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はじめに

 本日の講習のうち土壌汚染対策法に関する部分は、主に「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３版）」を参照しています。

 スライド内にガイドラインの関連ページを示しています。ガイドラ
ンに記載のない内容はページの記載がありません。

 ガイドラインの読み方
本文

– 標準字体による記述

• 法、施行令、施行規則、施行通知、告示等に示されている内容

– 法第○条、令第○条、規則第○条、通知の記の第○の○

– 斜字体 による記述

• 標準字体で書かれている内容の詳細な説明及び補足事項

Appendix
• 告示、通知、解説等
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措置編の内容

土地が、

土壌汚染状況調査等の結果に基づいて区域指定を
受けている状態

【前半】

汚染の除去等の措置の実施から
区域の指定の解除 （80分：質疑応答5分含む）

【後半】
土地の形質の変更及びその留意事項

（80分：質疑応答5分含む）
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構 成
【前半】
汚染の除去等の措置の実施から区域の指定の
解除

 汚染の除去等の措置
 詳細調査
 実施措置の実施
 措置の完了及び区域の指定の解除

＊以下の項目は、後半にて説明
 土地の形質の変更
 埋め戻し土壌の管理
 認定調査
 汚染土壌の搬出・運搬、処理
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スライド中の★は、第二次改正
に伴い、新設又は改正等された
制度や事項です。



汚染の除去等の措置

 汚染の除去等の措置の基本的考え方

 実施措置の措置完了条件

 指示措置と実施措置の種類



汚染の除去等の措置の基本的考え方
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 汚染除去等計画の作成及び提出の指示（法第７条第１項本文）
• 都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、当該要措置区域内の土地の所有者等
に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置（指示措置）及びその理
由、当該措置を講ずべき期限等を示して、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。

 汚染除去等計画の提出及び変更（法第７条第１項第１号、同条第４，５項）
• 指示を受けた土地の所有者等は、指示措置及びこれと同等以上の効果を有すると認めら
れる汚染の除去等の措置のうち、講じようとする措置（実施措置）を選択の上、環境省令が
定める事項を記載した計画（汚染除去等計画）を作成し、都道府県知事に提出しなければ
ならない。

• 都道府県知事は、汚染除去等計画（変更があったときは、変更後のもの。）の提出があった
場合において、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、提出日から30日
以内に限り、計画の変更を命ずることができる。

• 土地の所有者等は、当該期間の経過後でなければ、実施措置を講じてはならない。なお、
都道府県知事が実施措置が技術的基準に適合していると認めるときは、当該期間を短縮
することができ、この場合、土地の所有者等に対して遅滞なく短縮後の期間を通知されたい。

※実施措置の実施以降は、スライドNo.29～にて説明。
調査・措置ガイドラインp.396
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 汚染除去等計画の実施義務及び措置命令（法第７条第７，８項）
• 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。

• 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措
置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずるこ
とができる。

 実施措置の完了報告（法第７条第９項）
• 汚染除去等計画を提出した者（汚染除去等計画の内容を変更したものを提出した者を含
む。）は、当該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。

• 汚染の除去等の措置のうち、汚染の除去等を行うための工事と当該工事の効果を確認す
るために実施する一定期間の地下水モニタリングから成り立っているもの（揚水施設による
地下水汚染の拡大の防止を除く。）については、工事が不適正であった場合に有効な是正
を適時にできるように、当該工事が完了した時点（工事完了時）と、地下水モニタリングまで
完了した時点（措置完了時）の２段階の報告時点を規定する（規則第42条の２、別表第９）。

 要措置区域の指定の解除（法第６条第４項）
• 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について指定
の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について指定を解除
する。 調査・措置ガイドラインp.396,599,627

汚染の除去等の措置の基本的考え方



汚染の除去等の措置の基本的考え方
区域の指定から要措置区域の指定の解除までの手順１／２

7

調査・措置ガイ
ドラインp.406

土壌汚染状況調査結果（土壌溶出量基準不適合）の報告

個別に算定 一般値を使用
＜地下水汚染の到達範囲の設定＞

飲用井戸等あり 飲用井戸等なし
＜地下水汚染の到達範囲における

飲用井戸等の有無＞

要措置区域 形質変更時要届出区域＜区域の指定＞

地下水基準不適合 地下水基準適合＜地下水汚染の有無＞

原位置封じ込め又は
遮水工封じ込め等

地下水汚染が生じていない
土地の地下水の水質の測定

＜指示措置＞

土壌汚染地＊１ 土壌汚染地の下流側＊２＜評価地点の設定＞

目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を算定

地下水の水質の測定以外

＜実施措置の選択＞

土壌溶出量が目標土壌溶出
量を超えない場合に限る

＜目標土壌溶出量及び
目標地下水濃度の算定＞

汚染除去等計画書の作成及び提出

土地の所有者等が実施

都道府県知事が実施

土地の所有者等が実施

地下水汚染が生じていない
土地の地下水の水質の測定

右記以外

・基準不適合土壌のある範囲
を把握する調査

・その他汚染除去等計画作成
のための調査

・基準不適合土壌のある範囲を把握する調査
・目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を計
算により設定するための調査

・その他汚染除去等計画作成のための調査

地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定

＜詳細調査の実施＞

一般値を超えた場合

＊１ 評価地点を土壌汚染地に設定
した場合、目標土壌溶出量あ
るいは目標地下水濃度は土壌
溶出量基準、地下水基準

＊２ 評価地点を土壌汚染地の下流
側に設定した場合、目標土壌
溶出量あるいは目標地下水濃
度は土壌溶出量基準、地下水
基準以外の算定値

補足 揚水設備による地下水汚染
の拡大の防止措置の評価地
点は、土壌汚染地に限る。



汚染の除去等の措置の基本的考え方
区域の指定から要措置区域の指定の解除までの手順２／２

8調査・措置ガイドラインp.406

汚染除去等計画書の確認（承認・受理、変更命令）

＜措置の実施＞ Ａ．地下水汚染
の拡大の防止

Ｂ．地下水の水
質の測定

Ｄ．Ａ～Ｃ以外の
措置

Ｃ．土壌汚染の
除去

なし
＜土壌溶出量基準不適合土壌の

有無＞

＜区域の指定、解除＞

目標地下水濃度以下 地下水基準適合
＜一定期間の地下水モニタリング

結果＞

実施措置の効果の維持
（要措置区域のまま）

要措置区域の解除
（形質変更時要届出区域にも

指定されない）

実施措置の効果の維持
（形質変更時要届出区域）

土地の所有者等が実施

都道府県知事が実施

土地の所有者等が実施

都道府県知事が実施

土地の管理
（形質変更時要届出区域）

地下水基準適合

あり

要措置区域が解除され、
形質変更時要届出区域の指定

実施措置完了報告書の確認（承認・受理）

＊３ ＊３

＊３ 措置の完了を報告しない場合

実施措置完了報告書の提出 （同左）

（同左）



実施措置の措置完了条件
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 要措置区域の地下水の下流側かつ要措置区域の指定の事由となった飲用井戸等
より地下水の上流側において、工事の実施後に地下水基準に適合することを評価
する地点（評価地点）を設定し、かつ、当該評価地点で地下水基準に適合するため
に当該要措置区域において達成するべき土壌溶出量であって第二溶出量基準未
満の土壌溶出量（目標土壌溶出量）及び地下水濃度（目標地下水濃度）を設定（措
置完了条件）する。

 その上で、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は当該土壌がある範
囲についてそれぞれの措置（工事）を行い、工事完了後にその効果を確認するため、
要措置区域内の地下水の下流側の工事を行った場所の周縁に設置した観測井に
おいて、目標地下水濃度を超えない汚染状態であることを確認することとした。

 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を土壌溶出量基準、地下水基準に設定する
ことができる。

 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止については、揚水により地下水の流向
及び流速等を適切に管理することにより汚染の拡大を防止する措置であり、地下
水濃度の管理は技術的に困難であるため、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度
の設定は行わないものとした。

調査・措置ガイドラインp.407



実施措置の措置完了条件
評価地点及び措置完了条件の考え方
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調査・措置ガイドライン

App14

※従前と同様の考え方

基準不適合土壌

地下水汚染が
到達し得る距離
（区域指定時）

地下水汚染の到達距離
（措置完了後）

観測井
（要措置区域の周辺）

区域指定の事由となった
飲用井戸等

評価地点＊

地下水流向

＜土壌汚染地＞

基準不適合土壌

地下水汚染が
到達し得る距離
（区域指定時）

観測井
（要措置区域の周辺）

区域指定の事由となった
飲用井戸等

評価地点＊

地下水流向

＜土壌汚染地＞

地下水汚染の到達距離
（措置完了後）

＊評価地点：工事の実施後に地下水
基準に適合することを評
価する地点



実施措置の措置完了条件
措置完了条件の設定における留意事項
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 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を算出するに当たっては、環境省ＨＰで公開
する措置完了条件計算ツールを活用されたい。

⇒http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

 当該ツールは、特定有害物質の種類、帯水層の土質及び厚さ、動水勾配、基準不
適合土壌の大きさ、評価地点までの距離等のパラメータを入力することにより、目標
土壌溶出量及び目標地下水濃度を算出するものである。なお、これらのパラメータ
を設定するには、詳細調査を実施する必要がある（スライドNo.17）。

 基準不適合土壌の汚染状態が目標土壌溶出量を超えないが、当該要措置区域に
おける地下水の汚染状態が目標地下水濃度を超えるものであることが確認された
場合にあっては、当該要措置区域の地下水の上流側に汚染の原因があることや基
準不適合土壌の汚染状態の把握が的確に行えていないことが考えられることから、
その原因を追究した上で、必要な措置を講じることが必要となる。

 要措置区域の地下水の上流側において地下水濃度が目標地下水濃度を超過して
いる場合（所謂「もらい汚染」の場合）には、措置完了の確認方法について予め都道
府県知事と相談の上、汚染除去等計画に記載しておくことが望ましい。

調査・措置ガイドラインp.407,408

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html


指示措置と実施措置の種類
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 指示措置
• 土壌汚染の状態ごとの講ずべき汚染の除去等の措置（指示措置）の内容は、スライ
ドNo.13,14に示す。なお、土壌汚染の除去が指示措置とされるのは土地の用途から
見た限定的な場合のみとしており、土壌汚染の除去、とりわけ、掘削除去は、汚染
の拡散のリスクを防止する観点から、できる限り抑制的に取り扱うこととしている。

 実施措置
• 指示を受けた土地の所有者等は、指示措置又はこれと同等以上の効果を有すると
認められる汚染の除去等の措置のうち、講じようとする措置（実施措置）を選択でき
る。

 措置の技術的な適用可能性
• 措置の技術的な適用可能性については、スライドNo.13,14のとおりである。
• なお、旧法において、地下水の水質の測定の措置は、地下水汚染が生じていない
土地に限って適用可能であるとしていたが、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度
を設定する場合であって、土壌の特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量
以下であり、地下水の汚染状態が目標地下水濃度以下である場合にあっては、当
該措置を適用できる。

調査・措置ガイドラインp.396,404



指示措置と実施措置の種類
地下水の摂取等によるリスク
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調査・措置ガイドラインp.412

地下水
汚染の
有無

実施措置の種類

第一種特定有害物質
（揮発性有機化合物）

第二種特定有害物質
（重金属等）

第三種特定有害物質
（農薬等）

【凡例】

◎講ずべき汚染の
除去等の措置
（指示措置）

○環境省令で定め
る汚染の除去等
の措置（指示措
置と同等以上の
効果を有すると
認めら れ る措
置）

×選択できない措
置

第二溶出量基準 第二溶出量基準 第二溶出量基準

適合 不適合 適合 不適合 適合 不適合

なし 地下水の水質の測定 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

あり

地下水の水質の測定★ 〇＊１ × 〇＊１ × 〇＊１ ×

原位置封じ込め ◎ ◎＊２ ◎ ◎＊２ ◎ ×

遮水工封じ込め ◎ ◎＊２ ◎ ◎＊２ ◎ ×

地下水汚染の拡大の防止 ○ ○ ○ ○ ○ ○

土壌汚染の除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○

遮断工封じ込め × × ○ ○ ○ ◎

不溶化 × × ○ × × ×

＊１ 土壌の特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量以下であり、地下水の汚染状態が
目標地下水濃度以下である場合に限る★

＊２ 汚染土壌の汚染状態を第二溶出量基準に適合させた上で行うことが必要



指示措置と実施措置の種類
直接摂取によるリスク

14調査・措置ガイドラインp.415

＊１ 「盛土では支障がある土地」とは、住宅やマンション（一階部分が店舗等の住宅以外の用途で
あるものを除く。）で、盛土して50 cmかさ上げされると日常生活に著しい支障が生ずる土地

＊２ 乳幼児の砂遊び等に日常的に利用されている砂場等や、遊園地等で土地の形質の変更が頻
繁に行われ盛土等の効果の確保に支障がある土地については、土壌汚染の除去を指示する
こととなる

実施措置の種類 通常の土地
盛土では支障が
ある土地＊１ 特別な場合＊２

【凡例】

◎講ずべき汚染の除去等
の措置（指示措置）

○環境省令で定める汚染
の除去等の措置（指示措
置と同等以上の効果を有
すると認められる措置）

×選択できない措置

舗装 ○ ○ ○

立入禁止 ○ ○ ○

盛土 ◎ × ×

土壌入換え ○ ◎ ×

土壌汚染の除去 ○ ○ ◎



指示措置と実施措置の種類
複数の指示措置が必要となる場合の留意事項
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 都道府県知事が複数の指示措置を発出する場合、措置実施者はそれぞれの指示
措置に対応した汚染除去等計画を作成及び提出することとなる★。その際、措置実
施者は、要措置区域の汚染状態によって複数の実施措置をどのような順序で、どの
ような施行方法で実施するかが重要となってくるため、専門家の意見を聴くことも重
要である。

①対象とするリスクが異なる場合
地下水の摂取等によるリスクと直接摂取によるリスクの両方が考えられる場合

②複数の特定有害物質の種類に汚染されている場合
第一種特定有害物質、第二種特定有害物質、第三種特定有害物質による土壌

汚染が共存し、それぞれに対する指示措置が異なる場合

③同じ特定有害物質による汚染であっても区域によって汚染の状態が異なるもの
一部の区域では第二溶出量基準に適合せず、他の区域では土壌溶出量基準は

適合していないが第二溶出量基準には適合する場合

調査・措置ガイドラインp.415



詳細調査

 詳細調査の基本的考え方

 措置対象範囲の把握



 詳細調査によって確定した要措置区域内における、土壌含有量基準に適合しない
汚染状態にあっては基準不適合土壌の範囲（平面範囲及び深さ）、又は土壌溶出
量基準に適合しない汚染状態にあっては目標土壌溶出量★を超える汚染状態にあ
る土壌の範囲を措置対象範囲という。

 詳細調査は、要措置区域について土壌汚染の状況その他の汚染除去等計画★の
作成のために必要な情報をボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法に
より把握することとして、具体的には以下の目的が挙げられる。

① 基準不適合土壌のある平面範囲及び深さを把握する調査
② 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の範囲を把握する調査★

③ 第二溶出量基準に不適合な汚染状態の土壌の範囲を把握する調査
④ 帯水層の底部となる不透水層の深度分布等を把握する調査
⑤ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を検討するための調査★

⑥ 深さが限定された土壌汚染状況調査に基づく実施措置の実施のための調査★

⑦ 汚染除去等計画の変更に伴う調査★

⑧ 措置対象範囲あるいは周辺の地下水位を把握する調査

 土地所有者等は、詳細調査を指定調査機関に実施させることが望ましい。

調査・措置ガイドラインp.416,417,421 17

詳細調査の基本的考え方



詳細調査の基本的考え方
汚染除去等計画の作成に係る調査の実施機関

調査の区分 調査の目的
指定調査機関が
実施する必要性

土壌汚染状況調査 土壌汚染状況調査の追完 ○

詳細調査

基準不適合土壌のある範囲及び深さの把握 －

第二溶出量基準に適合しない汚染状態の土壌の範囲を把握する調査★ －

帯水層の底部となる不透水層の深度分布等を把握する調査 －

目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を検討するための調査★ －

深さが限定された土壌汚染状況調査に基づく実施措置の実施のための調査★ －

区域指定を解除するための調査 ○

汚染除去等計画の変更に伴う調査★ －

実施措置の実施に伴い法第14条を申請した場合の
要措置区域の解除を目的とした調査

－

認定調査 搬出しようとする土壌の調査 ○

○：必要 －：必ずしも必要ではない
調査・措置ガイドラインp.419 18



措置対象範囲の把握
平面範囲の把握

19

 第二種及び第三種特定有害物質
第二種及び第三種特定有害物質について要措置区域に指定された範囲は、土壌
汚染状況調査により、全ての単位区画で基準不適合土壌の存在が確認されてい
ることになり、平面的な基準不適合土壌の存在範囲は確定している。

 第一種特定有害物質

土壌ガス調査結果により指定された単位区画については、措置対象範囲を把握する
必要がある。以下の方法により、措置対象範囲を絞り込む。

① 要措置区域等内の全ての単位区画でボーリング調査を行う方法

② 汚染のおそれが高い区画を取り囲むようにボーリング調査を行う方法（土壌
ガス濃度の相対的高まりの区画から周囲に向かって順に措置対象範囲を確
定する方法）

③ 汚染のおそれが高い区画を取り囲むようにボーリング調査を行う方法（土壌
ガス濃度の相対的高まりの区画を含む任意の範囲を取り囲むようにボーリング調
査を行う方法）

調査・措置ガイドラインp.433,427



凡例
　  要措置区域の範囲
　  ① 土壌ガス調査の代表地点で実施したボーリング調査において、いずれの深度においても土壌溶出量基準に適合した単位区画
　  ② 土壌ガス調査の代表地点で実施したボーリング調査において、いずれかの深度において土壌溶出量基準に不適合の単位区画（第二溶出量基準適合）
　  ③ 土壌ガス調査の代表地点で実施したボーリング調査において、いずれかの深度において土壌溶出量基準に不適合の単位区画（第二溶出量基準不適合）
　  詳細調査の結果、いずれの深度においても土壌溶出量基準に適合した単位区画
　　詳細調査の結果、いずれかの深度において土壌溶出量基準に不適合の単位区画
　　基準不適合土壌の平面範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　                                                                               　注（数値：土壌ガス濃度（volppm），N.D.は不検出）
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措置対象範囲の把握
平面範囲の把握
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② 土壌ガス濃度に応じ、周囲に向かって順に確定する方法

要措置区域
措置対象範囲

調査・措置ガイドラインp.431



措置対象範囲の把握
深さの把握

調査・措置ガイドラインp.433 21

 基準不適合土壌の深さの把握（深度調査）の考え方

• 第二種及び第三種特定有害物質は、 汚染が確認された深さから連続する２以
上の深さ（２m以上）で汚染が認められなかった場合、最初に汚染が認められな
かった深さまでを汚染の深さとする（スライドNo.22）。

• 第一種特定有害物質については、基準不適合が確認された最も深い位置より
深いところで連続する２以上の深さ（２ｍ以上）で汚染が認められなかった場合、
最初に汚染が認められなかった深さまでを汚染の深さとする（スライドNo.22）。

• 汚染の深さを設定した後、汚染が認められた深さと最初に汚染が認められな
かった深さとの間において汚染の深さを絞り込むことは可能とする（スライド
No.22） 。

• 深さ10 mまで土壌汚染が続いている場合は、汚染の深さを確定するために、10
m以深まで調査をする必要がある。
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汚染の深さの考え方の例

0 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

12 m

0 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

12 m

第一種特定有害物質 第二，三種特定有害物質

難透水性の地層の
位置が明確な場合

注：汚染のおそれが生じた場所の位置が
地表面ないしは，不明な場合の例

絞込調査を実施した場合の試料採取
位置（基準不適合）
※矢印の範囲で任意に設定可

試料採取位置（基準不適合）

難透水性の地層の
位置が不明な場合

法第5条の特例を
参考とした場合

既往調査事例等
から合理的に
設定した場合

（地層境界など）

試料採取位置（基準適合）

絞込調査を実施した場合の試料採取
位置（基準適合）
※矢印の範囲で任意に設定可

基準不適合土壌の範囲
（基準不適合土壌の深度は範囲の
最も深い位置）

試料採取の省略

法第5条の特例を
参考とした詳細

調査を既往事例と
した場合

第一種特定有害物質 第二、三種特定有害物質

難透水性の地層の
位置が不明な場合

難透水性の地層の
位置が明確な場合

法第5条の特例を
参考とした場合

既往調査事例等
から合理的に
設定した場合
（地層境界な

ど）

法第５条の特例を参考
とした詳細調査を既往

事例とした場合

試料採取位置（基準不適合）

試料採取位置（基準適合）

試料採取の省略

絞込調査を実施した場合の試料採取
位置（基準不適合）
※矢印の範囲で任意に設定可

絞込調査を実施した場合の試料採取
位置（基準適合）
※矢印の範囲で任意に設定可

基準不適合土壌の範囲
（基準不適合土壌の深度は範囲の
最も深い位置）

※汚染のおそれが生じた場所の位置が地表面ないしは、
不明な場合の例

※各例とも、右側は絞り込み調査を実施した場合

０ｍ

1ｍ

２ｍ

３ｍ

４ｍ

５ｍ

６ｍ

７ｍ

８ｍ

９ｍ

１０ｍ

１１ｍ

１２ｍ

０ｍ

1ｍ

２ｍ

３ｍ

４ｍ

５ｍ

６ｍ

７ｍ

８ｍ

９ｍ

１０ｍ

１１ｍ

１２ｍ

※各例とも右側は絞り込み調査を実施した場合

汚染のおそれが生じた場所の位置が地表面
ないしは、不明な場合における詳細調査の例

難透水性の地層の
位置が不明な場合

難透水性の地層の
位置が明確な場合

法第５条の特例を
参考とした場合

既往調査事例等
から合理的に
設定した場合

（地層境界等）

法第５条の特例を参考
とした詳細調査を既往

事例とした場合

試料採取深さの設定例

措置対象範囲の把握
深さの把握

さ

調査・措置ガイドラインp.434
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措置対象範囲の把握
深さの把握

 基準不適合土壌の分布深度は、単位区画ごとに設定
（目標土壌溶出量を超える汚染状態の土壌の範囲も同様に設定★）

 深度調査が実施されている単位区画

• 深度調査により求められた基準不適合土壌の深さ

 深度調査が実施されていない単位区画

• 中心点から最も近い深度調査地点の基準不適合土壌の深さとする（複数存
在する場合には深い値を採用）。

• 詳細調査の結果をもって区域指定の解除を目的とする場合、単位区画ごと
に深度調査が必要である。

• 底面管理等、措置の実施とともに基準不適合土壌の深さを確定させる場合
は、措置の種類により調査密度が異なる。

 不溶化埋め戻し、遮水工封じ込め、遮断工封じ込め、掘削除去、
区域内土壌入換え ⇒100 m2に１地点以上

 原位置不溶化、原位置浄化 ⇒900 m2に１地点以上



措置対象範囲の把握
深度調査が実施されていない単位区画の深さの評価（底面管理）の例

掘削実施時の底面管理

汚染の到達深度
（第二溶出量基準適合）

単位区画

詳細調査の実施
汚染の到達深度

（第二溶出量基準適合）

単位区画単位区画

掘削実施時の
底面管理

目標土壌溶出量を
超える土壌又は土
壌含有量基準不適
合土壌の深さ

単位区画

詳細調査の
実施目標土壌溶出量を

超える土壌又は土
壌含有量基準不適
合土壌の深さ

 底面管理により目標土壌溶出量を超える土壌又は土壌含有量基準不適合土壌の
深さを確認できるのは、近隣の詳細調査実施区画の目標土壌溶出量を超える土
壌又は土壌含有量基準不適合土壌の深さ以深の範囲とする★。

24調査・措置ガイドラインp.445



措置対象範囲の把握
単位区画内の平面範囲の絞り込みの例

単位区画内
絞込調査の実施

単位区画

措置対象範囲

単位区画

単位区画内
絞込調査の実施

目標土壌溶出量を
超える土壌又は
土壌含有量基準
不適合土壌の深さ

措置対象範囲

詳細調査における絞り込み調査地点

詳細調査で基準不適合が確認された単位区画の調査地点

絞り込み調査において、基準適合が確認された地点

絞り込み調査において、基準不適合が確認された地点

措置対象範囲

凡例【凡例】

詳細調査で目標土壌溶出量を超える土壌又は土壌含有量
基準不適合土壌が確認された単位区画の調査地点

詳細調査における絞り込み調査地点

絞込調査において、目標土壌溶出量を超える土壌又は土壌
含有量基準不適合土壌が確認された地点

絞込調査において、目標土壌溶出量を超える土壌又は土壌
含有量基準不適合土壌が確認された地点

措置対象範囲

１ｍ(以上)

 同一区画内で複数の深度調査
を行うことによる絞り込み

25調査・措置ガイドラインp.446,447



措置対象範囲の把握
深さ限定調査による要措置区域の措置対象範囲の把握
 土壌汚染状況調査において試料採取等を行う深さを限定できる規定により試料採

取等を行わなかった深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるとき
は、土壌汚染状況調査に準じた方法により当該土壌の汚染状態を明らかにして、
その図面を汚染除去等計画に添付することとした（通知の記の第４の１(6)④）。
(スライドNo.30）

26

追加調査が必要な範囲
（物質Aの汚染に伴うもの）

土壌汚染状況調査実施済範囲

地表-10m

物質Ａを対象とした
措置対象深さ範囲

物質Ａ

物質Bを対象とした
措置対象深さ範囲

物質Bの汚染のおそれ
（深さの限定により未調査）

追加調査が必要な範囲
（物質Bの汚染が判明し、

措置を行う場合）

汚染のおそれが生じた位置の
うち、土壌汚染状況調査対象
範囲内の地点（基準不適合）

汚染のおそれが生じた位置の
うち、土壌汚染状況調査対象
範囲外の地点

追加調査が必要な範囲

土壌汚染状況調査実施済範囲

調査・措置ガイドラインp.449



措置対象範囲の把握
深さ限定調査による要措置区域の措置対象範囲の把握

調査・措置ガイドラインp.450
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要措置区域

措置対象深さ内に汚染のおそれ（物質Ｂ）
が生じた場所の物質の有無

あり

区域指定対象物質（物質Ａ）の
汚染範囲の把握（詳細調査）

措置対象深さの設定

実施措置の実施

指定の解除

試料採取等

基準不適合

摂取経路の有無

新たに確認された汚染（物質Ｂ）を
区域指定対象物質に追加

新たに確認された汚染（物質Ｂ）
ついて詳細調査を実施

法第14条の申請を促す

法第14条の申請

当該物質について形質変更時要届出区域の指定

なし

あり

なし



実施措置の実施

 実施措置を講ずるまでの手順

 汚染除去等計画の作成及び変更

 実施措置の実施の方法



実施措置を講ずるまでの手順

29調査・措置ガイドラインp.397,398

要措置区域の指定

汚染除去等計画の提出の指示 汚染除去等計画の作成

汚染除去等計画の提出

技術的基準に
適合しているか

汚染除去等計画の
変更命令＊１

汚染除去等計画の変更

変更を命ずることがで
きる期間を短縮するか

短縮後の期間の通知＊１ 実施措置の実施＊２

汚染除去等計画に
変更＊３があるか

実施措置の継続

Yes

No

Yes

No

Yes

No

＜都道府県知事等＞ ＜土地の所有者等＞

＊１ 汚染除去等計画（変更があったときは、その変更後
のもの）の提出から30日以内に限る。

＊２ 短縮後の期間の通知がない場合、汚染除去等計
画（変更があったときは、その変更後のもの）の提
出から30日を超えていること。

＊３ 規則第36条の４の定める軽微な変更を除く。



汚染除去等計画の作成及び変更等
汚染除去等計画の記載事項及び添付図面

30

 土地の所有者等は、汚染除去等計画を様式第９により作成する（規則第36条の３第１項）。

 汚染除去等計画の記載事項は、指示措置及びこれと同等以上の効果を有すると認
められる汚染の除去等の措置（スライドNo.13,14）であって、土地の所有者等が講じ
ようとする措置（実施措置）、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期、並びに
規則第36条の２に掲げる事項である（通知の記の第４の１(6)③）。

 土地の所有者等は、汚染の除去等の措置を講じようとする場所の土壌の汚染状態
を明らかにした図面並びに汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明示し
た図面を添付して提出する（規則第36条の３第２項）。

①ボーリングその他の方法による詳細調査によって、汚染除去等計画の作成のために必要
な情報を把握した場合は、汚染の除去等を講ずべき要措置区域内の土地の土壌の特定
有害物質による汚染状態を明らかにした図面

②汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らか
にした平面図、立面図及び断面図

③土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより１ｍを超える深さの位置について試料
採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去
等の措置を講ずるときは、土壌汚染状況調査により当該土壌の特定有害物質による汚

染状態を明らかにした図面（スライドNo.26）
調査・措置ガイドラインp.458～460



汚染除去等計画の作成及び変更等
汚染除去等計画の変更及び軽微な変更

調査・措置ガイドラインp.460, App24 31

 汚染除去等計画の内容を変更したときは、軽微な変更である場合を除き、変更後の
汚染除去等計画を様式第９により提出する（法第７条第３項、規則第37条）。

 軽微な変更には、全ての実施措置の種類に共通する事項として、都道府県知事が
示した措置を講ずべき期限までの間における実施措置の着手予定時期及び完了予
定時期の変更等が含まれるほか、実施措置の種類ごとに規則別表第７の下欄に示
した事項が該当する（規則第36条の４、規則別表第７）。

 なお、Appendix「24.汚染除去等計画、工事完了報告及び実施措置完了報告におけ
る記載事項並びに記載例」に、全ての実施措置に共通する軽微な変更及び実施措
置の種類ごとの軽微な変更の具体的事例を示しているので参考にされたい。



実施措置の実施の方法

32

 実施措置の種類ごとの技術的基準（実施の方法）は、規則別表第８に定める（規則
第40条第１項）。

 全ての実施措置に共通する事項は次のとおり（規則第40条第２項） 。

① 土壌溶出量基準に適合しない土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合の土
地の形質の変更の施行方法が、平成31年環境省告示第５号において定めた基
準に適合していること★ ⇒後半スライドNo.14～20

② 基準不適合土壌、特定有害物質及び特定有害物質を含む液体の飛散、揮散又
は流出（以下「飛散等」という。）、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止
するために必要な措置を講ずること ⇒後半スライドNo.29～32

③ 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合には平成31年環境省告示第
６号において定めた方法により搬入土壌の汚染のおそれの区分に応じた調査を
行うこと★ ⇒後半スライドNo.41

④ 飛び地間移動（後半スライドNo.64）により他の要措置区域から汚染土壌を搬入
する場合には、当該土壌が帯水層に接しないようにすること等により、人の健康
にかかる被害が生ずるおそれがないようにすること★

調査・措置ガイドラインp.461～481,67



実施措置の実施の方法
遵守すべきガイドラインの区分

区域外処理 区域内措置

オンサイト措置（on-site）：土壌の掘削を伴う

原位置措置（in-situ）：土壌の掘削を伴わない

・土壌汚染の除去
（区域外処理）

・区域外土壌入換え ・遮水工封じ込め、遮断工封じ込め
・不溶化埋戻し
・土壌汚染の除去（オンサイト浄化）
・区域内土壌入換え
・区域外処理及び区域外土壌入換えのうち、
区域内で行う工事（例えば、掘削工事等）

・地下水の水質の測定
・地下水汚染の拡大の防止（揚水施設、浄化壁）
・原位置封じ込め
・原位置不溶化
・土壌汚染の除去（原位置浄化）
・盛土、舗装、立入禁止

 運搬に関する
ガイドライン

 処理業に関する
ガイドライン

 調査及び措置
に関する
ガイドライン

基準不適合土壌を掘削
かつ

汚染土壌処理施設で処理

33

調査・措置ガイドラインp.452



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
①-1 地下水の水質の測定

 特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、地下
水汚染が生じていない土地に対して講ずべき措置

① 地下水汚染を的確に把握できる地点に観測井を設け、当初１年は４回以上、
２～10年目までは１年に１回以上、11年目以降は２年に１回以上定期的に地
下水質を測定する。測定結果を都道府県知事に報告する（スライドNo.67） 。

② ５年以上継続かつ直近２年間において年４回以上測定し、今後、地下水基
準に適合しないおそれがないことを確認できた場合、完了の報告が可能に
なった★ （スライドNo.78）

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
34

調査・措置ＧＬ p.488



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
①-2 地下水の水質の測定

 特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量を超えず、 かつ、
目標地下水濃度を超えていない土地に対して講ずる措置

① 地下水汚染を的確に把握できる地点に観測井を設け、当初１年は４回以上、
２～10年目までは１年に１回以上、11年目以降は２年に１回以上定期的に地
下水質を測定する。測定結果を都道府県知事に報告する（スライドNo.67） 。

② ５年以上継続かつ直近２年間において年４回以上測定し、今後、目標地下
水濃度を超えるおそれがないことを確認できた場合、完了の報告が可能に
なった（スライドNo.78）。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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目標土壌溶出量を超えない
汚染状態にある土壌

調査・措置ＧＬ p.496



 措置の実施に当たっての留意事項

 観測井設置時、基準不適合土壌の落とし込みや、異臭、振動・騒音、掘削に伴
い発生した基準不適合土壌の拡散に留意する。

 観測井のケーシングの材質は、特定有害物質の種類に応じて長期的な観測に
耐え得る材料（ポリ塩化ビニルやステンレススチール製）を選定する。ポリ塩化
ビニルの管継ぎには接着剤は用いずネジ加工等とし、高濃度の揮発性有機化
合物と接するおそれがある場合、材質の変状等に留意する。

被圧帯水層

観
測
井

ｽｸﾘｰﾝ区間

地下水位

不圧帯水層

地下水位

観
測
井

ｽｸﾘｰﾝ区間

難透水性の地層 難透水性の地層

難透水性
の地層

地表面

① 被圧帯水層の場合 ② 不圧帯水層の場合

【難透水性の地層】
・粘土やシルトを主体
・層厚50cm以上

地下水の摂取等によるリスクに係る措置
①地下水の水質の測定
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調査・措置ＧＬ p.490,492



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
②原位置封じ込め

 目標土壌溶出量を超える土壌★の区域の側面に、不透水層の深さま
で、地下水の浸出の防止のための構造物を設置し、目標土壌溶出量
を超える土壌と地下水の接触を防止する措置

① 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の範囲及び深さについて、
ボーリング調査及びその他方法で把握する。

② ①のうち第二溶出量基準不適合土壌は特定有害物質を不溶化、あるいは
抽出又は分解する方法等により、第二溶出量基準に適合させる。

不透水層

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」 に一部加筆
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目標土壌溶出量を超える
汚染状態にある土壌

調査・措置ＧＬ p.502



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
②原位置封じ込め

 措置の実施に当たっての留意事項

 遮水壁の構築に伴う、基準不適合土壌を含む残土や汚泥の仮置き場所や運搬
経路は、周辺への汚染拡散防止を講じる。また、適正に処理・処分する。

 措置の完了後も上部の舗装や遮水壁のメンテナンスを行い、地下水位や水質
の監視を続け、封じ込め機能が維持されているか確認する。

③ 不透水層とは、厚さが５ｍ以上、かつ透水係数が1×10-7ｍ/秒以下である
地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。

④ 封じ込めた範囲の土地は、厚さが10 cm以上のコンクリート又は厚さが３
cm以上のアスファルト、基準不適合土壌以外の土壌により覆う。

⑤ 封じ込め範囲の地下水流向下流側の周縁に１以上の観測井を設け、１年
に４回以上定期的に地下水質を測定し、地下水汚染が生じていない状態
が２年間継続することを確認する。

⑥ 封じ込めた範囲に１以上の観測井を設け、⑤の確認がされるまでの間、
雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認する。

38調査・措置ＧＬ p.502



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
③遮水工封じ込め

 目標土壌溶出量を超える土壌★を掘削し、地下水の浸出を防止するた
めの構造物（遮水工）を設置し、当該掘削した土壌を埋め戻すことで、
目標土壌溶出量を超える土壌と地下水の接触を防止する措置

① 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の範囲及び深さについて、
ボーリング調査及びその他方法で把握する。

② ①の基準不適合土壌を掘削し、第二溶出量基準不適合土壌は不溶化、あ
るいは抽出又は分解する方法等により、第二溶出量基準に適合させる。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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目標土壌溶出量を超える
汚染状態にある土壌

調査・措置ＧＬ p.513



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
③遮水工封じ込め

 措置の実施に当たっての留意事項
 基準不適合土壌の掘削及び仮置き、又は第二溶出量基準に適合させる場所

（不溶化、浄化）は、汚染の拡散を防止する措置を講じる。
 掘削した基準不適合土壌等を埋め戻す際、遮水シート等の遮水構造物を破損

しないように留意しなければならない。
 措置の完了後も上部の覆いや遮水工のメンテナンスを行い、地下水位や水質の監

視を続け、封じ込め機能が維持されているか確認する。

③ 二重の遮水シート又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水
工を設置し、②により掘削された目標土壌溶出量を超える土壌を埋め戻す。

④ 埋め戻した範囲の場所は、厚さが10 cm以上のコンクリート又は厚さが３
cm以上のアスファルト、基準不適合土壌以外の土壌により覆う。

⑤ 埋め戻した場所の地下水流向下流側の周縁に１以上の観測井を設け、
１年に４回以上定期的に地下水質を測定し、地下水汚染が生じていない
状態が２年間継続することを確認する。

⑥ 埋め戻した場所の内部に１以上の観測井を設け、⑤の確認がされるまで
の間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認する。

40調査・措置ＧＬ p.513



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
④揚水施設による地下水汚染の拡大の防止

① 地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設
置し、地下水を揚水する。

② ①の揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水
質を排出水基準に適合させて公共用水域 に排出するか、又は排除基準に
適合させて下水道に排除する。

 地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設
を設置して、地下水を揚水し、当該土地からの汚染地下水の拡大を
防止する措置

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
41調査・措置ＧＬ p.519



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
④揚水施設による地下水汚染の拡大の防止

③ 地下水汚染が拡大するおそれがある範囲であって、基準不適合土壌のあ
る範囲の周縁に観測井を設け、１年に４回以上定期的に地下水質を測定し、
地下水汚染が拡大していないことを確認する（スライドNo.67） 。この場合、
隣り合う観測井の間の距離は30ｍを超えてはならない。

④ ③の測定結果を都道府県知事に報告する。

 措置の実施に当たっての留意事項

 汚染地下水から抽出した特定有害物質が周辺環境に悪影響を与えないように
処理施設において活性炭への吸着等を行う、又は処理施設の排出口や敷地
境界で測定を行い敷地外への影響がないことを確認する。

 井戸障害や地盤沈下が発生しないように、配置や揚水量を設定し、必要に応
じて、地盤変位量や地下水位の測定を行う。

 本措置のみでは要措置区域の解除はできないため、定期的に機器の点検や
メンテナンスを行い、配管等からの汚染地下水の漏洩による新たな土壌汚染
が発生しないように留意する。

42調査・措置ＧＬ p.519



43

地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑤透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

 目標地下水濃度を超える地下水汚染★の拡大を的確に防止できると
認められる地点に浄化壁を設置し、当該土地からの汚染地下水の拡
大を防止する措置

① 目標地下水濃度を超える汚染状態にある地下水汚染の拡大を的確に防止
できると認められる地点に透過性地下水浄化壁を設置する。

② 透過性地下水浄化壁は、汚染地下水が通過する過程において、特定有害物
質を分解又は吸着する方法により、目標地下水濃度を超えない状態させるた
めに必要な機能を備えた地中に設置された設備をいう。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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目標地下水濃度を超える
汚染状態にある地下水

調査・措置ＧＬ p.526



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑤透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

 措置の実施に当たっての留意事項

 浄化壁の機能が発揮する期間は帯水層の状況等によって変わるため、地下水
質の測定により、特定有害物質濃度の上昇が確認され、目標地下水濃度を超
えることが明らかである場合、浄化壁の再構築等を行う。

 特定有害物質を分解する方法では、有害な反応生成物の発生や水質の変化
が起こる場合もあるため、区域外に有意な影響が及ばないように設計・監視す
る（スライドNo.65,67） 。

 本措置のみだけでは要措置区域の解除はできないため、年４回以上の水質調
査を実施し、汚染拡大の防止機能が維持されていることを確認する。

③ 地下水汚染が拡大するおそれがある範囲であって、基準不適合土壌のあ
る範囲の周縁に観測井を設け、１年に４回以上定期的に地下水質を測定し、
地下水汚染が拡大していないこと★を確認すること（スライドNo.67） 。この場
合、隣り合う観測井の間の距離は30ｍを超えてはならない。

④ ③の測定の結果を都道府県知事に報告すること。

44調査・措置ＧＬ p.526



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑥掘削除去

 目標土壌溶出量を超える土壌★の範囲及び深さを把握した後、当該土
壌を掘削・除去し、目標土壌溶出量を超えない（かつ土壌含有量基準
に適合する）土壌で埋め戻す措置

① 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の範囲及び深さについて、
ボーリング調査及びその他方法で把握する。

② ①の土壌を掘削し、掘削された場所を目標土壌溶出量を超えない、かつ土
壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋める。ただし、建築
物の建築等を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合、
この限りではない。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑥掘削除去

 措置の実施に当たっての留意事項

 オンサイト浄化の場合、汚染除去等計画を作成する前に、浄化方法の適用性を
確認しなければならない★（スライドNo.65）。

 通常の建設工事と同様に、一般的な安全対策が求められることに加え、
周辺に汚染が拡散しないような掘削方法を選択する。

 粉塵、ガス、異臭、排水、廃棄物、地盤沈下、振動、騒音、二次汚染等による環
境影響を予測して必要に応じて防止対策等を実施する (後半スライドNo.4～37) 。

 埋め戻し土壌の種類に応じ、土壌の品質管理★を行う（後半スライドNo.38～43）。
埋め戻し土壌の品質管理記録は、将来土地の形質を変更する際に備えて、土地
の所有者等が保存しておく必要がある。

③ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の掘削後、②の埋め戻され
た場所（土壌の埋め戻しを行わなかったときは、掘削された場所）の地下水
流向下流側の周縁に１以上の観測井を設ける。

④ ③の観測井において１年に４回以上定期的に地下水質を測定し、地下水汚染
が生じていない状態が２年間継続することを確認する。ただし、現に地下水汚
染が生じていないときは、地下水汚染が生じていない状態を１回確認する。

46調査・措置ＧＬ p.533



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑥-1 オンサイト浄化：化学処理

 目標土壌溶出量を超える土壌★を掘削し、薬剤を添加することで特定
有害物質を分解し、掘削場所へ埋め戻す措置

 措置の実施に当たっての留意事項
 危険物等に指定される薬剤を使用する場合、薬剤の保管場所及び使用

場所において、関係法令を遵守し、取り扱いに十分注意する。
 薬剤混合装置及び設置場所や基準不適合土壌の仮置き場所は、飛散・揮散防

止、地下浸透の防止措置を行う。
 埋め戻し土壌に未反応の薬剤等が残留しないように留意する。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑥-2 オンサイト浄化：生物処理

 目標土壌溶出量を超える土壌★を掘削し、微生物を利用し、生物学的
に特定有害物質を分解し、掘削場所へ埋め戻す措置

 措置の実施に当たっての留意事項
 揮発性の特定有害物質を処理対象にし、空気注入等を行う場合、特定有害物

質の揮発防止に留意する。
 異臭のある土壌を処理するとき、異臭対策が必要な場合がある。
 処理土壌を埋め戻す際、微生物や栄養物質等の残留がないことを確認する。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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目標土壌溶出量を超える
汚染状態にある土壌

調査・措置ＧＬ p.542



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑥-3 オンサイト浄化：抽出処理

 目標土壌溶出量を超える土壌★を掘削し、真空抽出/添加剤を添加して
土壌温度を上昇させることにより特定有害物質を抽出し、埋め戻す措置

 措置の実施に当たっての留意事項
 生石灰添加方式：土壌と生石灰の混合作業はテント内等で行い、作業による粉

じんの発生を抑制し、発生ガスを吸引処理する施設を設置する。
 真空抽出方式：風雨に曝されることで汚染拡散が懸念されるので、屋内施設での施

行、あるいは屋外で行う場合シート等による養生を行う。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
49

目標土壌溶出量を超える
汚染状態にある土壌
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑥-4 区域外処理

 目標土壌溶出量を超える土壌★を掘削し、区域外の汚染土壌処理施
設に搬出し、特定有害物質を処理する措置

 措置の実施に伴う土地の形質の変
更の留意点（スライドNo.46）

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆 50

搬出・運搬

 汚染土壌処理施設
(後半スライドNo.74～78)

• 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
• 自然由来等土壌利用施設★
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調査・措置ＧＬ p.544



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦原位置浄化

 目標土壌溶出量を超える土壌★がその場所にある状態で、抽出又は
分解その他の方法により土壌中から特定有害物質を除去する措置

① 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲及び深さについ
て、ボーリング調査及びその他方法で把握する。

② 事前の試験や実績等により、選定した処理方法で特定有害物質を抽出/分
解/処理できることを確認する必要がある（スライドNo.65）。

深層混合機械

浅層混合機械

汚染土壌

機械等を用いて薬剤を混合する方法 井戸等を用いて薬剤を注入する方法

（排水）

（揚水） （揚水）

注水井戸揚水井戸 揚水井戸

汚染土壌 汚染
地下水

薬剤

水処理設備

図出典：大林組 社内資料 51調査・措置ＧＬ p.549



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦原位置浄化

 措置の実施に当たっての留意事項

 通常の建設工事と同様に、一般的な安全対策が求められることに加え、周辺
に汚染が拡散しないような施行方法を選択する。

 粉塵、ガス、異臭、排水、廃棄物、地盤沈下、振動、騒音、二次汚染等による環
境影響を予測して必要に応じて防止対策等を実施する。

 措置の効果の確認において、措置の方法によっては区域指定対象物質だけで
なく分解生成物の発生量についても留意する必要がある。分解生成は、基準
不適合土壌の存在範囲の外側で起こる可能性もある。

③ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態の場合、②の基準不適合土壌から
の特定有害物質の除去した後、措置の効果を的確に把握できると認められ
る地点に観測井を設け、１年に４回以上定期的に地下水質を測定（スライド
No.68）し、地下水汚染が生じていない状態★が２年間継続することを確認す
る。

52調査・措置ＧＬ p.550,557



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦-1 原位置抽出：土壌ガス吸引

 措置の実施に当たっての留意事項
 排出口でガス中の特定有害物質濃度を測定し、ガス処理が適切に実施されて

いることを確認する。
 吸引によってガスとともに地下水が汲み上がる場合、気液分離するなど

して地下水を回収し、適正に処理する。
 濃度が高い場合や土壌の透気性が低い場合、透気性が不均一の場合、浄化

期間が長期になる可能性がある。
図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆

 不飽和帯に存在する揮発性の第一種特定有害物質を吸引除去し、目
標土壌溶出量を超える土壌★の浄化を行う措置
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦-2 原位置抽出：地下水揚水

 目標土壌溶出量を超える土壌★が存在する飽和帯の地下水を揚水し、
特定有害物質を除去、回収することで浄化を行う措置

 措置の実施に当たっての留意事項

 揚水により、地下水や土壌汚染の範囲を拡大させないように、地下水濃度や地
下水位等を測定し、揚水量等を制御する。

 揚水の地下水濃度が排出基準又は排除基準を超過する場合、特定有害物質
を除去し、公共用水域へ排水、下水道へ排除する。

 不飽和帯にも特定有害物質が存在する場合、別途工法を併用する。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦-3 原位置抽出：エアースパージング

 飽和帯に空気を注入して地下水から第一種特定有害物質の揮発を
促進し、上部においてガス吸引法により揮散ガスを捕集

 措置の実施に当たっての留意事項
 事前に地質構造を把握し、効果予測等を行った上で井戸位置や吹込み量等を

設定する。
 スパージング井戸や観測井等で特定有害物質濃度、地下水位、不飽和帯の吸

引圧等を測定し、かえって地下水への溶出を促進し、より高濃度の汚染地下水
を拡散させることのないよう、吹込み量等を制御する。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦-4 原位置分解：化学処理

 目標土壌溶出量を超える土壌★中に薬剤を添加し、化学的に特定有
害物質を分解（酸化分解、還元分解）する措置

 措置の実施に当たっての留意事項
 一部の薬剤は、保管や使用時関係法令を遵守し、取り扱いには注意する。
 薬剤を土壌中に添加することで、重金属等が土壌から溶出する場合があるの

で、必要に応じて事前の試験により安全性を確認することが望ましい。
 薬剤の注入や撹拌混合によって特定有害物質や薬剤等が対象範囲外へ流出

しないよう、周辺拡散防止措置を実施する。
図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦-5 原位置分解：生物処理

 好気性微生物や嫌気性微生物の生物学的作用を利用して、飽和帯
の特定有害物質の分解を行う措置

 措置の実施に当たっての留意事項
 空気や栄養物質等の注入によって特定有害物質や栄養物質等が対象範囲

外へ流出することがないように、揚水や遮水壁等の周辺拡散防止のため
の措置を実施する。

 分解過程において有害物質が生成する場合や、環境条件の変化等によって
有害なガスが発生する場合、監視等の措置を行う。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑦-6 原位置土壌洗浄

 目標土壌溶出量を超える土壌★中に清浄な水又は溶出を促進させる
化学物質を溶解させた水等を注水し、揚水した水から特定有害物質を
除去する措置

 措置の実施に当たっての留意事項
 効果予測等を行った上で井戸位置や注水量、揚水量等を設定するとともに、揚

水井戸や観測井等で地下水濃度や地下水位等を測定し、注入水を確実に回収
する。

 溶出促進剤を使用する場合、薬剤中に有害物質が含まれていないことや副次
的に有害物質が発生しないこと等を確認しておく。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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目標土壌溶出量を超える
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑧遮断工封じ込め

 目標土壌溶出量を超える土壌★を掘削し、当該土地に仕切設備を設
置し、仕切設備の内部に掘削した土壌を埋め戻す措置

① 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲及び深さについ
て、ボーリング調査及びその他方法で把握する。

② ①の土壌を掘削する。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑧遮断工封じ込め

③ 次の要件を備えた仕切設備を設置する。
a. 一軸圧縮強度が25 N/mm2以上で、水密性を有する鉄筋コンクリート

で造られ、その厚さが35 cm以上であること又はこれと同等以上の遮
断の効力を有すること。

b. 埋め戻す目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と接する面が
遮水及び腐食防止の効力を有する材料により覆われていること。

c. 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。
④ ③の仕切設備に、掘削した基準不適合土壌を埋め戻す。
⑤ 土壌を埋め戻した後、開口部を③の要件を備えた覆いにより閉鎖する。
⑥ ⑤の覆いの損壊を防止するための措置を講ずる。なお、表面をコンクリー

ト又はアスファルトとすることが適当でない場合、必要に応じ覆いの表面を
基準不適合土壌以外の土壌により覆う。

⑦ 埋め戻された場所の地下水流向下流側の周縁に１以上の観測井を設け、
１年に４回以上定期的に地下水質を測定し、地下水汚染が生じていない状
態が２年間継続することを確認する。

⑧ 埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、⑦の確認の間、雨水、
地下水その他の水の浸入がないことを確認する。

60調査・措置ＧＬ p.560



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑨原位置不溶化

 第二溶出量基準適合である第二種特定有害物質に汚染された目標土壌
溶出量を超える土壌★を、その場所にある状態で不溶化処理する措置

① 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲及び深さについて、ボーリ
ング調査及びその他方法で把握する。

② ①の土壌を薬剤の注入その他の掘削せずに行う方法により、特定有害物質が水に
溶出しないように性状を変更して土壌溶出量基準に適合する土壌とする。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑨原位置不溶化

 措置の実施に当たっての留意事項

 原位置撹拌混合する際、基準不適合土壌を含む汚泥が生じる場合があり、この
汚泥の仮置き場所や運搬経路は、汚染拡散を防止する措置を講じる。

 不溶化剤の性状、地盤の状況、施行方法により、特定有害物質の周辺への拡
散が懸念される場合、地下水の揚水や遮水壁の設置等の拡散防止措置を行う。

③ 不溶化処理した目標土壌溶出量を超える土壌のある範囲について、100
m2ごとに１地点の割合で深さ1mから目標土壌溶出量を超える土壌のある
深さまでの１mごとの土壌を採取し、目標土壌溶出量を超えない土壌である
ことを確認する。

④ 不溶化処理した土壌のある範囲は、汚染土壌又は特定有害物質の飛散等
を防止するため、シートにより覆うなどの措置を講ずる。

⑤ 不溶化処理した目標土壌溶出量を超える土壌のある範囲にある地下水流
向下流側に１以上の観測井を設け、１年に４回以上定期的に地下水質を測
定し、地下水汚染が生じていない状態が２年間継続することを確認する。

62調査・措置ＧＬ p.564



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑩不溶化埋戻し

 第二溶出量基準適合である第二種特定有害物質に汚染された目標土壌溶
出量を超える土壌★を掘削し、薬剤の注入等により不溶化し、埋め戻す措置

① 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲及び深さについ
て、ボーリング調査及びその他方法で把握する。

② ①の土壌を掘削し、薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に
溶出しないように性状を変更して、目標土壌溶出量を超えない汚染状態に
ある土壌とする。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」に一部加筆
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目標土壌溶出量を超える
汚染状態にある土壌

調査・措置ＧＬ p.568



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
⑩不溶化埋戻し

 措置の実施に当たっての留意事項

 措置の実施後は、基準不適合土壌の飛散等がないことを定期的に点検し、適切
な頻度で地下水の水質の測定を行い、措置の効果が維持されていることを確認
する。

 地下水の水質が、地下水基準に適合せず、あるいは地下水濃度が上昇傾向を
示すなどの現象があった場合、速やかに都道府県知事に報告するとともに適切
な地下水汚染の拡大の防止を実施する。

③ 不溶化処理した土壌について概ね100 m3ごとに試料を採取し、目標土壌溶
出量を超えないことを確認した後、区域内に埋め戻す。

④ 埋め戻された場所について、汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止
するため、シートにより覆うなどの措置を講ずる。

⑤ 埋め戻された場所の地下水流向下流側に１以上の観測井を設け、１年に４
回以上定期的に地下水質を測定し、地下水汚染が生じていない状態が２
年間継続することを確認する。

64調査・措置ＧＬ p.568



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
汚染の除去等処理に係る適用性の確認
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 都道府県知事は、措置実施者がオンサイト又は原位置にて、浄化処理や不溶化処
理を採用しようとするにあっては、その処理方法を汚染除去等計画において確認する
とともに、土地の所有者等が採用する処理方法の適用性を確認する必要がある（規
則第36条の２第13号、規則別表第７の上欄及び中欄）。

① 対象となる実施措置： 掘削除去、原位置浄化＊、不溶化、透過性浄化壁、
原位置封じ込め＊、遮水工封じ込め＊ （＊必要に応じて）

② 適用性を確認する方法
• 現地採取試料を用いた室内試験結果
• 現地で行ったパイロット試験や試験施工の結果
• 同一事業所において、過去に適用性を確認した結果や汚染除去等工事の実施結果
• 措置対象地と同様な地盤環境を有する土地において、過去に適用性を確認した結果
や汚染除去等工事の実施結果

③ 適用性を確認する項目
• 汚染の除去等の処理対象となる特定有害物質及び土壌の汚染状態
• 汚染の除去等の原理及び処理フロー
• 汚染の除去等の処理対象となる地質及び地下水に係る情報
• 汚染の除去等の処理の適用性を確認できる試験結果及び処理に要する期間
• 実績の有無 調査・措置GL App22



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
措置の効果を確認するための観測井の場所
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実施措置の種類 地下水の水質に係る観測井の設置場所

地下水の水質の測定
・地下水汚染が生じていない土地
・地下水汚染が生じている土地

当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点

原位置封じ込め 遮水構造物と不透水層により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁の地点

遮水工封じ込め 埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁の地点

揚水施設、
透過性地下水浄化壁

当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌の
ある範囲の周縁の地点（隣り合う観測井の間の距離は、30ｍを超えてはならない）

掘削除去
・土壌の埋め戻しを行った場合、埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の地点
・土壌の埋め戻しを行わなかった場合、掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の地点

原位置浄化 特定有害物質の除去の効果を的確に把握できると認められる地点★

遮断工封じ込め 埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁の地点

原位置不溶化 不溶化を行った目標土壌溶出量を超える土壌のある範囲にある地下水の下流側の地点

不溶化埋め戻し 埋め戻された場所にある地下水の下流側の地点

調査・措置GL p.622, App21



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
地下水の水質を確認する特定有害物質の種類
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実施措置の種類
区域指定の
特定有害物質

分解生成物の量の
確認の必要性

分解生成物の量の
確認の期間

地下水の
水質の
測定

地下水汚染が生じていない

必要 望ましい 措置の実施期間

地下水汚染が生じている

原位置封じ込め 必要 不要 ――

遮水工封じ込め 必要 不要 ――

地下水汚染の
拡大の防止

揚水施設 必要 望ましい 措置の実施期間

透過性
地下水
浄化壁

分解法 必要 必要 措置の実施期間

分解法以外 必要 不要 ――

遮断工封じ込め 必要 適用外 ――

不溶化

原位置不溶化 必要 適用外 ――

不溶化埋め戻し 必要 適用外 ――

調査・措置GL p.623必要：施行規則 望ましい：施行通知



地下水の摂取等によるリスクに係る措置
地下水の水質を確認する特定有害物質の種類

68

実施措置の種類
区域指定の
特定有害物質

分解生成物の量の
確認の必要性

分解生成物の量の
確認の期間

土
壌
汚
染
の
除
去

掘削除去
土壌の埋め戻しを行う場合 必要 不要 ――

土壌の埋め戻しを行わない
場合

必要 不要 ――

原位置浄化

抽出：土壌ガス吸引 必要 望ましい
１回測定

（措置の効果の確認の最終回）

抽出：地下水揚水 必要 望ましい
１回測定

（措置の効果の確認の最終回）

抽出：エアースパージング 必要 望ましい
１回測定

（措置の効果の確認の最終回）

分解：化学処理 必要 必要
１回測定

（措置の効果の確認の最終回）

分解：生物処理 必要 必要
２年間

（措置の効果の確認期間）

ファイトレメディエーション 必要 望ましい
１回測定

（措置の効果の確認の最終回）

土壌洗浄 必要 望ましい
１回測定

（措置の効果の確認の最終回）

調査・措置GL p.623



直接摂取によるリスクに係る措置
⑪土壌入換え（区域内土壌入換え）

 基準不適合土壌とその下の基準適合土壌を一旦掘削し、基準不適合
土壌を深部に、基準適合土壌を浅部に埋め戻す措置

① 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリング調査及びその他
方法で把握する。

② ①の基準不適合土壌のある範囲において、基準不適合土壌及び地表から
当該基準不適合土壌のある深さより50 cm以上深い深さまでの基準不適合
土壌以外の土壌を掘削する。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」
69調査・措置ＧＬ p.583



直接摂取によるリスクに係る措置
⑪土壌入換え（区域内土壌入換え）

 措置の実施に当たっての留意事項

 措置の実施後は、土地の所有者等が効果の持続を定期的に点検し、汚染の除
去等の措置の効果の維持に努めることが望ましい。

 工事記録は都道府県知事に提出するとともに土地の所有者等も保管し、将来、
土地の所有者等の変更等が生じる場合、承継できるようにする。

 周辺の土地の利用の変更等により、化学的な環境等に変化が生じ、特定有害
物質が溶出するおそれが生じた場合、地下水の水質の測定を行うことが望まし
い。

③ ②の掘削場所に掘削した基準不適合土壌を埋め戻す。

④ ③により埋め戻された場所に、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、
次に、基準不適合土壌以外の土壌により覆う。

⑤ この覆いの損壊を防止するための措置を講ずる。

70調査・措置ＧＬ p.583



直接摂取によるリスクに係る措置
⑫盛土

 基準不適合土壌の上に、厚さが50 cm以上の基準不適合土壌以外の
土壌で覆う措置

① 基準不適合土壌のある範囲を、まず砂利その他の土壌以外のもので覆い、
次に厚さが50 cm以上の基準不適合土壌以外の土壌（傾斜が著しいことの
理由により困難である場合、モルタル等） により覆う。

② この覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」
71調査・措置ＧＬ p.585



直接摂取によるリスクに係る措置
⑫盛土

 措置の実施に当たっての留意事項

 盛土材料として、砕石や山砂、山土等が用いられている実態があることから、
当該要措置区域外からの搬入土壌は、平成31年環境省告示第６号（後半スラ
イドNo.41）に示された方法により、また砕石等土壌以外の材料については
Appendix23 ★に例示された方法により、新たな汚染が生じるおそれがないこと
を確認する必要がある。

 土地の所有者等は、定期的に盛土を実施した範囲を点検し、盛土の損壊のお
それがあると認められる場合、速やかに盛土の損壊を防止するために必要な
措置を講ずることが望ましい。

 大雨や地震の後等は十分に点検維持することが必要となる。

 工事記録は都道府県知事に提出するとともに、土地の所有者等も保管し、将
来、土地の所有者等の変更等が生じる場合、承継できるようにする。

72調査・措置ＧＬ p.585,App23



直接摂取によるリスクに係る措置
⑬原位置浄化

 基準不適合土壌がその場所にある状態で、抽出又は分解その他の方
法により土壌中から特定有害物質を除去する措置

① 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリング調査及びその
他方法で把握する。

② 特定有害物質を抽出又は分解その他の基準不適合土壌を掘削せずに行
う方法により、基準不適合土壌から特定有害物質を除去する。

③ 基準不適合土壌からの特定有害物質の除去を行った後、基準不適合土
壌のある範囲において、100 m2につき１地点の割合で深さ１mから基準不
適合土壌のある深さまでの１mごとの土壌を採取し、土壌含有量基準に適
合する土壌であることを確認する。

 措置の実施に当たっての留意事項

 通常の建設工事と同様に、一般的な安全対策が求められることに加え、周辺に
汚染が拡散しないような施行方法を選択する必要がある。

73調査・措置ＧＬ p.588



直接摂取によるリスクに係る措置
⑬原位置浄化：ファイトレメディエーション

 植物が根から水分や養分を吸収する働きを主に利用して、土壌中か
ら特定有害物質を抽出除去する工法

 措置の実施に当たっての留意事項

 浄化期間が非常に長くなるため、基準不適合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の措置が措置の完了まで十分に維持されるよう
に管理していく。

 利用した植物は特定有害物質を蓄積しているため、刈り取った場合や枯れた
場合、適切に処分する。

図出典：環境省「区域内措置優良化ガイドブック」
74調査・措置ＧＬ p.589



※「実施措置の実施」に係る事項のうち、
以下は後半にて説明

■ 土地の形質の変更の施行方法（汚染拡散防止措置、
汚染土壌の移動も含む）

■ 土壌汚染状況調査等の追加
■ 埋め戻し土壌の管理
■ 認定調査
■ 汚染土壌の搬出・運搬､処理

75



措置の完了及び区域の指定の解除

 措置の完了

 要措置区域の指定の解除

 形質変更時要届出区域の指定の解除

 措置の効果の維持



措置の完了
工事完了報告、実施措置完了報告

 汚染除去等計画を提出した者は、当該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（法第７条第９項）。

 汚染の除去等の措置のうち、汚染の除去等を行うための工事と当該工事の効果を確認するた
めに実施する一定期間の地下水モニタリングから成り立っているもの（揚水施設による地下水汚
染の拡大の防止を除く。）については、工事が不適正であった場合に有効な是正を適時にできる
ように、当該工事が完了した時点（工事完了時）と、地下水モニタリングまで完了した時点（措置
完了時）の２段階の報告時点を規定した。

 具体的な報告時点及び報告書に記載する事項は、規則第42条の２に定めたとおりであ
る（規則第42条の２、別表第９）。

実施措置の種類 工事完了報告 実施措置完了報告

地下水の水質の測定 該当なし 報告＊１

地下水汚染の拡大の防止
揚水施設 該当なし 該当なし

透過性地下水浄化壁 報告 該当なし

封じ込め、土壌汚染の除去＊２、不溶化 報告 報告

舗装、立入禁止、土壌入換え、盛土、土壌汚染の除去＊３ 該当なし 報告

＊１ 措置の完了を報告する場合 ＊２ 地下水摂取等リスクに係るもの ＊３ 直接摂取リスクに係るもの

調査・措置ガイドラインp.600,601
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 地下水の水質の測定措置は、地下水
の水質の測定を５年以上継続して実施
しており、かつ、直近の２年間において
年４回以上実施しており、今後、地下水
基準に適合しないおそれがないことが
確認できた場合にあっては、当該措置
の完了を報告することができる（通知の
記の第４の(6)⑥ウ(ｲ)ⅰ）,ⅱ））。

措置の完了
地下水の水質の測定措置の完了の報告

地下水の水質の測定

①降雨による移動性が
高い物質か

②降雨の
浸透が

ある状態か

③完了条件に必要な、
測定の頻度、回数及び
期間を満たしているか

④直近２年間の濃度傾向
は今後地下水基準を超え

るおそれはないか

実施措置の完了の報告

no
yes

yes

yes

yes

no

no

no

①降雨による移動性が高い物質
⇒六価クロム、砒素、ふっ素、ほう素、シアン、水銀、セレン、

チウラム、 チオベンカルブ、シマジン、有機りん

②降雨の浸透がある状態
⇒当該単位区画が被覆されていない状態

③完了条件に必要な、測定の頻度、回数及び期間
⇒５年以上継続しており、直近２年間で年４回以上測定

④地下水基準を超えるおそれがある場合（スライドNo.79）
⇒直近２年間のデータから季節変動等の確認を行った上で、

過去５年分のデータから、地下水濃度が上昇している場
合、高止まりしている場合

調査・措置ガイドライン
p.492,493

第一種特定有害物質、
鉛、カドミウム，ＰＣＢ

＊地下水基準以外を目標地下水濃度に設定する場合、
地下水基準を目標地下水濃度に読み替える。
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措置の完了
地下水基準を超えるおそれがないことの確認方法

調査・措置ガイドラインp.495

地下水濃度の変化傾向
措置の完了
の可否

①

上昇傾向に
あり、地下水
基準を超え
ないとはいえ
ない

できない

②

地下水基準
に近い値で
変動している
（①及び④の
傾向を除く）

できない

③

地下水基準
を下回った
変動が一定
のレベルで
継続している
（①の傾向を
除く）

できる

地下水濃度の変化傾向
措置の完了

の可否

④

低下傾向に
ある

できる完了条件の
評価に用い
るデータが
低下傾向で
ある場合を
含む

 地下水濃度が上昇傾向にない、高止まりしていないなどであること
（目標地下水濃度を超えるおそれがないことも同様に確認）

地下水基準地
下
水
濃
度

地下水基準
地
下
水
濃
度

地下水基準
地
下
水
濃
度

地下水基準
地
下
水
濃
度

地下水基準
地
下
水
濃
度

時 間

時 間時 間

時 間

時 間

 ５年以上測定を継続し、直近２年間において年４回以上
の測定結果が必要

 シアン、PCB、有機りん、アルキル水銀については、濃度
傾向とは関係なく検出されないこと



要措置区域の指定の解除
基本的な考え方

80調査・措置ガイドラインp.627

 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部につい
て同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部
について同項の指定を解除するものとする（法第６条）。

 「汚染の除去等の措置により要措置区域の全部又は一部についてその指定の事由
がなくなったと認める」には、土壌汚染の除去により要措置区域内の土地の土壌の
特定有害物質による汚染状態に関する基準に適合させることにより、当然に、健康
被害が生じるおそれに関する基準にも該当しないこととなる場合と、土壌汚染の除
去以外の汚染の除去等の措置又は土壌汚染の除去の措置であって土壌溶出量基
準ではない目標土壌溶出量を設定した措置★により、汚染状態に関する基準に適合
しない汚染土壌は残存するものの、①土壌中の特定有害物質が溶出した地下水等
の飲用摂取又は②特定有害物質を含む土壌の直接摂取の経路を遮断し、健康被
害が生じるおそれに関する基準に該当しないこととなる場合がある。後者の場合に
は、当該要措置区域について、その指定を解除するとともに、形質変更時要届出区
域に指定される（通知の記の４の１(5)）。



実施措置の実施・措置の完了 区域指定の状況
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 地下水の摂取等によるリスクに対する措置＊を講じた場合

実施措置の種類

・土壌汚染の除去

要措置区域の解除
改めて、
形質変更時要届出区域の指定

要措置区域の解除
（形質変更時要届出区域にも
指定されない）

・原位置封じ込め
・遮水工封じ込め
・遮断工封じ込め
・不溶化

土壌溶出量基準ではない
目標土壌溶出量を設定★

目標土壌溶出量として
土壌溶出量基準を設定

＊「地下水の水質の測定」、 「地下水汚染の拡大の防止」を除く

目標土壌溶出量として
土壌溶出量基準を設定

要措置区域の指定の解除
要措置区域の指定の解除後における区域指定の状況

図出典：土壌環境センター資料
調査・措置ガイドラインp.627,629,630

＜土壌汚染が完全に除去される場合＞

＜土壌汚染が残存する場合＞



要措置区域の指定の解除
留意事項

82調査・措置ガイドラインp.627,628

 引き続き形質変更時要届出区域の指定を受けた土地の所有者は、その土地が自
然由来特例区域等に該当すると判断した場合は、その該当性の判断の根拠となる
理由を都道府県知事に提出する。なお、新たに自然由来特例区域等になる場合及
び自然由来特例区域等の種類が変更となる場合の判断の根拠となる資料は、指定
調査機関の見解に基づき取りまとめられていることが望ましい。

 土壌汚染状況調査を省略して要措置区域に指定された土地について、土壌汚染状
況調査の追完を行った結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合すること
が確認された単位区画は、当該単位区画の指定がその結果をもって解除される。

 六価クロムは、これを三価クロムに還元する措置も考えられ、これは「不溶化」に該
当し、この措置を実施した場合には、要措置区域の指定を解除するとともに、形質
変更時要届出区域に指定される。



要措置区域の指定の解除
土壌汚染状況調査の追完や詳細調査の実施による指定の解除

83調査・措置ガイドラインp.628,629

 土壌汚染状況調査を省略して要措置区域に指定された場合、省略した調査の過程
を改めて実施（追完）した結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合するこ
とが確認された単位区画は、その結果をもって解除される。

 指定調査機関が実施した詳細調査で汚染状態に係る基準に適合するとみなせる土
地であることが確認された場合も、指定の解除が可能である。

 土壌ガス調査で第一種特定有害物質が検出されたが、基準不適合土壌が存
在するおそれが最も多いと認められる単位区画ではなかったためにボーリング
調査（土壌溶出量調査）の対象になっていなかった土地



要措置区域の指定の解除
措置対象範囲における措置の完了による指定の解除
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 要措置区域内、第一種特定有害物質を対象とした詳細調査で把握された措置対象
範囲外に該当する土地について、要措置区域内の措置対象範囲における実施措置
の実施が完了した場合、区域の指定を解除できる。

目標土壌溶出量★ 措置の種類
措置対象
範囲

措置対象
範囲外

土壌溶出量基準を
設定した場合

土壌汚染の
除去

指定の解除 指定の解除

その他
形質変更時
要届出区域

指定の解除

土壌溶出量基準を
設定しなかった場合

土壌汚染の
除去

形質変更時
要届出区域

形質変更時
要届出区域

その他
形質変更時
要届出区域

形質変更時
要届出区域

実施措置の実施後の指定の有無

調査・措置ガイドラインp.427,443

要措置区域

措置対象範囲措置対象範囲

措置対象範囲外



 都道府県知事は、土壌汚染の除去により、形質変更時要届出区域について指定の
事由がなくなったと認めるときは、形質変更時要届出区域について指定を解除する。

 都道府県知事は、形質変更時要届出区域内に人為的原因による汚染と自然由来
等の汚染が両方存在している場合、人為的原因部分についてのみ土壌汚染の除
去の措置が講じられたとき、自然由来等の条件を満たす部分は、自然由来特例区
域等に該当することになることから、台帳の記載内容の訂正を行う。

 自然由来特例区域等への該当性は、調査実施者による判断の根拠を基に、都道
府県知事が判断する。なお、新たに自然由来特例区域等になる場合及び自然由来
特例区域等の種類が変更となる場合の判断の根拠となる資料は、指定調査機関の
見解に基づき取りまとめられていることが望ましい。

85調査・措置ガイドラインp.634,636,637

形質変更時要届出区域の指定の解除
基本的な考え方



 形質変更時要届出区域は、直ちに汚染の除去等の措置の必要はないが、目標土壌
溶出量を土壌溶出量基準に設定した上★で原位置浄化や掘削除去の土壌汚染の除
去が実施された土地は、形質変更時要届出区域の解除の要件に該当する。

 不溶化埋め戻し、原位置不溶化だけでは形質変更時要届出区域は解除されない。
ただし、要措置区域において目標土壌溶出量を土壌溶出量基準に設定した上★で実
施した実施措置により不溶化処理され、引き続き形質変更要届出区域の指定を受
けた区域において、不溶化処理された土壌が全て除去された場合、形質変更時要
届出区域が解除される。

 形質変更時要届出区域の一部の土地から基準不適合土壌を除去し、同一の形質
変更時要届出区域内の別の場所に集中させて管理する場合、基準不適合土壌を除
去した部分は形質変更時要届出区域が解除される。

86調査・措置ガイドラインp.634,635

形質変更時要届出区域の指定の解除
補足事項



 形質変更時要届出区域において土壌汚染の除去の措置を行う場合は、当該実施
措置の実施後に指定を解除できない事態を防止するため、事前に汚染除去等計画
に準じた計画★を作成し、法第12 条の届出時に都道府県知事の確認を受けるとと
もに、工事完了時と措置完了時のそれぞれの時点で、措置を講じた旨を都道府県
知事に報告することが望ましい。

 六価クロムについては、これを三価クロムに還元する方法は、形質変更時要届出
区域の指定の解除の要件に当たらない。

 専ら自然由来の土壌汚染があるとみなされて形質変更時要届出区域に指定された
土地について、形質変更時要届出区域内の人為的原因による汚染土壌が移動して
きた場合で、かつ、健康被害が生ずるおそれに関する基準に該当する土地である
場合は、形質変更時要届出区域の指定が解除されて、改めて要措置区域に指定さ
れることになる。

87調査・措置ガイドラインp.417,635,636

形質変更時要届出区域の指定の解除
留意事項



 土壌汚染状況調査を省略して形質変更時要届出区域に指定された場合、省略した
調査の過程を改めて実施した結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合
することが確認された場合

 指定調査機関が実施した詳細調査に準じた調査で汚染状態に係る基準に適合す
るとみなせる土地であることが確認された場合

 第一種特定有害物質を対象とした詳細調査で把握された形質変更時要届出区域
内の措置対象範囲外に該当する単位区画について、当該区域内の措置対象範囲
において汚染の除去が完了した場合

88調査・措置ガイドラインp.635,637

形質変更時要届出区域の指定の解除
土壌汚染状況調査の追完や詳細調査実施による指定の解除



89調査・措置ガイドラインp.638

 土壌汚染の除去以外の汚染の除去等の措置については、土壌中に特定有害物質
が残ることから、実施後もその効果が適切に維持される必要がある。なお、土壌汚
染の除去の措置であっても、土壌溶出量基準ではない目標土壌溶出量を設定した
場合★については同様である。

 このため、措置の実施後は、土地の所有者等がその効果が持続しているかどうかを
定期的に点検し、措置に係る構造物の損壊のおそれがあると認められる場合には
速やかに損壊を防止するために必要な措置を講ずるなど、汚染の除去等の措置の
効果の維持に努めることが望ましい（通知の記の第４の(6)⑥エ）。

 汚染の除去等の措置の効果が、措置の完了後に失われた場合には、改めて要措
置区域に指定した上で、再度の措置を指示することがある。

 点検方法及び点検頻度は、措置を実施した区域の状況を考慮した適切なものとす
る。

 大雨・地震等措置の機能が失われる可能性のある異常時にも被害状態を確認し、
損壊が生じている場合には速やかに修復することとする。

措置の効果の維持



後半は、

「土地の形質の変更及びその留意事項」
です。
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