吸着施設及び沈でん施設

		119		中国 ナカ コク		鳥取県		31-000		p				27、チ		沈でん施設

		120		中国 ナカ コク		鳥取市		31-201		c				27、リ		水洗式分別施設

		121		中国 ナカ コク		島根県		32-000		p				27、ヌ		廃ガス洗浄施設

		122		中国 ナカ コク		岡山県		33-000		p				27、ル		湿式集じん施設

		123		中国 ナカ コク		岡山市		33-100		c				28、イ		湿式アセチレンガス発生施設

		124		中国 ナカ コク		倉敷市		33-202		c				28、ロ		洗浄施設及び蒸りゆう施設

		125		中国 ナカ コク		広島県		34-000		p				28、ハ		メチルアルコール蒸りゆう施設

		126		中国 ナカ コク		広島市		34-100		c				28、ニ		蒸りゆう施設

		127		中国 ナカ コク		呉市		34-202		c				28、ホ		塩化ビニルモノマー洗浄施設

		128		中国 ナカ コク		福山市		34-207		c				28、ヘ		クロロプレンモノマー洗浄施設

		129		中国 ナカ コク		山口県		35-000		p				29、イ		ベンゼン類硫酸洗浄施設

		130		中国 ナカ コク		下関市		35-201		c				29、ロ		静置分離器

		131		中国 ナカ コク		徳島県		36-000		p				29、ハ		タール酸ソーダ硫酸分解施設

		132		中国 ナカ コク		徳島市		36-201		c				30、イ		原料処理施設

		133		中国 ナカ コク		香川県		37-000		p				30、ロ		蒸りゆう施設

		134		中国 ナカ コク		高松市		37-201		c				30、ハ		遠心分離機

		135		中国 ナカ コク		愛媛県		38-000		p				30、ニ		ろ過施設

		136		中国 ナカ コク		松山市		38-201		c				31、イ		蒸りゆう施設

		137		中国 ナカ コク		高知県		39-000		p				31、ロ		精製施設

		138		中国 ナカ コク		高知市		39-201		c				31、ハ		洗浄施設及びろ過施設

		139		九州 キュウ シュウ		福岡県		40-000		p				32、イ		ろ過施設

		140		九州 キュウ シュウ		北九州市		40-100		c				32、ロ		水洗施設

		141		九州 キュウ シュウ		福岡市		40-130		c				32、ハ		遠心分離機

		142		九州 キュウ シュウ		久留米市		40-203		c				32、ニ		廃ガス洗浄施設

		143		九州 キュウ シュウ		佐賀県		41-000		p				33、イ		縮合反応施設

		144		九州 キュウ シュウ		長崎県		42-000		p				33、ロ		水洗施設

		145		九州 キュウ シュウ		長崎市		42-201		c				33、ハ		遠心分離機

		146		九州 キュウ シュウ		佐世保市		42-202		c				33、ニ		静置分離器

		147		九州 キュウ シュウ		熊本県		43-000		p				33、ホ		ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設

		148		九州 キュウ シュウ		熊本市		43-201		c				33、ヘ		溶剤蒸りゆう施設

		149		九州 キュウ シュウ		大分県		44-000		p				33、ト		溶剤回収施設

		150		九州 キュウ シュウ		大分市		44-201		c				33、チ		ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

		151		九州 キュウ シュウ		宮崎県		45-000		p				33、リ		廃ガス洗浄施設

		152		九州 キュウ シュウ		宮崎市		45-201		c				33、ヌ		湿式集じん施設

		153		九州 キュウ シュウ		鹿児島県		46-000		p				34、イ		ろ過施設

		154		九州 キュウ シュウ		鹿児島市		46-201		c				34、ロ		脱水施設

		155		九州 キュウ シュウ		沖縄県		47-000		p				34、ハ		水洗施設

														34、ニ		ラテツクス濃縮施設

														34、ホ		静置分離器

														35、イ		蒸りゆう施設

														35、ロ		分離施設

														35、ハ		廃ガス洗浄施設

														36、イ		廃酸分離施設

														36、ロ		廃ガス洗浄施設

														36、ハ		湿式集じん施設

														37、イ		洗浄施設

														37、ロ		分離施設

														37、ハ		ろ過施設

														37、ニ		急冷施設及び蒸りゆう施設

														37、ホ		蒸りゆう施設

														37、ヘ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ト		蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設

														37、チ		蒸りゆう施設及び濃縮施設

														37、リ		縮合反応施設及び蒸りゆう施設

														37、ヌ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ル		ガス冷却洗浄施設

														37、オ		酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設

														37、ワ		プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

														37、カ		水蒸気凝縮施設

														37、ヨ		反応施設及びメチルアルコール回収施設

														37、タ		廃ガス洗浄施設

														38、イ		原料精製施設

														38、ロ		塩析施設

														39、イ		脱酸施設

														39、ロ		脱臭施設

														40		蒸りゆう施設

														41、イ		洗浄施設

														41、ロ		抽出施設

														42、イ		原料処理施設

														42、ロ		石灰づけ施設

														42、ハ		洗浄施設

														43		感光剤洗浄施設

														44、イ		原料処理施設

														44、ロ		脱水施設

														45		フルフラール蒸りゆう施設

														46、イ		水洗施設

														46、ロ		ろ過施設

														46、ハ		濃縮施設

														46、ニ		廃ガス洗浄施設

														47、イ		動物原料処理施設

														47、ロ		ろ過施設

														47、ハ		分離施設

														47、ニ		混合施設

														47、ホ		廃ガス洗浄施設

														48		洗浄施設

														49		混合施設

														50		試薬製造施設

														51、イ		脱塩施設

														51、ロ		原油常圧蒸りゆう施設

														51、ハ		脱硫施設

														51、ニ		揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

														51、ホ		潤滑油洗浄施設

														51の２		直接加硫施設

														51の３		成形型洗浄施設

														52、イ		洗浄施設

														52、ロ		石灰づけ施設

														52、ハ		タンニンづけ施設

														52、ニ		クロム浴施設

														52、ホ		染色施設

														53、イ		研摩洗浄施設

														53、ロ		廃ガス洗浄施設

														54、イ		抄造施設

														54、ロ		成型機

														54、ハ		水養生施設

														55		バツチヤープラント

														56		混合施設

														57		成型施設

														58、イ		水洗式破砕施設

														58、ロ		水洗式分別施設

														58、ハ		酸処理施設

														58、ニ		脱水施設

														59、イ		水洗式破砕施設

														59、ロ		水洗式分別施設

														60		水洗式分別施設

														61、イ		タール及びガス液分離施設

														61、ロ		ガス冷却洗浄施設

														61、ハ		圧延施設

														61、ニ		焼入れ施設

														61、ホ		湿式集じん施設

														62、イ		還元そう

														62、ロ		電解施設

														62、ハ		焼入れ施設

														62、ニ		水銀精製施設

														62、ホ		廃ガス洗浄施設

														62、ヘ		湿式集じん施設

														63、イ		焼入れ施設

														63、ロ		電解式洗浄施設

														63、ハ		カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

														63、ニ		水銀精製施設

														63、ホ		廃ガス洗浄施設

														63の２		自動式洗びん施設

														63の３		廃ガス洗浄施設

														64、イ		タール及びガス液分離施設

														64、ロ		ガス冷却洗浄施設

														64の２、イ		沈でん施設

														64の２、ロ		ろ過施設

														65		表面処理施設

														66		電気めっき施設

														66の２、イ		ちゆう房施設

														66の２、ロ		洗たく施設

														66の２、ハ		入浴施設

														66の３		ちゆう房施設

														66の４		ちゆう房施設

														66の５		ちゆう房施設

														66の６		ちゆう房施設

														66の７		ちゆう房施設

														67		洗浄施設

														68		自動式フイルム現像洗浄施設

														68の２、イ		ちゆう房施設

														68の２、ロ		洗浄施設

														68の２、ハ		入浴施設

														69		解体施設

														69の２、イ		卸売場

														69の２、ロ		仲卸売場

														69の３、イ		卸売場

														69の３、ロ		仲卸売場

														70		廃油処理施設

														70の２		洗車施設

														71		自動式車両洗浄施設

														71の２、イ		洗浄施設

														71の２、ロ		焼入れ施設

														71の３		焼却施設

														71の４、イ		産業廃棄物処理施設

														71の４、ロ		産業廃棄物処理施設

														71の５		洗浄施設

														71の６		蒸留施設

														72		し尿処理施設

														73		下水道終末処理施設

														74		排出水処理施設





表紙

		■「土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」をベースとしたセミナー資料の作成について ドジョウ オセン タイサクホウ セコウ ジョウキョウ オヨ ドジョウ オセン チョウサ タイサク ジレイ トウ カン チョウサ ケッカ シリョウ サクセイ

		・「表○－○」シートは、上記調査結果資料から転載した。表番号は平成26年度版のものである。 ヒョウ ジョウキ チョウサ ケッカ シリョウ テンサイ ヘイセイ ネンドバン

		・この表シート以降は、これを基礎数値として作図したシートである。これのシート名はセミナー資料の各ページに相当する。 イコウ キソ スウチ サクズ メイ シリョウ カク ソウトウ

		・なお、指定調査機関による土壌汚染状況調査の基礎数値は、企画ラインから入手したものである。 キソ スウチ キカク ニュウシュ





指定調査機関による土壌汚染状況調査P6

		技術管理者試験状況 ギジュツ カンリシャ シケン ジョウキョウ								改正法施行以降の指定調査機関数の推移 カイセイホウ セコウ イコウ シテイ チョウサ キカン スウ スイイ

		実施年度 ジッシ ネンド		合格者数 ゴウカクシャスウ		合格率 ゴウカクリツ				年度 ネンド		指定調査機関数 シテイ チョウサ キカン スウ

		平成22年度 ヘイセイ ネンド		1,055		19.0%				平成22年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,512

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		381		10.8%				平成23年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,412

		平成24年度 ヘイセイ ネンド		311		10.2%				平成24年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,324

		平成25年度 ヘイセイ ネンド		324		15.9%				平成25年度末 ヘイセイ ネンドマツ		651

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		105		7.8%				平成26年度末 ヘイセイ ネンドマツ		701

		平成27年度 ヘイセイ ネンド		181		13.7%				平成27年度末 ヘイセイ ネンドマツ		700

		合計 ゴウケイ		2,357



改正法施行以降の指定調査機関数の推移

指定調査機関数	

平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	1512	1412	1324	651	701	700	

指定調査機関数



表2-2



								表2-2　年度別の施行状況  ヒョウ ネンド ベツ セコウ ジョウキョウ																																図2-9用のデータ ズ ヨウ



										H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計						H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計

				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数※2				37		572		802		885		941		944		1,031		936		899		711		1,233		1,080		1,350		11,421				法第３条 ホウ ダイ ジョウ		0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2696

								うち、一時的免除件数		4		424		601		737		734		847		898		815		685		498		970		628		653		8,494				法第４条 ホウ ダイ ジョウ		-		-		-		-		-		-		-		-		226		199		143		150		154		872

						調査結果報告件数※3				0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2,696				法第５条（旧法第４条） ホウ ダイ ジョウ キュウ ホウ ダイ ジョウ		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5

				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				-		-		-		-		-		-		-		-		10,815		9,525		9,949		10,848		10,602		51,739				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		-		-		-		-		-		-		-		-		89		241		303		298		390		1321

								うち、調査命令件数		-		-		-		-		-		-		-		-		270		180		126		142		164		882

						調査結果報告件数				-		-		-		-		-		-		-		-		226		199		143		150		154		872				図2-10用のデータ ズ ヨウ

				法第５条 ジョウ		調査命令発出				1		2		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		6						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

								同上の調査結果報告件数		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5				区域に指定		0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		532		2638		2158

						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				要措置区域		-		-		-		-		-		-		-		-		45		80		72		84		354		281

				法第６条・法第11条 ダイ ジョウ		前年度末時点の指定件数(A）				0		0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		－				形質変更時要届出区域		-		-		-		-		-		-		-		-		230		370		394		448		1849		1442

						区域に指定（B)				0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		480		532		2,638

								要措置区域への指定件数		-		-		-		-		-		-		-		-		45		80		72		73		84		354				図2-11用のデータ ズ ヨウ

								形質変更時要届出区域への指定件数		-		-		-		-		-		-		-		-		230		370		394		407		448		1,849						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

						区域指定解除（C)				0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		115		259		1,070				旧指定区域全部解除 キュウ シテイ クイキ ゼンブ カイジョ		0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		259		1070		955

								要措置区域の解除		-		-		-		-		-		-		-		-		11		40		55		28		58		192				要措置区域全部解除 ゼンブ カイジョ		-		-		-		-		-		-		-		-		11		40		55		58		192		164

								形質変更時要届出区域の解除		-		-		-		-		-		-		-		-		86		124		147		87		201		645				形質変更時要届出区域全部解除 ゼンブ カイジョ		-		-		-		-		-		-		-		-		86		124		147		201		645		558

						引き続き指定（A+B-C)				0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		1,562		－

				法第14条 ジョウ		申請件数（調査結果報告件数）				-		-		-		-		-		-		-		-		89		241		303		298		390		1,321

				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		826		4,894

										0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		688





土壌汚染状況調査結果報告件数（調査契機別）P8

																										H26		累計※ ルイケイ

																				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数				1,350		11,421

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		282		2,696

																								一時的免除件数		653		8,494

																				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				10,602		51,739

																								調査命令件数		164		882

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		154		872

																				法第５条 ジョウ		調査命令発出件数 ケンスウ				1		6

																								同上の調査結果報告件数		0		5

																						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0

																				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		申請件数（調査結果報告件数） シンセイ ケンスウ チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ				390		1,321

																				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						826		4,894

																				※　累計は旧法による調査結果も含む ルイケイ キュウホウ チョウサ ケッカ フク

				表2-2シートを基礎データとして作図、作表しています。 ヒョウ キソ サクズ サクヒョウ



法第３条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	87	163	185	265	243	240	299	204	245	243	240	282	法第４条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	226	199	143	150	154	法第14条	H1	4	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	89	241	303	298	390	調査結果報告件数



表3-10

																												表 3-10 　特定有害物質別の要措置区域等指定件数


				25年度 ネンド																		25年度までの累計 ネンド ルイケイ						26年度（当年度） ネンド トウネンド														26年度（当年度）までの累計 ネンド トウネンド ルイケイ



						要措置区域
件数 ヨウ ソチ クイキ ケンスウ		形質変更時
要届出区域
件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		指定件数 シテイ ケンスウ		VOC
(第一種)
不適合 ダイ イチ シュ フテキゴウ		重金属等
(第二種)
不適合 ジュウ キン ゾク トウ ダイ ニ シュ フテキゴウ		農薬等
(第三種)
不適合 ノウヤク トウ ダイ サン シュ フテキゴウ		複合汚染 フクゴウ オセン				要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ		要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ		VOC
(第一種)
不適合 ダイ イチ シュ フテキゴウ		重金属等
(第二種)
不適合 ジュウ キン ゾク トウ ダイ ニ シュ フテキゴウ		農薬等
(第三種)
不適合 ノウヤク トウ ダイ サン シュ フテキゴウ		複合汚染 フクゴウ オセン		要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ

				法第３条 ホウ ダイ ジョウ		39		108		147		32		101		0		14				128		353		481		37		103		140		20		94		0		26		165		456		621

				法第４条 ホウ ダイ ジョウ		7		41		48		3		43		0		2				50		294		344		7		49		56		2		54		0		0		57		343		400

				法第５条 ホウ ダイ ジョウ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		27		254		281		8		245		0		28				91		737		828		35		291		326		14		279		2		31		126		1028		1154

		 		法第３条・第14条 ホウ ダイ ジョウ ダイ ジョウ		0		3		3		0		3		0		0				0		5		5		2		3		5		0		5		0		0		2		8		10

				法第４条・第14条 ホウ ダイ ジョウ ダイ ジョウ		0		1		1		0		1		0		0				1		12		13		3		2		5		1		4		0		0		4		14		18

				計 ケイ		73		407		480		43		393		0		44				270		1401		1671		84		448		532		37		436		2		57		354		1849		2203













































































































































































































































































































要措置区域等指定の状況(P9)

		調査契機 チョウサ ケイキ				平成26年度 ヘイセイ ネンド										累計 ルイケイ

						要措置区域 ヨウ ソチ クイキ				形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トド イ クイキ				指定区域
合計 シテイ クイキ ゴウケイ		要措置区域 ヨウ ソチ クイキ				形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トド イ クイキ				指定区域
合計 シテイ クイキ ゴウケイ

				有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条）		37		26%		103		74%		140		165		27%		456		73%		621

				土地形質変更届出（法第４条） トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ ホウ ダイ ジョウ		7		13%		49		87%		56		57		14%		343		86%		400

				都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） トドウフケン チジ トウ ケンコウ ヒガイ ショウ オソ ホウ ダイ ジョウ		0		    -		0		    -		0		0		    -		0		    -		0

				自主調査による申請（法第14条） ジシュ チョウサ シンセイ ホウ ダイ ジョウ		35		11%		291		89%		326		126		11%		1,028		89%		1,154

				有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 ユウガイ ブッシツ シヨウジ トクテイ シセツ ハイシ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		2		40%		3		60%		5		2		20%		8		80%		10

				土地形質変更届出及び自主調査による申請 トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		3		60%		2		40%		5		4		22%		14		78%		18

				合計 ゴウケイ		84		16%		448		84%		532		354		16%		1,849		84%		2,203

						↑				↑				↑		↑				↑				↑

						この列を転記します。 レツ テンキ

						表3-15シートを基礎データとして作表しました。 ヒョウ キソ サクヒョウ

						注：セルf4は合計が100%になるように補正しました。 チュウ ゴウケイ ホセイ





要措置区域等指定件数（特定有害物質別）P10

						要措置区域等
指定件数 ヨウ ソチ クイキ トウ シテイ ケンスウ		VOC
（第一種）
不適合 ダイイチ シュ フテキゴウ				重金属等
（第二種）
不適合 ジュウキンゾク トウ ダイニシュ フテキゴウ				農薬等
（第三種）
不適合 ノウヤク トウ ダイサンシュ フテキゴウ				複合汚染 フクゴウ オセン

				平成26年度計 ヘイセイ ネンド ケイ		532		37		7%		436		82%		2		0%		57		11%

				有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条）		140		20		14%		94		67%		0		0%		26		19%

				土地形質変更届出（法第４条） トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ ホウ ダイ ジョウ		56		2		4%		54		96%		0		0%		0		0%

				都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） トドウフケン チジ トウ ケンコウ ヒガイ ショウ オソ ホウ ダイ ジョウ		0		0		  -		0		  -		0		  -		0		  -

				自主調査による申請（法第14条） ジシュ チョウサ シンセイ ホウ ダイ ジョウ		326		14		4%		279		85%		2		1%		31		10%				0.0429447853		0.8558282209		0.0061349693		0.0950920245

				有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 ユウガイ ブッシツ シヨウジ トクテイ シセツ ハイシ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		5		0		0%		5		100%		0		0%		0		0%

				土地形質変更届出及び自主調査による申請 トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		5		1		20%		4		80%		0		0%		0		0%

						↑		↑				↑				↑				↑

						この列を転記します。 レツ テンキ

						表3-15シートから転記して作表しました。 ヒョウ テンキ サクヒョウ

						注：セルg6は合計が100%になるように補正しました。 チュウ ゴウケイ ホセイ

				VOC（第一種）不適合		37

				重金属等（第二種）不適合		436

				農薬等（第三種）不適合		2

				複合汚染		57

						532

						2

						55

						37

						432



VOC（第一種）

不適合, 37件 , 7%

重金属等（第二種）不適合,

 436件 , 82%

農薬等（第三種）

不適合, 2件 , 0%

複合汚染,

 57件 , 11%



VOC（第一種）不適合	重金属等（第二種）不適合	農薬等（第三種）不適合	複合汚染	37	436	2	57	

表3-13

				表3-13　業種区分別の要措置区域等指定件数及び基準不適合物質

																																																																						（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ																																																																				（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ																																																																（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ

																				ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ																										ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ																						ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ



								指定件数 シテイケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ						要措置区域指定件数 ヨウ ソチ クイキ シテイ ケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ		形質変更時要届出区域件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ

		1		 Ａ　農業，林業				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		Count式 シキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

						01 農業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		問4（N）×問13（JA)×問11（JG-JJ)×問9（JU) トイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

						02 林業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				 Ｂ　漁業				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						03 漁業（水産養殖業を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						04 水産養殖業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				 Ｃ　鉱業，採石業，砂利採取業				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						05 鉱業，採石業，砂利採取業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｄ　建設業				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						06 総合工事業		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						07 職別工事業（設備工事業を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						08 設備工事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｅ　製造業				192		9		159		1		23		23		1		1		2		8		1		1		14		1		2		10		8		7		67		26		17		0		20		86		71		105		43		1		1		1		3		1		1				35		1		30		0		4		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		2		1		2		17		6		0		0		3		15		12		19		9		0		0		0		0		0		158		8		130		1		19		22		1		1		2		8		1		1		12		1		2		8		7		5		52		22		17		0		17		71		59		87		35		1		1		1		3		1

						09 食料品製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						10 飲料・たばこ・飼料製造業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						11 繊維工業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						12 木材・木製品製造業（家具を除く）		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						13 家具・装備品製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						14 パルプ・紙・紙加工品製造業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0

						15 印刷・同関連業		14		0		13		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		9		1		1		0		2		5		1		6		0		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		11		0		10		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		6		1		1		0		1		3		1		5		0		0		0		0		0		0

						16 化学工業		21		0		17		0		4		6		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		2		2		3		3		1		0		1		8		11		13		2		0		0		0		1		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		17		0		3		6		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		3		3		1		0		1		7		11		13		2		0		0		0		1		0

						17 石油製品・石炭製品製造業		8		2		5		0		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		1		4		2		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		2		5		0		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		1		4		2		4		0		0		0		0		0		0

						18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						19 ゴム製品製造業		3		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		0

						20 なめし革・同製品・毛皮製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						21 窯業・土石製品製造業		10		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		2		8		4		6		5		0		0		0		0		0		1				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		0		0		0		0		0		8		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		2		6		2		4		3		0		0		0		0		0

						22 鉄鋼業		7		0		3		0		4		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		2		1		4		2		1		0		2		5		4		7		3		1		1		1		1		1		1				2		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		2		1		0		0		0		0		0		5		0		2		0		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		3		2		1		0		2		4		3		5		2		1		1		1		1		1

						23 非鉄金属製造業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0

						24 金属製品製造業		45		1		38		0		6		4		0		0		0		2		0		0		2		0		0		0		0		2		21		11		4		0		5		15		11		19		17		0		0		0		0		0		1				9		0		8		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		6		2		0		0		1		1		2		2		3		0		0		0		0		0		36		1		30		0		5		4		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		1		15		9		4		0		4		14		9		17		14		0		0		0		0		0

						25 はん用機械器具製造業		6		0		4		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		2		2		3		0		0		0		0		1		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		4		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		2		2		3		0		0		0		0		1		0

						26 生産用機械器具製造業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						27 業務用機械器具製造業		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		0		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		1		0		0		0		0		0

						28 電子部品・デバイス・電子回路製造業		15		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		7		3		13		3		0		0		0		0		0		1				4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		4		1		0		0		0		0		0		11		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		6		3		9		2		0		0		0		0		0

						29 電気機械器具製造業		12		2		10		0		0		2		0		0		1		2		0		0		1		0		0		2		0		2		1		1		4		0		0		5		4		5		1		0		0		0		0		0		1				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		10		2		8		0		0		2		0		0		1		2		0		0		1		0		0		2		0		2		1		1		4		0		0		3		3		4		1		0		0		0		0		0

						30 情報通信機械器具製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						31 輸送用機械器具製造業		14		0		11		0		3		2		0		0		0		1		0		0		2		0		1		1		2		0		10		4		2		0		0		5		4		11		6		0		0		0		0		0		1				4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		1		0		4		2		0		0		0		0		0		11		0		8		0		3		2		0		0		0		1		0		0		2		0		1		1		2		0		8		3		2		0		0		4		4		8		5		0		0		0		0		0

						32 その他の製造業		20		1		17		0		2		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		5		3		0		0		7		14		11		14		3		0		0		0		0		0		1				4		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		1		0		0		1		2		3		2		0		0		0		0		0		0		16		0		15		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		2		0		0		6		12		8		12		3		0		0		0		0		0

		1		 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業				13		0		11		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1		0		0		0		5		4		6		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		11		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		1		0		0		0		5		4		6		0		0		0		0		0		0

						33 電気業		8		0		8		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		5		3		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		8		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		5		3		4		0		0		0		0		0		0

						34 ガス業		5		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0

						35 熱供給業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						36 水道業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｇ　情報通信業				1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						37 通信業		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						38 放送業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						39 情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						40 インターネット附隋サービス業 フ ズイ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						41 映像・音声・文字情報制作業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		  Ｈ　運輸業，郵便業				15		1		14		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		0		0		8		5		5		1		0		0		0		0		0		1				2		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12		0		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		8		4		3		1		0		0		0		0		0

						42 鉄道業		5		0		5		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		5		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0

						43 道路旅客運送業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0

						44 道路貨物運送業		6		1		5		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		0		0		4		1		2		1		0		0		0		0		0		1				2		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		1		1		1		0		0		0		0		0

						45 水運業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						46 航空運輸業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						47 倉庫業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						48 運輸に附帯するサービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						49  郵便業（信書便事業を含む） ユウビン ギョウ シン ショ ビン ジギョウ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｉ　卸売・小売業  				17		5		11		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		5		0		2		0		0		0		0		6		6		4		0		0		0		0		0		0		1				6		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		1		3		3		0		0		0		0		0		0		11		2		8		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		1		0		0		0		0		5		3		1		0		0		0		0		0		0

						50 各種商品卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						51 繊維・衣服等卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						52 飲食料品卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						54 機械器具卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						55 その他の卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						56 各種商品小売業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						57 織物・衣服・身の回り品小売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						58 飲食料品小売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						59 機械器具小売業 キカイ キグ コウ ギョウ		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						60 その他の小売業		10		4		5		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		5		2		0		0		0		0		0		0		0		1				2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		8		2		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		5		1		0		0		0		0		0		0		0

						61 無店舗小売業 ム テンポ コウ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｊ　金融・保険業    				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						62 銀行業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						63 協同組織金融業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						65 金融商品取引業，商品先物取引業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						66 補助的金融業等		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						67 保険業 （保険媒介代理業，保険サ－ビス業を含む）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｋ　不動産業，物品賃貸業				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						68 不動産取引業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						69 不動産賃貸業・管理業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						70 物品賃貸業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業				14		1		13		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		3		0		0		6		6		7		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		13		1		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		2		0		0		5		5		7		0		0		0		0		0		0

						71 学術・開発研究機関		13		0		13		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		3		0		0		6		5		7		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		12		0		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		2		0		0		5		4		7		0		0		0		0		0		0

						72 専門サービス業（他に分類されないもの）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						73 広告業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						74 技術サービス業（他に分類されないもの）		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｍ　飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						75 宿泊業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						76 飲食店		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						77 持ち帰り・配達飲食サービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業				26		18		2		0		6		2		0		0		2		13		0		0		21		0		0		9		1		0		1		3		14		1		1		4		24		6		0		0		0		0		0		0		1				11		11		0		0		0		0		0		0		1		6		0		0		11		0		0		5		0		0		0		1		6		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		15		7		2		0		6		2		0		0		1		7		0		0		10		0		0		4		1		0		1		2		8		1		1		4		13		6		0		0		0		0		0		0

						78 洗濯・理容･美容･浴場業		23		18		0		0		5		1		0		0		2		13		0		0		21		0		0		9		0		0		0		2		13		0		0		2		22		4		0		0		0		0		0		0		1				11		11		0		0		0		0		0		0		1		6		0		0		11		0		0		5		0		0		0		1		6		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		12		7		0		0		5		1		0		0		1		7		0		0		10		0		0		4		0		0		0		1		7		0		0		2		11		4		0		0		0		0		0		0

						79 その他の生活関連サービス業		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0

						80 娯楽業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		1		Ｏ　教育，学習支援業				16		0		15		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		5		5		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		15		0		14		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		4		5		1		0		0		0		0		0

						81 学校教育		16		0		15		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		5		5		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		15		0		14		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		4		5		1		0		0		0		0		0

						82 その他の教育，学習支援業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｐ　医療，福祉				21		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		4		0		0		5		12		9		1		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		18		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		4		0		0		5		10		9		1		0		0		0		0		0

						83 医療業		18		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		4		0		0		5		12		7		1		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		15		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4		0		0		5		10		7		1		0		0		0		0		0

						84 保健衛生		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						85 社会保険・社会福祉・介護事業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		1		Ｑ　複合サービス事業				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						86 郵便局		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						87 協同組合（他に分類されないもの）		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｒ　サービス業（他に分類されないもの）				12		0		9		0		3		1		1		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		3		9		5		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		8		0		3		1		1		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		2		8		5		0		0		0		0		0		0

						88 廃棄物処理業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0

						89 自動車整備業		7		0		5		0		2		1		0		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		0		2		0		2		0		0		3		6		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		4		0		2		1		0		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		0		2		0		2		0		0		2		5		4		0		0		0		0		0		0

						90 機械等修理業（別掲を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						91 職業紹介・労働者派遣業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						92 その他の事業サービス業		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						93 政治・経済・文化団体		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						94 宗教		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						95 その他のサービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						96 外国公務		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｓ　公務(他に分類されるものを除く）				34		0		32		1		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		0		4		0		0		11		15		12		0		0		0		0		1		0		1				6		0		6		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		28		0		26		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		9		13		11		1		0		0		0		1		0

						97 国家公務		4		0		4		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		0		0

						98 地方公務		30		0		28		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		0		4		0		0		9		15		9		0		0		0		0		1		0		1				6		0		6		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		24		0		22		1		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		7		13		8		1		0		0		0		1		0

		1		Ｔ　分類不能の産業				5		0		5		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0

						99 分類不能の産業		5		0		5		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0

		1		不明 フメイ				150		3		130		0		17		22		1		1		2		8		2		3		8		2		1		10		5		7		30		9		17		0		12		57		62		72		17		1		1		1		1		1		1				15		2		10		0		3		2		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		6		1		2		0		1		4		4		7		2		0		0		0		0		0		134		0		119		0		15		20		1		1		2		7		2		2		7		2		1		9		3		6		24		8		16		1		12		55		60		66		16		1		1		1		1		1

				合計 ゴウケイ				526		37		432		2		55		63		4		3		6		33		3		5		47		5		3		32		23		17		123		42		71		1		35		205		226		240		63		2		2		2		5		2		1				84		18		58		0		8		5		0		0		1		8		0		1		15		0		0		9		6		3		31		8		12		0		4		25		36		31		12		0		0		0		0		0		439		18		371		2		48		57		4		3		5		25		3		4		32		5		3		23		17		14		94		36		60		2		32		180		189		209		55		2		2		2		5		2





業種区分別の要措置区域等指定件数(P11)

				指定件数 シテイケンスウ		VOC（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン

		農業，林業		1		0		1		0		0

		建設業		3		0		3		0		0

		製造業		192		9		159		1		23

		電気・ガス・熱供給・水道業		13		0		11		0		2

		情報通信業		1		0		0		0		1

		運輸業，郵便業		15		1		14		0		0

		卸売・小売業  		17		5		11		0		1

		金融・保険業    		1		0		1		0		0

		不動産業，物品賃貸業		2		0		2		0		0

		学術研究，専門・技術サービス業		14		1		13		0		0

		飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業		2		0		2		0		0

		生活関連サービス業，娯楽業		26		18		2		0		6

		教育，学習支援業		16		0		15		0		1

		医療，福祉		21		0		21		0		0

		複合サービス事業		1		0		1		0		0

		サービス業（他に分類されないもの）		12		0		9		0		3

		公務(他に分類されるものを除く）		34		0		32		1		1

		分類不能の産業		5		0		5		0		0

		不明 フメイ		150		3		130		0		17

		「表3-13」から転記（値をコピーしています） テンキ アタイ



VOC（第一種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	9	0	0	1	5	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	3	重金属等（第二種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	1	3	159	11	0	14	11	1	2	13	2	2	15	21	1	9	32	5	130	農薬等（第三種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	複合汚染	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	23	2	1	0	1	0	0	0	0	6	1	0	0	3	1	0	17	

指定件数割合



指定件数	



農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	1	3	192	13	1	15	17	1	2	14	2	26	16	21	1	12	34	5	150	

要措置区域等指定件数



基準不適合物質別の要措置区域等指定件数(P12)

		ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ

		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ

		4		3		6		33		3		5		47		5		3		32		23		17		123		42		71		1		35		205		226		240		63		2		2		2		5		2

		「表3-13」から転記（値をコピーしています） テンキ アタイ











カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	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	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	17	123	42	71	1	35	205	226	240	63	要措置区域等指定件数



四塩化炭素	一・二－ジクロロエタン	一・一－ジクロロエチレン	シス・一・二－ジクロロエチレン	一・三－ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	一・一・一－トリクロロエタン	一・一・二－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	4	3	6	33	3	5	47	5	3	32	23	要措置区域等指定件数

VOC

重金属等



表5-1

		表5-1　汚染土壌処理施設の届出等の件数（平成26年度末時点） トドケデ ナド ケン スウ ヘイセイ ネン ド マツ ジテン

						特定有害物質別　許可件数 トクテイ ユウガイ ブッシツ ベツ キョカ ケンスウ

						ＶＯＣ（第一種） ダイ イチ シュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾク トウ ダイ ニ シュ																				農薬等（第三種） ノウヤク トウ ダイ サン シュ

				許可件数 キョカ ケンスウ		四塩化炭素		一・二―ジクロロエタン		一・一―ジクロロエチレン		シス―一・二―ジクロロエチレン		一・三―ジクロロプロペン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一―トリクロロエタン		一・一・二―トリクロロエタン		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀		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		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）		有機りん化合物

		①浄化等処理施設（浄化）		??34		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??27		??25		??24		??11		??11		??26		??27		??26		??24		??22		??12		??12		??12		??4		??12

		②浄化等処理施設（溶融）		??6		??4		??4		??4		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??6		??6		??6		??4		??4		??6		??6		??6		??6		??6		??6		??5		??6		??2		??5

		③浄化等処理施設（不溶化）		??13		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??12		??13		??10		??8		??9		??12		??13		??13		??12		??12		??0		??0		??0		??0		??0

		④セメント製造施設		??19		??0		??1		??0		??0		??0		??1		??1		??0		??0		??1		??1		??18		??18		??0		??0		??0		??18		??19		??19		??19		??18		??0		??0		??0		??0		??0

		⑤埋立処理施設		??37		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??37		??37		??37		??35		??34		??35		??37		??37		??36		??34		??33		??33		??33		??29		??33

		⑥分別等処理施設		??37		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??33		??35		??28		??4		??5		??33		??35		??35		??35		??35		??17		??17		??17		??1		??17

		合　計 ゴウ ケイ		??102		??62		??63		??62		??63		??63		??64		??64		??63		??63		??64		??64		??133		??134		??105		??62		??63		??130		??137		??136		??132		??127		??68		??67		??68		??36		??67





汚染土壌処理業の許可件数(P13)

		浄化等処理施設 ジョウカ トウ ショリ シセツ						セメント
製造施設 セイゾウ シセツ		埋立
処理施設 ウメタテ		分別等
処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		事業所数 ジギョウショ スウ

		浄化 ジョウカ		溶解 ヨウカイ		不溶化 フヨウ カ

		34		6		13		19		37		37		102





汚染土壌の処理量推移(P14)

																		法対象土量 ホウ タイショウ ドリョウ

																				H26年度 ネンド										H25年度 ネンド

		一次処理 イチジ ショリ		平成26年度 ヘイセイ ネンド						平成25年度 ヘイセイ ネンド								一次処理 イチジ ショリ

				法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		820,997t		520,872t		1,341,869t		515,872t		712,965t		1,228,836t

		浄化等処理施設(不溶化) ジョウカ トウ ショリ シセツ フヨウカ		162,812t		208,889t		371,701t		80,469t		34,989t		115,458t

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		265,167t		1,256,578t		1,521,745t		132,223t		185,862t		318,085t

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		228,549t		157,875t		386,424t		499,400t		349,674t		849,073t

		分別等処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		125,497t		875,769t		1,001,266t		559,129t		1,278,667t		1,837,796t

		合計 ゴウケイ		1,603,023t		3,019,983t		4,623,005t		1,787,093t		2,562,156t		4,349,249t



		二次処理 ニジ ショリ		平成26年度 ヘイセイ ネンド						平成25年度 ヘイセイ ネンド

				法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		256,931t		177,085t		434,016t		268,000t		95,420t		363,420t

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		162,814t		489,065t		651,879t		244,649t		1,065,594t		1,310,242t

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		74,751t		63,425t		138,175t		4,127t		9,658t		13,785t

		合計 ゴウケイ		494,496t		729,575t		1,224,070t		516,776t		1,170,671t		1,687,447t				再処理 サイ ショリ





		一次処理(二次処理必須) イチジ ショリ ニジ ショリ ヒッス		288,309		1,084,658		1,372,967		639,598		1,313,656		1,953,254







		H27　一次処理 イチジ ショリ		法 ホウ		法外 ホウガイ		計 ケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		820,997		520,872		1,341,869

		浄化等処理施設(不溶化) ジョウカ トウ ショリ シセツ フヨウカ		162,812		208,889		371,701

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		265,167		1,256,578		1,521,745

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		228,549		157,875		386,424

		分別等処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		125,497		875,769		1,001,266

				1,603,023		3,019,983		4,623,005

		H27　二次処理 ニジ ショリ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		計 ケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		256,931		177,085		434,016

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		162,814		489,065		651,879

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		74,751		63,425		138,175

		計 ケイ		494,496		729,575		1,224,070



平成25年度　一次処理

515,872t
29%

80,469t
5%

132,223t
7%

499,400t
28%

559,129t
31%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	浄化等処理施設(不溶化)	セメント製造施設	埋立処理施設	分別等処理施設	515871.51	80468.98	132222.99	499399.83999999997	559129.34	平成26年度　一次処理

820,997t
51%

162,812t
10%

265,167t
17%

228,549t
14%

125,497t
8%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	浄化等処理施設(不溶化)	セメント製造施設	埋立処理施設	分別等処理施設	820997.24	162812.24	265166.95999999996	228549.11	125496.97	平成25年度　再処理

268,000t
52%

244,649t
47%

4,127t
1%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	セメント製造施設	埋立処理施設	268000	244648.524	4127.16	平成26年度　再処理

256,931t
52%

162,814t
33%

74,751t
15%



浄化等処理施設(浄化･溶融)	セメント製造施設	埋立処理施設	256931.25999999998	162813.85999999999	74750.499999999985	

image1.png





業種区分別の要措置区域等指定件数（平成26年度）
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基準不適合物質別の要措置区域等指定件数（平成26年度）

13

VOC

重金属等



注１ 平成27年３月末現在の施設数。
注２ １つの事業所が複数の処理施設を保有しているため、それぞれの施設の合計と合致しない。

汚染土壌処理業の許可件数（施設別）

浄化等処理施設（浄化） セメント製造施設

埋立処理施設（内陸） 分別等処理施設

要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合は、許可を受けた施設での処理が必要。

14

浄化 溶融 不溶化
34 5 14 20 36 42 105

浄化等処理施設 セメント
製造施設

埋立
処理施設

分別等
処理施設 事業所数


list

				list：「自治体」 ジチタイ																								list：大分類 ダイブンルイ						list：中分類 チュウブンルイ																																																						list：「事例区分」 ジレイ クブン				list：「基準超過」 キジュン チョウカ				list：「第一種」 ダイイッシュ				list：「状況不明」 ジョウキョウ フメイ				list：「土地所有者」 トチショユウシャ				list：「住所」 ジュウショ				list：「汚染原因者所有者」 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				list：「汚染原因者所住所」 オセン ゲンインシャ ジョ ジュウショ				list：「解除」 カイジョ				list：「無選択」 ムセンタク

																												その他リスト多数 タ タスウ																																																																list：「超過必須」 チョウカ ヒッス

		No.		area		pref,city		code		p/c				号番号・記号 ゴウ バンゴウ キゴウ		略称 リャクショウ												大分類 ダイブンルイ		範囲名 ハンイメイ		中分類 チュウブンルイ																																																								B_事例区分 ジレイ クブン				B_基準超過 キジュンチョウカ				B_第一種 ダイイッシュ				B_状況不明 ジョウキョウ フメイ				B_汚染原因者_土地所有者 オセンゲンインシャ トチショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセンゲンインシャ ジュウショ				B_汚染原因者_所有者 オセン ゲンインシャ ショユウシャ				B_汚染原因者_住所 オセン ゲンインシャ ジュウショ				B_区域解除 クイキ カイジョ				B_無選択 ムセンタク

		1		北海道 ０１		北海道		01-000		p				１、イ		選鉱施設				0		空白 クウハク						不明 フメイ		不明 フメイ		不明 フメイ																																																								新規事例 シンキ ジレイ				基準超過 キジュンチョウカ				ガス				不明 フメイ				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				土地所有者と同一 トチ ショユウシャ ドウイツ				把握している ハアク				全部解除された ゼンブ カイジョ

		2		北海道 ０１		札幌市		01-100		c				１、ロ		選炭施設				1		特定施設 トクテイ シセツ						A 農業,林業		農業 ノウギョウ		不明 フメイ		01 農業		02 林業																																																				更新等事例 コウシン トウ ジレイ				基準適合 キジュン テキゴウ				地下水 チカスイ								土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				土地所有者と異なる トチ ショユウシャ コト				把握していない ハアク				一部解除された イチブ カイジョ

		3		北海道 ０１		函館市		01-202		c				１、ハ		坑水中和沈でん施設												B 漁業		漁業 ギョギョウ		不明 フメイ		03 漁業(水産養殖業を除く)		04 水産養殖業																																																				区域指定を審査中 クイキ シテイ シンサチュウ				確認中 カクニンチュウ												不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								不明(自然由来等原因者不明) フメイ シゼンユライ トウ ゲンインシャ フメイ								解除されていない カイジョ

		4		北海道 ０１		旭川市		01-204		c				１、ニ		掘さく用の泥水分離施設												C 鉱業,採石業,砂利採取業		鉱業 コウギョウ		不明 フメイ		05 鉱業,採石業,砂利採取業

		5		東北 ヒガシ キタ		青森県		02-000		p				１の２、イ		豚房施設												D 建設業		建設業 ケンセツギョウ		不明 フメイ		06 総合工事業		07 職別工事業(設備工事業を除く)		08 設備工事業

		6		東北 ヒガシ キタ		青森市 アオモリ シ		02-201		c				１の２、ロ		牛房施設												E 製造業		製造業 セイゾウギョウ		不明 フメイ		09 食料品製造業		10 飲料・たばこ・飼料製造業		11 繊維工業		12 木材・木製品製造業(家具を除く)		13 家具・装備品製造業		14 パルプ・紙・紙加工品製造業		15 印刷・同関連業		16 化学工業		17 石油製品・石炭製品製造業		18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)		19 ゴム製品製造業		20 なめし革・同製品・毛皮製造業		21 窯業・土石製品製造業		22 鉄鋼業		23 非鉄金属製造業		24 金属製品製造業		25 はん用機械器具製造業		26 生産用機械器具製造業		27 業務用機械器具製造業		28 電子部品・デバイス・電子回路製造業		29 電気機械器具製造業		30 情報通信機械器具製造業		31 輸送用機械器具製造業		32 その他の製造業

		7		東北 ヒガシ キタ		八戸市		02-203		c				１の２、ハ		馬房施設												F 電気・ガス・熱供給・水道業		電気 デンキ		不明 フメイ		33 電気業		34 ガス業		35 熱供給業		36 水道業

		8		東北 ヒガシ キタ		岩手県		03-000		p				２、イ		原料処理施設												G 情報通信業		情報 ジョウホウ		不明 フメイ		37 通信業		38 放送業		39 情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		40 インターネット附隋サービス業 フ ズイ ギョウ		41 映像・音声・文字情報制作業

		9		東北 ヒガシ キタ		盛岡市		03-201		c				２、ロ		洗浄施設												H 運輸業,郵便業		運輸 ウンユ		不明 フメイ		42 鉄道業		43 道路旅客運送業		44 道路貨物運送業		45 水運業		46 航空運輸業		47 倉庫業		48 運輸に附帯するサービス業		49 郵便業(信書便事業を含む) ユウビン ギョウ シン ショ ビン ジギョウ フク

		10		東北 ヒガシ キタ		宮城県		04-000		p				２、ハ		湯煮施設												I 卸売・小売業		卸売 オロシウリ		不明 フメイ		50 各種商品卸売業		51 繊維・衣服等卸売業		52 飲食料品卸売業		53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業		54 機械器具卸売業		55 その他の卸売業		56 各種商品小売業		57 織物・衣服・身の回り品小売業		58 飲食料品小売業		59 機械器具小売業 キカイ キグ コウ ギョウ		60 その他の小売業		61 無店舗小売業 ム テンポ コウ ギョウ

		11		東北 ヒガシ キタ		仙台市		04-100		c				３、イ		水産動物原料処理施設												J 金融・保険業		金融 キンユウ		不明 フメイ		62 銀行業		63 協同組織金融業		64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関		65 金融商品取引業,商品先物取引業		66 補助的金融業等		67 保険業(保険媒介代理業,保険サ－ビス業を含む)

		12		東北 ヒガシ キタ		秋田県		05-000		p				３、ロ		洗浄施設												K 不動産業,物品賃貸業		不動産業 フドウサンギョウ		不明 フメイ		68 不動産取引業		69 不動産賃貸業・管理業		70 物品賃貸業

		13		東北 ヒガシ キタ		秋田市		05-201		c				３、ハ		脱水施設												L 学術研究,専門・技術サービス業		学術研究 ガクジュツ ケンキュウ		不明 フメイ		71 学術・開発研究機関		72 専門サービス業(他に分類されないもの)		73 広告業		74 技術サービス業(他に分類されないもの)

		14		東北 ヒガシ キタ		山形県		06-000		p				３、ニ		ろ過施設												M 飲食店,宿泊業Ｍ 宿泊業,飲食サービス業		飲食店 インショクテン		不明 フメイ		75 宿泊業		76 飲食店		77 持ち帰り・配達飲食サービス業

		15		東北 ヒガシ キタ		山形市		06-201		c				３、ホ		湯煮施設												N 生活関連サービス業,娯楽業		生活関連 セイカツ カンレン		不明 フメイ		78 洗濯・理容･美容･浴場業		79 その他の生活関連サービス業		80 娯楽業

		16		東北 ヒガシ キタ		福島県		07-000		p				４、イ		原料処理施設												O 教育,学習支援業		教育 キョウイク		不明 フメイ		81 学校教育		82 その他の教育,学習支援業

		17		東北 ヒガシ キタ		福島市		07-201		c				４、ロ		洗浄施設												P 医療,福祉		医療 イリョウ		不明 フメイ		83 医療業		84 保健衛生		85 社会保険・社会福祉・介護事業

		18		東北 ヒガシ キタ		郡山市		07-203		c				４、ハ		圧搾施設												Q 複合サービス事業		複合 フクゴウ		不明 フメイ		86 郵便局		87 協同組合(他に分類されないもの)

		19		東北 ヒガシ キタ		いわき市		07-204		c				４、ニ		湯煮施設												R サービス業(他に分類されないもの)		サービス		不明 フメイ		88 廃棄物処理業		89 自動車整備業		90 機械等修理業(別掲を除く)		91 職業紹介・労働者派遣業		92 その他の事業サービス業		93 政治・経済・文化団体		94 宗教		95 その他のサービス業		96 外国公務

		20		関東 セキ ヒガシ		茨城県		08-000		p				５、イ		原料処理施設												S 公務(他に分類されるものを除く)		公務 コウム		不明 フメイ		97 国家公務		98 地方公務

		21		関東 セキ ヒガシ		水戸市		08-201		c				５、ロ		洗浄施設												T 分類不能の産業		分類不能 ブンルイ フノウ		不明 フメイ		99 分類不能の産業

		22		関東 セキ ヒガシ		つくば市 ０８－２２０		08-220		c				５、ハ		湯煮施設

		23		関東 セキ ヒガシ		栃木県		09-000		p				５、ニ		濃縮施設

		24		関東 セキ ヒガシ		宇都宮市		09-201		c				５、ホ		精製施設

		25		関東 セキ ヒガシ		群馬県		10-000		p				５、ヘ		ろ過施設

		26		関東 セキ ヒガシ		前橋市		10-201		c				６		洗浄施設

		27		関東 セキ ヒガシ		高崎市		10-202		c				７、イ		原料処理施設

		28		関東 セキ ヒガシ		伊勢崎市 １０－２０４		10-204		c				７、ロ		洗浄施設

		29		関東 セキ ヒガシ		太田市 １０－２０５		10-205		c				７、ハ		ろ過施設

		30		関東 セキ ヒガシ		埼玉県		11-000		p				７、ニ		分離施設

		31		関東 セキ ヒガシ		さいたま市		11-100		c				７、ホ		精製施設

		32		関東 セキ ヒガシ		川越市		11-201		c				８		沈でんそう

		33		関東 セキ ヒガシ		川口市		11-203		c				９		洗米機

		34		関東 セキ ヒガシ		所沢市		11-208		c				10、イ		原料処理施設

		35		関東 セキ ヒガシ		草加市		11-221		c				10、ロ		洗浄施設

		36		関東 セキ ヒガシ		越谷市		11-222		c				10、ハ		搾汁施設

		37		関東 セキ ヒガシ		春日部市 カスカベシ		11-214		c				10、ニ		ろ過施設

		38		関東 セキ ヒガシ		熊谷市 クマガヤ シ		11-202		c				10、ホ		湯煮施設

		39		関東 セキ ヒガシ		千葉県		12-000		p				10、ヘ		蒸りゆう施設

		40		関東 セキ ヒガシ		千葉市		12-100		c				11、イ		原料処理施設

		41		関東 セキ ヒガシ		市川市		12-203		c				11、ロ		洗浄施設

		42		関東 セキ ヒガシ		船橋市		12-204		c				11、ハ		圧搾施設

		43		関東 セキ ヒガシ		松戸市		12-207		c				11、ニ		真空濃縮施設

		44		関東 セキ ヒガシ		柏市		12-217		c				11、ホ		水洗式脱臭施設

		45		関東 セキ ヒガシ		市原市		12-219		c				12、イ		原料処理施設

		46		関東 セキ ヒガシ		東京都		13-000		p				12、ロ		洗浄施設

		47		関東 セキ ヒガシ		八王子市		13-201		c				12、ハ		圧搾施設

		48		関東 セキ ヒガシ		町田市		13-209		c				12、ニ		分離施設

		49		関東 セキ ヒガシ		神奈川県		14-000		p				13、イ		原料処理施設

		50		関東 セキ ヒガシ		横浜市		14-100		c				13、ロ		洗浄施設

		51		関東 セキ ヒガシ		川崎市		14-130		c				13、ハ		分離施設

		52		関東 セキ ヒガシ		相模原市		14-150		c				14、イ		原料浸せき施設

		53		関東 セキ ヒガシ		横須賀市		14-201		c				14、ロ		洗浄施設

		54		関東 セキ ヒガシ		厚木市		14-212		c				14、ハ		分離施設

		55		関東 セキ ヒガシ		平塚市		14-203		c				14、ニ		渋だめ及びこれに類する施設

		56		関東 セキ ヒガシ		藤沢市		14-205		c				15、イ		原料処理施設

		57		関東 セキ ヒガシ		小田原市		14-206		c				15、ロ		ろ過施設

		58		関東 セキ ヒガシ		茅ヶ崎市		14-207		c				15、ハ		精製施設

		59		関東 セキ ヒガシ		大和市		14-213		c				16		湯煮施設

		60		関東 セキ ヒガシ		新潟県		15-000		p				17		湯煮施設

		61		関東 セキ ヒガシ		新潟市		15-100		c				18		抽出施設

		62		関東 セキ ヒガシ		長岡市 １５－２０２		15-202		c				18の２、イ		原料処理施設

		63		関東 セキ ヒガシ		上越市 １５－２２２		15-222		c				18の２、ロ		湯煮施設

		64		関東 セキ ヒガシ		山梨県		19-000		p				18の２、ハ		洗浄施設

		65		関東 セキ ヒガシ		甲府市		19-201		c				18の３、イ		水洗式脱臭施設

		66		関東 セキ ヒガシ		静岡県		22-000		p				18の３、ロ		洗浄施設

		67		関東 セキ ヒガシ		静岡市		22-100		c				19、イ		まゆ湯煮施設

		68		関東 セキ ヒガシ		浜松市		22-130		c				19、ロ		副蚕処理施設

		69		関東 セキ ヒガシ		沼津市		22-203		c				19、ハ		原料浸せき施設

		70		関東 セキ ヒガシ		富士市		22-210		c				19、ニ		精練機及び精練そう

		71		中部 チュウ ブ		富山県		16-000		p				19、ホ		シルケツト機

		72		中部 チュウ ブ		富山市		16-201		c				19、ヘ		漂白機及び漂白そう

		73		中部 チュウ ブ		石川県		17-000		p				19、ト		染色施設

		74		中部 チュウ ブ		金沢市		17-201		c				19、チ		薬液浸透施設

		75		中部 チュウ ブ		福井県		18-000		p				19、リ		のり抜き施設

		76		中部 チュウ ブ		福井市		18-201		c				20、イ		洗毛施設

		77		中部 チュウ ブ		長野県		20-000		p				20、ロ		洗化炭施設

		78		中部 チュウ ブ		長野市		20-201		c				21、イ		湿式紡糸施設

		79		中部 チュウ ブ		松本市		20-202		c				21、ロ		リンター又は未精練繊維の薬液処理施設

		80		中部 チュウ ブ		岐阜県		21-000		p				21、ハ		原料回収施設

		81		中部 チュウ ブ		岐阜市		21-201		c				21の２		湿式バーカー

		82		中部 チュウ ブ		愛知県		23-000		p				21の３		接着機洗浄施設

		83		中部 チュウ ブ		名古屋市		23-100		c				21の４、イ		湿式バーカー

		84		中部 チュウ ブ		豊橋市		23-201		c				21の４、ロ		接着機洗浄施設

		85		中部 チュウ ブ		岡崎市		23-202		c				22、イ		湿式バーカー

		86		中部 チュウ ブ		一宮市		23-203		c				22、ロ		薬液浸透施設

		87		中部 チュウ ブ		春日井市		23-206		c				23、イ		原料浸せき施設

		88		中部 チュウ ブ		豊田市		23-211		c				23、ロ		湿式バーカー

		89		中部 チュウ ブ		三重県		24-000		p				23、ハ		砕木機

		90		中部 チュウ ブ		四日市市		24-202		c				23、ニ		蒸解施設

		91		近畿 コン キ		滋賀県		25-000		p				23、ホ		蒸解廃液濃縮施設

		92		近畿 コン キ		大津市		25-201		c				23、ヘ		チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

		93		近畿 コン キ		京都府		26-000		p				23、ト		漂白施設

		94		近畿 コン キ		京都市		26-100		c				23、チ		抄紙施設

		95		近畿 コン キ		大阪府		27-000		p				23、リ		セロハン製膜施設

		96		近畿 コン キ		大阪市		27-100		c				23、ヌ		湿式繊維板成型施設

		97		近畿 コン キ		堺市		27-140		c				23、ル		廃ガス洗浄施設

		98		近畿 コン キ		岸和田市		27-202		c				23の２、イ		自動式フイルム現像洗浄施設

		99		近畿 コン キ		豊中市		27-203		c				23の２、ロ		自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

		100		近畿 コン キ		吹田市		27-205		c				24、イ		ろ過施設

		101		近畿 コン キ		高槻市		27-207		c				24、ロ		分離施設

		102		近畿 コン キ		枚方市		27-210		c				24、ハ		水洗式破砕施設

		103		近畿 コン キ		茨木市		27-211		c				24、ニ		廃ガス洗浄施設

		104		近畿 コン キ		八尾市		27-212		c				24、ホ		湿式集じん施設

		105		近畿		寝屋川市		27-215		c				25、イ		塩水精製施設

		106		近畿		東大阪市		27-227		c				25、ロ		電解施設

		107		近畿		兵庫県		28-000		p				26、イ		洗浄施設

		108		近畿		神戸市		28-100		c				26、ロ		ろ過施設

		109		近畿		姫路市		28-201		c				26、ハ		遠心分離機

		110		近畿		尼崎市		28-202		c				26、ニ		水洗式分別施設

		111		近畿		明石市		28-203		c				26、ホ		廃ガス洗浄施設

		112		近畿		西宮市		28-204		c				27、イ		ろ過施設

		113		近畿		加古川市		28-210		c				27、ロ		遠心分離機

		114		近畿		宝塚市		28-214		c				27、ハ		亜硫酸ガス冷却洗浄施設

		115		近畿		奈良県		29-000		p				27、ニ		洗浄施設

		116		近畿		奈良市		29-201		c				27、ホ		塩酸回収施設

		117		近畿		和歌山県		30-000		p				27、ヘ		反応施設

		118		近畿		和歌山市		30-201		c				27、ト		吸着施設及び沈でん施設

		119		中国 ナカ コク		鳥取県		31-000		p				27、チ		沈でん施設

		120		中国 ナカ コク		鳥取市		31-201		c				27、リ		水洗式分別施設

		121		中国 ナカ コク		島根県		32-000		p				27、ヌ		廃ガス洗浄施設

		122		中国 ナカ コク		岡山県		33-000		p				27、ル		湿式集じん施設

		123		中国 ナカ コク		岡山市		33-100		c				28、イ		湿式アセチレンガス発生施設

		124		中国 ナカ コク		倉敷市		33-202		c				28、ロ		洗浄施設及び蒸りゆう施設

		125		中国 ナカ コク		広島県		34-000		p				28、ハ		メチルアルコール蒸りゆう施設

		126		中国 ナカ コク		広島市		34-100		c				28、ニ		蒸りゆう施設

		127		中国 ナカ コク		呉市		34-202		c				28、ホ		塩化ビニルモノマー洗浄施設

		128		中国 ナカ コク		福山市		34-207		c				28、ヘ		クロロプレンモノマー洗浄施設

		129		中国 ナカ コク		山口県		35-000		p				29、イ		ベンゼン類硫酸洗浄施設

		130		中国 ナカ コク		下関市		35-201		c				29、ロ		静置分離器

		131		中国 ナカ コク		徳島県		36-000		p				29、ハ		タール酸ソーダ硫酸分解施設

		132		中国 ナカ コク		徳島市		36-201		c				30、イ		原料処理施設

		133		中国 ナカ コク		香川県		37-000		p				30、ロ		蒸りゆう施設

		134		中国 ナカ コク		高松市		37-201		c				30、ハ		遠心分離機

		135		中国 ナカ コク		愛媛県		38-000		p				30、ニ		ろ過施設

		136		中国 ナカ コク		松山市		38-201		c				31、イ		蒸りゆう施設

		137		中国 ナカ コク		高知県		39-000		p				31、ロ		精製施設

		138		中国 ナカ コク		高知市		39-201		c				31、ハ		洗浄施設及びろ過施設

		139		九州 キュウ シュウ		福岡県		40-000		p				32、イ		ろ過施設

		140		九州 キュウ シュウ		北九州市		40-100		c				32、ロ		水洗施設

		141		九州 キュウ シュウ		福岡市		40-130		c				32、ハ		遠心分離機

		142		九州 キュウ シュウ		久留米市		40-203		c				32、ニ		廃ガス洗浄施設

		143		九州 キュウ シュウ		佐賀県		41-000		p				33、イ		縮合反応施設

		144		九州 キュウ シュウ		長崎県		42-000		p				33、ロ		水洗施設

		145		九州 キュウ シュウ		長崎市		42-201		c				33、ハ		遠心分離機

		146		九州 キュウ シュウ		佐世保市		42-202		c				33、ニ		静置分離器

		147		九州 キュウ シュウ		熊本県		43-000		p				33、ホ		ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設

		148		九州 キュウ シュウ		熊本市		43-201		c				33、ヘ		溶剤蒸りゆう施設

		149		九州 キュウ シュウ		大分県		44-000		p				33、ト		溶剤回収施設

		150		九州 キュウ シュウ		大分市		44-201		c				33、チ		ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

		151		九州 キュウ シュウ		宮崎県		45-000		p				33、リ		廃ガス洗浄施設

		152		九州 キュウ シュウ		宮崎市		45-201		c				33、ヌ		湿式集じん施設

		153		九州 キュウ シュウ		鹿児島県		46-000		p				34、イ		ろ過施設

		154		九州 キュウ シュウ		鹿児島市		46-201		c				34、ロ		脱水施設

		155		九州 キュウ シュウ		沖縄県		47-000		p				34、ハ		水洗施設

														34、ニ		ラテツクス濃縮施設

														34、ホ		静置分離器

														35、イ		蒸りゆう施設

														35、ロ		分離施設

														35、ハ		廃ガス洗浄施設

														36、イ		廃酸分離施設

														36、ロ		廃ガス洗浄施設

														36、ハ		湿式集じん施設

														37、イ		洗浄施設

														37、ロ		分離施設

														37、ハ		ろ過施設

														37、ニ		急冷施設及び蒸りゆう施設

														37、ホ		蒸りゆう施設

														37、ヘ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ト		蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設

														37、チ		蒸りゆう施設及び濃縮施設

														37、リ		縮合反応施設及び蒸りゆう施設

														37、ヌ		酸又はアルカリによる処理施設

														37、ル		ガス冷却洗浄施設

														37、オ		酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設

														37、ワ		プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

														37、カ		水蒸気凝縮施設

														37、ヨ		反応施設及びメチルアルコール回収施設

														37、タ		廃ガス洗浄施設

														38、イ		原料精製施設

														38、ロ		塩析施設

														39、イ		脱酸施設

														39、ロ		脱臭施設

														40		蒸りゆう施設

														41、イ		洗浄施設

														41、ロ		抽出施設

														42、イ		原料処理施設

														42、ロ		石灰づけ施設

														42、ハ		洗浄施設

														43		感光剤洗浄施設

														44、イ		原料処理施設

														44、ロ		脱水施設

														45		フルフラール蒸りゆう施設

														46、イ		水洗施設

														46、ロ		ろ過施設

														46、ハ		濃縮施設

														46、ニ		廃ガス洗浄施設

														47、イ		動物原料処理施設

														47、ロ		ろ過施設

														47、ハ		分離施設

														47、ニ		混合施設

														47、ホ		廃ガス洗浄施設

														48		洗浄施設

														49		混合施設

														50		試薬製造施設

														51、イ		脱塩施設

														51、ロ		原油常圧蒸りゆう施設

														51、ハ		脱硫施設

														51、ニ		揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

														51、ホ		潤滑油洗浄施設

														51の２		直接加硫施設

														51の３		成形型洗浄施設

														52、イ		洗浄施設

														52、ロ		石灰づけ施設

														52、ハ		タンニンづけ施設

														52、ニ		クロム浴施設

														52、ホ		染色施設

														53、イ		研摩洗浄施設

														53、ロ		廃ガス洗浄施設

														54、イ		抄造施設

														54、ロ		成型機

														54、ハ		水養生施設

														55		バツチヤープラント

														56		混合施設

														57		成型施設

														58、イ		水洗式破砕施設

														58、ロ		水洗式分別施設

														58、ハ		酸処理施設

														58、ニ		脱水施設

														59、イ		水洗式破砕施設

														59、ロ		水洗式分別施設

														60		水洗式分別施設

														61、イ		タール及びガス液分離施設

														61、ロ		ガス冷却洗浄施設

														61、ハ		圧延施設

														61、ニ		焼入れ施設

														61、ホ		湿式集じん施設

														62、イ		還元そう

														62、ロ		電解施設

														62、ハ		焼入れ施設

														62、ニ		水銀精製施設

														62、ホ		廃ガス洗浄施設

														62、ヘ		湿式集じん施設

														63、イ		焼入れ施設

														63、ロ		電解式洗浄施設

														63、ハ		カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

														63、ニ		水銀精製施設

														63、ホ		廃ガス洗浄施設

														63の２		自動式洗びん施設

														63の３		廃ガス洗浄施設

														64、イ		タール及びガス液分離施設

														64、ロ		ガス冷却洗浄施設

														64の２、イ		沈でん施設

														64の２、ロ		ろ過施設

														65		表面処理施設

														66		電気めっき施設

														66の２、イ		ちゆう房施設

														66の２、ロ		洗たく施設

														66の２、ハ		入浴施設

														66の３		ちゆう房施設

														66の４		ちゆう房施設

														66の５		ちゆう房施設

														66の６		ちゆう房施設

														66の７		ちゆう房施設

														67		洗浄施設

														68		自動式フイルム現像洗浄施設

														68の２、イ		ちゆう房施設

														68の２、ロ		洗浄施設

														68の２、ハ		入浴施設

														69		解体施設

														69の２、イ		卸売場

														69の２、ロ		仲卸売場

														69の３、イ		卸売場

														69の３、ロ		仲卸売場

														70		廃油処理施設

														70の２		洗車施設

														71		自動式車両洗浄施設

														71の２、イ		洗浄施設

														71の２、ロ		焼入れ施設

														71の３		焼却施設

														71の４、イ		産業廃棄物処理施設

														71の４、ロ		産業廃棄物処理施設

														71の５		洗浄施設

														71の６		蒸留施設

														72		し尿処理施設

														73		下水道終末処理施設

														74		排出水処理施設





指定調査機関による土壌汚染状況調査P6

		技術管理者試験状況 ギジュツ カンリシャ シケン ジョウキョウ								改正法施行以降の指定調査機関数の推移 カイセイホウ セコウ イコウ シテイ チョウサ キカン スウ スイイ

		実施年度 ジッシ ネンド		合格者数 ゴウカクシャスウ		合格率 ゴウカクリツ				年度 ネンド		指定調査機関数 シテイ チョウサ キカン スウ

		平成22年度 ヘイセイ ネンド		1,055		19.0%				平成22年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,512

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		381		10.8%				平成23年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,412

		平成24年度 ヘイセイ ネンド		311		10.2%				平成24年度末 ヘイセイ ネンドマツ		1,324

		平成25年度 ヘイセイ ネンド		324		15.9%				平成25年度末 ヘイセイ ネンドマツ		651

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		105		7.8%				平成26年度末 ヘイセイ ネンドマツ		701

		平成27年度 ヘイセイ ネンド		181		13.7%				平成27年度末 ヘイセイ ネンドマツ		700

		合計 ゴウケイ		2,357



改正法施行以降の指定調査機関数の推移

指定調査機関数	

平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	1512	1412	1324	651	701	700	

指定調査機関数



表2-2



								表2-2　年度別の施行状況  ヒョウ ネンド ベツ セコウ ジョウキョウ																																図2-9用のデータ ズ ヨウ



										H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計						H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		累計

				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数※2				37		572		802		885		941		944		1,031		936		899		711		1,233		1,080		1,350		11,421				法第３条 ホウ ダイ ジョウ		0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2696

								うち、一時的免除件数		4		424		601		737		734		847		898		815		685		498		970		628		653		8,494				法第４条 ホウ ダイ ジョウ		－		－		－		－		－		－		－		－		226		199		143		150		154		872

						調査結果報告件数※3				0		87		163		185		265		243		240		299		204		245		243		240		282		2,696				法第５条（旧法第４条） ホウ ダイ ジョウ キュウ ホウ ダイ ジョウ		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5

				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				－		－		－		－		－		－		－		－		10,815		9,525		9,949		10,848		10,602		51,739				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		－		－		－		－		－		－		－		－		89		241		303		298		390		1321

								うち、調査命令件数		－		－		－		－		－		－		－		－		270		180		126		142		164		882

						調査結果報告件数				－		－		－		－		－		－		－		－		226		199		143		150		154		872				図2-10用のデータ ズ ヨウ

				法第５条 ジョウ		調査命令発出				1		2		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		6						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

								同上の調査結果報告件数		0		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5				区域に指定		0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		523		2629		2149

						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				要措置区域		－		－		－		－		－		－		－		－		45		80		72		84		354		281

				法第６条・法第11条 ダイ ジョウ		前年度末時点の指定件数(A）				0		0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		－				形質変更時要届出区域		－		－		－		－		－		－		－		－		230		370		394		439		1840		1433

						区域に指定（B)				0		21		43		48		77		81		71		94		275		450		466		480		523		2,629

								要措置区域への指定件数		－		－		－		－		－		－		－		－		45		80		72		73		84		354				図2-11用のデータ ズ ヨウ

								形質変更時要届出区域への指定件数		－		－		－		－		－		－		－		－		230		370		394		407		439		1,840						H14※1		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H25		累計

						区域指定解除（C)				0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		115		259		1,070				旧指定区域全部解除 キュウ シテイ クイキ ゼンブ カイジョ		0		4		22		24		34		49		41		59		97		164		202		259		1070		955

								要措置区域の解除		－		－		－		－		－		－		－		－		11		40		55		28		58		192				要措置区域全部解除 ゼンブ カイジョ		－		－		－		－		－		－		－		－		11		40		55		58		192		164

								形質変更時要届出区域の解除		－		－		－		－		－		－		－		－		86		124		147		87		201		645				形質変更時要届出区域全部解除 ゼンブ カイジョ		－		－		－		－		－		－		－		－		86		124		147		201		645		558

						引き続き指定（A+B-C)				0		17		38		62		105		137		167		202		380		666		930		1,295		1,559		－

				法第14条 ジョウ		申請件数（調査結果報告件数）				－		－		－		－		－		－		－		－		89		241		303		298		390		1,321

																																				0

																																				0

				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		826		4,894

										0		90		164		185		265		244		240		299		519		685		689		688		688





土壌汚染状況調査結果報告件数（調査契機別）P8

																										H26		累計※ ルイケイ

																				法第３条 ジョウ		有害物質使用特定施設の廃止件数				1,350		11,421

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		282		2,696

																								一時的免除件数		653		8,494

																				法第４条 ジョウ		形質変更届出件数				10,602		51,739

																								調査命令件数		164		882

																								調査結果報告件数 ケッカ ホウコク		154		872

																				法第５条 ジョウ		調査命令発出件数 ケンスウ				1		6

																								同上の調査結果報告件数		0		5

																						都道府県知事自らが調査を行う旨の公告				0		0

																				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		申請件数（調査結果報告件数） シンセイ ケンスウ チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ				390		1,321

																				調査結果報告件数合計 チョウサ ケッカ ホウコク ケンスウ ゴウケイ						826		4,894

																				※　累計は旧法による調査結果も含む ルイケイ キュウホウ チョウサ ケッカ フク

				表2-2シートを基礎データとして作図、作表しています。 ヒョウ キソ サクズ サクヒョウ



法第３条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	87	163	185	265	243	240	299	204	245	243	240	282	法第４条	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	226	199	143	150	154	法第14条	H1	4	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	89	241	303	298	390	調査結果報告件数



表3-15

				表 3-15 　特定有害物質別の要措置区域等指定件数


				25年度 ネンド																		25年度までの累計 ネンド ルイケイ						26年度（当年度） ネンド トウネンド														26年度（当年度）までの累計 ネンド トウネンド ルイケイ



						要措置区域
件数 ヨウ ソチ クイキ ケンスウ		形質変更時
要届出区域
件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		指定件数 シテイ ケンスウ		VOC
(第一種)
不適合 ダイ イチ シュ フテキゴウ		重金属等
(第二種)
不適合 ジュウ キン ゾク トウ ダイ ニ シュ フテキゴウ		農薬等
(第三種)
不適合 ノウヤク トウ ダイ サン シュ フテキゴウ		複合汚染 フクゴウ オセン				要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ		要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ		VOC
(第一種)
不適合 ダイ イチ シュ フテキゴウ		重金属等
(第二種)
不適合 ジュウ キン ゾク トウ ダイ ニ シュ フテキゴウ		農薬等
(第三種)
不適合 ノウヤク トウ ダイ サン シュ フテキゴウ		複合汚染 フクゴウ オセン		要措置区域
 ヨウ ソチ クイキ		形質変更時
要届出区域
 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ		指定件数 シテイ ケンスウ

				法第３条 ホウ ダイ ジョウ		39		108		147		32		101		0		14				128		353		481		37		101		138		20		94		0		24		165		454		619

				法第４条 ホウ ダイ ジョウ		7		41		48		3		43		0		2				50		294		344		9		78		87		2		81		0		4		59		372		431

				法第５条 ホウ ダイ ジョウ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				法第14条 ホウ ダイ ジョウ		27		254		281		8		245		0		28				91		737		828		33		244		277		13		234		2		28		124		981		1105

		 		法第３条・第14条 ホウ ダイ ジョウ ダイ ジョウ		0		3		3		0		3		0		0				0		5		5		2		3		5		0		5		0		0		2		8		10

				法第４条・第14条 ホウ ダイ ジョウ ダイ ジョウ		0		1		1		0		1		0		0				1		12		13		3		13		16		1		15		0		0		4		25		29

				計 ケイ		73		407		480		43		393		0		44				270		1401		1671		84		439		523		36		429		2		56		354		1840		2194













































































































































































































































































































要措置区域等指定の状況(P9)

		調査契機 チョウサ ケイキ				平成26年度 ヘイセイ ネンド										累計 ルイケイ

						要措置区域 ヨウ ソチ クイキ				形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トド イ クイキ				指定区域
合計 シテイ クイキ ゴウケイ		要措置区域 ヨウ ソチ クイキ				形質変更時
要届出区域 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トド イ クイキ				指定区域
合計 シテイ クイキ ゴウケイ

				有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条）		37		27%		101		73%		138		165		27%		454		73%		619

				土地形質変更届出（法第４条） トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ ホウ ダイ ジョウ		9		10%		78		90%		87		59		14%		372		86%		431

				都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） トドウフケン チジ トウ ケンコウ ヒガイ ショウ オソ ホウ ダイ ジョウ		0		    -		0		    -		0		0		    -		0		    -		0

				自主調査による申請（法第14条） ジシュ チョウサ シンセイ ホウ ダイ ジョウ		33		12%		244		88%		277		124		11%		981		89%		1,105

				有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 ユウガイ ブッシツ シヨウジ トクテイ シセツ ハイシ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		2		40%		3		60%		5		2		20%		8		80%		10

				土地形質変更届出及び自主調査による申請 トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		3		19%		13		81%		16		4		14%		25		86%		29

				合計 ゴウケイ		84		16%		439		84%		523		354		16%		1,840		84%		2,194

						表3-15シートを基礎データとして作表しました。 ヒョウ キソ サクヒョウ





要措置区域等指定件数（特定有害物質別）P10

						要措置区域等
指定件数 ヨウ ソチ クイキ トウ シテイ ケンスウ		VOC
（第一種）
不適合 ダイイチ シュ フテキゴウ				重金属等
（第二種）
不適合 ジュウキンゾク トウ ダイニシュ フテキゴウ				農薬等
（第三種）
不適合 ノウヤク トウ ダイサンシュ フテキゴウ				複合汚染 フクゴウ オセン

				平成26年度計 ヘイセイ ネンド ケイ		523		36		7%		429		82%		2		0%		56		11%

				有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条）		138		20		14%		94		68%		0		0%		24		17%

				土地形質変更届出（法第４条） トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ ホウ ダイ ジョウ		87		2		2%		81		93%		0		0%		4		5%

				都道府県知事等による健康被害の生じる恐れ（法第５条） トドウフケン チジ トウ ケンコウ ヒガイ ショウ オソ ホウ ダイ ジョウ		0		0		  -		0		  -		0		  -		0		  -

				自主調査による申請（法第14条） ジシュ チョウサ シンセイ ホウ ダイ ジョウ		277		13		5%		234		84%		2		1%		28		10%

				有害物質使用時特定施設の廃止及び自主調査による申請 ユウガイ ブッシツ シヨウジ トクテイ シセツ ハイシ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		5		0		0%		5		100%		0		0%		0		0%

				土地形質変更届出及び自主調査による申請 トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデ オヨ ジシュ チョウサ シンセイ		16		1		6%		15		94%		0		0%		0		0%

						表3-15シートから転記して作表しました。 ヒョウ テンキ サクヒョウ

				VOC（第一種）不適合		36

				重金属等（第二種）不適合		429

				農薬等（第三種）不適合		2

				複合汚染		56

						523



VOC（第一種）

不適合, 36件 , 7%

重金属等（第二種）

不適合, 

429件 , 82%

農薬等（第三種）

不適合, 2件 , 0%

複合汚染, 

56件 , 11%



VOC（第一種）不適合	重金属等（第二種）不適合	農薬等（第三種）不適合	複合汚染	36	429	2	56	

表3-13

				表3-13　業種区分別の要措置区域等指定件数及び基準不適合物質

																																																																						（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ																																																																				（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ																																																																（件数：複数回答有） ケン スウ フクスウ カイトウ アリ

																				ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ																										ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ																						ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ



								指定件数 シテイケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ						要措置区域指定件数 ヨウ ソチ クイキ シテイ ケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ		形質変更時要届出区域件数 ケイシツ ヘンコウ ジ ヨウ トドケデ クイキ ケンスウ		ＶＯＣ（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン		調査の省略 チョウサ ショウリャク		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ

		1		 Ａ　農業，林業				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		Count式 シキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

						01 農業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		問4（N）×問13（JA)×問11（JG-JJ)×問9（JU) トイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

						02 林業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				 Ｂ　漁業				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						03 漁業（水産養殖業を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						04 水産養殖業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				 Ｃ　鉱業，採石業，砂利採取業				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						05 鉱業，採石業，砂利採取業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｄ　建設業				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						06 総合工事業		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						07 職別工事業（設備工事業を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						08 設備工事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｅ　製造業				193		9		160		1		23		23		1		1		2		8		1		1		14		1		2		10		8		7		69		28		17		0		20		86		71		106		44		1		1		1		3		1		1				35		1		30		0		4		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		2		1		2		17		6		0		0		3		15		12		19		9		0		0		0		0		0		158		8		130		1		19		22		1		1		2		8		1		1		12		1		2		8		7		5		52		22		17		0		17		71		59		87		35		1		1		1		3		1

						09 食料品製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						10 飲料・たばこ・飼料製造業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						11 繊維工業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						12 木材・木製品製造業（家具を除く）		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0

						13 家具・装備品製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						14 パルプ・紙・紙加工品製造業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0

						15 印刷・同関連業		14		0		13		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		9		1		1		0		2		5		1		6		0		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		11		0		10		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		6		1		1		0		1		3		1		5		0		0		0		0		0		0

						16 化学工業		21		0		17		0		4		6		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		2		2		4		4		1		0		1		8		11		13		2		0		0		0		1		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		17		0		3		6		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		3		3		1		0		1		7		11		13		2		0		0		0		1		0

						17 石油製品・石炭製品製造業		8		2		5		0		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		1		4		2		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		2		5		0		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		1		4		2		4		0		0		0		0		0		0

						18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						19 ゴム製品製造業		3		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		0

						20 なめし革・同製品・毛皮製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						21 窯業・土石製品製造業		10		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		2		8		4		6		5		0		0		0		0		0		1				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		0		0		0		0		0		8		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		2		6		2		4		3		0		0		0		0		0

						22 鉄鋼業		7		0		3		0		4		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		2		1		4		2		1		0		2		5		4		7		3		1		1		1		1		1		1				2		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		2		1		0		0		0		0		0		5		0		2		0		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		3		2		1		0		2		4		3		5		2		1		1		1		1		1

						23 非鉄金属製造業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0

						24 金属製品製造業		45		1		38		0		6		4		0		0		0		2		0		0		2		0		0		0		0		2		21		11		4		0		5		15		11		19		17		0		0		0		0		0		1				9		0		8		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		6		2		0		0		1		1		2		2		3		0		0		0		0		0		36		1		30		0		5		4		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		1		15		9		4		0		4		14		9		17		14		0		0		0		0		0

						25 はん用機械器具製造業		6		0		4		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		2		2		3		0		0		0		0		1		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		4		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		2		2		3		0		0		0		0		1		0

						26 生産用機械器具製造業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						27 業務用機械器具製造業		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		0		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		1		0		0		0		0		0

						28 電子部品・デバイス・電子回路製造業		15		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		7		3		13		3		0		0		0		0		0		1				4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		4		1		0		0		0		0		0		11		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		6		3		9		2		0		0		0		0		0

						29 電気機械器具製造業		12		2		10		0		0		2		0		0		1		2		0		0		1		0		0		2		0		2		1		1		4		0		0		5		4		5		1		0		0		0		0		0		1				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		10		2		8		0		0		2		0		0		1		2		0		0		1		0		0		2		0		2		1		1		4		0		0		3		3		4		1		0		0		0		0		0

						30 情報通信機械器具製造業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						31 輸送用機械器具製造業		15		0		12		0		3		2		0		0		0		1		0		0		2		0		1		1		2		0		11		5		2		0		0		5		4		12		7		0		0		0		0		0		1				4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		1		0		4		2		0		0		0		0		0		11		0		8		0		3		2		0		0		0		1		0		0		2		0		1		1		2		0		8		3		2		0		0		4		4		8		5		0		0		0		0		0

						32 その他の製造業		20		1		17		0		2		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		5		3		0		0		7		14		11		14		3		0		0		0		0		0		1				4		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		1		0		0		1		2		3		2		0		0		0		0		0		0		16		0		15		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		2		0		0		6		12		8		12		3		0		0		0		0		0

		1		 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業				13		0		11		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1		0		0		0		5		4		6		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		11		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		1		0		0		0		5		4		6		0		0		0		0		0		0

						33 電気業		8		0		8		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		5		3		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		8		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		5		3		4		0		0		0		0		0		0

						34 ガス業		5		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0

						35 熱供給業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						36 水道業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｇ　情報通信業				1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						37 通信業		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						38 放送業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						39 情報サービス業 ジョウホウ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						40 インターネット附隋サービス業 フ ズイ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						41 映像・音声・文字情報制作業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		  Ｈ　運輸業，郵便業				14		1		13		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		0		0		8		4		4		1		0		0		0		0		0		1				2		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12		0		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		8		4		3		1		0		0		0		0		0

						42 鉄道業		5		0		5		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		5		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0

						43 道路旅客運送業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0

						44 道路貨物運送業		6		1		5		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		0		0		4		1		2		1		0		0		0		0		0		1				2		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		1		1		1		0		0		0		0		0

						45 水運業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						46 航空運輸業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						47 倉庫業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						48 運輸に附帯するサービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						49  郵便業（信書便事業を含む） ユウビン ギョウ シン ショ ビン ジギョウ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｉ　卸売・小売業  				17		5		11		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		5		0		2		0		0		0		0		6		6		4		0		0		0		0		0		0		1				6		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		1		3		3		0		0		0		0		0		0		11		2		8		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		1		0		0		0		0		5		3		1		0		0		0		0		0		0

						50 各種商品卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						51 繊維・衣服等卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						52 飲食料品卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						54 機械器具卸売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						55 その他の卸売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						56 各種商品小売業		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						57 織物・衣服・身の回り品小売業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						58 飲食料品小売業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						59 機械器具小売業 キカイ キグ コウ ギョウ		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						60 その他の小売業		10		4		5		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		5		2		0		0		0		0		0		0		0		1				2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		8		2		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		5		1		0		0		0		0		0		0		0

						61 無店舗小売業 ム テンポ コウ ギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｊ　金融・保険業    				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						62 銀行業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						63 協同組織金融業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						65 金融商品取引業，商品先物取引業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						66 補助的金融業等		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						67 保険業 （保険媒介代理業，保険サ－ビス業を含む）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｋ　不動産業，物品賃貸業				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						68 不動産取引業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						69 不動産賃貸業・管理業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						70 物品賃貸業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業				14		1		13		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		3		0		0		6		6		7		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		13		1		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		2		0		0		5		5		7		0		0		0		0		0		0

						71 学術・開発研究機関		13		0		13		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		3		0		0		6		5		7		0		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		12		0		12		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		2		0		0		5		4		7		0		0		0		0		0		0

						72 専門サービス業（他に分類されないもの）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						73 広告業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						74 技術サービス業（他に分類されないもの）		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｍ　飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業				2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						75 宿泊業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						76 飲食店		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						77 持ち帰り・配達飲食サービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業				26		18		2		0		6		2		0		0		2		13		0		0		21		0		0		9		1		0		1		3		14		1		1		4		24		6		0		0		0		0		0		0		1				11		11		0		0		0		0		0		0		1		6		0		0		11		0		0		5		0		0		0		1		6		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		15		7		2		0		6		2		0		0		1		7		0		0		10		0		0		4		1		0		1		2		8		1		1		4		13		6		0		0		0		0		0		0

						78 洗濯・理容･美容･浴場業		23		18		0		0		5		1		0		0		2		13		0		0		21		0		0		9		0		0		0		2		13		0		0		2		22		4		0		0		0		0		0		0		1				11		11		0		0		0		0		0		0		1		6		0		0		11		0		0		5		0		0		0		1		6		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		12		7		0		0		5		1		0		0		1		7		0		0		10		0		0		4		0		0		0		1		7		0		0		2		11		4		0		0		0		0		0		0

						79 その他の生活関連サービス業		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0

						80 娯楽業		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		1		Ｏ　教育，学習支援業				16		0		15		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		5		5		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		15		0		14		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		4		5		1		0		0		0		0		0

						81 学校教育		16		0		15		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		5		5		1		0		0		0		0		0		1				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		15		0		14		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		3		1		5		0		2		6		4		5		1		0		0		0		0		0

						82 その他の教育，学習支援業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Ｐ　医療，福祉				21		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		4		0		0		5		12		9		1		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		18		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		4		0		0		5		10		9		1		0		0		0		0		0

						83 医療業		18		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		4		0		0		5		12		7		1		0		0		0		0		0		1				3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		15		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4		0		0		5		10		7		1		0		0		0		0		0

						84 保健衛生		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

						85 社会保険・社会福祉・介護事業		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		1		Ｑ　複合サービス事業				1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

						86 郵便局		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						87 協同組合（他に分類されないもの）		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｒ　サービス業（他に分類されないもの）				11		0		8		0		3		1		1		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		2		8		5		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		8		0		3		1		1		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		2		8		5		0		0		0		0		0		0

						88 廃棄物処理業		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0

						89 自動車整備業		6		0		4		0		2		1		0		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		0		2		0		2		0		0		2		5		4		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		4		0		2		1		0		0		0		2		0		0		2		2		0		0		0		0		2		0		2		0		0		2		5		4		0		0		0		0		0		0

						90 機械等修理業（別掲を除く）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						91 職業紹介・労働者派遣業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						92 その他の事業サービス業		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0

						93 政治・経済・文化団体		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						94 宗教		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						95 その他のサービス業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						96 外国公務		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		 Ｓ　公務(他に分類されるものを除く）				34		0		32		1		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		0		4		0		0		11		15		12		2		0		0		0		1		0		1				6		0		6		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		28		0		26		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		9		13		11		1		0		0		0		1		0

						97 国家公務		4		0		4		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		0		0

						98 地方公務		30		0		28		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		0		4		0		0		9		15		9		2		0		0		0		1		0		1				6		0		6		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		2		2		1		1		0		0		0		0		0		24		0		22		1		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		7		13		8		1		0		0		0		1		0

		1		Ｔ　分類不能の産業				4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0

						99 分類不能の産業		4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0

		1		不明 フメイ				149		2		129		0		18		22		1		1		2		8		2		3		8		2		1		10		5		7		30		9		18		1		13		59		64		73		18		1		1		1		1		1		1				15		2		10		0		3		2		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		6		1		2		0		1		4		4		7		2		0		0		0		0		0		134		0		119		0		15		20		1		1		2		7		2		2		7		2		1		9		3		6		24		8		16		1		12		55		60		66		16		1		1		1		1		1

				合計 ゴウケイ				523		36		429		2		56		62		4		3		6		33		3		5		47		5		3		32		23		17		125		44		72		2		36		205		225		240		67		2		2		2		5		2		1				84		18		58		0		8		5		0		0		1		8		0		1		15		0		0		9		6		3		31		8		12		0		4		25		36		31		12		0		0		0		0		0		439		18		371		2		48		57		4		3		5		25		3		4		32		5		3		23		17		14		94		36		60		2		32		180		189		209		55		2		2		2		5		2





業種区分別の要措置区域等指定件数(P11)

				指定件数 シテイケンスウ		VOC（第一種）不適合 フテキゴウ		重金属等（第二種）不適合		農薬等（第三種）不適合		複合汚染 フクゴウオセン

		農業，林業		1		0		1		0		0

		建設業		3		0		3		0		0

		製造業		193		9		160		1		23

		電気・ガス・熱供給・水道業		13		0		11		0		2

		情報通信業		1		0		0		0		1

		運輸業，郵便業		14		1		13		0		0

		卸売・小売業  		17		5		11		0		1

		金融・保険業    		1		0		1		0		0

		不動産業，物品賃貸業		2		0		2		0		0

		学術研究，専門・技術サービス業		14		1		13		0		0

		飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業		2		0		2		0		0

		生活関連サービス業，娯楽業		26		18		2		0		6

		教育，学習支援業		16		0		15		0		1

		医療，福祉		21		0		21		0		0

		複合サービス事業		1		0		1		0		0

		サービス業（他に分類されないもの）		11		0		8		0		3

		公務(他に分類されるものを除く）		34		0		32		1		1

		分類不能の産業		4		0		4		0		0

		不明 フメイ		149		2		129		0		18

		「表3-13」から転記（値をコピーしています） テンキ アタイ



VOC（第一種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（	他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	9	0	0	1	5	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	2	重金属等（第二種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	1	3	160	11	0	13	11	1	2	13	2	2	15	21	1	8	32	4	129	農薬等（第三種）不適合	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・	熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	複合汚染	農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	0	0	23	2	1	0	1	0	0	0	0	6	1	0	0	3	1	0	18	

指定件数割合

指定件数	



農業，林業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売・小売業  	金融・保険業    	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	飲食店，宿泊業Ｍ　宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務(他に分類されるものを除く）	分類不能の産業	不明	1	3	193	13	1	14	17	1	2	14	2	26	16	21	1	11	34	4	149	

要措置区域等指定件数



基準不適合物質別の要措置区域等指定件数(P12)

		ＶＯＣ（第一種） ダイイッシュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾクトウ ダイニシュ																				農薬等（第三種） ノウヤクトウ ダイサンシュ

		四塩化炭素 シエンカタンソ		一・二－ジクロロエタン イチ ニ		一・一－ジクロロエチレン イチ イチ		シス・一・二－ジクロロエチレン イチ ニ		一・三－ジクロロプロペン イチ サン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一－トリクロロエタン イチ イチ イチ		一・一・二－トリクロロエタン イチ イチ ニ		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物 オヨ カゴウブツ		六価クロム化合物 ロクカ カゴウブツ		シアン化合物 カゴウブツ		水銀及びその化合物 スイギン オヨ カゴウブツ		アルキル水銀 スイギン		セレン及びその化合物 オヨ カゴウブツ		鉛及びその化合物 ナマリオヨ カゴウブツ		砒素及びその化合物 ヒソ オヨ カゴウブツ		ふっ素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		ほう素及びその化合物 ソ オヨ カゴウブツ		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） エンカ		有機りん化合物 ユウキ カゴウブツ

		4		3		6		33		3		5		47		5		3		32		23		17		125		44		72		2		36		205		225		240		67		2		2		2		5		2

		「表3-13」から転記（値をコピーしています） テンキ アタイ











カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	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	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	17	125	44	72	2	36	205	225	240	67	要措置区域等指定件数



四塩化炭素	一・二－ジクロロエタン	一・一－ジクロロエチレン	シス・一・二－ジクロロエチレン	一・三－ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	一・一・一－トリクロロエタン	一・一・二－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	4	3	6	33	3	5	47	5	3	32	23	要措置区域等指定件数

VOC

重金属等



表5-1

		表5-1　汚染土壌処理施設の届出等の件数（平成26年度末時点） トドケデ ナド ケン スウ ヘイセイ ネン ド マツ ジテン

						特定有害物質別　許可件数 トクテイ ユウガイ ブッシツ ベツ キョカ ケンスウ

						ＶＯＣ（第一種） ダイ イチ シュ																						重金属等（第二種） ジュウキンゾク トウ ダイ ニ シュ																				農薬等（第三種） ノウヤク トウ ダイ サン シュ

				許可件数 キョカ ケンスウ		四塩化炭素		一・二―ジクロロエタン		一・一―ジクロロエチレン		シス―一・二―ジクロロエチレン		一・三―ジクロロプロペン		ジクロロメタン		テトラクロロエチレン		一・一・一―トリクロロエタン		一・一・二―トリクロロエタン		トリクロロエチレン		ベンゼン		カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀		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		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物		シマジン		チオベンカルブ		チウラム		ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）		有機りん化合物

		①浄化等処理施設（浄化）		??34		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??20		??27		??25		??24		??11		??11		??26		??27		??26		??24		??22		??12		??12		??12		??4		??12

		②浄化等処理施設（溶融）		??6		??4		??4		??4		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??5		??6		??6		??6		??4		??4		??6		??6		??6		??6		??6		??6		??5		??6		??2		??5

		③浄化等処理施設（不溶化）		??13		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??2		??12		??13		??10		??8		??9		??12		??13		??13		??12		??12		??0		??0		??0		??0		??0

		④セメント製造施設		??19		??0		??1		??0		??0		??0		??1		??1		??0		??0		??1		??1		??18		??18		??0		??0		??0		??18		??19		??19		??19		??18		??0		??0		??0		??0		??0

		⑤埋立処理施設		??37		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??33		??37		??37		??37		??35		??34		??35		??37		??37		??36		??34		??33		??33		??33		??29		??33

		⑥分別等処理施設		??37		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??3		??33		??35		??28		??4		??5		??33		??35		??35		??35		??35		??17		??17		??17		??1		??17

		合　計 ゴウ ケイ		??102		??62		??63		??62		??63		??63		??64		??64		??63		??63		??64		??64		??133		??134		??105		??62		??63		??130		??137		??136		??132		??127		??68		??67		??68		??36		??67





汚染土壌処理業の許可件数(P13)

		浄化等処理施設 ジョウカ トウ ショリ シセツ						セメント
製造施設 セイゾウ シセツ		埋立
処理施設 ウメタテ		分別等
処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		事業所数 ジギョウショ スウ

		浄化 ジョウカ		溶融 ヨウユウ		不溶化 フヨウ カ

		34		5		14		20		36		42		105





汚染土壌の処理量推移(P14)

																		法対象土量 ホウ タイショウ ドリョウ

																				H26年度 ネンド										H25年度 ネンド

		一次処理 イチジ ショリ		平成26年度 ヘイセイ ネンド						平成25年度 ヘイセイ ネンド								一次処理 イチジ ショリ

				法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		820,997t		520,872t		1,341,869t		515,872t		712,965t		1,228,836t

		浄化等処理施設(不溶化) ジョウカ トウ ショリ シセツ フヨウカ		162,812t		208,889t		371,701t		80,469t		34,989t		115,458t

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		265,167t		1,256,578t		1,521,745t		132,223t		185,862t		318,085t

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		228,549t		157,875t		386,424t		499,400t		349,674t		849,073t

		分別等処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		125,497t		875,769t		1,001,266t		559,129t		1,278,667t		1,837,796t

		合計 ゴウケイ		1,603,023t		3,019,983t		4,623,005t		1,787,093t		2,562,156t		4,349,249t



		二次処理 ニジ ショリ		平成26年度 ヘイセイ ネンド						平成25年度 ヘイセイ ネンド

				法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		合計 ゴウケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		256,931t		177,085t		434,016t		268,000t		95,420t		363,420t

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		162,814t		489,065t		651,879t		244,649t		1,065,594t		1,310,242t

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		74,751t		63,425t		138,175t		4,127t		9,658t		13,785t

		合計 ゴウケイ		494,496t		729,575t		1,224,070t		516,776t		1,170,671t		1,687,447t				再処理 サイ ショリ





		一次処理(二次処理必須) イチジ ショリ ニジ ショリ ヒッス		288,309		1,084,658		1,372,967		639,598		1,313,656		1,953,254







		H27　一次処理 イチジ ショリ		法 ホウ		法外 ホウガイ		計 ケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		820,997		520,872		1,341,869

		浄化等処理施設(不溶化) ジョウカ トウ ショリ シセツ フヨウカ		162,812		208,889		371,701

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		265,167		1,256,578		1,521,745

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		228,549		157,875		386,424

		分別等処理施設 ブンベツ トウ ショリ シセツ		125,497		875,769		1,001,266

				1,603,023		3,019,983		4,623,005

		H27　二次処理 ニジ ショリ		法対象 ホウ タイショウ		法対象外 ホウタイショウガイ		計 ケイ

		浄化等処理施設(浄化･溶融) ジョウカ トウ ショリ シセツ ジョウカ ヨウユウ		256,931		177,085		434,016

		セメント製造施設 セイゾウ シセツ		162,814		489,065		651,879

		埋立処理施設 ウメタテ ショリ シセツ		74,751		63,425		138,175

		計 ケイ		494,496		729,575		1,224,070



平成26年度　一次処理







浄化等処理施設(浄化･溶融)	浄化等処理施設(不溶化)	セメント製造施設	埋立処理施設	分別等処理施設	820997.24	162812.24	265166.95999999996	228549.11	125496.97	平成25年度　一次処理







浄化等処理施設(浄化･溶融)	浄化等処理施設(不溶化)	セメント製造施設	埋立処理施設	分別等処理施設	515871.51	80468.98	132222.99	499399.83999999997	559129.34	平成26年度　再処理







浄化等処理施設(浄化･溶融)	セメント製造施設	埋立処理施設	256931.25999999998	162813.85999999999	74750.499999999985	平成25年度　再処理





浄化等処理施設(浄化･溶融)	セメント製造施設	埋立処理施設	268000	244648.524	4127.16	

image1.png





汚染土壌の処理量推移（法対象土量、施設の種類別）
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注 平成25年度及び平成26年度における汚染土壌処理施設での処理実績量を集計。（アンケート回収率はそれぞれ87％、81％）

• 法対象の一次処理量は、
179万tから160万t(H25→H26）

• 一次処理における施設は、浄化等処理施設（浄化・溶融）
が約5割
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2-1.土壌環境基準及び特定有害物質の見直し

2-2.国家戦略特区内の自然由来特例区域における
認定調査の特例措置

2-3.中央環境審議会土壌制度小委員会における検討状況

2-1.① 土壌環境基準の見直し
2-1.② 土壌汚染対策法に定める特定有害物質及び指定基準の見直し
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2. 土壌環境行政の最新動向



2-1.① 土壌環境基準の見直し

 平成21年度から23年度にかけて、水環境基準や地下水環境基準等は、以下の表に示す
物質の基準の追加・基準値の変更が行われていることから、土壌環境基準の見直しについて
中環審に諮問し、検討中。

 「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等につ
いて」（平成25年10月７日諮問第362 号）を受け、中環審土壌農薬部会土壌環境基
準小委員会の審議を経て、平成26年３月20日に1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準を
「0.1mg以下」へ見直し。平成28年３月29日に、1,4-ジオキサン及びクロロエチレン（別
名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）の追加を公布。施行は平成29年4月1日。

水環境基準 地下水環境基準水道水質基準 土壌環境基準

1,4-ジオキサン
0.05以下
(H21.11)

0.05以下
(H21.11)

0.05以下
(H15.5)

0.05以下
(H29.4.1)

クロロエチレン － 0.002以下
(H21.11)－ 0.002以下

(H29.4.1)

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
(H21.11) －－

（現行）0.04以下
(H6)

1,2-ジクロロエチレン
（シス体とトランス体の合計） －

0.04以下
(H21.11)0.04以下 －

1,1-ジクロロエチレン
0.1以下
(H23.10)

0.1以下
(H23.10)

0.1以下(H20.4)
（水質管理目標）

0.１以下
(H26.3)

カドミウム及びその化合物
0.003以下
(H23.10)

0.003以下
(H23.10)

0.003以下
(H22.4)

0.01以下
(H3)

トリクロロエチレン
0.01以下
(H26.11改訂）

0.01以下
(H23.4)

0.03以下
(H6)

H28.3.29に公
布、Ｈ29.4.1施
行

H26.3.20施行

単位：mg/L

0.01以下
(H26.11改訂） 17



 中環審土壌農薬部会の審議を経て、平成26年8月、1,1-ジクロロエチレンの土壌汚染対策法に基
づく指定基準を見直した。

 平成28年３月に、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）を追加する政省令の一
部改正を公布した。施行は平成29年4月１日。

 クロロエチレンについては、平成29年4月1日以降、土壌汚染状況調査の義務が生じた場合に調査
対象となる。ただし、自主申請の場合は、平成29年4月1日に申請が行われる場合には調査の対象
となる。

土壌汚染対策法の指定基準の見直しの概要
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2-1.② 土壌汚染対策法に定める特定有害物質及び指定基準の見直し

土壌環境基準 土壌溶出量基準 備考
1,1-ジクロロエチ
レン（改正後）

0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 改正前の土壌環境基準、土壌溶出量基準はともに
「0.02 mg/L以下」。

1,4ジオキサン
（新項目）

0.05mg/L以下 － 土壌ガス調査による検出が困難であるため、当面は土壌
汚染対策法の特定有害物質には指定せず、汚染状態の
把握、効果的な調査技術の開発を推進。

クロロエチレン
（新項目）

0.002mg/L以
下

0.002mg/L以下

【土壌環境基準】
土壌中に存在する汚染物質が土壌中を浸透する水により溶出され、その溶出された水を地下水として飲用に供される
可能性があるとの想定の下、溶出水が水質環境基準及び地下水環境基準に適合したものになるようにするとの考え方
で設定。
【土壌溶出量基準（土対法指定基準）】
土壌環境基準における溶出基準項目が設定された物質について、土壌汚染対策法の特定有害物質として規制。



○認定調査とは、要措置区域等から搬出する土壌について、25種類全ての特定有害物質（※）の土壌溶出量基準及
び含有量基準に適合することが確認された場合、例外的に法の規制対象外とできる調査であり、この場合汚染土壌処
理施設での処理は不要となる。
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○自然由来特例区域は、区域指定時の当該土地の汚染状態が専ら自然に由来すると認められた土地であり、区域内
での汚染土壌の掘削等には原則規制は無いが、区域外へ搬出する場合は規制が適用される。

2-2. 国家戦略特区内の自然由来特例区域における
認定調査の特例措置

➢自然由来特例区域で認定調査を行う場合の調査対象項目は区域指定対象物質とする（区
域指定後に埋め戻し土・盛土として搬入された土壌（浄化等済土壌及び認定土壌を用いた
盛土・埋め戻し土を除く。）は除く）。

➢認定調査時地歴調査において、自然由来特例区域に指定された後、特定有害物質による新
たな汚染のおそれが確認された場合は、当該特定有害物質も調査対象とする。

➢区域指定後に掘削対象地に搬入された埋め戻し土・盛土（浄化等済土壌及び認定土壌を
用いた盛土・埋め戻し土を除く。）については、現行通り、汚染のおそれに応じて全ての特定
有害物質（※）の調査を行うものとする。

※ 第三種特定有害物質（PCB以外）の農薬については、地歴調査により、農薬等の使用がないことが確認できた場合は除く。

【土壌汚染対策法に基づく現行制度】

【国家戦略特別区域における特例措置の内容】

＜認定調査＞

平成27年12月に、国家戦略特区を対象として、下記特例措置を定める共同命令を内閣府と制定。
平成28年４月に、東京圏特区（東京都のみ）と関西圏特区（大阪府のみ）において、
本特例措置を盛り込んだ区域計画が認定され、両特区における本特例措置の活用が可能となった。

＜自然由来特例区域＞
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2-3. 中央環境審議会土壌制度小委員会における検討

※資料・議事録等はHPにて公開 http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-11.html

平成27年12月に、「今後の土壌汚染対策の在り方」について諮問。平成28年3月より、中環
審土壌制度小委員会において審議しており、９月に答申骨子案が提示されたところ。

１ 土壌汚染状況調査及び区域指定
（１）有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査

①一時的免除中や施設操業中の事業場における土地
の形質の変更や搬出の規制

②地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調
査と施設設置者の調査への協力

（２）一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染
状況調査

①法第４条の届出及び調査に係る手続の迅速化
②法第４条の届出対象範囲と調査対象とする深度の

適正化
（３）健康被害が生ずるおそれに関する基準
（４）臨海部の工業専用地域の特例
（５）昭和52年３月15日以前に埋め立てられた埋立地の

取扱い

２ 要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理
（１）要措置区域における指示措置等の実施枠組み
①措置実施計画及び完了報告の届出及び都道府県等による確認
②台帳の記載事項の取扱い

（２）要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出
時の認定調査等
①要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法
②飛び地間の土壌の移動の取扱い
③認定調査の合理化

（３）自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
（４）汚染土壌処理施設に対する監督強化、情報公開の推進

３ その他
（１）指定調査機関の技術的能力等
（２）指定調査機関に係る手続
（３）基金
（４）測定方法

＜今後の土壌汚染対策の在り方に係る主な答申骨子案の内容＞
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