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秋田県及び秋田市の 
土壌汚染対策法施行体制 

組織図 
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                     環境省のウェブサイトを参照 

土壌汚染対策法の仕組み(1) 
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• 土壌汚染対策法の目的 

第１条  この法律は、土壌の特定有害物質による

汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染によ
る人の健康に係る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ことを目的とする。 

土壌汚染対策法 

法施行令 

法施行規則 

汚染土壌処理業に関する省令 

指定調査機関及び指定法人に関する省令 

告示 施行通知 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン 



土壌汚染対策法の仕組み(2) 

2013/10/2 土壌汚染対策セミナー 5 

  

土壌汚染状況調査の契機 

 

 

① 有害物質使用特定施設の使用の廃止 
（第３条）※水質汚濁防止法第２条第２項 

② 一定規模（3,000m3）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県知
事が認めるとき 
（第４条） 

③ 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれが
あると県知事が認めるとき 
（第５条） 

④ 自主調査で土壌汚染が判明した場合、土地所有者
等が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、
その結果を県知
事に報告 



土壌汚染対策法の仕組み(3) 
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分類 特定有害物質の種類 摂取リスク 
（基準） 

第一種特定有害物質 
（揮発性有機化合物） 

四塩化炭素 、1,2-ジクロロエタン 、1,1-ジクロロエチ
レン、シス-1,2-ジクロロエチレン 、1,3-ジクロロプロペ
ン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリク
ロロエタン 、1,1,2-トリクロロエタン 、トリクロロエチレ
ン、ベンゼン 

地下水経由 
（溶出量基準） 

第二種特定有害物質 
（重金属等） 

カド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 

地下水経由 
直接摂取 

（溶出量基準、
含有量基準） 

第三種特定有害物質 
（農薬等/農薬+PCB） 

 シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビ
フェニル、有機りん化合物 

地下水経由 
（溶出量基準） 



土壌汚染対策法の仕組み(4) 
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汚
染
の
除
去
が
行
わ
れ
た
場
合
、
指
定
を
解
除 

  

汚染土壌の
搬出等に関
する規制 

その他 

 

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 
→汚染の除去等の措置を県知事が指示（第７条） 

→土地の形質変更の原則禁止（第９条） 

 

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 
→土地の形質変更時に県知事に計画の変更の届

出が必要（第12条） 

汚染土壌 
処理業 
許可制度 

指定調査 
機関制度 摂取経路の遮断 

指定支援 
法人制度 

要措置区域の指定 
（法第６条） 

形質変更時要届出区域の指定 
（法第１１条） 



第３条 有害物質使用特定施設廃止届出(1) 

• 特定施設の廃止届出件数の推移（秋田市分除く） 

 Ｈ１５～Ｈ２４年度 県１３４件（実質６７） 秋田市１９件 
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第３条 有害物質使用特定施設廃止届出(2) 

• １５３件中、土壌汚染状況調査実施：５件 

  →うち１件「形質変更時要届出区域」指定 

• その他は法第３条第１項「ただし書確認」を受
けている（猶予中） 

 →いずれは調査をしなければならない 
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分類 試料採取方法 

第一種特定有害物質 土壌ガス調査又は土壌溶出量調査 

第二種特定有害物質 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査 

第三種特定有害物質 土壌溶出量調査 



第３条 有害物質使用特定施設廃止届出(3) 

• 法第３条第１項「ただし書確認」とは 
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土壌汚染対策法 
第３条  使用が廃止された有害物質使用特定施設・・・に係

る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者・・・土地
の土壌の特定有害物質による汚染の状況について・・・調
査させて・・・報告しなければならない。ただし、環境省令で
定めるところにより、当該土地について予定されている利
用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により
人の健康に係る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ときは、この限りでない。  



第３条 有害物質使用特定施設廃止届出(4) 

• 法第３条第１項「ただし書確認」の要件 
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環境省令：土壌汚染対策法施行規則 
第１６条 法第３条第１項 ただし書の確認・・・ 
２  都道府県知事は、・・・確認をするものとする。  

一 工場又は事業場（・・・関係者以外の者が立ち入ることができな
いものに限る。）の敷地として利用されること。  

二 ・・・特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場におい
て、・・・建築物と・・・設置者・・・の居住の用に供されている建築
物とが同一のものであり・・・引き続き・・・当該居住の用に供さ
れている建築物の敷地・・・として利用されること。 

したがって施設廃止後すぐに土壌汚染状況調査を実施するケースは少ない 



第４条 土地の形質の変更の届出(1) 

• 平成２１年法改正による新しい制度 

• 3,000㎡以上の掘削・盛土を行う場合は届出 
• 着手の３０日前までに知事（秋田市長）に届出 
※届出の必要性などについて疑問がある場合は早めに届出窓口に
相談して下さい。 

 

＜相談事例＞ 

メガソーラーを設置する場合、事業面積が３０００㎡超えれば届出が
必要か？ 

→基礎の掘削部分（深さ５０㎝以上）と盛土部分 

 の合計が３０００㎡以上なければ届出は不要 
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２つめの
入口 



第４条 土地の形質の変更の届出(2) 
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＜主な事由＞ 

道路建設 
農地整備 
宅地造成 
風車建設 

※行政関係：国（河川国道事務所、森林管理所）、県、市町村（秋田市を除く） 

• 届出件数の推移 
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第４条 土地の形質の変更の届出(3) 

• 土地の形質の変更の届出に伴う調査命令 

 事例なし 

＜理由＞ 

届出対象地が農地、山林、原野等土壌汚染のお
それがない土地 

土壌汚染のおそれがある場合、事前に自主的に
調査を実施 

※事前打ち合わせ段階で調査を行うように指導することがある。 

※調査が必要となる可能性がある場合はまずご相談ください。 
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第５条 健康被害が生ずる 
おそれがある土地の調査 

事例無し 
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３つめの
入口 



 
台帳供覧 

第１４条 指定の申請 

• ３件事例あり、うち２件は行政関係 
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自主的な土壌汚染状況調査 

内容確認・審査 

土地所有者等 

県・政令市 

 
調査結果 

申請書 

公示 

最後の 
入口 

申請窓口 
秋田県：各地域振興局福祉環境部 
秋田市：環境部環境保全課 



第６条 区域指定 

• 県内では４箇所が形質変更時要届出区域に
指定されている。 

• 要措置区域の指定はない。 
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指定区域の場所 指定物質 溶出・含有 備考 

横手市十文字町 鉛及びその化合物 
ほう素及びその化合物 
砒素及びその化合物 

溶出 法３条「特定有害物質使
用施設廃止」 

湯沢市下院内 鉛及びその化合物 
砒素及びその化合物 

溶出 法１４条「指定の申請」 
国道１３号トンネル工事 

秋田市新屋 砒素及びその化合物 溶出 法１４条「指定の申請」 

秋田市山王 砒素及びその化合物 溶出 法１４条「指定の申請」 
市役所建設予定地 

自然由来 



秋田県の特質 
－自然由来土壌汚染(1) 

H21法改正により自然由来の土壌汚染が対象

となったため、今後も公共事業に伴う区域指定
の増加が予想される。 

法適用の契機は自主的な土壌汚染状況調査
に基づく１４条指定の申請 

• 道路建設 

• 公共施設等の建築工事 

• その他土地の改変を伴う事業 

2013/10/2 土壌汚染対策セミナー 18 



秋田県の特性 
－自然由来土壌汚染(2)-1 

• トンネル工事のケース 

事前の地質調査で自然由来の土壌汚染が判明 

※重金属を含む岩石が風化・堆積して自然由来汚染土
壌となっている（岩盤は法対象外） 

トンネル掘削で発生する汚染土壌を道路の盛土
材として（封じ込めた上で）再利用したい 

法第１４条に基づいて区域指定を申請 

掘削場所（トンネル出口付近）及び盛土部分を形
質変更時要届出区域として指定 
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秋田県の特性 
－自然由来土壌汚染(2)-2 

• トンネル工事のケース 
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秋田県の特性 
－自然由来土壌汚染(3) 

• 秋田市役所のケース 
自主調査で砒素が溶出量基準を超過 

法第14条に基づく指定申請 
自然由来（第二溶出量基準は超えない） 

溶出量超過 

  周辺地下水利用無し 

含有量基準未満 

摂取経路を遮断 

形質変更時要届出区域 

 指定 
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第２２条 汚染土壌処理業の許可 

• 秋田県内では４社５事業所が許可を取得 

2013/10/2 土壌汚染対策セミナー 22 

名称 
【所在地】 

事業場名称 施設種類 許可 

エコシステム
花岡(株) 
【大館市】 

本社 ①浄化等処理施設（抽出・分解・不溶化） 
②埋立処理施設 

H22.4.1 

松峰工場 ①浄化等処理施設（抽出・分解・不溶化） 
②分別等処理施設（異物除去） 

H22.4.1 

エコシステム
秋田(株) 
【大館市】 

焼却工場 ①浄化等処理施設（浄化） H22.4.1 

(株)東環 【秋田市】 埋立処理施設 H22.12.20 

グリーンフィル小坂(株) 
【小坂町】 

埋立処理施設 H25.8.28 



まとめ 

• 廃止された特定有害物質使用施設の土壌汚染
状況調査は100件以上が「ただし書き確認」によ
り保留となっている。 

• 県内では形質変更時要届出区域が４箇所（うち
３箇所は自然由来土壌汚染）指定されている。 

• 自然由来土壌汚染の増加（判明？）により形質
変更時要届出区域は増加が見込まれる。 

• 汚染土壌処理業許可は４社５事業所が受けてい
る。 
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ご静聴ありがとうございました。 

 

（土壌汚染に関するお問い合わせ） 

環境管理課 大気・水質班 

  ０１８－８６０－１６０２・１６０３ 

各地域振興局 福祉環境部 環境指導課 

 

秋田市環境保全課 ０１８－８６６－２０７５ 
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