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★ 1880～1970年代 栃木県足尾銅山による渡良瀬川流域の
鉱毒被害（稲の生育被害等）

★ 1910～1970年代 富山県神通川流域のイタイイタイ病等
★ 1920～1960年代 宮崎県土呂久鉱山による鉱害被害

（砒素中毒、稲の生育被害等）

1970年の国会で農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の制定
※同年、カドミウムについて米の規格基準が1.0ppm未満と規定された。

（現在のカドミウムの米の規格基準は0.4ppm以下）

公害対策基本法の改正-公害の一つとして土壌汚染を追加
（このときの国会は、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等を成立さ
せ、「公害国会」と呼ばれる）

4

土壌汚染の歴史（農用地汚染）

Ⅰ 土壌汚染対策法の概要と施行状況

3
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�� 土壌汚染対策法の概要と施行状況（土対法の概要）

土壌汚染問題の特徴と対策法制

 1999年：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、2017年に改正）

対策法制

土壌汚染対策全般にわたる法制度が整えられることはなく、
土壌汚染の調査、除去等の措置の実施に関する指針に基
づき、行政指導という形で対策を推進。

・ 1975年 化学工場跡地（東京都江東区・江戸川区）の六価クロム
による土壌汚染が表面化

・ 1980年代 トリクロロエチレン等による地下水汚染が社会
問題化 等

・ 1986年 「市街地土壌汚染に係る暫定対策指針」の策定

・ 1991年 「土壌の汚染に係る環境基準（土壌環境基準）」の設定

・ 1993年 環境基本法制定

・ 1994年 「重金属等に係る土壌汚染調査・対策指針」及び

「有機塩素系化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・
対策暫定指針」の策定
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土壌汚染の歴史（市街地汚染）
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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

土
壌
汚
染
対
策
法

土壌汚染問題の特徴と対策法制

7

土壌汚染問題の特徴

移動しにくく、土壌中の有害物
質が拡散・希釈されにくい。

汚染されていることに気づき
にくい。

いったん汚染されると、長期にわたり汚染状態が存続する「蓄
積性の汚染」（ストック型）。水質汚濁や大気汚染は、排出源
対策によって改善するが、土壌汚染は浄化しない限り汚染源
がなくならない。

汚染の範囲は水質汚濁や大気汚染よりも局所的。ある地点
での調査によって当該地区の汚染を代表した結果が得られに
くい。

汚染が判明した時点と、汚染の原因行為が行われた時点が
一致せず、汚染の原因者の特定が難しい場合がある。

調査しないと汚染が判明しない。

他の土と混ぜられても外観上分からない。

○水や大気が「公共財」であり、 特定の者に所有されないことに対し、土壌
は土地と一体であり、私有され、取引される。

土壌汚染問題の特徴と対策法制

�� 土壌汚染対策法の概要と施行状況（土対法の概要）

（出典）「土壌環境保全対策の制度の在り方について（中間とりまとめ）」環境省・（財）日本環境協会「土壌汚染による環境リスクを理解するために」
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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
・���
・有機りん化合物

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 �����）

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
・ふっ素及びその化合物
・ほう素及びその化合物

10

土壌汚染対策法に定める特定有害物質の種類

区域の指定等

・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

汚染土壌の搬出等に関する規制

制 度

・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）

調 査

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

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）

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）

①要措置区域（第６条）

摂取経路の遮
断が行われた
場合

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

【 土 壌 の汚染状態が指定基準 に適合 し な い 場合 】

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。

目 的

②形質変更時要届出区域（第１１条）

9

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）

土壌汚染対策法（改正前）の概要

9
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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否の判断

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

12

区域の指定等（区域指定の流れ）

 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�

11

土壌汚染状況調査を実施するケース
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・ 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（平成��年�月末時点で���
事業場）。

・ 平成��年には、法対象の汚染土壌
���万�が処理施設において処理され
た。（法対象外の土壌の一次処理量
は���万ｔ。法対象の汚染土壌とあわ
せると���万�）。

14

浄化等処理施設（��施設）

分別等処理施設（��施設）

セメント製造施設（��施設）

埋立処理施設（��施設）

注 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。

※ 一次処理を行った汚染土壌の
うち、土壌溶出量基準又は土壌含
有量基準に適合しない汚染状態
にあるものは、許可申請書に記載
した別の汚染土壌処理で再処理を
行わなければならない。

平成��年度 法対象の汚染土壌の一次処理 平成��年度 再処理

搬出時の汚染土壌の処理

・ 地下水が汚染されていない場合は
モニタリング

・ 地下水が汚染されている場合は、
封じ込めが原則

盛土が原則

土壌含有量基準不適合、かつ、その土
地が一般の人が立ち入ることができる
状態となっている場合。

土壌溶出量基準不適合、かつ、周辺の
地下水が飲用に利用されている等の
状況にある場合。

※ 乳幼児の砂場等の土地であって土地の形質の
変更が頻繁に行われることにより盛土等の効果
の確保に支障が生ずるおそれがあると認められ
る場合には土壌汚染の除去が求められる。

13

要措置区域における指示措置

地下水の飲用等の観点

土壌の直接摂取の観点

○土壌汚染対策法の考え方

 環境リスク（汚染の有害性×曝露量�摂取量��）の管理
 摂取経路の遮断が基本であり、土壌汚染対策法においては、通常、土壌
汚染の掘削除去まで求めているものではない

7



【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。

16

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 ��� �����

平成��年度 ��� �����

合計 �����

1,412 1,324 

651 701 700 711 720
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����改正法施行以降の指定調査機関数の推移

指定調査機関及び技術管理者の推移
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 基金は、政府からの補助と民間などからの出えんにより造成され、指定支
援法人 公益財団法人日本環境協会において管理されている。

政府
４

１

政府以外 ４

１

都道府県等

基金

４

１
を負担

を補助

出えん
（寄付）

土地所有者等

４

１
を自己負担

 助成の対象は、次の３つの条件をすべて満たしていることが必要。

1. 「要措置区域」に指定された（または指定される予定の）土地であること
2. 「汚染原因者が不明・不存在」であること

不明：汚染原因者が判明しない場合
不存在：汚染原因者が倒産等により存在しない場合

3. 「費用負担能力が低い」こと
＜個人の場合＞
・（助成金を受けようとする年の前年の所得の額） ＜ ２千万円
・（助成金を受けようとする年の前年の所得の額） ＜ （対策費用）×２÷３＋（２千万円）
・（助成金を受けようとする年の前年の所得の額） ＜ （対策費用）×２
＜事業を行う個人及び法人の場合＞
・（助成金を受けようとする事業年度の前事業年度の自己資本、正味財産または元入金の額） ＜ （３億円）

基金による助成の概要

8
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18

• 要措置区域等指定件数については
���法改正後、増加。

• 平成��年度以降、要措置区域等の
指定件数累計は�����件。
要措置区域：約２割
形質変更時要届出区域：約８割

• 区域指定されたのち、汚染の除去
等の措置を行い、解除された区域
の割合は、���法改正後、減少。
＜���法改正前＞
指定区域 �����

＜���法改正後＞
要措置区域 �����
形質変更時要届出区域 �����
全体 �����

法改正

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 合計
解除/指定
割合

指定 � �� �� �� �� �� �� �� ���

解除 � � �� �� �� �� �� �� ���

指定 �� �� �� �� �� �� �� ���

解除 �� �� �� �� �� �� �� ���

指定変更※ � � � � � � �� －

指定 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �����

解除 �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �����

指定変更※ � � � � � � � －

� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �����

� � �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �����

指定合計
�����

解除合計

※要措置区域の指定変更は要措置区域から形質変更時要届出区域に変更した件数、形質変更時要届出区域の指定変更はその逆を示す

年度

指定区域 �����

要措置区域
�����

形質変更時
要届出区域

�����

要措置区域等の指定・解除の推移
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法第14条申請(自主申請)

法第５条調査(調査命令)

法第４条調査(形質変更時届出)

法第３条調査(施設廃止時)

17

法改正

• ��年改正（平成��年度施行）以降、年間の調査結果報告件数が増加。
平成��年度：���件、累計：�����件
（��年改正により、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。

年度 �14 �1� �1� �1� �1� �1� ��� ��1 ��� ��3 ��4 ��� ��� ��� ���
法第３条 �� 1�3 1�� ��� �43 �4� ��� ��4 �4� �43 �4� ��� ��4 ��4
法第４条 ��� 1�� 143 1�� 1�4 13� 11�
法第５条 3 1 1 1
法第14条 �� �41 3�3 ��� 3�� 3�� 4��
合計 � �� 1�4 1�� ��� �44 �4� ��� �1� ��� ��� ��� ��� ��3 �31

��� 累計※

1,204 14,028
調査結果報告件数 284 3,234
一時的免除件数 650 9,902

10,946 73,335
調査命令件数 118 1,118
調査結果報告件数 119 1,121

0 7
同上の調査結果報告件数 0 6

0 0
法第14条 428 2,117
処理業省令第13条　調査結果報告件数 0 2

831 6,480
※　累計は旧法による調査結果も含む

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

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

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査件数

�� 土壌汚染対策法の概要と施行状況（施行状況調査の結果概要）
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20

176

業種区分別の要措置区域等指定件数（平成28年度）

19

（特定有害物質）

 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。

指定区域等
実施対策

要措置区
域対策実
施件数

形質変更時要
届出区域対策
実施件数

平成22~28年
度累計

直
接
摂
取
に
よ
る

リ
ス
ク

舗装 13 116 129

立ち入り禁止 20 55 75

土壌入
換え

区域外土壌入換え 5 33 38

区域内土壌入換え 3 10 13

盛土 4 54 58

地
下
水
等
の
摂
取
に
よ
る

リ
ス
ク

地下水の水質の測定 181 219 400

原位置封じ込め 7 7 14

遮水工封じ込め 4 6 10

地下水汚染の拡大の防止 18 17 35

遮断工封じ込め 0 1 1

不溶化
原位置不溶化 6 3 9

不溶化埋戻し 7 15 22

土壌汚染の除去
掘削除去 467(73.1%) 1,858(78.8%) 2,325(77.6%)

原位置浄化 110 85 195

その他 7 115 122

回答事例数 639 2,357 2,996

（対策）要措置区域等で対策が行われた場合に、
掘削除去が行われた割合はやや減少。

85.5％※（H18）⇒ 77.6％（H22～H28）

※ 平成29年12月12日の中央環境審議会土壌農薬部会までは87.6%と記載

区域指定に係る特定有害物質、区域における対策

10



Ⅱ 改正法のポイント

22

21

���

重金属等

57

305

基準不適合物質別の要措置区域等指定件数（平成28年度）

11



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：平成31年４月１日
４ ：平成30年４月１日

法律の概要

が不十分

【参考】土壌汚染調査・対策の流れ

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）の概要

��

 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１段階施行期日：平成��年４月１日�第２段階施行期
日：平成��年４月１日）

 さらに、改正法の施行のために必要な政省令事項及び第一次答申において措置すべきとされた事項で政省令の改
正等により対応するものについて、検討を行った結果が平成��年４月３日に「今後の土壌汚染対策の在り方につい
て（第二次答申）」として答申された。

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��日より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（第一次答申及び第二次答申）の内容＞

今後の土壌汚染対策の在り方（答申関連）
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土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成��年�月��日公布）（平成��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��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��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��条の２ 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受
・法第��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��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��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��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��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
努めるものとする

第一段階施行（平成��年�月�日施行）の法律事項

26

25

第１段階施行（平成��年�月�日施行）
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28

第２段階施行（平成��年�月�日施行）

※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12月27日公布、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（試験に合格してから1年から3年に延長） 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

・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。

第一段階施行（平成��年�月�日施行）の政省令事項

27

14



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（�����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��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�������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、�����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。）。

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。

��

土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大（第３条）

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）
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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 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。

＊３ 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��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る。
32

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。

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）

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

��

16



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）

リスクに応じた規制の合理化（第��条）

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、第��
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。

33

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）
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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

��

検討事項 検討状況
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��
条関係）

○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��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

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。

35

リスクに応じた規制の合理化（第��条）
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検討事項 検討状況
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）

○ 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��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��条の４
に定める構造基準等に適合し、また同法第��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。
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平成��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。

地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査

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��条、第��条
及び法第��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��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��条から第��
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��条の処理業の許可を受けることとする。

＜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。

協議（法第��条の５
関係）

○必要な技術的読み替えを規定する。

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。

37

リスクに応じた規制の合理化（第��条、第��条、第��条の�）
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検討事項 検討状況
地下水質の監視を行いつつ、
地下水位を管理する施行方
法
（法第７条、法第９条、
��条関係）

○施行方法は以下に掲げる要件を満たすこととする。
・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
・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

（施行規則第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（施行規則第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か確認を行うこと
とする。

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。
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検討事項 検討状況
昭和��年３月
��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��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��年３月��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、��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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昭和��年３月��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��年�月��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。
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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��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��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��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。
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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

手続きの流れ
（法第��条、��
条関係）

○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��条届出）を行い、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等であることを確認＊することとする。
＊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��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
（法第��条、��
条関係）

○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（第 条、第 条、第 条、第 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
（法第��条、��
条関係）

○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。

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��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。
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検討事項 検討状況
法第４条の届出
対象外の区域に
係る検討
（法第４条関
係）

○ 都道府県等へのアンケート調査に基づけば、都道府県等ごとに土壌汚染の状況及び土地の利用状況
等が異なり、土地利用区分等により、全国一律に法第４条の届出対象外として区域を定めることは困難
である。

○ 都道府県等において、土壌汚染状況調査に準じた方法により調査した結果、特定有害物質による汚
染がないと判断された場合においては、当該区域を届出対象外の区域として指定することができることとする。
こうした仕組みを設ける場合、届出対象外の区域として指定する場合には、都道府県等において慎重

な手続きを経ること、指定された区域の公示等を行うこと、指定後の汚染の状況の変化について的確に情
報の把握をすることが前提となる。

法第４条の届出
を受けた上で、都
道府県の判断で
着手予定日以前
に形質変更の着
手を認めることに
係る検討
（法第４条関
係）

○ 条文上の解釈を明確にするため、都道府県等が土壌の汚染のおそれがなく、調査命令を発出しないと判
断した区域については、土地の形質の変更予定日以前に形質変更の着手を行っても差し支えない旨を当
該土地の所有者等に通知等で発出することを否定するものではないことにつき、環境省から通知する。
※ なお、仮に調査命令を発出しないといった旨の当該土地の所有者等への通知を行い、当該通知を受けて
土地の形質の変更が行われた場合には、通知後に当該土地において法第４条第３項の基準に該当する地歴
が判明したとしても適切な調査を行うのは困難であることから、通知の発出について、都道府県等におい
て慎重に判断すべきであることについては従前のとおりである。

44

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①

検討事項 検討状況
指定調査機関の
技術的能力の強化
（法第��条関係）

○ 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。
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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。
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検討事項 検討状況
要措置区域等の台帳
への追加記載事項
（法第��条関係）

○要措置区域等の台帳には、帳簿記載事項並びに添付する図面及び書類として、新たに、調査
対象とする深さを限定した調査に係る事項、汚染の除去等の措置に係る事項、土地の形質の
変更、土壌の移動及び搬入に係る事項、臨海部特例区域に係る事項並びに認定調査に係る
事項として、以下の事項を加える。

（帳簿記載事項）
・ 調査対象とする深さを限定した調査により区域が指定された場合は、その旨
・ 調査対象とした深さ
・ 法第��条第�項第１号に規定する土地（＊臨海部特例区域）のものにあっては、その旨
（図面及び書類）
・ 土壌汚染状況調査の調査対象深さ並びに試料採取地点及び深さ並びに土壌の汚染状態を
明示した図面

・ 詳細調査を行った場合は、調査範囲、深さ及び土壌の汚染状態を明示した図面（区域指定
時に未調査であった深さを詳細調査した場合を含む。）

・ 搬入土壌の汚染状態及び使用場所を明示した図面
・ 土地の形質の変更の施行方法を明示した図面
・ 土壌の移動の状況を明示した図面（臨海部特例区域における事後届出によるもの）
・ 搬入土壌の汚染状態及び使用場所を明示した図面（臨海部特例区域における事後届出又
は認定調査のための報告によるもの）

・ 未調査であった範囲の形質変更を行った場合、当該範囲の汚染状態を明示した図面
・ 申請にかかる形質変更時要届出区域内の土地を汚染状況及び汚染のおそれに応じて区分し
た図面

・ それぞれの土地の範囲における土地の形質の変更の施行方法を示す書類
・ 認定調査を行った場合は、調査範囲、深さ及び土壌の汚染状態を明示した図面

台帳の記載事項の取扱い①
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検討事項 検討状況
調査対象となる
深度の適正化
（法第４条関
係）

（調査の手続き及び命令対象範囲）
○土地の形質の変更をしようとする者は、法第�条第�項の届出に土地の形質の変更の対象となる部分の
深さの範囲を記載し、平面範囲ごとの土地の形質の変更の対象となる部分の深さの範囲を明示した図
面を添付する。

○都道府県知事は、法第�条第�項の調査命令の要否の判断に当たり、原則として土地の形質の変更の
対象となる部分の深さ（以下、「形質変更深さ」という。）より１メートル深い位置（最大深さ��メートル
とする。）までの範囲に汚染のおそれが存在する場合に、調査命令の対象とする。

（調査方法）
○法第４条の調査命令による土壌汚染状況調査において試料採取等の対象とする深さの範囲を、当該
試料採取等を行う区画ごとに当該区画の範囲における最大形質変更深さより１メートル深い深さまで又
は深さ��メートルまでとする。

○土壌汚染状況調査結果報告書に、調査の対象となる部分の深さを限定した場合はその旨、土壌汚染
状況調査の対象となる部分の深さの範囲外に確認された汚染のおそれに係る情報、並びに、調査対象
範囲及び深さを記載する。

（台帳の帳簿記載事項等）
○台帳に、土壌汚染状況調査対象範囲及び深さ並びに汚染状況を記載する。
（区域指定当時に調査していない深さの範囲を別の機会に工事する場合の取扱い）
○要措置区域において、汚染の除去等の措置に伴い形質変更する場合は、当該深さより１メートル深い
深さまで土壌の汚染状態を調査し、その結果を汚染除去等計画に記載する。

○形質変更時要届出区域においては、形質変更する深さより１メートル深い深さまで土壌の汚染状態を
調査し、その結果を法第��条第�項の届出に添付する。

○都道府県知事は上記の情報等に基づき、台帳等への区域指定対象物質の追加等を行う。
45

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②
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検討事項 検討状況
第一種特定有害
物質の調査の際の
調査対象物質の選
定方法（法第３
条関係）

○ガス調査において使用等の履歴のある特定有害物質又はその分解生成物の土壌ガスが検出された
場合、土壌ガスが検出されなかった使用等の履歴のある特定有害物質又はその分解生成物について
も、ボーリング調査時の試料採取等対象物質とする。
○試料採取等対象物質の決定に当たり、四塩化炭素が分解して生成したジクロロメタンについても試料
採取の対象とする。

第一種特定有害
物質の試料採取等
を踏まえた区域指
定の方法（法第３
条関係）

○土壌ガス検出区画の区域指定に当たっては、土壌ガスが検出された連続する範囲の土地の部分ごと
に、汚染のおそれが隣接する区画より多いと認められる地点におけるボーリング調査結果により当該範
囲内を区域指定する。（土壌ガスの検出範囲が分かれて存在する場合、それぞれのボーリング地点の
調査結果によってそれぞれの範囲に対して独立に区域指定の判断を行うこととなる。）ただし、ボーリン
グ調査を行った区画については、当該ボーリング調査結果により汚染状態を評価する。
○土壌汚染状況調査で一部の区画の試料採取等を実施し、残りの区画の試料採取等を省略した場
合においても、試料採取等を行い汚染状態が明らかになっている区画は当該汚染状態によって評価さ
れることとする。

汚染の由来ごとの
調査の方法

○土地の部分ごとに汚染のおそれの由来に応じた調査を行うこととし、２種類以上の由来の汚染のおそ
れがある部分については、当該部分においてそれぞれの由来に応じた調査を行う。

自然由来特例の調
査の方法

○ボーリングによる試料採取等を実施した���格子については、当該試料採取の結果に基づき基準へ
の適合性を評価する。
○汚染が自然に由来するおそれがある盛土又は埋め戻し土（以下、「自然由来盛土等」という。）の特
性を踏まえた適切かつ効率的な調査の観点から、自然由来特例の調査において、一定要件を満たす
自然由来盛土等が存在する場合には、当該自然由来盛土等の範囲において、���格子ごとに調査
を実施する。
○自然由来特例の調査の結果、第二溶出量基準不適合の場合は、調査の対象とした範囲を第二溶
出量基準不適合とみなすこととする。

48

土壌汚染状況調査の合理化

検討事項 検討状況
指定解除要措置区域
等の台帳への追加記載
事項（法第��条関
係）

○指定が解除された要措置区域等の台帳には、帳簿記載事項並びに添付する図面及び書類
として、新たに、汚染の除去等の措置に係る事項として、以下の事項を加える。

（帳簿記載事項）
・ 指定が解除された理由となった汚染の除去等の措置及び当該措置の完了を確認した根拠
（図面）
・ 汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

47

台帳の記載事項の取扱い②
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時期 政令 省令

「今後の土壌汚染対策の在り方について」（第２次答申）

平成��年４月１日 法律及び政省令（第一段階施行分）の施行

平成��年４月３日

省令案（第二段階施行分）の
パブリックコメントを実施

平成��年９月��日 土壌汚染対策法施行令の一部を
改正する政令等の公布

政令案（第二段階施行分）
のパブリックコメントを実施

土壌汚染対策法施行規則の一部を
改正する省令等の公布

法律、政省令（第二段階施行分）の施行平成��年４月１日

自治体・事業者等の関係者に対する周知、説明会の開催

50

平成��年�月��日
～�月��日

土壌汚染対策に関する今後のスケジュール（案）

様式について

【現状】
次条項の土壌汚染状況調査については、第３条第１項についてのみ報告様式を定めている。

・法第３条第１項
様式を定めていないため、自治体ごとに取り扱い
が異なる。
（様式第一号を流用したり、自治体が別途定めた様式を用いる
など）

施行規則で様式を定めている（様式第一）

・法第４条第２項（※H30施行で新設）
・法第４条第３項（※H30施行前の法第４条第２項）
・法第５条第１項

法第３条第１項以外の土壌汚染状況調査にも報告様式を定める予定

事業者や都道府県等の事務の負担が過大なものとならないよう、以下の措置を講ずるべきである。
ア、イ （略）
ウ 報告様式の提示

土壌汚染状況調査の結果について都道府県等による確認がスムーズに行われるよう、一定の報
告書の様式を示すべきである。

（「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）抜粋）

詳細は今後公布される改正施行規則の内容をご確認ください。

49
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＊ 上表において、基準が改定されたものについては、改定前と改定後の変化（→）とその施行の時期について記載している。
※ 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、調査技術の開発を推進中。52

水道水質基準
（mg/L）

水環境基準
（mg/L）

地下水環境基準
（mg/L）

土壌環境基準
（mg/L）

土壌汚染対策法

土壌溶出量基準
（mg/L）

第二溶出量基準
（mg/L）

土壌含有量基準
（mg/kg）

1,1-ジクロロエチ
レン

0.02→0.1以下
（H21.4）

0.02→0.1以下
（H21.11）

0.02→0.1以下
（H21.11）

0.02→0.1以下
（H26.3）

0.02→0.1以下
（H26.8）

1以下
（H26.8） ―

1,4-ジオキサン 0.05以下
（H16.4）

0.05以下
（H21.11）

0.05以下
（H21.11）

0.05以下
（H29.4） ―※ ―※ ―

クロロエチレン ― ― 0.002以下
（H21.11）

0.002以下
（H29.4）

0.002以下
（H29.4）

0.02以下
（H29.4)） ―

1,2-ジクロロエチ
レン
（シス体とトランス
体の合計）

0.04(シス体のみ)
→0.04以下
（H21.4）

0.04(シス体のみ)
（H5）

0.04(シス体のみ)
→0.04以下
（H21.11）

0.04(シス体のみ)
→0.04以下

0.04(シス体のみ)
→0.04以下

0.4(シス体のみ)
→0.4以下 ―

カドミウム及びそ
の化合物

0.01→0.003以
下

（H22.4）

0.01→0.003以
下

（H23.10）

0.01→0.003以
下

（H23.10）

0.01以下
（H3）

0.01以下
（H14.12）

0.3以下
（H14.12）

150以下
（H14.12）

トリクロロエチレ
ン

0.03→0.01以下
（H23.4）

0.03→0.01以下
（H26.11）

0.03→0.01以下
（H26.11）

0.03以下
（H6）

0.03以下
（H14.12）

0.3以下
（H14.12） ―

 「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」
（諮問第���号）を受け、以下の表に示す物質について、土壌環境基準並びに土壌汚染対策法に定
める特定有害物質及び土壌溶出量基準等の見直しに係る検討を進めている。

 ����ジクロロエチレンは、平成��年に土壌環境基準及び土壌溶出量基準等の見直しを行った。また、
クロロエチレンは土壌環境基準及び土壌溶出量基準等の追加、����ジオキサン※は土壌環境基準
の追加をそれぞれ平成��年に行い、平成��年�月�日に施行された。����ジクロロエチレンについて
は、シス体からシス体とトランス体の和への変更について、平成��年�月�日に施行される予定。

 カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンについては、 今後、見直し予定。

施
行
済

検
討
中

施
行
前

諮問された物質に関する見直し等の進捗について

Ⅲ 土壌環境行政の最新動向
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表1-2 土壌汚染対策法関連の基準（案）

基準の種類 基準（案）

汚染状態に関する基準
土壌溶出量基準

0.04mg/L以下であること
（シス体とトランス体の和として）

土壌含有量基準 ―

地下水基準
0.04mg/L以下であること
（シス体とトランス体の和として）

第二溶出量基準
0.4mg/L以下であること
（シス体とトランス体の和として）

項目 新たな環境上の条件 現行の環境上の条件

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
（シス体とトランス体の和として）

0.04mg/L以下
（シス1,2-ジクロロエチレンとして）

表1-1 土壌の汚染に係る環境基準（H31.4.1より施行）

（参考）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その他法の運用に関し必要な事項について
（第３次答申）（1,2-ジクロロエチレン）

53

 土壌環境基準小委員会（第3回）（平成30年5月23日）、土壌制度専門委員
会（第４回）（平成30年5月28日）及び土壌農薬部会（第35回）（平成30年6
月5日）において審議。

 中央環境審議会から、土壌環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有
害物質に、「トランス‐１・２－ジクロロエチレン」を追加し、 「シス‐１・２－ジ
クロロエチレン」と合わせて、 「１・２－ジクロロエチレン」とすることが適当と
いう旨の答申がなされた（平成30年６月18日）。

 平成30年9月18日に公布。平成31年4月1日に施行。

C C
H

H Cl

Cl
C C

HH

ClCl
トランス体シス体

1,2-ジクロロエチレンの異性体

１・２－ジクロロエチレン
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 見直しの後に、法第３条第１項、法第４条第２項の報告、法第４条第３項の
調査の命令、法第５条第１項の調査の命令、又は法第14条第１項の申請
（以下「有害物質使用特定施設の廃止等」という。）をする場合の土壌汚染
状況調査や認定調査、汚染の除去等の措置に伴う地下水の測定及び汚染
土壌処理施設における浄化確認検査において、1,2-ジクロロエチレンを測
定の対象とする場合には、シス体及びトランス体の両方を測定し、その和を
もって評価を行うことが適当である。

 見直しの時点で、既に有害物質使用特定施設の廃止等により、法に基づく
調査に着手している場合（既に区域指定されている場合、措置、搬出、運搬、
処理を実施している場合を含む。）は、これらのやり直しを求めないことが適
当である。

 現在、シス体を区域指定対象物質として要措置区域等に指定されている土
地については、引き続きシス体を区域指定対象物質とする。

（1,2-ジクロロエチレン）特定有害物質の見直しに伴う法の制度運用について

（参考）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その他法の運用に関し必要な事項について
（第３次答申）（1,2-ジクロロエチレン）

55

1,2-ジクロロエチレンの測定結果の数値の取り扱い方法は以下のとおりとし、シス体と
トランス体の測定を行う際のそれぞれの定量下限値は土壌溶出量基準の1/10を目安
する。

 シス体とトランス体が両方とも定量下限値以上の場合は、シス体とトランス体の測定
値の和を1,2-ジクロロエチレンの測定値とし、報告値は有効数字を２桁として、３桁目
以降を切り捨てて表示する。

 シス体、トランス体のいずれか一方が定量下限値未満で、いずれか一方が定量下限
値以上の場合は、定量下限値以上の方の測定値を1,2-ジクロロエチレンの測定値と
し、報告値は有効数字を2 桁として、3 桁目以降を切り捨てて表示する。

 シス体とトランス体が両方とも定量下限値未満の場合は、「定量下限値未満」と表示
することとする。

なお、既に法に基づく特定有害物質に定められており、基準値が複数物質の濃度の
和で設定されている1,3-ジクロロプロペンについても同様とすることが適当と考えられる。

1,2-ジクロロエチレンの測定結果の数値の取り扱い方法

（参考）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その他法の運用に関し必要な事項について
（第３次答申）（1,2-ジクロロエチレン）
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＜土壌汚染対策法及びその関連法令、汚染土壌処理業者一覧、土壌汚染対
策法の施行状況などについて＞
http://www.env.go.jp/water/dojo/wpcl.html

＜土壌制度小委員会（土対法の改正関係）＞
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-11.html

＜土壌環境基準小委員会（土壌環境基準の見直し関係）＞
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-08.html

＜土壌制度専門委員会（土対法の特定有害物質の見直し関係）＞
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-09.html

環境省ホームページアドレス
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検液の作成方法について明確化（環告46号付表）

(1)試料の作成に係る明確化（付表１(2)、３(2)及び４(2)関係）
 採取した土壌の風乾は、30℃を超えない温度で行うこととする。
 粗砕を行う際には、土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこととする。

(2)試料液の調製及び溶出に係る明確化（付表１(3)(4)、２(3)、３(3)(4)及び４(3)(4)関係）
 試料液の調製に用いる水については、pH 調整を不要とし、日本工業規格K0557 に規定するA3 
又はA4 のものとする。

 振とうに用いる容器は、溶媒の体積の２倍程度の容積のものを用いることとする。
 振とうの方向は水平方向とする。

(3)検液の作成に係る明確化（付表１(5)、３(5)及び４(5)関係）
 試料液の遠心分離を3,000 重力加速度で20 分間行うこととする。
 遠心分離した後の上澄み液の全量を孔径0.45μm で直径90mm のメンブランフィルターでろ過
することとする。また、ろ過時間が30 分間以内の場合にはろ紙の交換を行わず、ろ過時間が
30 分を超える場合にはおおむね30 分ごとにろ紙を交換することとする。
（メンブランフィルターの目詰まりによりメンブランフィルターの性能以上に土壌粒子がろ過され
うる。メンブランフィルター１枚当たりの負荷を一定にし、分析機関毎の差を抑制するため）

(4)ジクロロメタン等のろ過操作に関する規定（付表２(5)関係）
 揮発性有機化合物の揮発を抑制するため、ろ過の規定を削除する。

今後の土壌汚染対策の在り方（第一次答申）の内容、土壌環境基準小委員会（平成30年５月23日
開催）及び土壌制度専門委員会（平成30年５月28日開催）の議論を踏まえ、環告46号付表に規定さ
れている検液の作成方法について見直しを行うもの。
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