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Ⅰ. 改正土壌汚染対策法等について
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１. 土壌汚染対策法（改正前）の概要
目

的

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実
施を図り、もって国民の健康を保護する。

制 度
調 査
・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（第３条）（操業を続ける場合、調査を猶予）
・一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質の変更の届出の際に、
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
が判明した場合において土地
所有者等が都道府県知事に
区域の指定を申請（第１４条）

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）が指定調査機関に調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告

【土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合】
区域の指定等

①要措置区域（第６条）

汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれが
あるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
→汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示
（第７条）
→土地の形質の変更の原則禁止
（第９条）

②形質変更時要届出区域（第１１条）
摂取経路の遮
断が行われた
場合

汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれ
がないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
（摂取経路の遮断が行われた区域を含む。）
→土地の形質の変更時に都道府県知事
に計画の届出が必要（第１２条）

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除
汚染土壌の搬出等に関する規制
・①②の区域内の土壌の搬出の規制（事前届出、計画の変更命令、運搬基準に違反した場合の措置命令）
・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務 ・汚染土壌の処理業の許可制度 処理基準の順守 違反への改善命令

その他
・指定調査機関の信頼性の向上（指定の更新、技術管理者の設置等）
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２. 今後の土壌汚染対策の在り方
•

•

平成年月に中央環境審議会に、今後の土壌汚染対策の在り方について諮問され、平成年
月日に、中央環境審議会より「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」が答申され
た。
同答申を踏まえ、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、平成年３月３日に「土壌汚
染対策法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第回国会に提出され、同年５月日に可
決、成立し、同年５月日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布されたところ。（第段階
施行期日：平成年４月１日第段階施行期日：公布の日から２年以内で政令で定める日）
＜今後の土壌汚染対策の在り方（第一次答申）の内容＞

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 土壌汚染状況調査及び区域指定
（１）要措置区域における指示措置等の実施枠組み
（１）有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査
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
①一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の
②台帳の記載事項の取扱い
形質の変更や搬出の規制
（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
②地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査
時の認定調査等
と施設設置者の調査への協力
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）一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染
②飛び地間の土壌の移動の取扱い
状況調査
③認定調査の合理化
①法第４条の届出及び調査に係る手続の迅速化
（３）自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
②法第４条の届出対象範囲と調査対象とする深度の適
（４）汚染土壌処理施設に対する監督強化、情報公開の推進
正化
（３）健康被害が生ずるおそれに関する基準
３ その他
（４）臨海部の工業専用地域の特例
（１）指定調査機関の技術的能力等
（５）昭和年３月日より前に埋め立てられた埋立地
（２）指定調査機関に係る手続
の取扱い
（３）基金
（４）測定方法

※資料・議事録等は+3にて公開 KWWSZZZHQYJRMSFRXQFLOGRMR\RVKLKWPO



３㻚 土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成㻞㻥年㻡月㻝㻥日公布）の概要
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。
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

法律の概要
【参考】土壌汚染調査・対策の流れ

１．土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
調

査

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。

• 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

〔課題２〕汚染の除去等の措置に係るリスク管理
が不十分

汚染あり

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。

〔課題３〕リスクに応じた規制の合理化が必要
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。

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

区域指定
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

汚染土壌の搬出規制
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。

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。

• 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

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
：平成30年４月１日
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Ⅰ. （１）法改正（平成30年４月１日施
行分）等の内容
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１ 平成㻟㻜年４月１日（第一段階）施行事項について
（１）土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年5月19日公布）
（平成30年４月１日施行分）
・法第４条第２項 土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出
一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の汚染状況
について、都道府県知事に対し、土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果を提出することができることとする

・法第15条第１項 解除台帳の調製
区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調製及び保管しなければならないこととする

・法第22条第３項 汚染土壌処理業の許可における欠格要件の見直し
・法第27条の２ 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受
・法第27条の３ 汚染土壌処理業者である法人の合併及び分割
・法第27条の４ 汚染土壌処理業の相続
汚染土壌処理業の許可基準及び承継規定を整備する

・法第35条 指定調査機関の事業所の名称、所在地等の変更の届出
指定調査機関に係る変更事項について事後届出に変更する

・法第61条第１項 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
都道府県知事による情報収集事項として、当該都道府県の区域内の土地についての、土壌の特定有害物質による汚染による人の
健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報を追加する

・法第61条の２ 有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力
有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、
当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類等の情報を提供するよう努めるものと
8

する

4

２ 第一段階施行に必要な政省令事項について
※１ ：平成29年10月25日公布、平成30年４月１日施行 / ２：平成29年内目途に公布、平成30年４月１日施行

１．（１）土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
・平成29 年５月19 日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29 年法律第33 号）の
一部の施行期日を、平成30 年４月１日とする。
（２）土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令
・汚染土壌処理業の許可の欠格要件の対象となる使用人は、汚染土壌処理業の許可の申請者の使用
人で、①又は②に掲げるものの代表者であるものとする。
① 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）
② ①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する事業所で、汚染土壌の処理の事業に係
る契約を締結する権限を有する者を置くもの
２．（１） 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
・土地の所有者等の同意の方法を規定
・指定が解除された要措置区域等の台帳の調製・保管の方法、帳簿記載事項、添付図面等を新たに規定
（２） 汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令
・許可申請に当たって、申請者、法定代理人及び使用人が欠格要件の該当しないかの確認に係る添付書
類の追加
・許可申請に当たって、法定代理人及び使用人が欠格要件に該当しないかの確認に係る申請事項の追加
・譲渡及び譲受の承認の申請に当たって必要な申請事項及び添付書類の追加
・法人の合併又は分割の承認の申請に当たって必要な申請事項及び添付書類の追加
・相続の承認の申請に必要な申請事項及び添付書類の追加
・上記の改正に対応するための許可申請書等の様式の変更及び追加
（３） 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令
・技術管理者証の交付期間の延長 等
（４） 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用
に関する法律施行規則の一部を改正する省令
9
・管理票及び指定調査機関の帳簿について、電子での保存を可能とする。

Ⅰ. （２）法改正（公布から二年以内施
行分）等の内容
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１－１ 公布から２年以内（第二段階）に施行する事項について
（１）土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年5月19日公布）
（公布から２年以内施行分）
第一 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大（法第３条第７項、第８項関係）
一 使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場の敷地であった土地であって、健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事
の確認を受けたものについては土壌汚染状況調査が猶予されているところ、当該確認に係る土地の形質の変更を行う場合（軽易な行
為等を除く。）には、当該土地の所有者等はあらかじめ届け出なければならないこととすること。 （第三条第七項関係）
二 都道府県知事は、一の規定による届出を受けた場合は、当該土地の土壌の汚染状況について、当該土地の所有者等に対し、土壌
汚染状況調査の結果を報告すべき旨を命ずるものとすること。 （第三条第八項関係）

第二 都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善（法第７条関係）
一 都道府県知事は、土地の所有者等に対し、要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置等を示して、実施措置を記載した
計画（以下「汚染除去等計画」という。）を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとすること。（第七条第一項
関係）
二 都道府県知事は、都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除去等計画を提
出すべきことを命ずることができることとすること。（第七条第二項関係）
三 汚染除去等計画を提出した者は、汚染除去等計画を変更したときは、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければ
ならないこととすること。（第七条第三項関係）
四 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が技術的基準に適
合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三十日以内に限り当該提出をした者に対し、その変更を命ずること
ができることとすること。（第七条第四項関係）
五 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならないこととする。
（第七条第七項関係）
六 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、その旨を都道府県知事に報告し
なければならないこととすること。（第七条第九項関係）
七 その他所要の規定を整備すること
11

１－２ 公布から２年以内（第二段階）に施行する事項について
（１）土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年5月19日公布）
（公布から２年以内施行分）
第三 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出制度の整備（法第１２条関係）
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針に基づく一定の要件に該当する土地の形質の変更
については、事後届出とすること。

（第十二条第一項及び第四項関係）

第四 汚染土壌の処理に係る特例等（法第１８条、法第２７条の５関係）
一 土壌の汚染が専ら自然に由来する等の一定の要件を満たす形質変更時要届出区域内の土地の土壌を他の同様の区域内の土地の

形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合等を、汚染土壌の処理の汚染土壌処理業者への委託を不要
とする場合に追加すること。（第十八条関係）
二 国又は地方公共団体（以下「国等」という。）が汚染土壌の処理を行うことについて、国等と都道府県知事との協議が成立したときは、
国等に対して汚染土壌処理業の許可があったものとみなす特例を定めること。 （第二十七条の五関係）
三 その他所要の規定を整備すること。
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２ 第二段階施行に必要な政省令事項について
※赤字 ：第10回土壌制度小委員会審議事項
青字：第11回土壌制度小委員会審議事項
黒字（明朝体）：第12回土壌制度小委員会

１．土壌汚染の調査・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
（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
②法第４条の届出対象範囲と調査対象となる深度の適正化
（４）臨海部の工業専用地域の特例
（５）昭和52年３月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い

審議予定事項

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）要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理
①汚染除去等計画及び完了報告の届出並びに都道府県等による確認
②台帳の記載事項の取扱い
㻔２㻕要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法等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
②一の土壌汚染状況調査結果に基づき区域指定された要措置区域等における飛び地間の土壌の
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
３．その他
（１）指定調査機関の技術的能力等
13

４．第一次答申中に記載のない事項

３－１ 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大（第３条）
背景

○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。

（参考）調査の猶予の要件
・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】

＜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
㻭 工 場

㻭 工 場

プラント

倉 庫

＜土地の形質変更による汚染の拡散等の概念図＞
汚染土壌の飛散 悪臭の発生
土壌の搬出※

課題

○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。

汚染土壌を含む
濁水の流出
地下水汚染
の発生
汚染土壌

○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。

※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、平成㻞㻞年度から㻞㻢年度
までに、約９万５千トンの汚染土壌がそれらの土地から搬出されている。

改正内容
＜改正による追加＞

○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。㻔３条７項㻕
※ 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。㻔３条８項㻕

＜現行の仕組み＞
土壌汚染状況調査の猶予

土地の形質変更の届出
（軽易な行為その他の行
為は除く）

土地の利用の方法の
変更の届出
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
土壌汚染状況調査
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１４

３－２ 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
一時的免除中や操業中の事業場においては、土地の形質の変更が行われる場合については必ずしも届出や都道府県
等による調査の要否の判断が行われていなかったため、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合には届出、調
査を行うこととした。これらの届出や調査について、具体的な内容や手続きの方法等の詳細を検討。
検討事項

検討状況

法第３条第１項ただし書
（調査の猶予）の確認に係
る土地の範囲の明確化
（法第３条関係）

○法第３条第１項ただし書の確認を受けようとする土地所有者等は、現行のただし書の確
認を受けるために必要な申請書に加え、新たに、ただし書の確認を受ける土地の範囲を
明示するために図面を添付することとする。

使用が廃止された有害物
質使用特定施設に係る工
場又は事業場であった土
地の形質の変更や搬出の
規制
（法第３条関係）

○土地の所有者等は、ただし書の確認を受けた土地において土地の形質の変更をし、又
はさせるときは、都道府県知事に必要な事項を記載した届出書及び添付資料を提出す
ることとする。
○ただし、次に掲げる行為についてはこの限りでない。
一 軽易な行為その他の行為（900m2未満の土地の形質の変更等）であって、環境省
令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
○都道府県知事は、当該土地の所有者等に対し、土地の場所及び報告期限を記載した書
面により命令を行うものとする。

施設操業中の工場又は事
業場である土地の形質の
変更
（法第４条関係）

○土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省
令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日
の30日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定
める事項を都道府県知事に届け出なければならないこととする。
○環境省令で定める規模は、これまで3,000m2としていたが、有害物質使用特定施設の存
在する工場又は事業場の敷地にあっては、900m2とする（ただし、軽易な行為その他の
行為（環境省令で定めるものに限る。）及び非常災害のために必要な応急措置として行
う行為については、この限りでない。）。
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４－１ 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
㻨土地所有者等が実施可能な措置の例㻪

• 要措置区域（㻴㻞㻢年度における要措置区域指定件数は全国で㻤㻠件）

土地所有者等が実施可能な措置

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
指示措置

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。

同等以上の措置

直接摂取の
防止

・盛土

・舗装
・立入禁止

・土壌入換え
・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

課題
＜不十分な措置（遮水工封じ込め）の例＞

○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、

汚染土壌

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。

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

遮水シート
舗装
㻨調査結果㻪
→基準適合
→基準不適合

改正内容
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。
㻨現行の
手続き㻪

㻨改正による
追加手続き㻪

・要措置区域の指定
・汚染の除去等の
措置の指示

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）

汚染の除去等
の措置の実施
（知事による計
画変更命令）

（変更計画の知
事への提出）

要措置区域
の解除
措置完了報告書
の提出
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４－２ 汚染除去等計画及び完了報告の届出並びに都道府県等による確認
従来、措置内容の都道府県知事等による確認が法令上定められておらず、計画段階や措置完了時に具体的な実施内
容の確認が行われていないケースが存在するため、措置実施計画の提出や、措置完了報告が必要となった。これらに
ついて具体的な技術的基準や手続きの方法等の詳細を検討。
検討事項

検討状況

汚染除去等計画の
提出
（法第７条関係）

○都道府県知事は、要措置区域に指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者等に対し、
都道府県知事により示された汚染の除去等の措置等を記載した汚染除去等計画を作成し、こ
れを都道府県知事に提出すべきことを指示する＊１（法律で規定済）。
＊１ 都道府県知事による指示においては、措置を講ずべき土地の場所、汚染除去等計画を提出すべ
き期限を示すこととする。

○汚染除去等計画には法第７条第１項第１号及び第２号に掲げる記載事項＊２に加え、土地所
有者等が講じようとする措置＊３の選択理由、汚染の除去等の措置を講じようとする場所の汚
染の状況を明らかにした図面その他を求めることとする。
＊２
＊３

土地の所有者等が講じようとする措置、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期
これまでは地下水汚染が生じていない場合に限って指示措置として地下水の水質の測定を選択

できたが、本改正ではさらに目標土壌溶出量に適合する場合についても地下水の水質の測定を選択
することを認めることとする。

○措置によって求められる技術的基準が異なるため、それぞれの技術的基準に応じた汚染除
去等計画の記載事項を定めることとする。
汚染除去等計画の
変更
（法第７条関係）

○都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記
載された実施措置が技術的基準に適合していないと認めるときは、その提出があった日から
起算して30日以内に限り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる（法律で
規定済）。
○汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画を変更したときは、変更後の汚染除
去等計画を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、軽微な変更を除く（法律で規定
済）。
○変更後の汚染除去等計画の提出を必要としない軽微な変更は一定の要件を満たすこととす
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検討事項

検討状況

都道府県知事が変
更を命ずる判断の
ための技術的基準
（法第７条関係）

○措置の実施にあたっては、現行の技術的基準に加え、次に掲げる要件等を満たす必要があ
ることとする。
• 土壌溶出量基準不適合土壌が当該要措置区域内の帯水層に接する場合、地下水質の監視及び
地下水位の管理を行うこと
• 当該要措置区域外から搬入された土を用いる場合、搬入土の汚染のおそれの区分に応じ
た品質管理を講ずること
• 飛び地間移動に伴う土壌の搬入を行おうとする場合、当該搬入土を含めた措置が適切に行
われているかを確認すること

実施措置を講じたと
きの報告
（法第７条関係）

○汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたと
きは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない（法律で規定済）。
○措置の内容に応じて、工事の終了時点及び措置の完了時点にそれぞれ報告をしなければな
らないものとする。

詳細調査
（法第９条、12条関
係）

○次に定める汚染の拡散を引き起こさない方法で実施するボーリングにあっては、要措置区域
における形質変更の例外及び形質変更時要届出区域における形質変更の届出不要の対象
とすることとする。
• 基準不適合土壌の壁面の固定その他の方法により基準不適合土壌がボーリング孔内を通
じて拡散しないようにすること。
• 下位帯水層までボーリングを行った後は上部帯水層と下位帯水層を遮断すること。
• 掘削にあたって水等を用いる場合にあっては、当該水等による汚染の拡散を防ぐこと。
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５－１ ① リスクに応じた規制の合理化（第㻝㻞条）
背景
○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。

＜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）

○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。
形質変更時要届出区域
内の土地の形質変更時

※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。

⇒ 事前届出が必要

（千葉県HPより引用（平成22年３月時点） ）

改正内容

○ 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（㻝㻞条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。

海

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。）
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５ –２ 臨海部の工業専用地域の特例
臨海部の工業専用地域等におけるリスクに応じた規制として、あらかじめ施行及び管理に関する方針について都道府
県知事の確認を受けた上で、当該方針に基づき行う土地の形質の変更については事後届出を認めることとした。この要
件や手続きの方法等の詳細を検討。
検討事項
形質変更
時要届出
区域内に
おける土
地の形質
変更の事
前届出の
例外
（法第㻝㻞
条関係）

検討状況
○形質変更時要届出区域において、形質変更の事前届出の例外を希望する土地所有者等（所有者、管理者又は占
有者）は施行及び管理に係る方針の確認を都道府県知事へ申請し、都道府県知事の確認 を受けることとする。方
針の確認を受けた後は、当該区域内で行われる土地の形質の変更（通常の管理行為、軽易な行為を除く。）のうち、
施行及び管理に関する方針に基づく土地の形質の変更については事前届出の例外とし、１年ごとの事後届出を認
めることとする。
○方針の確認を受けた土地は、形質変更時要届出区域台帳において、その旨を明示（臨海部特例区域）して記載す
ることとする。
【土地の要件】 臨海部特例区域は、次のイ及びロのいずれも満たしている区域とする。
イ 土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然由来又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂
に由来すること
ロ 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないこと
【施行及び管理の方針の要件】 土地の形質の変更の施行方法、記録の管理・保管の方法等省令に定める事項が適切に
記載されていることとする。
【申請の方法】 土地所有者等が都道府県知事に対して定められた事項を記載した様式（施行及び管理に関する方針等を
添付）により申請することとする。

○土地の形質の変更をした者は、１年間毎に（年１回）、１年間における土地の形質の変更（通常の管理行為、軽易
な行為を除く。）についての一覧表及び必要な図面を都道府県知事に届け出ることとする。
○土地所有者等は、土地の施行及び管理に関する方針について、確認を受けた内容を変更（土地の範囲の拡大等）
しようとする場合は、あらかじめ、都道府県知事に対して方針の変更内容を届け出て都道府県知事の確認を受け
ることとする。なお、土地所有者等の変更等、土地の形質の変更に係る施行方法の変更を伴わない事項について
は、変更後に遅滞なく、届け出ることとする。
○臨海部特例区域の適用をやめる場合は、汚染状態に応じ、自然由来特例区域等に変更することとする。
○都道府県知事は、確認を受けた方針に反する行為が行われ、かつ、形質の変更の事前届出が行われていないと
認めるとき、又は確認の前提となる要件（法第12条第１項第１号イ及びロ）を欠くに至ったときは、当該確認を取り
消すことができることとする。
○追完調査等を行い全ての調査対象物質への基準適合が確認された場合、形質変更時要届出区域の指定が解除
される。
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６－１ ② リスクに応じた規制の合理化（第㻝㻢条、第㻝㻤条、第㻞㻣条の㻡）
＜自然由来による基準不適合土壌の広がりの例＞

背景

粘土
GL-10m

○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。

砂

粘土
砂
0km

ひ

自然由来の砒素などが含まれている。

1km

2km

＜形質変更時要届出区域の指定状況＞
区域数
1,872

形質変更時要届出区域

145

うち自然由来特例区域※

15

うち埋立地特例区域

（平成29年10月31日現在）

改正内容

ひ

※自然由来の主な有害物質：砒素、ふっ素、鉛等

○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）。

＜汚染土壌処理施設の例＞

※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

自然由来等形質変更時
要届出区域
浄化等処理施設

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）
海

○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）。
セメント製造施設
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６－２ 自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
○新制度の内容と政省令事項の主な方向性
自然由来特例区域及び埋立地特例区域から発生する基準不適合土壌は、特定有害物質の濃度が低く、特定の地層
や同一港湾内に分布していることを踏まえ、適正な管理の下での資源の有効利用の観点から、一定の要件を満たし一
定の手続きをとれば、可能となるよう検討。
検討事項

検討状況

自然由来等形質変
更時要届出区域間
の移動
（法第16条、第18条
及び法第20条関係）

○搬出側において、搬出届出を行い、 都道府県知事は搬出先が汚染状態や地質が同じ自然由来等形質変更
時要届出区域であることを確認することとする。
○受入側において、全て、土地の形質変更届出を行う。また、自然由来等土壌を使用した土地の形質変更は㻢㻜
日以内で行い、終了した際は管理票の写しを管理票交付者及び運搬者に送付することとする。
＜自然由来等形質変更時要届出区域のうち、区域間の移動が可能な汚染土壌の要件＞
○汚染が専ら自然に由来するものは、汚染が第二種特定有害物質（シアンを除く）のみであり、かつ第二溶出量
基準に適合していること、汚染が地質的に同質な状態で広がっている等を満たすこととする。
○汚染が専ら埋立材に由来するものは、公有水面埋立法による公有水面の埋立又は干拓の事業により造成さ
れた土地であること、廃棄物が埋め立てられている場所でないこと等を満たすこととする。
＜受入側の要件＞
○搬出先の区域指定物質の種類が搬出元の区域指定物質の全部を含むこととする。
○搬出元及び搬出先が自然由来等形質変更時要届出区域であり、かつ汚染が専ら自然由来の場合にあって
は地層構成が同じであり、汚染が専ら埋立材由来の場合にあっては同一港湾内にあることとする。

水面埋立、構造物利
用
（法第22条から第27
条関係）

＜手続き＞
○自然由来等土壌を海面埋立 、構造物利用する場合、自然由来等土壌の受入れを行う者があらかじめ、都道
府県知事より、法第㻞㻞条の処理業の許可を受けることとする。

協議
（法第27条の５関係）

＜自然由来等土壌を水面埋立や構造物利用する際の許可基準、処理基準等＞
○水面埋立の許可基準及び処理基準として、海洋汚染防止法の水底土砂判定基準に適合しない土壌を受け入
れてはならないことや飛散、流出等の防止等を求める一方、地下浸透防止措置等は不要とする。
○構造物利用の許可基準及び処理基準として、飛散、流出等の防止及び周縁地下水の水質測定等を求め、ま
た帯水層からの距離や特定有害物質の土壌への吸着特性等を考慮しつつ、新たな地下水汚染を生じさせな
いこととする。
○自然由来等土壌の受入れを終了したときは、汚染土壌処理業の廃止に該当し、その敷地の土地の調査を行
い、結果を都道府県知事に報告する。都道府県知事は結果を踏まえ区域指定する。地歴調査の結果、自然
由来等土壌等を使用していることが明らかになった部分については、自然由来等土壌の搬出元の区域指定
時の汚染状態と同じであるとして評価することとする。

○必要な技術的読み替えを規定する。
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６－３ 地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査
平成24年の水濁法改正により地下浸透防止措置が義務付けられたことを踏まえ、水濁法施行後に新設された有害物
質使用特定施設の地下浸透防止措置の施された範囲について、汚染のおそれがない土地として区分することを検討。
検討事項
試料採取地点の
選定を行うため
の汚染のおそれ
の区分における
「地下浸透防止
措置が確実に講
じられている」場
合の取扱い
（法第３条関係）

検討状況

○ 地歴調査により把握した情報に基づく汚染のおそれ区分において、改正水質汚濁防止法施行日
（平成㻞㻠年６月１日）以降に新設された有害物質使用特定施設が改正水質汚濁防止法第㻝㻞条の４
に定める構造基準等に適合し、また同法第㻝㻠条第５項の規定による点検が適切に行われ、有害物
質を含む水が地下に浸透したおそれがないことが確認できた場合、当該地下浸透防止措置の施さ
れた範囲は、汚染のおそれがない土地として扱うこととする。
※今般、おそれ区分の際に地下浸透防止措置を考慮することに伴い、法第４条第３項の調査命令要件を整理し、
調査命令要件から地下浸透防止構造を持つ施設を除外する規定を削除する。

23

７ 昭和52年３月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い
埋立地特例区域の指定の要件として、一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令が
施行された昭和52年3月15日より前に埋め立てられた土地については、従来、埋立地特例区域として扱ってこなかった
が、土壌の汚染状態に係る一定の条件を満たすことで埋立地特例区域として指定することを認めることを検討。
検討事項

検討状況

昭和㻡㻞年３月㻝㻡
日より前の埋立
地についての埋
立地特例区域の
要件
（法第㻝㻡条関係）

○埋立地特例区域に指定されるための要件は、形質変更時要届出区域であること及び汚染状態が以
下の要件を満たす土地であることとする。
①公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であること、
②汚染原因が土地の造成に係る水面埋め立てに用いられた土砂に由来すること、
③廃棄物が埋め立てられている場所でないこと、
④第二溶出量基準に適合していること（ただし昭和㻡㻞年３月㻝㻡日より前に公有水面埋立法による公
有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地については、更に、第一種特定有
害物質、第三種特定有害物質及びシアン化合物については土壌溶出量基準及び土壌含有量基
準に適合していること）、
⑤人為的原因に由来するおそれがないこと、又は試料採取等を実施した場合にあっては、調査の
結果、汚染が確認されていないこと

埋立地特例調査
の調査方法
（法第３条関係）

○全ての特定有害物質の試料採取地点については、㻟㻜メートル格子の中心とする。
○地歴調査時に水面埋立てによる埋立範囲の上端、下端が判断できる場合は、当該範囲の汚染土壌
のみを試料採取等の対象とすることができる。なお、人為的原因による汚染がある場合には、埋立
地特例調査に加えて、通常の調査を実施することとする。
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８ 要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法
形質変更時要届出区域の一般管理区域における土地の形質の変更の施行方法の基準は、帯水層に接する場合、
準不透水層まで遮水壁を設置する方法であったため、地下水の監視を行いつつ、地下水位を管理する施行方法を認
めること等を検討。また、要措置区域内に搬入する埋め戻し土・盛土等の品質管理方法を検討。
検討事項

検討状況

地下水質の監視を行いつつ、 ○施行方法は以下に掲げる要件を満たすこととする。
地下水位を管理する施行方
・第一種特定有害物質が原液状で土壌中に存在していないことを確認していること
法
・地下水位を管理して施行する方法＊１であり、かつ地下水の水質を監視して施行す
（法第７条、法第９条、12条
関係）
る方法＊１となっていること

・汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出を防止するために必要な措置
が行われること
＊１ 地下水位を管理して施行する方法及び地下水の水質を監視して施行する方法の内容はそれぞ
れ告示第号第１号イ及びロと同じとする。
※ 最も浅い位置にある準不透水層より深い位置にある帯水層まで土地の形質の変更を行う施行の
方法は現行の告示第号第２号と同じとする。

○また、要措置区域等において土地の形質の変更の際に必要な確認申請等＊２の中
に記載する事項として、新たに施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合の対
応方法及び非常災害等の緊急事態が生じた場合の対応方法を追加し、当該内容が
要件を満たしていることを都道府県知事が確認することとする。
＊２ 要措置区域において措置と一体として行われる土地の形質の変更を行う場合の確認
申請（規則第４５条第１項）、要措置区域において措置が一定程度完了した後に土地の形
質の変更を行う場合の確認申請（規則第４６条第１項） 、要措置区域における汚染除去
等計画の提出（法第７条第１項）、形質変更時要届出区域において土地の形質の変更を行
う場合の届出（法第１２条第１項）

要措置区域内に搬入する埋
め戻し土等の品質管理方法
（法第７条）

○都道府県知事は、土地の所有者等が作成した汚染除去等計画に記載された埋戻し
土等の搬入土の品質管理方法について搬入土の区分に応じた要件を満たしている
25
か確認を行うこととする。

９ 一の土壌汚染状況調査結果に基づき区域指定された要措置区域等における飛び地間
の土壌の移動の取扱い
飛び地になって区域指定されている区画間の土壌の移動（以下、「飛び地間移動」という。」）が認められていないことが
工事の支障となり、掘削除去による処理施設への搬出を増加させる要因となる可能性があるため、同一契機で行われ
た対象地内であれば、飛び地間移動が法第18条の改正により、可能となった。これらについて具体的な手続きの方法
等の詳細を検討。
検討事項

検討状況

○要措置区域等から土壌を搬出しようとする者は、搬出届出（法第㻝㻢条届出）を行い、都道府県知
手続きの流れ
（法第16条、18条 事は、搬出先が一の土壌汚染 状況調査結果に基づく要措置区域等であることを確認＊することと
する。
関係）
＊ただし、都道府県知事は搬出先が一の土壌汚染状況調査結果に基づく要措置区域から要措置区域、形質
変更時要届出区域から形質変更時要届出区域でない場合は、飛び地間移動ではなく汚染土壌処理業者に
委託するよう計画を変更する命令を、届出を受けた日から日以内に限り発出できる。

○土壌使用者は受入側の要措置区域等で汚染土壌を使用＊した土地の形質変更を㻢㻜日以内で行
い、土地の形質変更をしたときは管理票の写しを一定期間内に管理票交付者及び運搬者に送付
することとする。
＊遮水工封じ込めや不溶化埋戻し、浄化土壌の埋戻し等の土地の形質の変更に使用することをいう。

要件
○一の土壌汚染状況調査結果＊に基づき指定された要措置区域等の間において、一の要措置区域
（法第16条、18条 から搬出された土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に、又は一の形質変更時要届出
関係）
区域から搬出された土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、
又は他人に使用させるために搬出を行うこと（法律で規定済）。
＊一の土壌汚染状況調査結果とは、調査契機の種類（条、条、条、条）にかかわらず、同一の調査
契機で対象となった敷地の調査結果とする。

届出事項
○搬出届出には、通常の搬出届出に必要な届出事項に加え、一の土壌汚染状況調査結果に基づ
（法第16条、18条 き指定された区域であることを示す書類、搬出元及び搬出先の区域内に おいて土地の形質の変
関係）
更に使用する場所を明らかにした図面、搬出先での土地の形質の変更の使用の完了予定日を記
載又は添付＊することとする。
＊変更時や非常災害時に届出する事項や書類等についても同様とする。
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１０ 認定調査の合理化について
認定調査は、全ての特定有害物質について試料採取・測定を求めてきたが、費用負担が大きい等の課題があり、認定
調査における試料採取等対象物質を限定する見直しを検討。
検討事項

検討状況

認定調査にお
ける試料採取
等対象物質等
の見直し
（法第16条関
係）

○認定調査における地歴調査において、指定調査機関が当該土地又は土壌における特定有害物質
等による汚染のおそれを詳細に把握し、当該結果により試料採取等対象物質を選定するものとする。
○認定調査における地歴調査の結果、区域指定時から汚染の状況の変化等がないことが確認された
場合は、試料採取等対象物質は、原則として、区域指定対象物質とする。ただし、区域指定時から
汚染状況の変化があった場合や区域指定時に調査物質・範囲の限定があった場合等は、それらの
状況も勘案して対象物質を追加等することとする。

搬入土に含ま
れる特定有害
物質の取扱い
等
（法第16条関
係）

○認定調査において物質の限定を行いたい場合、土地の所有者等は、区域指定後に当該区域内に
土壌の搬入を行う際、搬入土の調査結果を記録し、年に１度、所定の様式に基づき、都道府県等に
報告書を提出することとする。
○都道府県等は、当該報告書に基づき、搬入時期、搬入土に係る特定有害物質の種類、調査実施者
の名称、当該土壌を搬入した場所を明らかにした図面（汚染のおそれがないことが確認された土壌
の搬入を行った場合も含む。）等を台帳に記載することとする。
○認定調査を行う指定調査機関は、台帳の情報等に基づき地歴調査を行い、試料採取等対象物質を
選定する。

詳細調査結果
の認定調査へ
の活用
（法第16条関
係）

○詳細調査（土壌汚染対策法施行規則別表第６に定める汚染の除去等の措置の実施の方法に係る
測定方法及び当該方法と同程度以上の方法による調査に限る。）については、認定調査と同等以上
の試料採取等の頻度で調査が行われた場合であって、当該調査の内容及び結果を都道府県等が
確認し台帳に記載した場合には、認定調査における地歴調査の際に当該調査結果を利用すること
ができることとする（土地の形質の変更等が行われていないことが確実である範囲に限る。）。
○なお、詳細調査の対象深度以深の土壌（未調査範囲）については、認定調査時に試料採取等を行う
こととする。
27

１１ 指定調査機関の技術的能力等
指定調査機関の技術的能力の向上・強化のために、指定調査機関が定める業務規程に、技術管理者による土壌汚染
状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項を追加することを検討。
検討事項
指定調査機関の
技術的能力の強化

検討状況
○業務規程で定める事項に、技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項を
追加することとする。

（法第㻟㻣条関係）

28
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１２ 法第４条の届出対象範囲と調査対象となる深度の適正化
法第４条の届出対象範囲、及び法第４条の調査対象とする深度の適正化について、平成28年12月12日に中央環境審
議会より以下のとおり答申された。省令事項については第12回土壌制度小委員会にて審議予定。
平成28年12月12日中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」（抄）

（法第４条の届出対象範囲）
都市計画法の都市計画区域外の土地など有害物質使用特定施設等が過去に存在した可能性が著しく低いと考えら
れる土地に関する届出は、汚染のおそれがあるところを効率的に調査する観点からは過剰であることから、届出対象外
とすることを検討すべきである。
（法第４条の調査対象とする深度の適正化）
法第４条の調査命令による土壌汚染状況調査の対象とする深度を、原則掘削深度まで（最大深度10メートルとす
る。）とすべきである。この場合、都道府県等による調査命令、土壌汚染状況調査結果報告書、台帳等において調査対
象が掘削深度に限るものであることを明らかにすべきである。なお、土壌汚染状況調査を実施した深度以深を別の機会
に形質変更する場合については、改めて調査を実施することとすべきである。

29

１３ 台帳の記載事項の取扱い
台帳記載事項の取扱いについて、平成28年12月12日に中央環境審議会より以下のとおり答申された。省令事項につい
ては第12回土壌制度小委員会にて審議予定。
平成28年12月12日中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」（抄）
区域指定が解除された際には、措置の内容等と併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳の調製等により、
既存の要措置区域等の台帳とは別に残すことで、措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧可能とし、土
壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにすべきである。
また、実施した調査や措置等の内容に関する記載事項を充実させるべきである。例えば、措置実施計画に詳細調査
等の内容や要措置区域等内に搬入する埋め戻し土・盛土等の品質管理方法を位置付け、その記録を台帳に残すべき
である。

30
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１４. 今後のスケジュール（案）
時期

土壌制度小委員会

法令

平成29年 第10回 土壌制度小委員会
９月29日

（答申案（臨海部の工業専用地域の特例、処理の特例等）の審議）

平成29年 第11回 土壌制度小委員会
11月17日 （答申案（一時的免除中・操業中の土地の調査、汚染除去等計画、認定

調査等）の審議）

政令案（第一段階施行分）の
パブリックコメントを実施
（平成29年９月５日～10月６日）
政令（第一段階施行分）の公布
（平成29年10月25日）

省令案（第一段階施行分）の
パブリックコメントを実施
（平成29年11月２日～12月１日）

省令（第一段階施行分）の公布
平成30年 第12回 土壌制度小委員会
２月７日 （答申案（形質変更の届出の例外、法第４条の届出対象範囲と調査対象 （平成29年12月下旬公布予定）
（予定）

となる深度の適正化、台帳の記載事項の取扱い等）の審議）

審議状況を踏まえつつ、答申案について、審議（１回～２回）

法及び政省令（第一段階施行分）の施行
※平成30年４月１日

春頃に、第二次答申案の取りまとめ、答申
政省令案（第二段階施行分）の
パブリックコメントを実施
政省令（第二段階施行分）の公布

自治体等の関係者に対する
説明会等（約半年間の周知）

平成31年

法及び政省令（第二段階施行分）の施行
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Ⅱ.低コスト・低負荷型土壌汚染調査・
対策技術

32
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平成28年10月18日土壌制度小委員会（第７回）資料３より抜粋

低コスト・低負荷型土壌汚染調査・対策技術
土壌汚染の状況を把握するための調査や汚染の除去等の措置には多額の費用を要し、
環境中に大きな負荷をもたらすことがある。このため、低コスト・低負荷型の土壌汚染調
査・対策技術を実用化し、普及させることが必要。

• 環境省では、平成㻝㻠年度から過去㻝㻠年間で、㻢㻝技術について実証試験を実施し評価・
公表。
• このうち、現場で実際に使用された技術としては、水銀フリー・ストリッピング・ボルタンメ
トリー法や短期原位置微生物活性化型のバイオレメディエーション（EDC工法）等の25
技術について、実証試験後の現場での活用実績がある。
土壌汚染の調査に係る簡易・迅速な測定技術、浄化技術、封じ込め技術等が対象
㻔ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る技術を含む㻕。
環境省では、公募により提案された低コスト・低負荷型の技術を、学識者からなる
検討会において審査し選定後、実証試験を実施し、結果を検討会で評価し、公表。
＜参考＞

土壌汚染対策法

（研究の推進等）
国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に
第五十九条
係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
33

低コスト・低負荷型土壌汚染調査・対策技術検討調査及びダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査 技術一覧
実証後、適用実績あり(25技術）
※ 適用件数は、H20年及び27年度アンケート回答より計上
㻺㼛㻚 事業

年度

実証機関

研究課題

㻝

(株)環境管理センター

オンサイトにおける重金属等の迅速分析法

㻞

同和鉱業(株)

現場型改良分析装置による搬出土壌の施工管理

㻟

(株)大林組

重金属等に汚染された粘性土の洗浄無害化技術

㻠

(株)奥村組

浸漬処理による重金属汚染土壌の浄化技術

(株)鴻池組

間接加熱式熱脱着システム

㻢

(株)鴻池組

高性能土壌洗浄システム

㻣

佐藤工業(株)北陸支店

土壌金属回収再生システム

㻤

(株)ナトー研究所

非セメント系不溶化材による重金属含有汚染土壌の処理工法

㻥

(株)フジタ

植物を用いた重金属汚染土壌浄化技術－ファイトレメディエーション－

㻝㻜

宇部興産(株)・(株)鴻池組・(株)間組
共同企業体

ジオメルト法

(株)荏原製作所

BCD工法(アルカリ触媒分解法）

(株)豊栄商会

真空加熱分解法

(株)神鋼環境ソリューション

還元加熱法と金属ナトリウム分散体法との組合せ処理法

(株)鴻池組・宇部興産(株)

TPS+ジオメルト法

㻝㻡

鹿島建設(株)

水平井を用いたバイオスパージング工法

㻝㻢

大成建設(株)

既設構造物下部における揮発性有機塩素化合物による土壌・地下水汚染を対象とした原位置浄化技術

㻝㻣

大成建設(株)

浄化剤注入による原位置浄化技術

田中環境開発(株)

ウォータージェットを利用した超高圧水による地層洗浄工法

㻝㻥

西松建設(株)

ＡＭＰ工法と酸化鉄を用いたＶＯＣ処理技術

㻞㻜

三菱マテリアル資源開発(株)

揮発性有機化合物による汚染土壌・地下水の酸化剤併用多孔間循環型浄化技術

㻞㻝

三矢工業(株)

グラウンドエア・システム

㻞㻞

(株)テルム

ジオスチーム工法（間接熱脱着＋水蒸気分解法）

㻞㻟

三井造船(株)

間接加熱酸化分解法

㻞㻠 ﾀﾞｲｵ
㻞㻡 ｷｼﾝ

新日本製鐵(株)

分級洗浄法と湿式酸化ラジカル法を組み合わせたダイオキシン類汚染土壌処理技術

(株)竹中土木

ＴＡＴＴ工法

㻞㻢

日立造船(株)

間接加熱型土壌浄化システム（モトソック）

㻞㻣

(株)大林組

金属ナトリウムによる脱ハロゲン化技術

㻞㻤

アサヒ地水探査(株)
日立プラント建設サービス(株)
三菱商事株式会社

短期原位置微生物活性化型のバイオレメディエーション（ＥＤＣ工法）

大成建設(株)

ふっ素吸着材料を用いた原位置浄化技術

㻟㻜

(株)竹中工務店

地下水の有効利用を考慮したナノアイロンの注入技術

㻟㻝

東和科学(株)

比色式NAPL検出法

(株)間組

水洗分解処理技術（ウォッシュメルト）

三菱重工業(株)

溶剤抽出法

㻡 低ｺｽﾄ

ﾀﾞｲｵ

㻝㻝 ｷｼﾝ

㻝㻠

㻝㻠

㻝㻞
㻝㻟 ﾀﾞｲｵ
㻝㻠 ｷｼﾝ

㻝㻤 低ｺｽﾄ

㻞㻥 低ｺｽﾄ

㻟㻞 ﾀﾞｲｵ
㻟㻟 ｷｼﾝ

㻝㻡

㻝㻡

㻝㻢

㻝㻢

㻝㻣
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㻺㼛㻚 事業

年度

㻟㻠

実証機関

研究課題

三井造船(株)

間接加熱酸化分解法

(株)東芝

間接熱脱着＋水蒸気分解法（ジオスチーム法）

(株)神鋼環境ソリューション

還元加熱法と金属Na分散体法との組合せ処理法

環境エンジニアリング(株)

湿式酸化ラジカル法によるＰＣＢ汚染土壌処理技術

大旺建設(株)

加熱蒸気による還元分解法

(株)早稲田環境研究所

加圧水洗浄分離間接加熱分解法（HM2トータルシステム）

(株)竹中工務店

減圧還元間接加熱分解法（ダイオ・スイーパー）

大成建設（株）技術センター

３価マンガン錯体による湿式浄化方法

（株）エコアップ

ダイオキシン類等汚染土壌の浄化および無害化処理技術

㻠㻟

大成建設（株）

脱酸素スパージング工法による揮発性有機塩素化合物の原位置バイオレメディエーション技術

㻠㻠

DOWAエコシステム(株)

重金属汚染土壌の現地処理方法

大成基礎設計（株）

水銀フリー・ストリッピング・ボルタンメトリー法

㻠㻢

積水化学工業（株）

超小型重金属分析「GeoREX」による土壌中重金属測定

㻠㻣

日本アイ・ティー・エス（株）

汚染重金属成分自動均質化機構つきオンサイト蛍光X線分析システム

日本シーガテック(株)

パイル方式加熱脱着・分解によるダイオキシン類汚染土壌浄化技術

(株)ピーシーイノベーションズ

MCDテクノロジーによるダイオキシン類等汚染土壌浄化技術

大成基礎設計(株)

小型蛍光Ｘ線分析装置を用いた簡易分析法

東急建設(株)

操業中の工場を対象とした原位置浄化技術

大成建設(株)技術センター

自在ボーリングと噴射攪拌技術の組合せによる構造直下の浄化技術

大成建設（株）

嫌気ベンゼン分解菌DN11株を用いる帯水層のバイオレメディエーション

（株）竹中工務店

フェントン薬剤を利用した中性領域での原位置フラッシング工法

（株）竹中工務店

重金属類汚染土壌のオンサイト洗浄工法

アジア航測(株)

スチームーエアインジェクション法による揮発性有機化合物の原位置浄化技術

大成基礎設計(株)

VOC汚染土の強制浄化装置による浄化×1/2

東電設計(株)

高圧ジェット水を用いた土壌洗浄技術×1/2

大成基礎設計(株)

VOC汚染土の強制浄化装置による浄化×1/2

東電設計(株)

高圧ジェット水を用いた土壌洗浄技術×1/2

新日鉄エンジニアリング(株)

ハイブリッドスパージングにおけるオゾンによる鉱油類汚染土壌の浄化

(株)大林組

微細な酸化鉄粒子の注入による汚染拡散防止壁の実証試験

大成建設(株)

難分解性のシアン化合物に対する原位置浄化対策技術

㻟㻡
㻟㻢

低ｺｽﾄ

㻝㻣

㻟㻣
㻟㻤 ﾀﾞｲｵ
㻟㻥 ｷｼﾝ
㻠㻜
㻠㻝
㻠㻞

㻝㻤

低ｺｽﾄ

㻝㻤

ﾀﾞｲｵ
ｷｼﾝ

㻝㻥

㻠㻡 低ｺｽﾄ

㻠㻤 ﾀﾞｲｵ
㻠㻥 ｷｼﾝ

㻝㻥

㻞㻜

㻡㻜
㻡㻝 低ｺｽﾄ

㻞㻜

㻡㻞
㻡㻟 ﾀﾞｲｵ
㻡㻠 ｷｼﾝ
㻡㻡
㻡㻢

低ｺｽﾄ

㻡㻣 ﾀﾞｲｵ
㻡㻤 ｷｼﾝ
㻡㻥

㻞㻝

㻞㻝

㻞㻞

低ｺｽﾄ

㻞㻞

㻢㻝 低ｺｽﾄ

㻞㻟

㻢㻜
㻢㻞

低ｺｽﾄ

㻞㻠

㻢㻠 低ｺｽﾄ

㻞㻡

住友林業(株)

日本シバによる油汚染土壌のファイトレメディエーション

㻢㻡 低ｺｽﾄ

㻞㻢

住友林業(株)

日本シバによる油汚染土壌のファイトレメディエーション

㻢㻢 低ｺｽﾄ

㻞㻣

大成建設(株)

塩素化エチレン分解菌ＲＨＡ１株を用いるバイオオーグメンテーション技術

㻢㻣 低ｺｽﾄ

㻞㻤

(株)大林組

簡易遮水層併用型の吸着層工法実証試験

㻢㻟
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●平成24年度 微細な酸化鉄粒子の注入による汚染拡散防止壁の実証試験 （（株）大林組）

試験目的：
砒素で汚染されたサイト
の周囲を、薬液注入壁で
囲い、内部の汚染が外部
に拡散することを防ぐこと

技術イメージ（断面図）※
実証試験で確認された効果：
注入した薬剤が半径50cm範囲の地盤に浸透
し、地下水中の砒素濃度及び土壌溶出量を基
準適合まで低減させる砒素吸着効果が確認さ
れた。
⇒ 適用土壌に合わせた薬剤の検証を継続
技術概要図※

※ 大林組HPより引用
18

36

