
「土壌環境行政の最新動向」

土壌環境行政の最新動向

環境省 水・大気環境局 土壌環境課

1

日本における土壌汚染に関する規制と現状

土壌環境行政の最新動向

＜目 次＞

2

「土壌環境行政の最新動向」

1



• 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

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）
項目

・クロロエチレン※

・四塩化炭素
・ ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
・ ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
・ｼｽｰ ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
・ 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
・ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
・ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
・ベンゼン

第三種特定有害物質
（農薬・ 等）
項目
・シマジン
・チオベンカルブ
・チウラム
・
・有機リン化合物

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

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）

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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※クロロエチレンは、平成29年4月1日から施行

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 ㎡ 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 条

6
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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
（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

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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技術管理者試験状況
実施年度 合格者数 合格率

平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度

合計

1,512 1,412 1,324 

651 701 700 711 
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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）

8
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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 年度）以降、年間の調査結果報告件数が増加。
平成 年度： 件、累計： 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 割。

累計※

1,343 12,824
調査結果報告件数 254 2,950
一時的免除件数 758 9,252

10,650 62,389
調査命令件数 118 1,000
調査結果報告件数 130 1,002

1 7
同上の調査結果報告件数 1 6

0 0
法第14条 368 1,689
処理業省令第13条　調査結果報告件数 1 2

754 5,649
※　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

254
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要措置区域等指定の状況
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• 平成 年度以降、要措置区域等の指定件数累計は 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） 28 28% 72 72% 100 193 27% 528 73% 721

土地形質変更届出（法第４条） 10 20% 40 80% 50 67 15% 383 85% 450

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） 32 10% 287 90% 319 158 11% 1,315 89% 1,473

有害物質使用特定施設の廃止及び自主調査による申請 0 0% 4 100% 4 2 14% 12 86% 14

土地形質変更届出及び自主調査による申請 2 40% 3 60% 5 6 26% 17 74% 23

汚染土壌処理業の廃止等の措置（処理業省令第13条） 0% 1 100% 1 0 0% 1 100% 1

合計 72 15% 407 85% 479 426 16% 2,256 84% 2,682

調査契機

平成27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
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平成 年度要措置区域等指定件数（特定有害物質別）
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• 平成 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、

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27年度計 479 31 6% 386 81% 0 0% 62 13%

有害物質使用時特定施設の廃止（法第３条） 100 18 18% 68 68% 0 0% 14 14%

土地形質変更届出（法第４条） 50 2 4% 40 80% 0 0% 8 16%

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） 319 10 3% 274 86% 0 0% 35 11%

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 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50%

土地形質変更届出及び自主調査による申請 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40%

汚染土壌処理業の廃止等の措置（処理業省令第13条） 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%

（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

業種区分別の要措置区域等指定件数（平成 年度）

12
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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 年度）
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重金属等

注１ 平成 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。
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浄化 溶解 不溶化
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
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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 年度及び平成 年度における汚染土壌処理施設での処理実績量を集計。

• 法対象の一次処理量は、
万 から 万 → ）

• 一次処理における施設は、浄化等処理施設（浄化・溶融）
が約 割

土壌環境基準及び特定有害物質の見直し

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

今後の土壌汚染対策の在り方（第一次答申）

土壌汚染対策法の一部を改正する法律の概要

① 土壌環境基準の見直し
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
③ クロロエチレンの法に基づく特定有害物質への追加等に伴う法の制度

運用について

16

土壌環境行政の最新動向

① 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大（第３条）
② 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等（第７条）
③ リスクに応じた規制の合理化（第12条）
④ リスクに応じた規制の合理化（第16条、第18条、第27条の5） 16
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2-1.① 土壌環境基準の見直し

 平成 年度から 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 年 月７日諮問第 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 年３月 日に ジクロロエチレンの土壌環境基準を
「 以下」へ見直し。平成 年３月 日に、 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 年 月 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

ジオキサン
以下 以下以下 以下

クロロエチレン － 以下－ 以下

シス ジクロロエチレン 以下
－－

（現行） 以下

ジクロロエチレン
（シス体とトランス体の合計） －

以下
以下 －

ジクロロエチレン
以下 以下以下

（水質管理目標）
１以下

カドミウム及びその化合物
以下 以下以下 以下

トリクロロエチレン 以下
改訂）

以下 以下

に公
布、Ｈ 施
行

施行

単位：

以下
改訂） 17

 中環審土壌農薬部会の審議を経て、平成 年 月、 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 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 年 月１日。

 クロロエチレンについては、平成 年 月 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 年 月 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
ジクロロエチ

レン（改正後）
以下 以下 改正前の土壌環境基準、土壌溶出量基準はともに

「 以下」。
ジオキサン

（新項目）
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）

以
下

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。
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2-1.③ クロロエチレンの法に基づく特定有害物質への追加等に伴う
法の制度運用について

【留意点】
①法第 条 調査義務の一時的免除の取り消し
平成 年 月 日以前に有害物質特定施設を廃止し、調査義務の一時的免除を受けている
土地で、平成 年 月 日以降に確認が取り消された場合もクロロエチレンは、調査対象になる。
②法第 条
平成 年 月 日以前に調査に着手していた場合であっても、クロロエチレンを調査対象に含めた
結果が必要である。
③平成 年 月 日以前に措置が講じられた土地
親物質で区域指定され措置が講じられ区域が解除された土地であっても、改めて調査契機が生じた
場合、クロロエチレンが調査対象になり得る。

・平成 年４月１日以降に法に基づく手続に新たに着手する場合は、クロロエチレンは
調査対象になる。

・平成 年４月１日以降にクロロエチレンにより区域指定されている要措置区域等外へ当該
区域内の土壌を搬出、運搬する場合は、改正で定められた新様式の管理票を使用するととも
に、クロロエチレンの処理業の許可を有する汚染土壌処理施設で処理しなければならない。

○認定調査とは、要措置区域等から搬出する土壌について、 ６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。

20

○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（ 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 年 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 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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※資料・議事録等は にて公開

平成 年 月に、「今後の土壌汚染対策の在り方」について諮問。平成 年 月より、中環審
土壌制度小委員会において審議しており、平成 年 月に第一次答申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 年３月 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（第一次答申）の内容＞

2-3.今後の土壌汚染対策の在り方（第一次答申）

土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の強化を図り、都道府県知事が汚染の除去等の措置内容の計
画提出を命ずることとするとともに、一定の要件を満たす区域における土地の形質変更の届出及び汚染土壌の処理に係る特例制度の創
設等の措置を講ずる。

• 有害物質使用特定施設の使
用の廃止時（操業を続ける場
合猶予）

• 大規模な土地の形質変更時
等

①要措置区域
（汚染の除去等の措置が必要
な区域）

→ 都道府県知事が措置を指示
②形質変更時要届出区域
（汚染の除去等の措置が不要
な区域）

→ 土地の形質変更を行う場合
は、その都度、届出が必要

• ①②の区域内の土壌の搬出
の事前届出

• 区域外搬出は汚染土壌処理
施設での処理のみ可能

汚染土壌の搬出規制

汚染あり

調 査

区域指定

背景

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

〔課題１〕土地の汚染状況の把握が不十分

〔課題３〕リスクに応じた規制の合理化が必要（※）

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

汚染の除去等の措置が必要な区域において、適
切な措置が計画・実施されていなくても、是正の
機会がなく、リスク管理が不十分。

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

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

〔課題２〕汚染の除去等の措置に係るリスク管理

※規制改革実施計画（平成27年６月閣議決定）において、平成 年度までに「臨海部の工業専用地域の土地の形質変更及び

自然由来物質に係る規制の在り方について、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論
を得て、措置する」とされている。

１．土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合（軽易な

行為等を除く）には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は
調査を行わせるものとする。

２．汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令
の創設等
都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する

計画の提出の命令、措置が技術的基準に適合しない場合の
変更命令等を行うこととする。

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

４．その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者に

よる土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

（施行期日）
１～３：公布の日から２年以内で政令で定める日
４ ：公布の日から１年以内で政令で定める日

法律の概要

が不十分

【参考】土壌汚染調査・対策の流れ

2-4.土壌汚染対策法の一部を改正する法律の概要
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２－４① 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大（第３条）

改正内容

＜土地の形質変更による汚染の拡散等の概念図＞

○土壌汚染状況調査が猶予されている土地において、利用の方法の変
更だけでなく、土地の形質変更※時にも届出をすることとする。 ３条７項

※ 軽易な行為その他の行為については届出対象外とする。
詳細については事業者等の事務の負担が過大なものにならないよう留意し
ながら検討を進め、省令において規定予定。

○都道府県知事は、届出がなされた形質変更を行う土地について、土壌
汚染状況調査を命ずることとする。 ３条８項

汚染土壌

地下水汚染
の発生

汚染土壌の飛散

汚染土壌を含む
濁水の流出

悪臭の発生

○有害物質使用特定施設の設置されている事業場は、当該土
地で使用等されていた物質による汚染が存在する可能性が
高く、約５割※で基準不適合土壌の存在が確認されている。
※施設廃止時の調査結果による。

○有害物質使用特定施設の廃止時には土壌汚染状況調査が
義務づけられているが、一定の要件を満たした土地（全体の
約７～８割）は調査が猶予されている。

＜改正による追加＞ ＜現行の仕組み
＞

土地の利用の方法の
変更の届出

土壌汚染状況調査の猶予

土壌汚染状況調査

（参考）調査の猶予の要件

背景

○調査が猶予されている土地では利用方法が変更される場合、
都道府県知事が届出を受けて調査の要否を判断することになっ
ているが、土地の形質変更は届出対象となっていない。

○このため、汚染の有無や帯水層の深さが不明な状態で土地
の形質の変更が行われることにより、汚染土壌の飛散流出
や地下水汚染の発生、拡散が生じるおそれがある。

課題

＜猶予となる事例＞
工場が操業を続けている等の理由により一
般の人が敷地に立ち入ることができない状態
で利用する場合

工 場 工 場

プラント 倉 庫

※都道府県等の条例による猶予中や操業中の特定有害物質取扱
事業場における規制に関する調査結果によると、平成 年４月
以降、約９万５千トンの汚染土壌が搬出されている。

土壌の搬出※

人の健康に係る被害のおそれ
がないと認められない場合

・都道府県知事により土地
の利用の方法からみて人
の健康に係る被害が生ず
るおそれがない旨を確認さ
れていること
【法第３条第１項】

土地の形質変更の届出
（軽易な行為その他の行

為は除く）

２－４② 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等（第７条）

背景

改正内容

•要措置区域（ 年度における要措置区域指定件数は全国で
件）では、特定有害物質の種類や、健康被害が生じうる摂取経
路等に応じて、都道府県知事により講ずべき汚染の除去等の措置
が指示（指示措置）される。
•一方で、土地所有者等が実施する措置については、指示措置のほ
かこれと同等以上の措置の実施についても認められている。

土地所有者等が実施可能な措置

指示措置 同等以上の措置

直接摂取の
防止

・盛土
・舗装 ・土壌入換え
・立入禁止 ・土壌汚染の除去

地下水経由
の摂取防止

・原位置封じ込め
・遮水工封じ込め

・不溶化 ・地下水汚染の拡大の防止
・遮断工封じ込め ・土壌汚染の除去

土地所有者等が実施可能な措置の例

・要措置区域の指定
・汚染の除去等の
措置の指示

汚染の除去等
の措置の実施

措置完了報告
書

の提出

＜不十分な措置（遮水工封じ込め）の例＞

汚染除去等の措置内容に関する計画※の
知事への提出
（※講じようとする措置、措置の着手予定時期及び完
了予定時期、措置の実施範囲、施行方法等を記載）

（知事による計
画変更命令）

（変更計画の知
事への提出）

現行の
手続き

改正による
追加手続き

要措置区域
の解除

○土地所有者等が実際に実施した措置及びその内容について、

都道府県知事が事前に確認・指導する法律上の仕組みがないた

め、不十分な措置の実施や、誤った施行方法による汚染の拡散の

おそれが指摘されている。

課題

調査結果

→基準不適合

汚染土壌

遮水シート

→基準適合

舗装

要措置区域の土地所有者等に対し、都道府県知事への汚染除去等の措置内容に関する計画及び変更計画、措置完了報告書の提出

を義務付ける（７条１項、３項、９項）。また、計画内容が技術的基準に適合しない場合の知事による計画変更命令を創設（７条４項）。

※計画や報告書の記載事項、様式や技術的基準を、省令において規定予定。

封じ込めを行う範囲
の確定を誤ったた
め、一部汚染土壌が
封じ込められていな
い
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改正内容

○臨海部の工業専用地域において、一般の居住者による地下水の飲用や土壌の直接摂
取の可能性がなく、埋立材や自然由来による基準不適合土壌のみが広がって いる場
合については、土地の形質変更に伴う健康リスクは低いと考えられる。

○一方、大規模な工事を行う場合には届出・調査が必要となり、その結果、形質変更時
要届出区域に指定され、工事毎の事前届出が求められることになるため、人の健康へ
のリスクに応じた必要最小限の規制とすべきとの指摘がある。

※規制改革実施計画において、「臨海部の工業専用地域の土地の
形質変更 及び自然由来物質に係る規制の在り方について、人の健
康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結
論を得る。」とされている。

○ 形質変更時要届出区域において、下記の条件を満たす土地の形質変更であっ
て、
予め都道府県知事の確認を受けた土地の形質変更の施行及び管理の方針に基づ
く行為について、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする（ 条１
項１号、４項）。

① 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら
自然又は当該土地の造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来する土地の
形質の変更

② 地下水や土地の利用状況に応じ、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそ
れがない土地※の形質変更

※臨海部の工業専用地域に位置する土地に限定する（ただし、人為由来汚染の位置が特定され
ている土地は含まない。）ことを省令において規定予定。

背景

形質変更時要届出区域のうち、一定の
要件を満たす土地の形質変更
（都道府県知事の確認を受けた方針に
基づく行為について、事後届出とする。）

海

（千葉県HPより引用（平成22年３月時点） ）

形質変更時要届出区域
内の土地の形質変更時

⇒ 事前届出が必要

＜臨海部の工業専用地域の例（千葉県市原市）
＞

工業専用地域（水色）

２－４③ リスクに応じた規制の合理化（第 条）

２－４④ リスクに応じた規制の合理化（第 条、第 条、第 条の ）

改正内容

○基準不適合が自然由来等による土壌は濃度が低くかつ同一地層に広く存在して
いる。

○これらを区域外へ搬出する場合は、事前に都道府県知事へ届出し、人為由来と同
様に都道府県知事の許可を受けた汚染土壌処理施設で処理する必要がある。

○同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への搬出が
できないため、工事の利便性が悪い。

※規制改革実施計画では、「自然由来物質に係る規制の在り方について、人の健康へのリスクに応じた必
要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る。」とされている。

○基準不適合が自然由来等による土壌を搬出する場合は、処理施設での処理に限

定せず、都道府県知事へ届出を行い、運搬方法や搬出先等について、汚染の拡散

がないことの確認を受けた上で、同一の地層の自然由来等による基準不適合の

土壌がある他の指定区域への移動も可能とする（16条1項7号、18条1項2号）。
※必要な手続きや要件について、省令において規定予定。

自然由来等形質変更時
要届出区域

基準不適合が自然由来等による土壌
（同一の自然由来等による基準不適合の土壌が広がっている地層）

区域数

形質変更時要届出区域 1,644

うち自然由来特例区域※ 115

うち埋立地特例区域 14

＜形質変更時要届出区域の指定状況＞

背景

海

（平成29年１月４日現在）

自然由来等形質変更時
要届出区域

浄化等処理施設

セメント製造施設

＜汚染土壌処理施設の例＞

※自然由来の主な有害物質：砒素、ふっ素、鉛等

○併せて、国や自治体等が行う水面埋立等による汚染土壌処理について、都道府県知

事との協議の成立により、処理業の許可を得たものとみなす特例を定める（27条の
5）。

＜自然由来による基準不適合土壌の広がりの例＞

GL-10m

粘土

自然由来の砒素などが含まれている。
0km 1km 2km

砂

砂

粘土

ひ

ひ
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