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はじめに

1

 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



措置編の内容

2

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）



構 成

【後半】
土地の形質の変更及びその留意事項

 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
 臨海部特例区域

＊汚染の除去等の措置の実施に伴う工事も含みます。

3

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。



土地の形質の変更

 要措置区域の土地の形質の変更

 形質変更時要届出区域の土地の形質の変更

 土地の形質の変更の施行方法

 汚染拡散防止措置

 土壌汚染状況調査等の追加

 土地の形質の変更の留意事項



要措置区域の土地の形質の変更
基本的な考え方

5

 要措置区域は土壌汚染により健康被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地であり、速やか
に汚染の除去等の措置を講じ、人の健康被害を防止する必要があることから、土地の形質の
変更は原則として禁止である（法第９条本文）。

 以下の行為は禁止の例外とされている（法第９条ただし書）
① 実施措置として行う行為
② 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則第43条に定めるもの
③ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 規則第43条に定められた行為
① 次のいずれにも該当しない行為

• 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること
• 帯水層への影響を回避しない方法等による土地の形質の変更 （スライドNo.6)

② 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★ ⇒調査編
③ 実施措置と一体となって行われる土地の形質の変更
④ 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における土地

の形質の変更

 土地の形質の変更の例外として、飛び地間移動★ （スライドNo.64）により搬出された汚染土壌
を利用した土地の変更（規則第43条の２）

 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合
① 対応方法を汚染除去等計画に記載★

（規則第36条の２第９号）
調査・措置ガイドラインp.641,644,645,60



要措置区域の土地の形質の変更
帯水層への影響を回避する方法等による土地の形質の変更

6調査・措置ガイドラインp.644【出典】土壌環境センター資料

50 cm未満 3 m未満

1 m浅い深さ以上＊

形質変更範囲

形質変
更範囲

＊都道府県知事の確認を受けた場合
（地表から一定の深さまで帯水層がない旨）

10 m2未満10 m2以上

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5

１年間

1 m浅い深さ以上少なくとも3ヵ月ごと

最も浅い測定結果

土地の形質の変更範囲の下端（GL -1.0 m）

 地表から一定の深さまで帯水層がない旨の確認の申請（スライドNo.7,8)



要措置区域の土地の形質の変更
地表から一定の深さまで帯水層がない旨の確認の申請

7調査・措置ガイドラインp.650～652

 申請書記載事項
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

② 要措置区域の所在地

③ 要措置区域のうち地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び
当該地点に当該井戸を設置した理由

④ ③の地下水位の観測結果

⑤ 観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さ

 添付書類及び図面
① 井戸の構造図

② 井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置区域の図面（井戸と
要措置区域の平面的位置関係を示す図面）

③ 帯水層の深さを定めた理由を説明する書類（地質柱状図）

なお、申請書記載事項③の資料として、地下水位等高線図等



要措置区域の土地の形質の変更
地表から一定の深さまで帯水層がない旨の確認の申請

8調査・措置ガイドラインApp4

 地下水位の季節変動を踏まえ、少なくとも３ヶ月ごとに年間を通じた観測の結果及
び地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さを都道府県知
事に提出する。

 

地質柱状図

地下水位等高線図
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要措置区域の土地の形質の変更
施行方法の基準及び留意事項

9調査・措置ガイドラインp.649,647

 要措置区域内の土地の形質の変更は、汚染の拡散のリスクを伴うものであることか
ら、その施行において、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む
液体の飛散等、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
置を講ずべきことは当然である（通知の記の第４の１（８）②）。 ⇒スライドNo.29

 揮発性のある特定有害物質＊による土壌汚染地において土地の形質の変更を伴う
措置を実施する場合にあっては、当該物質の揮散による大気汚染のおそれがある
ことから、土壌汚染地における当該物質の大気中濃度を監視する★ことが望ましい
（通知の記の第４の１（８）②） 。 ＊例えば、第一種特定有害物質、水銀等

 土地の形質の変更に伴い、基準不適合土壌を移動させることで、要措置区域内の土地
の土壌の汚染状態に変更を生じさせる可能性があることから、土地の形質の変更の履
歴については、記録し、保存することが望ましい（通知の記の第４の１（８）②） 。

 飛び地間の土壌の移動★（スライドNo.64）の特例により、搬出先の土地の土壌の特
定有害物質による汚染状態が変化する場合にあっては、台帳の記載事項について
も変更されることとなる（通知の記の第５の１（5）②イ） 。

 飛び地間の土壌の搬出先における土地の形質の変更★は、当該区域に搬入された
日から60日以内に終了する（規則第43条の２）。



形質変更時要届出区域の土地の形質の変更
基本的な考え方

10調査・措置ガイドラインp.654～656

 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、基準不適合土壌の
飛散等による新たな環境リスクが発生するおそれがあるため、届出義務を課すととも
に、その施行方法に関する基準が規定されている（法第12条、規則第48,53条）。

 以下の土地の形質の変更は、事前の届出を要しない（法第12条ただし書） 。
① 臨海部特例区域★における土地の形質の変更（スライドNo.79～）
② 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則第50条で定めるもの
③ 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
④ 非常災害のために必要な応急措置としての行為

 規則第50条に定められた行為
① 次のいずれにも該当しない行為

• 汚染の除去の措置に講ずるために設けられた構造物に変更を加えること
• 帯水層への影響を回避しない方法等による土地の形質の変更（スライドNo.6)
• 飛び地間移動★ （スライドNo.64）により搬出された汚染土壌又は区域間移動★ （スライ
ドNo.65～67）により搬出された自然由来等土壌を使用した土地の形質の変更

② 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★ ⇒調査編
③ 土壌溶出量基準に適合しない土壌が帯水層に接する場合にあっては、平成31年１月環

境省告示第５号★の施行方法により土地の形質の変更を行うこと（スライドNo.14～20）



形質変更時要届出区域の土地の形質の変更
土地の形質の変更届の届出制度

11調査・措置ガイドラインp.654,665～656

 土地の形質の変更をしようとする場合

• 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手す
る日の14日前までに、都道府県知事にその旨を届け出なければならない（第12条第１項第
１号、規則第48条、規則第49条）。

 臨海部特例区域における土地の形質の変更★（スライドNo.80）

• 臨海部特例区域における土地の形質の変更は、事前の届出を要さず、当該土地の形質の
変更を行った者は、１年ごとに都道府県知事にその旨を届け出なければならない（法第12
条第１項第１号及び第４項、規則第52条の３）。

 既に土地の形質の変更に着手していた場合

• 形質変更時要届出区域に指定された際、既に土地の形質の変更に着手している者は、そ
の指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない
（法第12条第２項、規則第51条）。

 非常災害のために必要な応急措置

• 非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質
を変更した日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならな
い（法第12条第３項、規則第52条）。



形質変更時要届出区域の土地の形質の変更
土地の形質の変更の施行方法に関する基準

12調査・措置ガイドラインp.657～665

 土壌溶出量基準不適合土壌が帯水層に接する場合にあっては、平成31年１月環境
省告示第５号の施行方法★により土地の形質の変更を行うこと（規則第53条第１号）

＜適用除外＞ 埋立地管理区域（スライドNo.21に示す施行方法に限る）
自然由来特例区域、埋立地特例区域

 基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等の防止の
ための措置を講ずること（規則第53条第２号） ⇒スライドNo.29

 飛び地間移動★ （スライドNo.64）により他の形質変更時要届出区域から汚染土壌を
搬入し使用する場合、汚染土壌が帯水層に接しないようにすること等により健康被
害が生じないようにすること（規則第53条第３号）

 土地の形質の変更後、実施措置が講じられた場合と同等以上に人の健康被害が生
ずるおそれがないようにすること（規則第53条第４号）

 揮発性のある特定有害物質＊による土壌汚染地において土地の形質の変更を伴う
措置を実施する場合にあっては、当該物質の揮散による大気汚染のおそれがある
ことから、土壌汚染地における当該物質の大気中濃度を監視することが望ましい★

（通知の記の第４の２(3)④イ参照）
＊例えば、第一種特定有害物質、水銀等



土地の形質の変更の施行方法
指定された区域の分類と土地の形質の変更の施行方法

13調査・措置ガイドラインp.642

区域の分類
帯水層へ
汚染を拡散させない施行方法

下位帯水層へ
汚染を拡散させない施行方法

要措置区域 規則第43条
環境省告示第５号第１の方法のイ、ロ又は第２の
方法のイ､ロの(1),(2)、加えて第３及び第４の方法★

○施行方法：Appendix12

環境省告示第５号第１の方法のハ又は第２の方
法のイ、ロの(3)、加えて第３及び第４の方法
○施行方法：Appendix12

一般管理区域 規則第53条第１、２、３、４号
環境省告示第５号第１の方法のイ、ロ又は第２の
方法のイ､ロの(1),(2)、加えて第３及び第４の方法★

○施行方法：Appendix12

環境省告示第５号第１の方法のハ又は第２の方
法のイ、ロの(3)、加えて第３及び第４の方法
○施行方法：Appendix12

埋立地管理区域 規則第53条第２、３、４号
環境省告示第54号第1の方法に従い施行すること
により、規則第53条第１号＊の適用除外
○施行方法：Appendix13

環境省告示第54号第２の方法
○施行方法：Appendix13

自然由来特例区域 規則第53条第２、３、４号
（同条第１号＊の適用除外）

望ましくは、環境省告示第54号第２に準じる方法
○施行方法：ガイドライン5.9.3（3）2）イ

埋立地特例区域

＊ 土壌溶出量基準に適合しない土壌が帯水層に
接しないように施行すること



土地の形質の変更の施行方法
地下水位を管理し、地下水質を監視する方法＊の例

14調査・措置ガイドラインApp12

（ａ）釜場排水による揚水

水処理施設へ

ポンプ

地下水流向

観測井（水位、水質）

掘削面より上位に
水面がないことを

目視で確認

水処理施設へ

（ｂ）井戸方式による揚水（揚水井戸）

地下水流向揚水井戸

掘削面より上位に水
面がないことを
目視で確認

観測井（水位、水質）

（ｃ）山留め壁を併用した揚水（釜場排水）

地下水流向

山留め壁は難透水性の地層等に達し
ていない、
あるいは遮水機能を有していない。

山留め壁

ポンプ

水処理施設へ
観測井（水位、水質）

掘削面より上位に水
面がないことを
目視で確認

（ｄ）山留め壁を併用した揚水（揚水井戸）

水処理施設へ

地下水流向

山留め壁

揚水井戸

掘削面より上位に
水面がないことを

目視で確認

観測井（水位、水質）

山留め壁は難透水性の地層等に達し
ていない、
あるいは遮水機能を有していない。

＊第一種特定有害物質の第二溶出量基準に
適合しない土壌の土地には適用できない。



土地の形質の変更の施行方法
地下水位を管理し、地下水質を監視する方法＊の例

15調査・措置ガイドラインApp12
＊第一種特定有害物質の第二溶出量基準に
適合しない土壌の土地には適用できない。

 測定位置
• 土地の形質の変更の範囲の土地の土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水の
汚染が拡大するおそれがあると認められる当該土地の形質の変更の範囲の周縁の土地

 測定項目
• 地下水質は、区域指定を受けた特定有害物質。なお、遮水壁を併用しない場合（遮水機能
を有しない土留め壁も含め）、隣接する区域で指定を受けた特定有害物質も対象とするこ
とが望ましい。

• 地下水位については、土壌の掘削を伴う場合、掘削時、掘削面より上位に水面がないこと
を目視等で確認し、その記録を残す。

 測定頻度
• 水質及び水位の測定頻度は、土地の形質の変更の期間中、少なくとも1か月ごと（形質変
更期間が１か月未満の場合、その間少なくとも１回）。

 測定期間
• 当該土地の形質の変更が終了するまでとした。
• 水位の変動（工事完了に伴う水位の上昇等）により、特定有害物質の移動が考えられるた
め土地の形質の変更に起因する地下水位の変動がなくなるまでの間は水質の測定を続け
ることが望ましい。



土地の形質の変更の施行方法
準不透水層まで遮水壁を設置する方法の例

16調査・措置ガイドラインApp12

＜施行手順＞
① 準不透水層まで遮水壁を設置し、内部

の地下水と外部の地下水を遮断する。
② 遮水壁で封じ込められた内部の地下

水を揚水により回収し、土地の形質の
変更の範囲より１m以上深い深さまで
地下水位を低下させる。

③ 土地の形質の変更の工事を行う（土地
の形質の変更の範囲はすべて地下水
位よりも１m以上浅い深さまでとする。）。

④ 土地の形質の変更の工事完了後、遮
水壁を除去する。

基準不適合土壌

土地の形質の変更の範囲
（土壌掘削範囲）

遮水壁

準不透水層

1 m以上

0.5 m以上
1 m以上

【準不透水層】
厚さ１m以上、透水係数1.0×10-6 m/秒
以下の地層又はこれと同等以上の遮水
の効力を有する地層



土地の形質の変更の施行方法
準不透水層まで遮水壁を設置する方法の例

17調査・措置ガイドラインApp12

＜留意事項＞
i. 土地の形質の変更が終了するまでの間、地下水

モニタリングを実施し、遮水壁を設置した範囲の
内部から外部に汚染の拡散が認められた場合、
地下水揚水等の対策を講ずる。

ii. 遮水壁により最も浅い帯水層における地下水の
流向が変化することが想定される場合、実施中の
地下水モニタリングにおける観測井の位置が適切
であるかを評価し、不適切であれば新たな観測井
を設置するなどにより、地下水汚染が拡大してい
ないことを確認する。

iv. 土地の形質の変更が終了するまでの間、遮水壁
を設置した範囲の土地の地下水位は、外部の地
下水位と同じか又は低く維持する。

v. 土地の形質の変更が実施された後は、実施措置に
おいて行うこととされている地下水モニタリングを適
切に実施する。

基準不適合土壌

土地の形質の変更の範囲
（土壌掘削範囲）

遮水壁

準不透水層

1 m以上

0.5 m以上
1 m以上

iii. 遮水壁は準不透水層を貫通
させないものとし、遮水壁の
下端から、準不透水層底部ま
での間隔は、0.5m以上確保す
るものとする。



土地の形質の変更の施行方法
下位帯水層まで土地の形質の変更を行う場合の例

18調査・措置ガイドラインApp12

＜施行手順＞

① 準不透水層まで遮水壁を設置し、内部の地
下水と外部の地下水を遮断する。

② 遮水壁を設置した範囲の基準不適合土壌
を全て掘削等により除去する。

③ 遮水壁を設置した範囲の地下水を揚水等
で回収し、入れ換え、又は浄化する。

④ 遮水壁を設置した範囲の下位帯水層まで
の土地の形質の変更の工事を行う。

⑤ 土地の形質の変更の工事完了後、本来の
遮水の効力を回復するように、最も浅い帯
水層と下位帯水層の間に準不透水層を構
築する。

⑥ 準不透水層を構築後、遮水壁を除去する。

【準不透水層】
厚さ１m以上、透水係数1.0×10-6 m/秒
以下の地層又はこれと同等以上の遮水の
効力を有する地層

土地の形質の変更の
範囲（土壌掘削範囲）

遮水壁

準不透水層

基準不適合土壌

0.5 m以上1 m以上 遮水材



土地の形質の変更の施行方法
下位帯水層まで土地の形質の変更を行う場合の例

19調査・措置ガイドラインApp12

＜留意事項＞

i. ～ ⅳ． （略）

v. 最も浅い帯水層と下位帯水層の間に構築
される準不透水層は、土地の形質の変更
前の準不透水層と同等以上の遮水の効
力を有することとする。

vi. 準不透水層を構築する材料（遮水材とい
う。）は、その材料に含まれる特定有害物
質が原因となって健康被害が生じることの
ない品質を有し、準不透水層と同等以上
の遮水の効力を有するものとする。

vii. （略）

土地の形質の変更の
範囲（土壌掘削範囲）

遮水壁

準不透水層

基準不適合土壌

0.5 m以上1 m以上

遮水材

【準不透水層】
厚さ１m以上、透水係数1.0×10-6 m/秒以
下の地層又はこれと同等以上の遮水の効
力を有する地層



土地の形質の変更の施行方法
下位帯水層に杭を打設する場合の例

20調査・措置ガイドラインApp12

基準不適合
土壌

準不透水層

ケーシング①
ケーシングを
準不透水層まで
設置

基準不適合
土壌

ケーシング

準不透水層

②
ケーシング内の
土壌を不透水材
に置き換える。

基準不適合
土壌

準不透水層

③
ケーシングの
引抜き

基準不適合
土壌

準不透水層

④
杭の打設

不透水材

不透水材 不透水材

杭

0.5 m以上 1 m以上



土地の形質の変更の施行方法
埋立地管理区域の施行方法の緩和

21調査・措置ガイドラインｐ、659～660

 埋立地管理区域では、一定の施行方法に従い土地の形質の変更を行う場合、将来
にわたり当該土地の周辺における地下水の飲用利用等の可能性がないことから、
基準不適合土壌が帯水層に接することで新たな環境リスクを生じさせるおそれがな
いと考えられ、規則第53条第１号に定める施行方法の基準を適用しないこととして
いる（平成23年環告54号、App13）。

① 地下水位を管理して施行する方法

② 地下水質を監視して施行する方法

 ただし、下位帯水層の形質の変更を行う場合、
規則第53条第１号に定める施行方法の基準と同等。



土地の形質の変更の施行方法
埋立地管理区域の地下水位を管理して施行する方法

22調査・措置ガイドラインApp13

 施行方法
① 地下水の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（スライドNo.23）。
② 揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、適正に処分する。
③ 土地の形質の変更の範囲の周縁に観測井を設け、定期的に周縁の地下水位を

確認する。
④ 上記の結果、土地の形質の変更の範囲の地下水位が周縁の地下水位を超え

ていると認められる場合、汚染地下水の拡大を防止するための措置を講ずる。

 施行管理
① 測定位置：土地の形質の変更を行う範囲の周縁
② 測定地点：１以上の地点
③ 測定頻度：形質の変更中、定期的に測定

 土壌の掘削を伴う場合、掘削時、掘削面より上位に水面がないことを目視で
確認し、その記録を工事記録として残す。



土地の形質の変更の施行方法
埋立地管理区域の地下水位を管理して施行する方法

23調査・措置ガイドラインApp13

（ａ）釜場排水による揚水

水処理施設へ 水処理施設へ

（ｂ）井戸方式による揚水（揚水井戸）

ポンプ

地下水流向 地下水流向揚水井戸

観測井（水位）

掘削面より上位に
水面がないことを

目視で確認

掘削面より上位に
水面がないことを

目視で確認

観測井（水位）

（ｄ）山留め壁を併用した揚水（揚水井戸）

水処理施設へ

地下水流向

山留め壁

地下水流向

・山留め壁は難透水性の地層等に達していない、
あるいは遮水機能を有していない。

山留め壁

ポンプ

水処理施設へ

（ｃ）山留め壁を併用した揚水（釜場排水）

揚水井戸
観測井（水位）

掘削面より上位に
水面がないことを

目視で確認

掘削面より上位に
水面がないことを

目視で確認

観測井（水位）

・山留め壁は難透水性の地層等に達していない、
あるいは遮水機能を有していない。



土地の形質の変更の施行方法
埋立地管理区域の地下水質を監視して施行する方法

24調査・措置ガイドラインApp13

 施行方法の事例
① 既製杭の打設 （木杭、PC杭、鋼管杭）（先行削孔併用工法）
② 現場打ち杭の打設 （アースドリル工法、リバース工法、他）
③ 地中壁の造成 （地中連続壁、ソイルセメント固化壁）
④ 地盤改良工事 （地耐力改良、液状化対策、止水他）

観測井（水質）

ケーシング

 施行方法
① 土地の形質の変更の範囲の周縁

に観測井を設け、1か月に１回以上
定期的に、地下水に含まれる特定
有害物質を測定する。

② 上記の結果、地下水の汚染が拡大
していると認められる場合、汚染地
下水の拡大を防止するための措置
を講ずる。

※下位帯水層の形質の変更を含む場合、スライドNo.18～20参照｡



土地の形質の変更の施行方法
埋立地管理区域の地下水質を監視して施行する方法

25調査・措置ガイドラインApp13

 施行管理

 測定位置：土地の形質の変更の範囲の周縁

 測定地点

① 地下水流向が明らかな場合 ⇒地下水流向下流側

② 地下水流向が不明な場合 ⇒四方位

③ 区域外からの汚染の流入のおそれがある場合

⇒地下水流向上流側及び下流側

 地点密度：観測井（水質）の間隔は、目安として30ｍ以内

 測定頻度：形質の変更前、形質の変更中（少なくとも１ヶ月ごと）

 測定物質：①区域指定を受けた特定有害物質
②措置に伴い生成されるおそれがある特定有害物質

 測定方法：平成31年3月環境省告示第11号



土地の形質の変更の施行方法
自然由来特例区域又は埋立地特例区域の施行方法の緩和

26調査・措置ガイドラインp.659～661

 自然由来特例区域又は埋立地特例区域では、次の理由により、基準不適合土壌が
帯水層に接することで新たな環境リスクを生じさせるおそれがないと考えられ、規則
第53条第１号に定める施行方法の基準（基準不適合土壌が当該帯水層に接しない
こと）を適用しないこととした。
 元々所与の汚染が広がっている土地であって土地の形質の変更に伴い新たな帯水層を

汚染するものではない。
 第二溶出量基準を超えるような高濃度の土壌汚染は想定されない。

 下位帯水層までの土地の形質の変更を行うとする場合、準不透水層より浅い位置
にある帯水層内の基準不適合土壌又は特定有害物質が下位帯水層に流出するこ
とを防止するために必要な措置を講ずることが望ましい。

 下位帯水層までの土地の形質の変更が終了した時点で、準不透水層が本来の遮
水の効力を回復することが望ましい。

 下位帯水層へ汚染を拡散しない施行方法としては、App12及び13に示す施行方法
のみならず、実際に汚染の拡散を防ぐことのできる方法であれば採用することがで
きるものとした。

【参考】「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」（環境省）



土地の形質の変更の施行方法
自然由来特例区域又は埋立地特例区域の施行方法の緩和

27調査・措置ガイドラインp.660,661

 例えば、難透水性の地層に杭を打設する場合、杭周囲の地盤を乱さない施行方法
（例えば、中堀工法）を採用すると比較的早い時間で杭と地盤を密着して遮水性を
回復でき、施行時の拡散防止と施行後の遮水の効力の回復を行うことができる。

中空既成杭
オーガー

準不透水層

比較的早い時間で
杭と地盤が密着して、
遮水性を回復

図出典：土壌環境センター資料



土地の形質の変更の施行方法
自然由来特例区域又は埋立地特例区域の施行方法の緩和

28調査・措置ガイドラインp.660,661

 予め地盤を緩めてから杭を打設する施行方法（例えば、先行削孔併用打撃杭）の場
合、杭打設後に杭周縁を地盤改良等により準不透水層の遮水の効力を回復させる
などの措置を併用することにより行うことができる。

打撃

オーガー

準不透水層

既
成
杭

杭打設後に杭周縁を
地盤改良等により
遮水の効力を回復
させる

図出典：土壌環境センター資料



汚染拡散防止措置
基本的な考え方

29調査・措置ガイドラインp.451～452,591,593

 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。

• 規則第40条第２項第２号（実施措置に係る技術的基準）
• 規則第53条第２項（土地の形質の変更の施行方法に関する基準）

 汚染の除去等の措置を実施したり、土地の形質の変更を行うためには、通常、基準
不適合土壌の掘削や区域内運搬、又は土壌の掘削に伴う鋼製矢板等の山留め壁
の打設、揚水した汚染地下水の水処理等を伴う。

 これらの作業を実施するに当たっても、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に必要な措置を講じなければならない。

 特定有害物質の飛散、揮散、流出防止等の周辺環境保全対策について、措置対象
範囲又は土地の形質の変更範囲の汚染状態や周囲の状況を十分に考慮し、必要
に応じて＊都道府県知事と事前に協議することが望ましい★。
＊要措置区域 ：措置実施者は、汚染除去等計画を作成するに当たり、・・・・・・
＊形質変更時要届出区域：土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更届を

作成するに当たり、・・・・・・



汚染拡散防止措置
汚染拡散防止措置の方法

30調査・措置ガイドラインp.593,596

共通工事 汚染拡散防止措置の方法

基準不適合土壌の
掘削

掘削時に基準不適合土壌又は特定有害物質が飛散、揮散又は流出し
ないよう、現場の状況に応じた飛散防止措置等を行う。

基準不適合土壌の
仮置き・積替え

積替えまでの仮置き期間中、飛散等及び異臭の発散の防止の措置＊を
行うとともに、当該場所に新たな汚染が生じないように地下浸透防止措置
＊を行う。

掘削した基準不適合
土壌の含水率調整
又は分別等処理

含水率調整又は分別等処理のために補助材料を添加混合する際に、
基準不適合土壌が飛散しないよう、現場の状況に応じた飛散防止措置を
行う。また、この作業を行う場所は、基準不適合土壌と接触したり、汚染が
浸透したりしないように地下浸透防止措置＊を行う。
特に、第一種特定有害物質による基準不適合土壌を対象とする場合、

現場の状況に応じ、オンサイト浄化（抽出処理）に準ずることが望ましい。

揚水した汚染地下水
の水処理

揚水した汚染地下水が飛散、揮散又は流出を防止するために、当該水
処理施設は、飛散等及び異臭の発散の防止の措置＊及び地下浸透防止
措置＊を行う。

＊ 運搬に関するガイドラインにおける積替え場所を参照



汚染拡散防止措置
積替え場所の要件

31運搬ガイドラインp.65,66

 周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替え場所であることの表示がなされて
いる場所。

 積替え場所から特定有害物質等の飛散等を防止するために必要な措置を講ずる。

 積替え場所における囲いは、汚染土壌の飛散等を防止するために必要な高さを備
える必要がある。

 積替え場所がその設備の囲いとみなして差し支えない場合

① 屋根及び壁を有する設備の内部である場合

② 汚染土壌をコンテナに封入したまま積替えを行うにあたり、特定有害物質の飛
散等及び耐久性等を確保したJIS等密閉型コンテナを用いて行う場合

③ 埠頭において、バリケードやフェンス等で周囲を覆い、関係者以外の者がみだり
に立ち入ることができない場合



汚染拡散防止措置
地下浸透の防止

32

① 床面を厚さ10 ㎝以上のセメント・コンクリートの層

② 床面を厚さ５㎝以上のアスファルト・コンクリートの層

③ 床面を遮水シートで覆い、その上に鉄板（振れ止め有り）を敷設

④ 床面を上記①～③と同等以上の耐久性及び遮断の効果を有するもの

運搬ガイドラインp.68

積替え場所の例（第二種（水銀を除く。）の場合）



汚染拡散防止措置
汚染土壌の移動

33

 実施措置の実施又は土地の形質の変更に伴い掘削した汚染土壌の移動に関して
は、汚染拡散防止の観点から、以下のガイドラインを遵守する必要がある。

• 「搬出」に該当しない場合：調査・措置に関するガイドライン
• 「搬出」に該当する場合 ：運搬に関するガイドライン

区分 説明 関係規則等

搬出に
該当
しない

区域内移動 （スライドNo.34）
連続した要措置区域又は形質変更時要届出区域の
中の移動

規則第40条第２項第２号

法第14条の指定の申請の活用＊１ 法第14条の指定の申請により指定を受けた要措置区
域等内における移動

通知の記の第４の3(4)

特別な運搬行為＊２ 要措置区域等と一筆かつ隣接する土地への移動 通知の記の第５の１(2)①

搬出に
該当

飛び地間移動★（スライドNo.64）
一の土壌汚染状況調査結果に基づき指定された
要措置区域間又は形質変更時要届出区域間の移動

法第18条第１項第３号

区域間移動★ （スライドNo.65） 自然由来等形質変更時要届出区域＊３間での移動 法第18条第１項第２号

処理 （スライドNo.74） 汚染土壌処理施設への搬出 法第16条

認定土壌 （スライドNo.45）
都道府県知事の認定を受けた土壌の移動
（ただし、法の規制を受けない土壌）

法第16条第１項括弧書き

＊１ 汚染の除去等の措置に伴う施設又は当該施設までの運搬経路について指定の申請を活用する場合に限る
＊２ 一時的な保管、特定有害物質の除去等を行い、再度当該要措置区域等内に埋め戻す場合
＊３ 自然由来特例区域又は埋立地特例区域

調査・措置ガイドラインp. 453,454



汚染拡散防止措置
汚染土壌の移動の可否 調査・措置ガイド

ラインp. 455,456
10 m

10
 m

搬出元

搬出元 搬出元

（ａ）要措置区域を搬出元とした場合
　：一の土壌汚染状況調査により指定を受けた
　　要措置区域

　：一の土壌汚染状況調査により指定を受けた
　　形質変更時要届出区域

　：左記以外の契機により指定を受けた
　　要措置区域

　：左記以外の契機により指定を受けた
　　形質変更時要届出区域

＜区域内移動＞

＜飛び地間移動＞ ＜不可＞

＜区域内移動＞

＜不可＞

＜不可＞

＜不可＞
＜不可＞

一の土壌汚染状況調査により

指定を受けた要措置区域等

左記以外の契機により

指定を受けた要措置区域等

搬出元

搬出元

（ｂ）形質変更時要届出域を搬出元とした場合
　：一の土壌汚染状況調査により指定を受けた
　　要措置区域

　：左記以外の契機により指定を受けた
　　要措置区域

　：一の土壌汚染状況調査により指定を受けた
　　形質変更時要届出区域

　：左記以外の契機により指定を受けた
　　形質変更時要届出区域

＜区域内移動＞

＜不可＞

＜不可＞

＜飛び地間移動＞ ＜区域内移動＞
＜区域間移動＞

※自然由来等形質変更時要届出区域間に限る。

＜不可＞ ＜不可＞
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土壌汚染状況調査等の追加

35調査・措置ガイドライン668,669

物質Ａ 物質Ｂの汚染のおそれ

土壌汚染状況調査
実施範囲

追加調査が
必要な範囲

区域指定後の土地の
形質の変更予定範囲

より１ｍ深い深さ

GL-10 m

GL- 0 m

土地の形質の変更予定範囲より１ｍ深い深さ
の範囲で汚染の有無を把握していない汚染
のおそれについては、調査が必要である。

汚染のおそれが生じた場所の位置のうち、土壌汚染状況調査対象範囲の地点
（基準不適合）

汚染のおそれが生じた場所の位置のうち、土壌汚染状況調査の対象範囲外の地点
（汚染の有無が不明）

土壌汚染状況調査の実施済範囲 追加調査が必要な範囲

土地の形質の変更を契機とした土
壌汚染状況調査で深さの限定をし
た場合は、最大形質変更深さから
１ｍ以内の範囲の汚染のおそれの
生じた場所の位置において土壌汚
染の有無を判断したうえで、区域
の指定を受けること★になる。

区域の指定後、別の機会に当該
区域内において改めて土地の形
質の変更を行う場合であって、そ
の時の最大形質変更深さから１ｍ
までの範囲に土壌汚染の有無を
把握していない汚染のおそれが存
在する場合、そのおそれについて
調査を行わなければならない★

（規則第46条第１項第10号、規則
48条第２項第５号）。



土地の形質の変更の留意事項

36調査・措置ガイドラインp. 641,649,687～688

 土地の形質の変更に伴い、基準不適合土壌を移動させることで、要措置区域等の
土地の汚染状態に変更を生じさせる可能性があることから、土地の形質の変更の
履歴については、記録し、保存する。

• 土地の所有者等は、基準不適合土壌を移動させることで要措置区域等の土地
の汚染状態に変更を生じさせ、新たなる汚染の拡散等が発生しないように管理
しなければならない。

• 将来、新たな土地の形質の変更を行う際の認定調査における土壌汚染のおそ
れの区分の判断資料となることから、土地の形質の変更で用いる埋戻し材や盛
土材等は、その範囲や土量、搬出場所の土地利用履歴、汚染状態に関する情
報等を調査、入手するとともに、これらを土地の形質の変更の履歴に関する記
録として保存、承継しておくことが重要である。



土地の形質の変更の留意事項

37調査・措置ガイドラインp.642

 岩盤は土壌汚染状況調査等の測定の対象とならないが、地質条件によって自然由

来による特定有害物質を含んでいるおそれがある。

 したがって、土地の形質の変更において、そのおそれの高い岩盤を掘削したり、発

破するなどしたりして得られた材料を盛り立てるなどする場合、この人為的行為によ

り新たな汚染の拡散のおそれがあることから、これらの材料は適切に取り扱う必要

がある。



埋め戻し土壌の管理

 掘削除去における埋め戻し土壌の品質管理

 要措置区域等における搬入土壌の品質管理



調査・措置ガイドラインp.534,546,547 39

掘削除去における埋め戻し土壌の品質管理
基本的な考え方

目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあ
る土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌又は目標土壌溶出
量及び目標地下水濃度を設定した土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚
染状態★ （当該特定有害物質の種類以外については土壌溶出量基準に適合する汚
染状態）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こと（規
則別表第８の５の項下欄ハ）。

① 要措置区域内に設置した施設において掘削した基準不適合土壌から特定有害
物質を除去した土壌（オンサイト浄化土壌）
• 100 m3以下ごとに試料採取等することにより、それぞれ目標土壌溶出量を超えない汚
染状態又は土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認する★ （施行規則
別表８の５の項の下欄の１、ニ）。

※オンサイト浄化土壌の内、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を確
認した土壌を「オンサイト浄化済土壌」という。

② 要措置区域外から搬入された土壌（客土、購入土、浄化等済土壌）
• 平成31年環境省告示第６号において、搬入土壌の汚染のおそれの区分に応じた調査
頻度を定めた★ （規則第40条第２項第３号）（スライドNo.41)。

• この調査は指定調査機関が実施することが望ましい（通知の記の第４の1の(6)⑥ウ）。



調査・措置ガイドラインp.547,548 40

掘削除去における埋め戻し土壌の品質管理
基本的な考え方

③ 要措置区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指
定された他の要措置区域から搬出（飛び地間移動★）された汚染土壌

• 飛び地間移動した汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌が帯水層に接しな
いようにすること等により、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるお
それがないようにすること（規則第40条第２項第４号）。

• 掘削除去措置において、目標土壌溶出量を超えない土壌を地下水位より深い場所の
位置に埋め戻す場合、地下水環境（ｐＨ、酸化還元電位、電気伝導度等）によっては、
当該埋め戻し土壌の溶出特性が変化し、目標土壌溶出量を超え、人の健康に係る被
害が生ずるおそれが生じる場合があるので、留意しなければならない。

• 100 m3以下に1回の頻度で汚染状態を確認し、埋め戻した場所の位置及び深さととも
にその確認結果を記録し、工事完了報告書あるいは実施措置完了報告書に記載しな
ければならない。



調査・措置ガイドラインp.67,68,App15 41

掘削除去における埋め戻し土壌の品質管理
要措置区域内への搬入土壌の品質管理方法の要件（平成31年環境省告示第６号）

試料採取等の頻度 搬入土壌の汚染のおそれに応じた土壌の種類

①
5,000 m3以下ごと

・汚染のおそれがない土地に区分される土地の土壌
・自然地盤の土壌であって、既存の測定結果から自然由来による基準不適合のおそれがないとみなすことができ、
周囲に自然由来による基準不適合土壌であることが判明した地点がある場合に、当該地点の地層と地質的な連
続性が地質データ等により認められる地層があることが確認されていない土地の土壌

②
900 m3以下ごと

・汚染のおそれが少ない土地に区分される土地の土壌
・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を使用等、埋設等、貯蔵等している工場又は事業場の
敷地として利用している又は利用していた土地以外の土壌であって、おそれの区分を行っていない土地の土壌

・自然地盤の土壌であって、既存の測定結果から自然由来による基準不適合土壌のおそれがないとみなすことが
できない土壌、

・周囲に自然由来による基準不適合土壌であることが判明した地点がある場合に、当該地点の地層と地質的な連
続性が地質データ等により認められる地層がある土地の土壌

・自然由来による基準不適合のおそれが不明な土壌

③
100 m3以下ごと

・汚染のおそれが多い土地に区分される土地の土壌
・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を使用等、埋設等、貯蔵等している工場又は事業場の
敷地として利用している又は利用していた土地の土壌であって、おそれの区分を行っていない土地の土壌

・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を使用等、埋設等、貯蔵等したか不明な土地の土壌

 品質管理の対象となる物質は特定有害物質全26種類であり、搬入土壌の地歴調査の結果に
より、汚染のおそれの区分に応じて、試料採取等の頻度を設定する。

 搬入土壌が浄化等済土壌、認定土壌、オンサイト浄化済土壌の場合、要措置区域に搬入する
際に品質管理を必要とする対象ではないので、測定不要とすることができる。



調査・措置ガイドラインApp15 42

要措置区域等における搬入土壌の品質管理
汚染の除去等の措置以外の土地の形質の変更に伴う搬入土壌

 要措置区域において汚染の除去等の措置に伴う搬入土壌（汚染の除去等計画に
記載されたもの）は、スライドNo.41の方法で品質管理しなければならない。

 要措置区域等における土地の形質の変更に当たり、当該要措置区域等外から搬
入される土壌についても、同様にスライドNo.41の方法に準ずることが望ましい。

 なお、形質変更時要届出区域への搬入土壌にあっては、飛び地間移動（スライド
No.64）及び区域間移動（スライドNo.65）に規定する土壌は除く。

区域の種類 区分 搬入土壌の品質管理方法

要措置区域 汚染の除去等の措置に伴う搬入土壌
（汚染除去等計画に記載されたもの）

スライドNo.41の方法

上記以外の搬入土壌 スライドNo.41の方法に準じることが望ましい

形質変更時
要届出区域

法第12条による
土地の形質の変
更に伴う搬入土壌

区域の解除を目的とする場合 スライドNo.41の方法に準じることが望ましい

区域の解除を目的としない場合 スライドNo.41の方法に準じることが望ましい

上記以外の搬入土壌 スライドNo.41の方法に準じることが望ましい



調査・措置ガイドラインApp15 43

要措置区域等における搬入土壌の品質管理
搬入土壌の品質管理方法の運用

◆土壌Ａ
＜汚染状態＞
・鉛は「汚染のおそれが多い」
・砒素は「汚染のおそれが少ない」
・その他の24物質は「汚染のおそれなし」

＜搬入土量＞300 m3

土壌Ａ

◆土壌Ｂ
＜汚染状態＞
・浄化等済土壌

＜搬入土量＞5,000 m3

土壌Ｂ

対象物質 300m3の土

量に対して
最小限必要

な測定頻度

備考

汚染のおそ

れの区分

分析頻度

鉛 ３回 多い 100 m3以下ごとに

１回測定が必要

砒素 １回 少ない 900 m3以下ごとに

１回測定が必要

その他

24物質

１回 なし 5,000 m3以下ごとに

１回測定が必要

要措置区域

土壌Ａ＋土壌Ｂ

＜測定頻度＞
・浄化等済土壌は要措置区域に搬入する際に品質管理
を必要とする対象ではないので測定不要

＜測定頻度＞【運用イメージ】



認定調査

 認定調査の基本的な考え方

 認定調査時地歴調査

 掘削前調査

 掘削後調査

 搬出土壌の調査の結果の評価



認定調査の基本的な考え方

45調査・措置ガイドラインp.690～692

 要措置区域等外へ法の規制を受けずに土壌を搬出するために例外的に行う調査

（法第16条第１項括弧書、規則第59条、第59条の２、第59条の３、及び第60条）

① 認定調査を行おうとする者は、指定調査機関に次の特定有害物質について土
壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認させ、都道府県知事
にその旨を申請する★。

a. 区域指定対象物質

b. 区域指定時から汚染状態の変化があった特定有害物質＊

c. 区域指定時の土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった
特定有害物質等＊

＊認定調査時地歴調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に
適合していないおそれがあると認められる場合等

② 都道府県知事が調査結果をもとに基準に適合する土壌であることを認定する。

 調査方法は、掘削前調査と掘削後調査のいずれかである（規則第59条第1項）。



認定調査の基本的な考え方
認定調査の流れ

46調査・措置ガイドラインp.692

要措置区域等において当該要措置区域等外への汚染土壌の搬出を行う

当該土壌を法の
対象から外したい

認定調査（掘削前調査・掘削後調査）

認定調査時地歴調査

掘削対象地における汚染のおそれの把握

試料採取等の対象とする特定有害物質の特定★

土壌溶出量基準及び
土壌含有量基準に適合

搬出しようとする土壌に係る基準に
適合する旨の認定の申請

都道府県知事による基準に適合する旨の認定都道府県知事へ汚染土壌の搬出の届出

法の規制を受けることなく、当該要措置区域等外への搬出が可能

※指定に係る特定有害物質以外の特定有害物質
の種類による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ことが明らか
となった場合は、都道府県知事は、土地の所有
者等に対し、「指定の申請」を活用するよう促す

汚染土壌として搬出・処理

いいえ はい

いいえ

はい

試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等



認定調査時地歴調査
基本的な考え方

47

調査実施者は、掘削対象地の土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報を把
握する（規則第59条の２第１項、第59条の３第１項）。

①区域指定前の情報
• 土壌汚染状況調査における地歴調査で把握する内容

 土壌汚染状況調査時の地歴調査結果は使用可能
 深さ限定調査により区域指定を受けた場合あっては、試料採取等調査の対象

とならなかった範囲の汚染のおそれの有無★

②区域指定後の情報
• 土地利用の状況、特定有害物質の製造及び使用又は処理の状況
• 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等の状況等
• 要措置区域等外からの土壌の搬入履歴＊ ★

• 土地の形質の変更の履歴＊ ★

• 要措置区域等内の土壌の移動履歴＊ ★

＊台帳に記載した土壌汚染状況調査等の結果に基づく

③自然由来の汚染のおそれに係る情報★：第二種特定有害物質（シアンを除く）
• 自然由来汚染調査と同等の方法で試料採取等を行い、自然由来の汚染のおそれの有無
の判断をすることが望ましい。

調査・措置ガイドラインp.693～695,731,732



認定調査時地歴調査
試料採取等対象物質の特定（区域指定対象物質以外）

48

汚染のおそれがあると認められる場合 試料採取等対象物質

①土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった
特定有害物質＊について、土壌溶出量基準又は土壌含有量
基準に適合していないおそれがあると認められる場合

当該特定有害物質

②要措置区域等の指定後に新たに土壌の汚染のおそれが生じ
たと認められる場合（③に掲げる場合を除く。）

新たに汚染のおそれが生じた
特定有害物質

③要措置区域等の指定
後の土壌の搬入により
汚染のおそれが生じた
と認められる場合又は
汚染のおそれがないと
はいえない場合

区域指定から１年ごとに搬入土壌の
調査結果や使用場所等（規則第59条
の２第２項第３号イに掲げる事項）を
都道府県知事に届け出た場合

搬入土壌の調査で基準不適合が
確認された特定有害物質

上記届出を行っていない場合 全ての特定有害物質（ＰＣＢを除く
第三種特定有害物質は、認定調
査時地歴調査結果により対象外
とすることが可能）

＊自然由来汚染調査と同等の方法による試料採取を行わなかった特定有害物質は、自然由来の
汚染のおそれがないと言えない物質として、試料採取等対象物質に追加することが望ましい。

【参照】法第16条第１項、規則第59条の２、第59条の３
調査・措置ガイドラインp.694～699,732



認定調査時地歴調査
試料採取頻度

49

試料採取頻度
区域指定時、

土壌の部分の汚染の
有無に係る情報

区域指定後、
新たな汚染のおそれに係る情報

ア）試料採取不要 ・土壌汚染状況調査又は
詳細調査等の結果に基
づき要措置区域等内の
汚染状態を明らかにし
た図面により土壌溶出
量基準及び土壌含有量
基準に適合していると認
められる土壌が適切に
管理されている情報

・区域指定後、搬入された土壌（浄化等済土壌、認定土壌、品質
管理により、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合して
いることを確認した土壌に限る。）や汚染除去等計画に基づく
オンサイト浄化済土壌が適切に管理されている情報

イ）900 m3ごと
―――

・区域指定後に、土壌の搬入の有無が不明又は汚染状態の不
明な土壌が搬入された旨の情報

ウ）100 m3ごと ・上記ア）、イ)以外の土地の部分（基準不適合土壌が存在する部分を除く）

＊１ 認定調査時の調査対象物質の限定を希望する場合に実施する搬入土壌の記録に基づき判断する。
＊２ ３ｍ以深の部分は、法第９条、法第12条に基づく土地の形質の変更の施行方法の確認・届出により区域内移動の有無が

把握される場合がある。全ての物質について汚染のおそれが
ない場合は、当該部分に係る区域内移動による汚染がない旨の
記録により確認される場合がある。

 試料採取頻度は、搬出しようとする土地の部分ごと及び物質ごと判断する。

＊区域指定後、当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場
において事業の用に供されていない旨の情報

＊区域指定後、一の要措置区域等への汚染のおそれのある土壌の搬入に
伴う新たな汚染のおそれが当該部分で生じていない旨の情報＊１

＊区域指定後、一の要措置区域等内における汚染のおそれのある土壌の
移動に伴う新たな汚染のおそれが当該部分で生じていない旨の情報＊2

調査・措置ガイドラインp.704,705



認定調査時地歴調査
土壌の移動の記録の取扱及び試料採取等対象物質

50調査・措置ガイドラインp.701～703

 区域指定後、区域内の土壌の移動を平面図及び断面図等で記録、保管することに
は、土地の所有者等にとって負担となり、これらを確認することとなる都道府県知事
にとっても負担となることから、厳格に全ての土壌の移動を記録させることは困難。

 したがって、例えば一の要措置区域内又は一の形質変更時要届出区域内で移動し
た土壌は、原則として、区域指定対象物質全てを試料採取等対象物質にする。

 ただし、要措置区域は汚染除去等計画や法第９条の形質変更の禁止規定に係る
都道府県知事の確認（規則第43条第３号、第４号等）により、また、形質変更時要
届出区域は法第12条の記録が台帳に記載され、原則として３ｍ以深の土壌の移動
を把握することができることから、台帳の記載に基づき、３ｍ以深の土壌の移動が
ない場合において、３ｍ以深の土壌については、各単位区画の基準不適合物質の
みを試料採取等対象物質に限定することは可能とした。

 加えて、土地の所有者等が厳格に全ての土壌の移動を記録した上でスライドNo.48
と同等の手続を行い、１年ごとに都道府県知事に届け出て、土地の形質の変更を
行っていないと都道府県知事が認める場合にあっては、３ｍ未満であっても、各単
位区画の基準不適合物質のみを試料採取等対象物質に限定することができること
とした。



認定調査時地歴調査
土壌の移動の記録の取扱及び試料採取等対象物質

51

調査・措置ガイドラインp.701～703

単位区画A 単位区画B

砒素、鉛 ふっ素
0 m

1 m

2 m

3 m
深

さ

10 m

4 m

5 m

6 m

（１） 土壌汚染状況調査の結果、
基準不適合が確認された単位区画

（汚染の生じた場所の位置が地表のみ）

単位区画A 単位区画B

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

1 m

2 m

3 m
深

さ
4 m

5 m

6 m

単位区画A 単位区画B

砒素、鉛、ふっ素

試料採取等対象物質

掘削範囲

基準不適合土壌を含む

ことにより認定不可

３ｍより浅い深さにおいて土壌の
搬入に係る記録等を都道府県知事
に届け出なかった場合

0 m

10 m

（２） 認定調査における試料採取等対象物質その１

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

砒素、鉛 ふっ素

0 m

1 m

2 m

3 m
深

さ
4 m

5 m

6 m

（３） 認定調査における試料採取等対象物質その２

掘削範囲

３ｍより浅い深さの範囲において
土壌の搬入に係る記録等を届け出
て、都道府県知事が土地の形質の
変更がないと認める場合

10 m

試料採取等対象物質

基準不適合土壌を含む

ことにより認定不可



掘削前調査
区画の選定の例（規則第59条の２第４項）

52

（ａ）第一種特定有害物質 （ｂ）第二種及び第三種特定有害物質

調査・措置ガイドラインp.709



掘削前調査
試料採取地点の配置方法（規則第59条の２第５項）

53調査・措置ガイドラインp.710

（ａ）試料採取地点を設定する区画が各々
全て掘削対象地内にある場合の配置

（ｂ）試料採取地点を設定する区画の一部が
掘削対象地内にない場合の配置

基準不適合土壌が存在するおそれが多い部分

10ｍ

10ｍ

掘削対象地

10ｍ

10ｍ

試料採取地点



掘削前調査
試料採取深さの一般的な例（規則第59条の２第５項、第７項）

54調査・措置ガイドラインp.711～716

第一種
特定有害物質

0 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

第二種・第三種
特定有害物質

同じ重量
混合する

 

 

 

 

 

 

 

 

基準不適合土壌が存在
するおそれが多い地層

難透水性の地層

汚染のおそれが
生じた場所の位置

掘削対象深度

第一種
特定有害物質

第二種・第三種
特定有害物質

同じ重量
混合する

←②汚染のおそれが生じた場所の位置

←③基準不適合土壌が存在する
おそれが多い地層

←④難透水性の地層

※基準不適合が判明している深さは、試料採取不要

←①地表面

：分析試料

←－－－⑤掘削対象深度



掘削後調査

55調査・措置ガイドラインp.723,724

 対象地において、一旦掘削した後に仮置きした土壌から試料を採取
する調査方法

＜掘削時の土壌の区分＞

 規則第59条の３第２項、第３項

① 当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査における調査
対象地を区画した単位区画

② 掘削対象単位区画において、土壌の掘削の対象となる深さまで１ｍごとの土壌
を掘削する。

③ 掘削した土壌が混合するおそれのないように、100 m3以下ごと（隣接する単位
区画を一の単位区画とした場合、130 m3以下ごと）に区分する。

※区分した土壌「ロット」



掘削後調査
試料採取方法

56

(a)全部対象ロット
・ロットごと

100 m3以下(統合した
区画は130 m3以下)の
ロット

分析

分析
混合試料

→

→

→

→

→
分析

分析
混合試料

→

→

→

→

→
分析

分析
混合試料

→

→

→

→

→ 分析

分析
混合試料

→

→

→

→

→
分析

分析
混合試料

→

→

→

→

→

第一種特定有害物質

ロッ トごとに ５点のうち １試料を

1検体

第二種又は第三種特定有害物質

１ロット分の混合試料を1検体

各ロットの５点から
試料採取

調査・措置ガイド
ラインp.729



掘削後調査
試料採取方法

57

(b)一部対象ロット
・掘削対象30 m格子ごと

調査・措置ガイド
ラインp.730,731

分析

100 m3以下(統合した
区画は130 m3以下)の
ロット

分析

混合試料

→

→

→

→

→

混合試料

→

→

→

→

→

混合試料

→

→

→

→

→

混合試料

→

→

→

→

→

混合試料

→

→

→

→

→

第一種特定有害物質

30 m格子ごとに１ロット分の５点の

うち１試料を1検体

混合試料

第二種又は第三種特定有害物質

30 m格子ごとに同一深度の５ロット分

の混合試料を混合して1検体

各ロットの５点から
試料採取

※はじめから100 m3以下ごと
に調査を行うこともできる
が、900 m3以下の掘削後
調査で不適合だった場合、
基準不適合土壌を絞り込
むことはできない。



搬出土壌の調査の結果の評価
認定の対象となる基準適合土壌の区別

58

 掘削前調査

認定調査時地歴調査で試料採取等の対象とした特定有害物質について、基準に
適合した、連続する２深度（以上）の間の土壌であり、認定調査以前の調査で
基準不適合が確認された土壌を含まない土壌

• 掘削前調査全部対象区画は、区画ごとに評価
• 掘削前調査一部対象区画は、30 m格子ごとに評価

 掘削後調査

認定調査時地歴調査で試料採取等の対象とした特定有害物質について、基準に適合
したロットの土壌

• 全部対象ロットは、ロットごとに評価
• 一部対象ロットは、掘削対象30 m格子内の同じ深さのロットごとに評価
• 一部対象ロットは、掘削対象30 m格子の調査後の基準不適合土壌の絞り込み
は不可

調査・措置ガイドラインp.734～738



搬出土壌の調査の結果の評価
掘削前調査結果の評価

59調査・措置ガイドラインp.734～738

掘削範囲

認定の申請の
可否

認定調査
結果

第一種
特定有害

物質

第二種
特定有害

物質

土壌汚染状況調査結果

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

深
さ

【出典】土壌環境センター資料



搬出土壌の調査の結果の評価
認定調査に活用される詳細調査の結果例

60

地表 G.L.

1 m

2 m

3 m

深 4 m

さ 5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m 10ｍ

第一種特定有害物質 第二種・第三種特定有害物質

詳細調査の

試料採取位置と調査結果
認定調査

詳細調査の

試料採取位置と調査結果
認定調査

活用

活用

【凡　例】

　詳細調査を実施した範囲

　認定を受けようとする範囲

　（掘削範囲）

　未調査範囲

　詳細調査の試料採取位置

　詳細調査で調査済の地点

　　(同上）
　　

　未調査範囲

　認定土壌

　認定不可

　詳細調査の結果、基準適合範囲

　詳細調査の結果、基準不適合範囲

調査・措置ガイドラインp.741,742



汚染土壌の搬出・運搬、処理

 汚染土壌の搬出時の留意事項

 汚染土壌の運搬時の留意事項

 汚染土壌処理業に関する事項



汚染土壌の搬出時の留意事項
汚染土壌の搬出時の届出

62運搬ガイドラインp.16

①汚染土壌の搬出工事①汚染土壌搬出の届出
<法第16条第1項>

（14日前までに届出）

② 上記届出を変更する場合
<法第16条第２項の届出> ② 汚染土壌の搬出工事

(14日前までに届出)

法第16条第１項及び第２項

法第16～21条、規則第59～76条

通知「汚染土壌の運搬に関する基準等について」（H31.3.1）

汚染土壌の搬出時の届出の対象外：法第16条第1項ただし書き

①非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
※当該搬出を行った日から14日以内に届出なければならない：法第16条第３項

②試験研究の用に供する場合



汚染土壌の搬出時の留意事項
搬出届出書等の情報伝達 運搬ガイドラインp.27

 法第16条に基づく搬出届出書又は搬出変更届出書の届出を受けた都道府県知事
は、当該届出の情報について、当該届出書に記載されている積替・保管施設のある
都道府県知事に対して、搬出届出書又は搬出変更届出書の写しを郵送又は電子
メールで送付するなどの方法により速やかに伝達することが望ましい（施行通知記
の第５の１(2)③）

 経由地自治体にあっては、搬出届出書又は搬出変更届出書の写しの伝達を受けた
場合、法第54条第3項の規定に基づき、当該届出書に記載されている積替・保管施
設についても報告徴収及び立入検査を実施することが望ましい。さらに、これらを実
施した場合には、その結果を伝達元の都道府県知事と共有することが望ましい（施
行通知記の第８の１(２)）。

63



汚染土壌の搬出時の留意事項
飛び地間移動 運搬ガイドラインp.11

 飛び地間移動とは、同一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要
措置区域間又は形質変更時要届出区域間において、受入区域における嵩上げ等
の土地の形質の変更に使用することを認めるものである（法第18条第１項第３号）。

 受け入れた汚染土壌については、受け入れた日から60日以内に使用しなければな
らない（規則第43条の２及び規則第53条の２第２項）。

 搬出区域の汚染土壌の汚染状態が受入区域の汚染状態よりも高い場合には、区
域指定台帳の記載事項を変更する必要がある（施行通知記の第５の１(5)②イ）。

7条、9条、12条届出 16条届出 7条、9条、12条届出

64



汚染土壌の搬出時の留意事項
区域間移動 運搬ガイドラインp.13

 区域間移動とは、ある一定の要件（スライドNo.66,67）を満たした場合、受入区域に
おける嵩上げ等の土地の形質の変更に使用する目的で、自然由来等形質変更時
要届出区域間での移動を認めるものである（法第18条第１項第２号）。

 自然由来等形質変更時要届出区域となり得る区域は以下のとおりであり、施行規
則第65条の４に示された要件に合致している必要がある。
① 自然由来特例区域
② 埋立地特例区域（埋立地管理区域から区域替えが行われたものを含む）

 自然由来等形質変更時要届出区域内の汚染土壌を自然由来等土壌という。

12条届出 16条届出 12条届出

65



汚染土壌の搬出時の留意事項
区域間移動

運搬ガイドラインp.14,App2

 区域間移動が可能となる、ある一定の要件とは、次のとおり。

①自然由来等形質変更時要届出区域内の土壌の特定有害物質による汚染の状況
が同様であること（法第18条第１項第２号イ）。

②自然由来等土壌があった土地の地質と同じであること（法第18条第１項第２号ロ）。

＜「汚染の状況＊が同様であること」の考え方＞

＊特定有害物質の種類については、土壌溶出量及び土壌含有量それぞれについて判断する。

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛＋砒素
土壌含有量基準不適合

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛
土壌溶出量基準不適合

鉛
土壌含有量基準不適合

鉛
土壌含有量基準不適合

鉛＋ふっ素
土壌溶出量基準不適合

区域間移動可能 区域間移動不可能 区域間移動可能 区域間移動不可能

搬出元土壌

搬出先土壌
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汚染土壌の搬出時の留意事項
区域間移動

運搬ガイドラインp.15

 受け入れた自然由来等土壌については、受け入れた日から60日以内に使用しなけ
ればならない（規則第53条の２第１項）。ここで使用とは、自然由来等土壌を受入区
域に搬入したことを指すわけではなく、土地の形質の変更の届出に添付した使用場
所の図面（規則第61条第２項第７号イ）のとおりに嵩上げ等に使用する必要がある。

 搬出区域の自然由来等土壌の汚染状態が受入区域の汚染状態よりも高い場合に
は、区域指定台帳の記載事項を変更する必要がある。
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汚染土壌の搬出時の留意事項
運搬に関する基準

68

汚染状態を考慮した適切な運搬容器等の例

特定有害物質 運搬容器等

第一種 フレキシブルコンテナ（内袋有）

第二種
構造等による対応 バラ積み＋浸透防止シート等

容器による対応 フレキシブルコンテナ＋浸透防止シート等

水銀及びその他の化合物 フレキシブルコンテナ（内袋有）

第三種
構造等による対応 バラ積み＋浸透防止シート等

容器による対応 フレキシブルコンテナ＋浸透防止シート等

PCB
第二溶出量基準適合

フレキシブルコンテナ（内袋有）
又は

ドラム缶

第二溶出量基準不適合 ドラム缶

運搬ガイドラインp.59



汚染土壌の運搬時の留意事項
運搬に関する基準

69運搬ガイドラインp.60～62

 自動車等への表示、管理票の備え付け

（１）自動車等への表示（規則第65条第４号）
• 汚染土壌の運搬においては、自動
車等の両側面に汚染土壌を運搬し
ている旨の表示(140 pt（約5 cm）
以上の大きさの文字）が必要
（運搬通知の記の第１の２(4)①）

• 汚染土壌処理施設から再処理汚染
土壌処理施設への運搬（２次運搬）
の場合にも適用

自動車への表示の例

（２）管理票の備付け(規則第65条第４号)

• 当該運搬の自動車等に、当該汚染土壌に係る管理票を備え付けなければならない。

• 再処理施設へ運搬の場合にも適用（運搬通知の記の第１の２(4)②）



汚染土壌の運搬時の留意事項
運搬に関する基準

70

 汚染土壌の混載等

（１）異物等の混合及び除去(規則第65条第５号イ及びロ)

• 運搬の過程で汚染土壌とその他の物(基準不適合土壌、廃棄物等)を混合しては
ならない。

• 運搬の過程で汚染土壌から岩、コンクリートくずその他の物を分離してはならない。

（２）要措置区域等ごとに区分した運搬(規則第65条第5号ハ)

• 異なる要措置区域等から搬出された
汚染土壌を同一の運搬車両で運搬
する場合、下記のように搬出された
要措置区域等ごとに区分して運搬
する必要がある。

①仕切りを設けて区分

②運搬容器(フレキシブルコンテナ、
ドラム缶等)に入れて区分

A要措置
区域土壌

B要措置
区域土壌

要措置区域ごとに区分して運搬する方法の例
（フレキシブルコンテナ）

運搬ガイドラインp.63,64



汚染土壌の運搬時の留意事項
運搬に関する基準

71運搬ガイドラインp.64,65

 汚染土壌の混載等

（３）汚染土壌の混合禁止の例外(規則第65条第５号ハただし書き)

• 混載が許容される条件を満足する場合として、同一の浄化等処理施設(不溶化を
除く)、埋立処理施設、セメント製造施設への運搬であり、当該施設において異な
る要措置区域等の汚染土壌を単独でも受入れが可能な特定有害物質及び汚染
濃度である場合が考えられる。

• 混載が許容される条件を満足する場合、船舶等による効率的な運搬も考えられる。

※上記条件を満足する場合でも、汚染土壌処理施設での処理を困難にしたり、運搬
される汚染土壌の量が増減するおそれがあることから、できる限り混載は行わな
い方が望ましい。

①混載により汚染土壌のｐＨが変化し溶出量が増加する場合

②混載により処理施設での処理条件が変化する場合



汚染土壌の運搬時の留意事項
運搬に関する基準

72運搬ガイドラインp.81,82

 運搬期限、運搬の委託禁止

（１）運搬期限(規則第65条第12号)
• 要措置区域等外への搬出の日から、運搬、積替え及び保管を含めて30日以内に
運搬を終了しなければならない（運搬通知の記の第１の(12)）。

• 再処理汚染土壌処理施設への２次運搬の場合、汚染土壌処理施設外へ搬出した
日から30日以内に運搬を終了しなければならない。

（２）運搬の委託の禁止(規則第65条第15号)
• 管理票に係る規定の義務履行者の責任が不明確になることを防止するため、運
搬受託者は当該運搬について他人に委託してはならない（運搬受託者が自己の名
義と責任をもって、他人に汚染土壌の運搬を行わせることについては認められる）。



汚染土壌の運搬時の留意事項
管理票の交付、保存等

73

 管理票は運搬の用に供する自動車等ごとに交付しなければならない。ただし、同一
の自動車等で運搬する汚染土壌の運搬先が２以上である場合、運搬先ごとに交付
しなければならない（規則第66条第２号）。

 汚染土壌処理業者が処理後の汚染土壌を再処理汚染土壌処理施設へ搬出する場
合、処理受託者である汚染土壌処理業者が管理票交付者となって、新たに管理票
（２次管理票）を交付しなければならない（処理業省令第５条第23号）。

 汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌の運搬・処理ともに自ら行い、
他人に委託することがない場合、管理票を交付する必要はない（法第20条第１項第
１号）。

 管理票交付者及び運搬受託者、処理受託者はそれぞれ５年間、管理票又はその写
しを保存しなければならない（規則第72,75,76条）。

 管理票の写しの保存については、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に基づ
き、書面の保存に代えて、電磁的記録による保存を可能とした★（通知の記の第５の
１(7)③、e-文書規則別表第１）

施行通知p103~105、運搬ガイドラインApp1



汚染土壌処理業に関する事項
汚染土壌処理施設の種類

74
処理業ガイドラインp.6～12
土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧

 要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合、許可を受けた施設での処理が必要。
⇒汚染土壌処理施設

 今回の改正により、自然由来等土壌利用施設（自然由来等土壌構造物利用施設、
自然由来等土壌海面埋立施設）★が追加された。

注１ 平成31年4月30日現在の施設数。
注２ 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。

浄化等処理施設 セメント
製造施設

埋立
処理施設

分別
処理施設

事業所数

浄化 溶融 不溶化

39 4 17 21 37 47 114



汚染土壌処理業に関する事項
自然由来等土壌利用施設

75

 自然由来等土壌利用施設の種類は以下のとおり（処理業省令第１条第５号）。

 土木構造物の盛土は、港湾の堤防や道路の盛土等が想定される。

 「盛土の材料その他の材料」とは、盛土材のほか裏込材等が該当する。

処理業ガイドラインp.9,10

施設の種類 施設

自然由来等土壌
構造物利用施設

（処理業省令第１条第５号イ）

自然由来等土壌（スライドNo.65）を土木構造物の盛土の材料その他
の材料として利用する施設として都道府県知事が認めたもの。ただ
し、以下のいずれも満たすものに限る。

・当該自然由来等土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む
液体の飛散、流出及び地下への浸透による新たな地下水汚染
を防止するために必要な措置が講じられた施設

・他の法令により維持管理を適切に行うことが定められているもの

自然由来等土壌
海面埋立施設

（処理業省令第１条第５号ロ）

自然由来等土壌の公有水面埋立法による公有水面の埋立て（海面
の埋立てに限る。）を行うための施設



汚染土壌処理業に関する事項
現在の汚染土壌処理施設における処理可能な特定有害物質

76

＊揮散した汚染物質を処理できる施設、排水に移行しやすい物質を処理できる施設、第二溶出量基準以下
であること等、留意が必要。

汚染土壌処理業の許可審査等に関する技術的留意事項p.21～54、処理業ガイドラインp.10,11

○：処理可能 ×：処理困難

施設の種類 処理方法
処理可能な特定有害物質

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

浄化等
処理施設

浄化

抽出

洗浄処理 ○＊ ○＊ ○（PCBを除く）

化学脱着 ○ × ×

熱脱着 ○＊ ○＊（水銀のみ） ×

磁力選別 × ○＊（ほう素を除く） ×

分解

熱分解 ○ ○＊ ○＊

化学処理 ○（ベンゼンを除く） × ×

生物処理 ○（ベンゼンのみ） × ×

溶融 ○ ○＊ ○＊

不溶化 × ○＊ ×



汚染土壌処理業に関する事項
現在の汚染土壌処理施設における処理可能な特定有害物質

77

＊揮散した汚染物質を処理できる施設、排水に移行しやすい物質を処理できる施設、第二溶出量基準以下
であること等、留意が必要。

汚染土壌処理業の許可審査等に関する技術的留意事項p.55～74、処理業ガイドラインp.10,11

○：処理可能 ×：処理困難

施設の種類 処理方法
処理可能な特定有害物質

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

セメント製造施設 ○＊ ○（シアン、水銀を除く） ×

埋立処理施設

内陸埋立処理施設 ○＊ ○＊ ○＊

水面埋立処理施設 ○＊ ○＊ ○＊

盛土構造物等 ○＊ ○＊ ○＊

分別等処理施設

異物除去施設 ○＊ ○＊ ○＊

含水率調整施設 ○＊ ○＊ ○＊



汚染土壌処理業に関する事項
現在の汚染土壌処理施設における処理可能な特定有害物質
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○：処理可能 ×：処理困難

施設の種類 処理方法
処理可能な特定有害物質

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

自然由来等土壌

利用施設★

自然由来等土壌

構造物利用施設★ ×
○＊＊

（シアン、水銀を除く）
×

自然由来等土壌

海面埋立施設★
○

＊＊自然由来等土壌の種類及びその汚染状態に応じた地下水汚染防止措置を講ずること等、留意が必要。

処理業ガイドラインp.9～15,44,75



臨海部特例区域に関する事項

 臨海部特例区域の基本的な考え方

 臨海部特例区域の土地の要件

 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針

「臨海部特例区域」は新設された
制度のため、以降★は未表示。



臨海部特例区域の基本的な考え方
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形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の事前届出の例外となる区域の
新設（法第12条第１項） ⇒ 臨海部特例区域

都道府県知事の確認を受けた土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針（以
下「施行管理方針」という。）に基づいて行う、特定有害物質による汚染が自然由来
又は埋立土砂由来であり、かつ、人の健康被害が生ずるおそれがない土地の形質
の変更は、事前の届出を要さない。

都市計画法で規定される工業専用地域では、工場が立地していることから土壌汚染
の可能性はあるものの、臨海部にあっては一般の居住者による地下水の飲用及び
土壌の直接摂取による健康リスクが低いと考えられ、産業活性化及び土地の有効利
用のためにも、人の健康へのリスクに応じた規制とする観点から、土地の形質の変
更を事後届出（１年ごと）とする特例制度を設けた。

調査措置ガイドラインp.743



臨海部特例区域の基本的な考え方
土地の形質の変更に関する事項の事後届出

81調査措置ガイドラインp.764～770

臨海部特例区域において土地の形質の変更を行った者は、1年ごとに、その期間中
に行った土地の形質の変更の種類、場所、その他の事項を都道府県知事に届け出な
ければならない（法第12条第４項、規則第52条の２、第52条の３及び第52条の４） 。

• 届出事項は基本的に、通常の形質変更時要届出区域における土地の形質の変
更の事前届出（法第12条第１項）のものと同じ。

• ただし、人為等に由来する汚染が確認された場合又は土地の形質の変更の施行
中に汚染の拡散が確認された場合、土地の所有者等は速やかにその詳細につ
いて都道府県知事に届け出なければならない（規則第52条の５）。

なお、汚染土壌を区域外へ搬出する場合の届出（法第16条第１項）は事後届出では
なく、汚染土壌の搬出に着手する14日前までに都道府県知事に提出する必要がある 。



7.1 臨海部特例区域の基本的な考え方
臨海部特例区域に関する制度の流れ

87

臨海部特例区域の土地の要件（スライドNo.88～
91）を満たすことの確認

施行管理方針（スライドNo.92,93 ）の確認申請 施行管理方針（同左）の確認申請法第14条に基づく指定の申請

都
道
府
県
知
事

土
地
の
所
有
者
等

施行管理方針（スライドNo.92,93 ）の確認 施行管理方針（同左）の確認形質変更時要届出区域として指定

臨海部特例区域として管理

1年ごとに事後届出
• 土地の形質の変更に関する事
項

事前届出
• 施行管理方針の変更（施行方
法の変更を伴うもの）

• 施行管理方針の廃止

土
地
の
所
有
者
等

台帳の記載内容を修正

都
道
府
県
知
事 ＊汚染が専ら水面埋立て土砂に由来するもの

事後速やかに届出
• 汚染状態が人為等に由来する
ことが確認された場合等

• 施行管理方針の変更（施行方
法の変更を伴わないもの）

取消し
・確認を受けた方針（スライド
No.92,93）に反する行為かつ左記
事前届出が行われていない場合

・確認の前提となる要件（スライド
No.88～91）を欠く場合

臨海部特例区域の土地の要件（同左）を満たすことの確認
及び土壌汚染状況調査に準ずる調査の実施

臨海部特例区域として台帳に記載

区域指定されている土地
（自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域、一般管理区域＊）

区域指定されていない土地

調査・措置ガイドラインp.744



臨海部特例区域の基本的な考え方
施行管理方針の確認申請
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 施行管理方針の確認申請は、原則として、既に形質変更時要届出区域（自然由来特例区域又は埋
立地特例区域）に指定されている土地について行うことを想定している。

 区域指定を受けていない土地においても、法第14条に基づく指定
の申請とともに、施行管理方針の確認申請を行うことができる。

調査措置ガイドライン
p.752～757

自然由来
汚染調査

試料採取等対象物質の決定及び汚染のおそれの由来に応じた区分

情報の入手・把握
調査対象地の土壌汚染の
おそれの把握（地歴調査）

汚染のおそれが自然に由来する土地 汚染のおそれが人為等に由来する土地
（汚染のおそれが自然に由来する土地が、人為等に由来する土地を含む場合）

試料採取等を行う
区画の選定

試料採取等

試料採取等の
結果の評価

人為等由来汚染調査
土壌汚染のおそれの分類

試料採取等を行う
区画の選定

試料採取等

試料採取等の
結果の評価

おそれが少ない

試料採取等
を行う場合

試料採取等を
行わない場合

当該特定有害物質を規則第
３条第２項第３号の規定に基
づき、試料採取等の対象とし
ない。

試料採取等を行う
区画の選定

試料採取等

試料採取等の
結果の評価

おそれが比較的多いおそれがない

第二溶出量基準に適合＊

臨海部特例区域の「汚染が専ら自然由来」の要件を満たす

汚染のおそれが水面埋立て土砂に
由来する土地
（汚染のおそれが自然に由来する土
地が、水面埋立て土砂に由来する土
地を含む場合）

調査省略が可能。

土壌溶出量及び土壌含有量
基準に適合＊

土壌溶出量及び土壌含有量
基準に適合＊

水面埋立て
土砂由来
汚染調査

試料採取等を行う
区画の選定

試料採取等

試料採取等の
結果の評価

土壌溶出量及び土壌含有量
基準に適合＊

＊不適合の場合は、臨海部特例区域の「汚染が専ら自然由来」の要件を満たさないため、臨海部特例区域にはなれない。

 専ら自然由来と考えられる
土地における法第14条に
基づく指定の申請に係る
調査の流れ

法第14条に基づく指定の申請
に係る土壌汚染状況調査



臨海部特例区域の土地の要件
汚染のおそれの由来に係る要件

自然由来又は水面埋立て土砂由来であること（規則第49条の４）
分類 要 件

自然由来 次の要件のいずれにも該当すること。
形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質が第二種特定有害物質（シアン化合物を除く。）であること
汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること
土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること
土地の汚染状態が以下のいずれかの土地であること

• 水面埋立て土砂由来及び人為等由来の汚染のおそれがない土地
• 水面埋立て土砂由来の汚染のおそれのない土地であって、人為等由来の汚染のおそれがない又は少ない

土地に分類した土地
• 土壌汚染状況調査又はそれに準じた調査の結果、当該汚染状態が水面埋立て土砂由来及び人為等由来

でないと認められる土地

水面埋立て
土砂由来

次の要件のいずれにも該当すること。
水面埋立て土砂が次のいずれかに該当すること（スライドＮｏ．85）

• 大正11年４月10日以降に公有水面埋立法による埋立等により造成が開始された土地（廃棄物が埋め立て
られている場所を除く）であって、造成当時の埋立てに用いられた土砂であること

• 大正11年４月９日以前に埋立等による造成が開始された土地（廃棄物が埋め立てられている場所を除く）で
あって、造成当時の埋立てに用いられた土砂であること

• 上記の２つの土地と隣接する土地（廃棄物が埋め立てられている場所を除く）であって、上記の事業と同一
の事業により造成が開始された土地における同一の土砂であること。

土地の汚染状態が以下のいずれかの土地であること
• 人為等由来の汚染のおそれがない土地
• 人為等由来の汚染のおそれがない又は少ない土地に分類した土地
• 土壌汚染状況調査又はそれに準じた調査の結果、当該汚染状態が人為等由来でないと認められる土地

調査措置ガイド
ラインp.745
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臨海部特例区域の土地の要件
汚染のおそれの由来に係る要件

85

水面埋立て土砂とは、以下のとおりである。

① 公有水面埋立法施行以降に、同法に基づき埋め立てられた土地の土砂

② 公有水面埋立法施行以前に埋め立てられた土地であって、水面の埋立て又は
干拓により造成された土地であることが明らかである土地の土砂

③ ①又は②の土地と隣接する土地であって、同一の事業により造成が開始された
土地における①又は②の造成時の水面埋立てに用いられた土砂と同一の土砂

調査措置ガイドラインp.748

：水面埋立てに用いられた土砂（①、②）

：①又は②と隣接する土地であって、同一の事業により造成
が開始された土地における造成時の水面埋立てに用いら
れた土砂と同一の土砂（③）



臨海部特例区域の土地の要件
人の健康被害が生じるおそれがない土地の要件

86調査措置ガイドラインp.751,752

工業専用地域（港湾法第39条の規定により指定された分区であって、同法第40条の
規定により建築基準法別表第２（わ）に掲げる建築物（住宅、共同住宅、老人ホーム
等）を建設できることが定められている区域を除く。）又は港湾法第39条第３項の工
業港区（工業専用地域は除く。）であって、同法第40条の規定により建築基準法第48
条第13項に定める同法別表第２（わ）掲げる建築物（住宅、共同住宅、老人ホーム
等）を建設してはならないことが定められている区域（以下「工業専用地域等」とい
う。）であること（規則第49条の５第１号）。

施行管理方針の確認に係る土地から海域までの間の地下水の下流側に工業専用
地域等以外の地域がないこと（規則第49条の５第２号）。

地下水流向

海域

：工業専用地域等

：工業専用地域等以外の用途地域

：臨海部特例区域に指定可能な範囲

：臨海部特例区域に指定できない範囲

地下水流向下流方向に工業専用地域等以外の用途地域が
存在しているため、指定できない。



臨海部特例区域の土地の要件
人の健康被害が生じるおそれがない土地の要件

調査措置ガイドラインp.751,752

 人の健康被害が生じるおそれがない土地の要件を確認するための地下水流向の
観測方法の例

臨海部特例区域を申請する土地の内陸から海までの縦断面上

内陸側の境界付近とその内側に観測井を設置

→地下水位を計測し、流向を把握

→観測個所数は、区域を受けたい敷地の広さに応じて検討

A
A’

A A’

観測井

海陸

区域境界

臨海部特例区域の申請をしようとする
土地の範囲

※潮汐の影響がないことを確認すること

（平面図）

地下水流向が海側に向かっている場合

A

観測井

地下水流向が内陸側に向かっている場合

観測井

健康被害が生ずるおそれがないといえない
健康被害が生ずるおそれがないといえる
（海域までの間に工業専用地域等以外の
地域がない場合）

（断面図）
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土地の形質の変更の施行管理方針
施行に関する方針の基準

対象地が、汚染原因及び人為由来の汚染のおそれに応じて区分けされていること。
土地の形質の変更の施行方法は、事前届出の際に求められる方法と同様とし、上記
区分けに応じて定められた方法（下表）で実施すること（規則第49条の３第１項）。

自然由来又は水面埋立てに用いられた土砂由来の汚染 人為等由来の汚染のおそれ 形質の変更の施行方法

汚染状態が自然に由来する土地
ない 自然由来特例区域の施行方法

少ない 一般管理区域の施行方法

埋立地
であり、
水面埋
立てに
用いら
れた土
砂由来
の汚染
のある
土地

公有水面埋立法による土地
昭和52年3月15日以降に埋め立てが開始された土
地、又は大正11年４月10日から昭和52年3月14日ま
でに埋め立てが開始された土地（第一種特定有害
物質、第三種特定有害物質及びシアンが土壌溶出
量基準及び土壌含有量基準に適合している土地）で、
かつ、土壌の汚染状態が第二溶出量基準に適合す
る土地（廃棄物が埋め立てられている場所を除く）

ない 埋立地特例区域の施行方法

少ない 埋立地管理区域の施行方法

公有水面埋立法による土地
大正11年４月10日以降に埋め立てが開始された土
地（上記の土地を除く）

ない若しくは少ない 埋立地管理区域の施行方法

公有水面埋立法に基づかない土地
大正11年4月9日以前に埋め立てが開始された土地

ない若しくは少ない 一般管理区域の施行方法

調査措置ガイドラインp.759,760 88



土地の形質の変更の施行管理方針
管理に関する方針の基準

89

土地の形質の変更を行おうとする者は次の①～⑦の事項を記録し、土地の所有者等
は当該記録を作成の日から５年間保存すること（規則第49条の３第２項） 。

①土地の形質の変更の種類、②土地の形質の変更の場所、③土地の形質の変更
の施行方法、④土地の形質の変更の着手日及び完了日（土地の形質の変更を施
行中である場合にあっては完了予定日）、⑤土地の形質の変更の範囲及び深さ、⑥
特定有害物質の飛散等や地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合に
実施した措置、⑦施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚
染状態

記録の対象となる行為は、全ての土地の形質の変更（土壌の区域内における移動、
区域外からの搬入及び区域外への搬出を含む。）とするが、事後届出の対象外となる
通常の管理行為、軽易な行為については記録の対象としないことは可能である。

ただし、これらの行為を記録の対象としなかった場合は、臨海部特例区域の適用をや
める際の汚染の状況の確認に活用できなくなることに留意されたい。

土地の所有者等と土地の形質の変更を行う者が異なる場合、土地の形質の変更を
行う者に記録させることが定められている必要があり、記録は土地の所有者等が保
存する必要がある。

調査措置ガイドラインp.764



土地の形質の変更の施行管理方針
方針の変更、廃止、取消し等

90調査措置ガイドラインp.770～773

施行管理方針の変更（土地の範囲の変更、土地の汚染状態の変化を反映した施行
方針の変更等）を行う場合は、あらかじめ変更内容を届け出て都道府県知事の確認
を受ける必要がある（規則第52条の６第１項） 。

土地の所有者等の変更等、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
は、変更後に遅滞なく都道府県知事に届け出る必要がある（規則第52条の６第２項）。

土地の所有者等が、臨海部特例区域の全部又は一部について、臨海部特例区域以
外の形質変更時要届出区域への変更を希望する場合、事前に都道府県知事に対し
て方針の廃止の届出を行う必要がある（規則第52条の７）。

都道府県知事は、確認を受けた施行管理方針（スライドNo.88,89）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
提となる臨海部特例区域の土地の要件（スライドNo.84～87）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（規則第52条の８）。

＊施行管理方針の変更（施行方法の変更を伴うもの）等の届出



参考：Appendix一覧

 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

 汚染土壌の運搬に関するガイドライン

 汚染土壌の処理業に関するガイドライン

第二次改正に伴い、新設又は改正等された
Appendixは、青字にて表記しています。



参考：Appendix一覧
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

Appendix-1. 特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方

Appendix-2. 地下水の飲用利用等の判断基準

Appendix-3. 自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説

Appendix-4. 地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認に係る手続

Appendix-5. 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法

Appendix-6. 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法

Appendix-7. 地下水試料採取方法

Appendix-8. 第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法

Appendix-9. 土壌溶出量調査に係る測定方法

Appendix-10. 土壌含有量調査に係る測定方法

Appendix-11. ボーリング調査方法

Appendix-12. 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある要措置区域等内の帯水層に接する
場合における土地の形質の変更の施行方法の基準

Appendix-13. 埋立地管理区域内において認められる土地の形質の変更の施行方法の基準

Appendix-14. 措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度について
92



参考：Appendix一覧
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

Appendix-15. 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物
質による汚染状態の調査方法

Appendix-16. その他（規則様式）

Appendix-17. 測定方法に係る補足事項

Appendix-18. 地歴調査チェックリスト

Appendix-19. 資料調査において入手・把握する資料（参考例）

Appendix-20. 土壌汚染対策法の適用外となる岩盤

Appendix-21. 実施措置において措置の効果を確認するための観測井の設置深さ

Appendix-22. 汚染除去等計画を作成するに当たって、汚染の除去等の処理方法の適用性を確認
する方法

Appendix-23. 盛土措置における盛土材料に砕石を用いる場合の留意点

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

Appendix-25. 土壌汚染状況調査結果概要、特定有害物質のリスト、地歴調査結果、試料採取の
方法、試料採取等の結果、深さが限定された土壌汚染状況調査結果の記入シート

93



参考：Appendix一覧
汚染土壌の運搬に関するガイドライン

Appendix-1. 管理票のしくみ

Appendix-2. 区域間移動が可能な要件の確認方法
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参考：Appendix一覧
汚染土壌の処理業に関するガイドライン

Appendix-１ 土壌溶出量調査に係る測定方法

Appendix-２ 土壌含有量調査に係る測定方法

Appendix-３ 汚水が地下に浸透することを防止するための措置

Appendix-４ 大気有害物質の量の測定方法

Appendix-５ 自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる
特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するた
めの措置を定める件

Appendix-６ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質によ
る汚染状態の調査方法を定める件

Appendix-７ 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物
質による汚染状態の調査方法

Appendix-８ 管理票のしくみ

Appendix-９ 搬出区域（自然由来特定区域）における汚染土壌の汚染状態の確認方法

Appendix-10 土質改良適用可能性試験

Appendix-11 自然由来等土壌構造物利用施設における留意点

Appendix-12 自然由来等土壌構造物利用施設における新たな地下水汚染を引き起こさないため
の措置の決定に係る個別サイト評価の計算ツールの操作方法

Appendix-13 自然由来等土壌構造物利用施設における自然由来等土壌による盛土部分下部の
分配係数の取得方法
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