
「中小事業者における土壌汚染対策等の取組のポイント」

��はじめに
◆東京都では，土壌汚染に関する
中小事業者支援を目的とした
土壌汚染対策アドバイザー制度
を推進

◆制度を通じて明らかなった課題
と解決のための取組のポイント
を紹介

◆土壌汚染対策法改正内容の内，
関係する部分について分かりや
すく紹介

中央開発株式会社 西村修一

中小事業者における
土壌汚染対策等の取組のポイント

平成��年度土壌汚染対策セミナー
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◆制度を通じて明らかになった課題
・そもそも何故調査が必要なの？
・操業中であるが調査は必要なの？
・調査をしたいがまず何からすればよいの？
・指定調査機関とはどのような会社？どうやって決めるの？
・どのくらいの費用がかかるの？見積はどうやってとるの？
・汚染が出たら対策が必要なの？数百万円必要なの？
・法律が改正されるけど今後はどうなるの？

��東京都土壌汚染対策アドバイザー派遣制度
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◆土壌汚染による健康リスクの発生経路
健康被害が生ずるおそれに関する基準
（人への暴露経路）

土壌含有量基準

土壌溶出量基準

汚染状態に関する基準

��土壌汚染対策法の概要
◆目的
・土壌汚染の状況を把握する
・健康被害を防止する

◆調査契機
・第�条：有害物質使用特定施設廃止時
・第�条：一定規模以上の形質変更時
・第�条：健康被害のおそれがある場合
・第��条：自主調査・申請

◆区域指定
・要措置区域：措置が必要な区域
・形質変更時要届出区域：土地の形質変
更時に届出が必要な区域

◆基準（要措置区域指定要件）
・汚染状態に関する基準
・健康被害が生ずるおそれに関する基準
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◆対象物質
第一種特定有害物質

揮発性有機化合物（��種類）
第二種特定有害物質
重金属等（�種類）

第三種特定有害物質
農薬等（�種類）

トリクロロエチレン（���） カドミウム及びその化合
物

有機リン化合物

テトラクロロエチレン
（���）

シアン化合物 ポリ塩化ビフェニル
（���）

ジクロロメタン 鉛及びその化合物 チウラム
四塩化炭素 六価クロム化合物 シマジン
����ジクロロエチレン 砒素及びその化合物 チオベンカルブ
����ジクロロエチレン 水銀及びアルキル水銀
シス�����ジクロロエチレン セレン及びその化合物
������トリクロロエタン ほう素及びその化合物
������トリクロロエタン ふっ素及びその化合物
����ジクロロプロペン
ベンゼン
クロロエチレン

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：�����）

◆土壌汚染のイメージ
��土壌汚染対策（措置）の概要
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【措置の概要】
 水中ポンプ等により地下水
を揚水し土壌および地下水
中の有害物質を除去する

【措置の効果の確認】
 土壌溶出量基準に適合しない土地は，地下水の水質を監視し，�年
間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する

 土壌含有量基準に適合しない土地は，対策後に土壌が基準に適合し
ているか確認する

◆措置：地下水揚水（除去型）
土壌溶出量基準不適合

出典：中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン（東京都環境局）

【措置の概要】
 汚染土壌の周囲を止水矢
板等で遮水し有害物質が
拡散しないようにする

 上面は舗装等で被覆し封
じ込める

【措置の効果の確認】
 地下水の水質を監視し，�年間継続して地下水汚染が生じていない
ことを確認する

 対策範囲内の水位が上昇しないように監視する

◆措置：原位置封じ込め（管理型）
土壌溶出量基準不適合

出典：中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン（東京都環境局）
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【措置の概要】
 汚染土壌を掘削し場外ある
いは場内で適正に処理し，
浄化した土壌あるいは基準
に適合する別の土壌で埋め
戻しを行う

【措置の効果の確認】
 地下水汚染があった場合は，�年間継続して地下水汚染が生じてい
ないことを確認する

 地下水汚染がなかった場合は，地下水汚染が生じていないことを�
回確認する

◆措置：掘削除去（除去型）
土壌溶出量基準不適合・土壌含有量基準不適合

出典：中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン（東京都環境局）

【措置の概要】
 注入井戸等から微生物や微
生物を活性化させる栄養源
を注入し，微生物の働きに
より有害物質を分解する

◆措置：生物的分解（除去型）
土壌溶出量基準不適合

【措置の効果の確認】
 土壌溶出量基準に適合しない土地は，地下水の水質を監視し，�年
間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する

 土壌含有量基準に適合しない土地は，対策後に土壌が基準に適合し
ているか確認する

出典：中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン（東京都環境局）
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対策方法 対策工法 工期注1 コスト注1

封じ込め
原位置封じ込め注2 工事：1～3ヶ月

地下水測定：2年
3～5万円以上
（土留鋼矢板１㎡あたり）

遮水工封じ込め注2 設置1～3ヶ月 5～10万円以上
（1㎥あたりの設置費）

原位置
浄化

土壌ガス吸引 6ヶ月～数年 150～400万円以上
（初期費用＋ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ/年）

化学的酸化分解 2ヶ月程度 1～3万円以上
（1㎥あたり）

生物的分解 3ヶ月～数年 2～3万円以上
（1㎥あたり）

掘削除去 掘削除去 数週間～1ヶ月 5～10万円以上
（1㎥あたり）

注�：工期及びコストは汚染状況や土質・地下水状況により大きく異なる可能性がある
注�：第二溶出量基準不適合の場合，分解等により第二溶出量基準に適合させる

◆対策費用の目安

出典：中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン（東京都環境局）

【措置の概要】
 汚染土壌の上面を厚さ
����以上の土壌等で覆い，
汚染土壌に直接触れること
を防止する

【措置の効果の確認】
 規定の盛土を行った段階で措置が完了する

◆措置：盛土（管理型）
土壌含有量基準不適合

出典：中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン（東京都環境局）
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・汚染源対策：掘削除去（汚染土壌の除去）
◆対策事例（重金属）

【汚染モデル①（重金属�掘削除去）】
・業種：めっき業
・敷地面積：���㎡
・汚染物質：カドミウム・シアン
・汚染濃度：土壌溶出量基準，地下水基準の��倍
・汚染範囲：面積���㎡，深度�～�ｍ
・地下水の状況：地下水位����ｍ
・汚染原因及び状況
作業場のめっき槽からめっき液が漏洩
し，地盤に浸透後，地下水流下方向に
拡散したものと推定

◆対策事例（重金属）
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【汚染モデル②（����原位置浄化）】
・業種：クリーニング業
・敷地面積：���㎡
・汚染物質：テトラクロロエチレン及び

その分解生成物質
・汚染濃度：土壌ガス検出

土壌溶出量基準の��倍
地下水基準の���倍

・汚染範囲：面積���㎡，深度�～�ｍ
・地下水の状況：地下水位������ｍ
・汚染原因及び状況
作業場の貯蔵容器から漏洩し，土間
コンクリートの亀裂から地盤に浸透後
拡散したものと推定

◆対策事例（揮発性有機化合物）

掘削除去工法
工種 数量 単位 単価 金額

イニシャルコスト
仮設費（山留め等） � 式 ��������� ���������
掘削・運搬・汚染土壌処理費 ��� �� ������ ����������
良質土埋戻し ��� �� ����� ���������

計 ����������
ランニングコスト
なし �

計 �
合計 ����������

◆対策事例（重金属）
・対策費用

対策単価：���万円�ｍ�
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バイオㇾメディエーション工法 2~10年間と設定
工種 数量 単位 単価 金額

イニシャルコスト
土間撤去、��試験、
井戸設置（�本）等

� 式 ��������� ���������

ランニングコスト�年間）
追加注入費・モニタリング費
（�回�年）

� 回 ������� ���������

対策期間 �年間：�������������������× �（年間）�����������
（円）

対策期間 ��年間：�������������������×��（年間）�����������
（円）

～

◆対策事例（揮発性有機化合物）
・対策費用

対策単価：���万円�ｍ�

・汚染源対策：生物的分解（バイオレメディエーション工法）
◆対策事例（揮発性有機化合物）
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・汚染源対策：含有量飛散防止（舗装措置）
◆対策事例（重金属：土壌含有量基準不適合）

【汚染モデル③（重金属�舗装）】
・業種：ガラス製造加工業
・敷地面積：����㎡
・汚染物質：鉛及びその化合物（含有量）
・汚染濃度：土壌含有量基準の��倍
・汚染範囲：面積���㎡，深度�～�ｍ
・地下水の状況：地下水位����ｍ
・汚染原因及び状況
硝子原材料として使用していた
鉛化合物が使用・保管中に土壌
に浸透したものと推定された

◆対策事例（重金属：土壌含有量基準不適合）
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��土壌汚染状況調査及び区域指定
（�）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
（�）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第４条１項の届出対象範囲
②調査対象とする深さの範囲の適正化

（�）臨海部の工業専用地域等の特例
（�）昭和��年�月��日以前に埋立てられた埋立地の取扱い

��法改正の概要

舗装措置
工種 数量 単位 単価 金額

イニシャルコスト
アスファルト舗装 ��� ㎡ ����� ���������

計 ���������
ランニングコスト
なし � �

計 �
合計 ���������

◆対策事例（重金属：土壌含有量不適合）
・対策費用
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◆調査が猶予（一時免除中）されている土地
1）これまで
利用方法が変更される場合は届出を要するが，形質変更は
届出の対象となっていない

2）これから
軽易な行為（変更面積�00㎡未満など）を除き，届出を行
い調査を実施する（形質変更の範囲および深度が対象）

5�1土壌汚染状況調査及び区域指定

一般人が立ち入らない新たな工場として利用（一時免除中）

有害物質使用特定施設（廃止）

ココを解体し（50cm以上掘削）駐車場として利用
：調査対象地 ：届出範囲，調査範囲

1200㎡

（1）有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査

一時免除中とは？
有害物質使用特定施設を設置していた工場など
の廃止後
引き続き一般の人が立ち入ることのできない状
態で利用
一般人が立ち入ることのできない新たな工場等
として利用

��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
（�）要措置区域における指示措置等の実施枠組み
①汚染除去等計画及び完了報告の届出並びに都道府県知事によ
る確認

②台帳の記載事項の取扱い
（�）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

（�）自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
��その他
（�）指定調査機関の技術的能力等
（�）土壌汚染状況調査の合理化
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（�）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
◆第４条１項の届出対象範囲
都道府県知事において，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

◆留意点
・慎重な手続きが必要
・指定された区域の公示
・指定後の汚染の変化の把握
・指定された区域の定期的な確認 など

工事の際の手続きが簡略化される

◆操業中の工場など
1）これまで
第�条の形質変更時の届出面積は�000㎡以上

2）これから
�00㎡以上（有害物質使用特定施設の存在する工場など）

◆地下防止浸透施設が設けられている施設
適切に機能しているようであれば以降の土壌汚染のおそれ
の区分に考慮する 操業中の工場

有害物質使用特定施設

ココを解体し（50cm以上掘削）駐車場として利用

：調査対象地 ：届出範囲，調査範囲

1200㎡・これまでより手続きや負担を
求められる範囲が広くなる

・未然防止や早期発見が一層重
要なものに
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（�）臨海部の工業専用地域等の特例
�）これまで
・届出を行い技術基準に基づき
形質変更を実施

・事業者にとっては事業計画の
重要なポイント

�）これから
汚染が専ら自然由来又は専ら水面埋立材由来であり，人の
健康に係る被害が生ずるおそれがない土地（臨海部特例区
域）においては，都道府県知事に施行及び管理の方針の確
認を受けた後は，方針に基づく土地の形質の変更は，事前
届出の例外とし，�年ごとの事後届出を認める

該当する場合は形質変更時の負担が大幅に軽減される

工業専用地域

��

◆調査対象とする深さの範囲の適正化
・第�条の命令による調査の対象深度を掘削＋��の深さまで
とすることができる

・形質変更深さより��深い深度（最大深度���）までに
汚染のおそれがある場合に調査命令

・猶予中の土地での形質変更時の考え方も同様
・別の機会に形質変更範囲を拡大する場合は追加が必要

��以上

形質変更範囲

調査命令の対象外
出典：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第�版）
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◆埋立地特例調査の方法
�）これまで
・第二種，第三種特定有害
物質を対象とする場合は
���格子において任意の
�地点（�区画以下の時に
は全ての区画）のボーリ
ング調査

�）これから
・全ての特定有害物質について���格子の中心
・埋め立ての上下端がわかる場合は調査深度を設定可能

調査費用が大幅に軽減され使いやすいものに

第二種・第三種特定有害物質を対象とした
埋立地特例調査の方法（これまで）

��

（�）昭和��年�月��日より前の埋立地の取扱い
これまでは埋立地管理区域，今後は土壌汚染状況調査により
下記が明らかとなれば埋立地特例区域に指定される
・汚染原因がもっぱら埋立材由来
・第二種特定有害物質（シアン以外）は第二溶出量基準適
合（第一種，第三種，シアンは基準適合）

・廃棄物が埋立てられている場所ではない

出典：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第�版）

埋立地管理区域での形質変更時の施行方法（水位管理）
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◆実施措置を行うにあたっての技術的基準
現行の技術基準に加え，
�）地下水の水質と水位の管理を行う（溶出，帯水層接触）
�）搬入土の品質管理
�）汚染土の飛び地移動の場合の管理
�）新たな技術基準（抜粋）
・土壌汚染の除去など：評価地点で地下水基準を満たすため
の，目標土壌溶出量，目標地下水濃度を設定する
※状況に則した合理的な設定も従来どおりの設定も可能

・地下水の水質の測定：地下水汚染地で適用する場合は，
評価地点，目標土壌溶出量，目標地下水濃度を設定

・原位置浄化（分解）：浄化管理やモニタリングに分解生成
物を加える

��

（�）要措置区域における指示措置等の実施枠組み
◆要措置区域では
�）これまで
実際に実施した措置及び内容について，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かった

�）これから
措置に関する計画，変更，完了報告の提出を義務付け
技術基準に適合しない場合は計画変更命令

措置を行う場合の技術レベルが重視される

���要措置区域等における対策および
汚染土壌処理施設における処理
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��

出典：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第�版）

今後の水位管理による施行方法のイメージ

�）留意点
・災害など緊急事態時の対応方法を定めておく
・施工中に汚染が拡大した場合の対応方法を定めておく

（�）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

◆要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法
�）これまで
一般管理区域等では遮水壁で
汚染の拡散を防ぐ方法で施工

�）これから
地下水質および地下水を管理する方法で施工することが可
能（第一種特定有害物質が原液状で存在する場合や第二帯
水層まで形質変更を行う場合などを除く）

形質変更の際の汚染を拡散させない施行方法に対する
負担が軽減される
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◆認定調査の合理化
�）認定調査とは
・要措置区域等から搬出する土壌は汚染土壌処理施設で処理
・認定調査を行い基準に適合した土壌はこの適用をうけない
�）これまで
・認定調査は原則として全��物質の分析が必要
�）これから
・認定調査時の地歴調査で把握し物質を限定することが可能
・認定調査と同等以上の頻度で調査が実施された詳細調査の
結果を活用することが可能

・コストダウン（全物質⇒区域指定対象物質など）
・汎用性アップ（詳細調査の結果活用可）

◆飛び地間の土壌の移動の取扱い
�）これまで
区域の境界線を越えるものは搬出に該当し，汚染土壌処理
施設に搬出し処理する必要があった

�）これから
同じ調査契機に基づき指定された要措置区域等の間で，土
地の形質変更などに使用することが可能

・汚染土管理の選択肢が増加
・土地活用の選択肢も増加

有害物質使用特定施設（廃止前）

工場（廃止前）
公道

材料倉庫
（廃止前）

廃止後（区域指定）に汚染土壌を管理しながら土地を活用したい
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（�）指定調査機関の技術的能力等
技術管理者が土壌汚染状況調査等の中核として責任を果たす
よう業務規程にその役割を明確に盛り込むことを義務付け

�）指定調査機関
指定調査機関数の推移は横ばいであるが，中小事業者を対象
とした第�条対応の調査を実施する機関数は実感として減少

���その他

法改正（平成22年度）以降の指定調査機関数の推移

◆自然由来・埋立材料由来基準不適合土壌の取扱い
�）これまで
・基準不適合が自然由来や埋立材料由来であっても搬出先は
汚染土壌処理施設に限定

�）これから
・自然由来
同じ地質で自然由来等土壌のある指定区域への移動が可能

・水面埋立や構造物（盛土など）自然由来等土壌の活用につ
いて処理業と同等の扱い

例：
拡散防止など適切
に管理された盛土
に使用
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（�）土壌汚染状況調査の合理化
◆調査対象物質の選定方法（第一種特定有害物質）
・分解生成物を考慮したボーリング調査
・四塩化炭素⇒ジクロロメタンの分解経路を考慮

◆試料採取等を踏まえた区域指定方法（第一種特定有害物質）
・ガス調査の結果を用いた区域指定の方法
・試料採取等を省略した場合の区域指定の方法

◆汚染の由来ごとの調査の方法
・複数の由来がある場合の土壌汚染状況調査の方法

◆自然由来特例の調査の方法
・自然由来特例調査における���格子ごとの区域指定方法
・自然由来のおそれがある盛土又は埋め戻し土の調査
・自然由来特例の調査において第二溶出量基準不適合が確認
された場合の区域指定の方法 指定調査機関の技術者が

しっかりと理解

�）調査会社選定のポイント
・かならず指定調査機関から選定する
環境省のウェブサイト等を参照
��������������������������������������

・土対法の相談や届出窓口に相談する
���������������������������������������������

・各指定調査機関のウェブサイトから開示情報（資格者数や
第�条の対応件数など）を確認する

・指定調査機関に電話やメールで相談する（見積もりに必要
な情報の内容，調査費用の目安，調査期間の目安など）

・複数の指定調査機関に見積もりを依頼する
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◆ヒューマンエラーを原因とする土壌汚染

設備の操作ミスによる漏洩 閉め忘れや緩みによる漏洩

滴の滴り落ちによる漏洩 作業不備又は点検不備による漏洩

◆土壌汚染の原因
・ヒューマンエラーを原因とする事例が���を占める
・施設の破損等による漏えいと合わせると���を占める
・対策事例では「不適切な取扱い」と「設備の老朽化による
漏えい」が突出して多く���を占める

出典：土壌汚染の未然防止マニュアル（Ｈ��環境省 水・大気環境局土壌環境課）

��未然防止・早期発見
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◆操業中からできること
�）事前準備
有害物質のリストアップや有害
物質の特徴の把握など

�）設備や配管等の外観確認
設備・配管の液漏れや亀裂の点
検や有害物質を含む材料の量の
確認など

�）作業工程の実態確認
液垂れや飛散等が見られないか確認や漏洩液の受皿の設
置など

�）設備周辺の状況確認
施設周辺の土壌に異臭等の確認や植物の立ち枯れ等の確
認など

◆施設や設備の不具合を原因とする土壌汚染

コンクリートやメッキ槽の劣化箇所から土壌へ浸透

床にこぼれたメッキ液が亀裂から土壌へ浸透
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工程 対象となる物質

脱脂工程（前処理）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（���）、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（���）、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、������ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、
����ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（分解生成物質）、
ｼｽ�����ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（分解生成物質）
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（分解生成物質）

めっき前エッチング・酸洗い（前処理） 六価クロム、鉛
めっき液（クロムめっき）及びクロメート処理 六価クロム
めっき液（カドミウムめっき） カドミウム
めっき液（錫・鉛めっき（はんだめっき）） 鉛
めっき液（ニッケルめっき） ほう素
剥離工程（前処理）及びめっき液
（銅・金めっき等） シアン

黒染 セレン

参考：めっき業で対象となる特定有害物質の一例

�）未然防止・早期発見に対する認識
従業員への教育（有害物質の知識，
汚染の発生原因など）

�）施設や設備の改善
配管素材の変更やタンク内面のコ
ーティングなど

�）作業場内での工夫
受皿の設置や吸着マットや中和剤等の常備など
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参考：金属加工業で対象となる有害物質の一例
主な使用方法 対象となる物質

脱脂工程

トリクロロエチレン（TCE）
テトラクロロエチレン（PCE）
1,1-ジクロロエチレン（分解生成物質）
シス-1,2-ジクロロエチレン（分解生成物質）
クロロエチレン（分解生成物質）
ジクロロメタン

切削加工工程 カドミウム、六価クロム
ほう素、砒素、鉛

酸洗い工程 ふっ素、六価クロム、鉛
焼入れ工程 シアン

塗装工程 カドミウム、六価クロム
鉛

主な使用方法 対象となる物質

ドライクリーニング溶剤
（稀にフロン溶剤）

トリクロロエチレン（TCE）
テトラクロロエチレン（PCE）
1,1,1-トリクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン（分解生成物質）
シス-1,2-ジクロロエチレン（分解生成物質）
クロロエチレン（分解生成物質）

主な使用方法 対象となる物質

貯蔵・販売 ベンゼン
鉛

参考：クリーニング業で対象となる特定有害物質の一例

参考：ガソリンスタンド業で対象となる特定有害物質の一例
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��おわりに
中小事業者の方々と土壌汚染に取り組んできたなかで重要と
考えられること・・・
・未然防止や早期発見に努める
・可能な範囲で自ら法や土壌汚染のしくみを理解する
・十分な準備期間を確保し行政や調査機関とよく相談する
・必ずしも汚染≠対策ではないことを理解し，汚染を管理す
る方法なども含めて検討する

法改正も含めて今後は・・・
・土壌汚染リスクに応じたより合理的な対応（措置など）が
推進されると考えられる

・すなわち対応の選択肢が増加し，土壌汚染への対応上の問
題の解決につながる部分も増加すると考えられる

参考：製版業で対象となる有害物質の一例
主な使用方法 対象となる物質

製版 鉛
六価クロム

写真乳剤 カドミウム

版洗浄・研磨

トリクロロエチレン（���）
テトラクロロエチレン（���）
����ジクロロエチレン（分解生成物質）
シス�����ジクロロエチレン（分解生成物質）
クロロエチレン（分解生成物質）
ジクロロメタン
������トリクロロエタン
鉛
六価クロム
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ご清聴ありがとうございました

��
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