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土壌汚染の現状と取り組みについて

新潟県県民生活・環境部環境対策課

平成２３年10月26日

土壌汚染対策セミナー
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Ⅰ 土壌汚染対策法の施行状況

Ⅱ 新潟県の取り組み

本日のテーマ
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Ⅰ 土壌汚染対策法の施行状況

１ 有害物質使用特定施設廃止時の調査（法第３条）

２ 一定規模以上の土地の形質変更時の調査

(法第４条)

３ 健康被害のおそれがある土地の調査（法第５条）
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Ⅰ 土壌汚染対策法の施行状況

４ 要措置区域等の指定（法第６条、第１１条）

５ 指定の申請（法第１４条）

６ 汚染土壌処理業の許可（法第２２条）
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Ⅰ 土壌汚染対策法の施行状況

土壌汚染対策法の所管

○都道府県 新潟県

○政令市 新潟市

○特例市 長岡市、上越市
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Ⅰ 土壌汚染対策法の施行状況

土壌調査
・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時の調査（第４条）
・健康被害のおそれがある土地の調査(第５条）

区域指定

指定の申請（第１４条）

要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定（第６条、１１条）

汚染土壌の
搬出・処理

法の概要

・汚染土壌搬出時の規制（搬出届出、処理の委託）
・汚染土壌処理の規制（汚染土壌処理業）
・管理票の交付・保存の義務

基準に適合しない場合

区域から土壌を搬出する場合
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１ 有害物質使用特定施設廃止時の調査（法第３条）

有害物質使用特定施設の使用の廃止時に、土地所有
者等は土壌調査を実施、その結果を県知事等（新潟県
知事、新潟市長、長岡市長及び上越市長）に報告しな
ければならない。※

※予定される土地利用からみて人の健康に係る被害が生じるお
それがない旨の県知事等の確認を受けたときは、調査が一時的
に猶予される。
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１ 有害物質使用特定施設廃止時の調査（法第３条）

○有害物質使用特定施設の廃止件数 ・・・ ２２７件

○調査実施件数 ・・・ ３７件

○調査猶予件数 ・・・ １９０件
＊法施行～平成２３年３月末 新潟市、長岡市、上越市含む

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等の洗
浄・蒸留施設 32％

電気めっき・表面
処理施設 35％

科学技術施設 ４％

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業 14％

その他

（参考）有害物質使用特定施設の内訳
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２ 一定規模以上の土地の形質変更時の調査（法第４条）

県知事等が土地所有者等に土壌汚染状況調査の実施
及び結果の報告を命令

県知事等は汚染のおそれの基準
（規則第２６条）の該当性を判断

一定規模(３，０００㎡)以上の土地の形質変更をしようと
する者は、着手の３０日前までに県知事等に届出

【汚染のおそれがある場合】
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２ 一定規模以上の土地の形質変更時の調査（法第４条）

平成２２年度 届出件数（届出者別） ３９１件
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民間事業者 国 県 市町村

＊新潟市、長岡市、上越市含む
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２ 一定規模以上の土地の形質変更時の調査（法第４条）

平成２２年度 調査命令発出件数 ４件

００長岡市

００上越市

０１新潟市

１４合 計

３

調査命令発出件数

１

左記のうち指定した件数

新潟県

自治体
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３ 健康被害のおそれがある土地の調査（法第５条）

県知事等が、土壌汚染により人の健康被害が生ずるお
それがあると認めたとき

県知事等が土地所有者等に土壌汚染状況調査の実施
及び結果の報告を命令

平成１５～２２年度末までの命令件数 １件

（平成１６年に調査命令を発出）
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３ 健康被害のおそれがある土地の調査（法第５条）

○ 住民から市に、井戸水から異臭がすると連絡があった。

県が井戸水を調査した結果、ガソリン成分の含有が判明。

○ 原因調査の結果、近隣のガソリンスタンドで地下タンクから
のガソリンの漏洩が判明。

○ 人の健康被害に係る被害が生ずるおそれがあるため、敷
地内の調査命令を発出。（調査項目はベンゼン）

（調査結果）

・土壌ガス調査ではベンゼンが検出されたが、土壌溶出量
調査では指定基準以下。

調査命令の概要
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４ 要措置区域等の指定（法第６条、第１１条）

土壌汚染状況調査結果の県知事等への報告

指定基準
適合性判断

健康被害のおそれ※
の有無の判断

規制対象外

形質変更時要届出区域（第11条）

・土地の形質変更時の届出

要措置区域（第６条）

・汚染の除去等の措置

・土地の形質変更の原則禁止

※健康被害のおそれ
・周辺で地下水の飲用等がある
（溶出量基準超過の場合）
・人が立入ることができる場合
（含有量基準超過の場合）

適合

不適合

無有
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４ 要措置区域等の指定（法第６条、第１１条）

要措置区域等の指定状況（自治体別）

１０上越市

９１合 計

２０長岡市

０

６

形質変更時要届出区域

０

１

要措置区域

新潟市

新潟県

自治体

平成２３年９月３０日現在
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４ 要措置区域等の指定（法第６条、第１１条）

形質変更時要届出区域一覧

特定有害物質全２５項目長岡市城岡H23.6.17
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ燕市水道町、大曲字曽根H23.9.13

砒素及びその化合物柏崎市日石町仲才身H22.10.19
ふっ素及びその化合物柏崎市大字与板H22.5.28
ふっ素及びその化合物燕市小池H21.7.17

六価クロム化合物

鉛及びその化合物

三条市直江町H19.12.18
六価クロム化合物燕市吉田下中野H18.8.22
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ長岡市宝町H18.3.14
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ上越市浦川原区横住字平田H16.9.10
特定有害物質の種類所在地指定年月

平成２３年９月３０日現在
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４ 要措置区域等の指定（法第６条、第１１条）

要措置区域一覧

テトラクロロエチレン新発田市稲荷岡字真野原H23.6.17

特定有害物質の種類所在地指定年月

平成２３年９月３０日現在
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５ 指定の申請（法第１４条）

自主調査を実施

指定の申請

県知事等に
よる審査

要措置区域等
に指定

申請は任意。
土地所有者等が、調査の方法・結果等を記載し、県知
事等へ申請。

県知事等は、土地所有者から提出された書類により、
審査を行う。

※調査が「公正」かつ「法に基づく調査方法」で行われ
たものか等を審査

県知事等は、要措置区域等に指定し、公示。

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）が調査。
その結果、指定基準を超過
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５ 指定の申請（法第１４条）

○指定の申請実績なし。

○新潟県内で土壌汚染が判明した場合、「新潟県生活

環境の保全等に関する条例」に基づき、県又は政令

市に汚染の報告（届出）が行われる。
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６ 汚染土壌処理業の許可（法第２２条）

汚染土壌処理施設（４種類）

汚染土壌から岩石、コンクリ
ートくずその他の物を分別し、
又は汚染土壌の含水率を調
整するための施設

分別等処理施設

汚染土壌の埋立てを行う
ための施設

埋立処理施設

汚染土壌を原材料として
利用し、セメントを製造す
るための施設

セメント製造施設

汚染土壌について、浄化、
溶融又は不溶化を行うた
めの施設

浄化等処理施設
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６ 汚染土壌処理業の許可（法第２２条）

（参考）汚染土壌処理業許可申請手数料 ２４万円

汚染土壌処理業許可件数 ３件

平成23年９月14日

平成23年５月19日

平成23年１月12日

許可年月日

第二種特定有害物質 ※

※ＣＮ、Ｈｇを除く

（第二溶出量基準以下）

第二種特定有害物質 ※

※Ｃｒ6+、ＣＮ、Ｈｇを除く
（第二溶出量基準以下）

全ての特定有害物質

（第二溶出量基準以下）

処理する汚染土壌の汚染状態

特定有害物質の種類（濃度）

糸魚川市

糸魚川市

三島郡出雲崎町

所在地

セメント製造施設

セメント製造施設

埋立処理施設

施設の種類
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Ⅱ 新潟県の取り組み

１ 新潟県生活環境の保全等に関する条例

２ 土壌（地下水）汚染判明時の県の対応
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１ 新潟県生活環境の保全等に関する条例

条例（土壌（地下水）汚染関係）の所管

○都道府県 新潟県

○政令市 新潟市

○特例市 長岡市、上越市
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１ 新潟県生活環境の保全等に関する条例

○調査報告義務

一定規模以上の有害物質使用特定施設の設置者に
対する土壌（地下水）調査実施規定（第７４条）

○届出義務
土壌（地下水）汚染を把握した者に対する届出規定
(第７５条）
※義務によらない自主調査も含む。

条例の主な概要
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１ 新潟県生活環境の保全等に関する条例

土壌汚染の報告・届出件数 １２３件
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複合汚染

重金属

ＶＯＣ

報告・届出件数（年度、汚染項目別）

＊平成１６年９月～２３年３月末 新潟市、長岡市、上越市を含む
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１ 新潟県生活環境の保全等に関する条例

「要措置区域」又は
「形質変更時要届出区域」に指定

【法第３条】
特定施設廃止時
（有害物質）

【法第５条】
健康被害のお
それ

【法第４条】
土地形質変更時
（汚染のおそれ）

【条例第74条】
条例調査義務

県知事等へ報告(条例74条）
又は届出（条例75条）

【健康被害のおそれ有】

【指定の申請があった場合】

【自主調査】
土地売買時等

【基準超過】【基準超過】

県知事等へ調査結果の報告

【指定基準超過】

法と条例の関係
法
条例
自主
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（１）市町村、県関係機関へ情報提供

（２）汚染事案の公表（報道、ホームページ等）

（３）周辺地下水質調査の実施

即日対応

新たな土壌・地下水汚染が判明した場合、県は原則
以下の対応を行います。

２ 土壌（地下水）汚染判明時の件の対応



28

土壌汚染に関する問い合わせ窓口（市町村別）

上越市自治・市民環境部環境保全課上越市

新潟県県民生活・環境部環境対策課 又は

県地域振興局健康福祉環境部環境センター

（新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡）

上記以外

長岡市環境部環境政策課長岡市

新潟市環境部環境対策課新潟市

問い合わせ窓口市町村


