
千葉市土壌汚染対策指導要綱 

 千葉市土壌汚染対策指導要綱（平成１７年４月１日施行）の一部を改正する。 

 （目的） 

第１条 この要綱は、特定有害物質等による土壌の汚染について必要な措置を講

ずることにより、市民の健康の保護を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）特定有害物質等 特定有害物質及びダイオキシン類（ダイオキシン類対策

特別措置法（平成１１年法律第１０５号）第２条第１項に規定するダイオキ

シン類をいう。以下同じ。）をいう。 

（２）特定有害物質  カドミウムその他の別表の物質の種類の欄に掲げる物質

（ダイオキシン類を除く。）をいう。 

（３）開発行為等 次に掲げる行為であって、その行為に係る土地の区域（以下

「開発区域」という。）の規模が３，０００平方メートル以上であるものを

いう。 

  ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開 

発行為 

イ 土地の掘削その他土地の区画形質の変更（土地の切り盛り、掘削その他

土地の造成、建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の区画

形質の変更） 

（４）事業者 工場等において事業を行う者又は行っていた者をいう。 

（５）工場等 特定有害物質を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する工場

又は事業場及びダイオキシン類対策特別措置法第２条第２項に規定する特定

施設を設置する工場又は事業場をいう。 

（６）土地所有者 工場等の敷地である土地又は敷地であった土地（以下「工場

等の敷地等」という。）を所有する者であって事業者以外のものをいう。 

 （土地の履歴調査） 

第３条 本市において開発行為等をしようとする者は、開発行為等に着手する前

に、別に定める千葉市土壌汚染調査・対策指針（以下「指針」という。）で定

める基準に従い、開発区域の過去の利用状況の調査（以下「履歴調査」とい

う。）を行うものとする。 

２ 前項の規定により、履歴調査を行った者は、当該開発行為等に着手する前に、

その結果を土壌履歴調査結果報告書（様式第１号）により市長に報告するもの

とする。 

３ 第１項に定める場合のほか、事業者及び土地所有者は、工場等を廃止したと

き又は工場等において特定有害物質等を製造し、使用し、保管し、若しくは処

理していた施設の全部若しくは主要な部分を除却しようとするときは、指針で

定める基準に従い、当該工場等の敷地等の履歴調査を行うものとする。この場

合において、事業者が履歴調査を行ったときは、更に履歴調査を行うことを要

しない。 



 （土壌の調査） 

第４条 履歴調査を行った者は、その結果、土壌の汚染があり、又は汚染のおそ

れがあると認められるときは、指針で定める基準に従い、当該開発区域又は工

場等の敷地等の土壌について概況の調査（以下「概況調査」という。）を行う

ものとする。 

２ 概況調査を行った者は、その結果、土壌の汚染があり、又は汚染のおそれが

あると認められるときは、指針で定める基準に従い、当該開発区域又は工場等

の敷地等の土壌について詳細な調査（以下「詳細調査」という。）を行うもの

とする。 

３ 概況調査又は詳細調査を行った者は、その結果を土壌調査結果報告書（様式

第２号）により、速やかに市長に報告するものとする。 

 （汚染の除去等の措置等） 

第５条 概況調査又は詳細調査を行った者は、その結果、土壌が次の各号のいず

れかに該当する場合は、指針で定める基準に従い、速やかに汚染された土壌に

ついて当該汚染の除去その他必要な措置（以下「汚染の除去等の措置」とい

う。）を講ずるものとする。 

（１）土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量を指針で定める方法に

より測定した結果が、別表の物質の種類の欄に掲げる特定有害物質の種類の

区分に応じ、それぞれ同表の土壌溶出量基準の欄に掲げる要件に該当しない

とき。 

（２）土壌に含まれる特定有害物質等の量を指針で定める方法により測定した結

果が、別表の物質の種類の欄に掲げる特定有害物質等の種類の区分に応じ、

それぞれ同表の土壌含有量基準の欄に掲げる要件に該当しないとき。 

２ 汚染の除去等の措置を講じた者は、その結果を土壌汚染の除去等の実施報告

書（様式第３号）により、速やかに市長に報告するものとする。 

３ 市長は、前項の報告書の提出があった場合において、当該汚染の除去等の措

置が周辺の環境に及ぼす効果を確認する必要があると認めたときは、当該汚染

の除去等の措置を講じた者に対し、当該汚染の除去等の措置を行った土壌に係

る水質、大気等の調査を行うよう指示することができる。 

 （調査等の指示等） 

第６条 前３条に定める場合のほか、市長は、工場等の敷地等の周辺において地

下水の汚染その他の特定有害物質等による環境の汚染が生じ、又は生ずるおそ

れがあると認めたとき（汚染の除去等の措置を講ずることを指示する場合にあ

っては、工場等の敷地等の周辺において地下水の汚染その他の特定有害物質等

による著しい環境の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるに足りる相

当の理由があるとき）は、当該工場等の敷地等に係る事業者、土地所有者又は

当該工場等の敷地等について開発行為等を行っている者（事業者及び土地所有

者以外の者が開発行為等を行っている場合に限る。）（以下第３項において

「事業者等」という。）に対し、当該工場等の敷地等の履歴調査、概況調査若

しくは詳細調査（以下「土壌調査」という。）を行い、又は汚染の除去等の措

置を講ずるよう指示をすることができる。 



２ 第３条第２項、第４条及び前条の規定は、前項の指示に基づく土壌調査及び

汚染の除去等の措置について準用する。この場合において、第３条第２項中

「当該開発行為等に着手する前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるもの

とする。 

３ 第１項の指示に基づく概況調査又は詳細調査の結果、土壌が前条第１項各号

のいずれかに該当する場合であって当該工場等の敷地等（以下この項において

「敷地等」という。）に存する施設、建物等により早期に措置を講ずることが

困難であると市長が認めたときは、敷地等について開発行為等が行われるまで

の間は、前項において準用する前条第１項の規定にかかわらず、敷地等に係る

汚染の除去等の措置を講ずることを要しないものとする。この場合において、

事業者等は、敷地等の土壌の汚染に起因する敷地等の周辺の環境への影響を防

止するための応急の措置を講ずるものとする。 

４ 前項の応急の措置の技術的基準については、指針で定める。 

 （記録の保管等） 

第７条 この要綱の規定により土壌調査を行った者又は汚染の除去等の措置（前

条第３項後段の応急の措置を含む。）を行った者（以下「調査等実施者」とい

う。）は、指針で定めるところにより、当該調査又は汚染の除去等の措置に関

する記録を作成し、及びその記録を保管するものとする。 

２ 調査等実施者が事業者及び土地所有者以外の者であるときは、当該調査等実

施者は、前項の記録をその事業者及び土地所有者に引き渡すものとする。 

３ 事業者及び土地所有者は、第１項の規定により記録し、又は前項の規定によ

り引き渡された記録を保管するものとする。 

４ 事業者又は土地所有者から前３項の記録に係る土地を取得した者は、当該土

地に係る記録を引き継ぎ、引き続きこれを保管するものとする。 

 （報告及び検査） 

第８条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業者若しくは土地所

有者又は開発行為等をし、若しくはした者（以下この条において「事業者等」

という。）に対し、工場等の敷地等又は開発区域の状況その他土壌汚染対策に

ついて、土壌汚染に関する調査計画等報告書（様式第４号）により報告を求め、

又は事業者等の同意を得て、当該職員に、工場等の敷地等又は開発区域に立ち

入り、施設、帳簿、関係書類、土壌その他の物件を調査させることができる。 

 （情報の提供） 

第９条 土壌調査を行い、又は汚染の除去等の措置を講じた者は、必要に応じ、

市民に当該調査又は措置に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

 （適用除外及び他の法令との関係） 

第１０条 この要綱（第２号に掲げる土地の場合にあっては、同号に掲げる調査

の対象となった土壌汚染対策法第２条第１項に規定する特定有害物質（以下

「調査実施物質」という。）に関する部分に限る。）は、次に掲げる土地につ

いては、適用しない。 

（１）千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する

条例（平成９年千葉市条例第３６号）第９条の規定による許可を受けて行う



同条に規定する特定事業（同条ただし書の規定により許可を要しない場合を

含む。）に係る同条に規定する特定事業区域内の土地 

（２）土壌汚染対策法第３条第１項、第４条第２項及び第５条第１項の規定によ

り調査を行った土地 

２ 前項第２号に掲げる土地の土壌に関し、調査実施物質以外の特定有害物質等

に係る汚染の除去等の措置を講ずる必要がある場合における当該汚染の除去

等の措置は、第５条第１項（第６条第２項において準用する場合を含む。）

の規定にかかわらず、土壌汚染対策法第７条第６項に規定する環境省令で定

める技術的基準に従い行うものとする。 

 （補則） 

第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の千葉市土壌汚染対策指導要綱（以下「新要綱」とい

う。）第３条から第６条までの規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に行われる開発行為等又は施行日以後に廃止される工場等若し

くは新要綱第３条第３項に規定する施設（以下「工場等」という。）に係る履

歴調査、概況調査及び詳細調査並びに汚染された土壌についての汚染の除去等

の措置並びに汚染の除去等の措置を行った土壌に係る水質、大気等の調査（以

下「土壌調査等」という。）並びに施行日後に新要綱第６条第１項の規定によ

りなされる市長の指示に基づく土壌調査等について適用し、施行日前に廃止さ

れた工場等に係る土壌調査等及び施行日前にこの要綱による改正前の千葉市土

壌汚染対策指導要綱第５条第２項、第６条第３項、第７条第２項及び第８条の

規定よりなされた市長の指示に基づく土壌調査等については、なお従前の例に

よる。 

３ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

  

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表 

物質の種類 土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

カドミウム及び

その化合物 

検液１リットルにつきカドミウ

ム０．０１ミリグラム以下であ

ること。 

土壌１キログラムにつきカド

ミウム１５０ミリグラム以下

であること。 



六価クロム化合

物 

検液１リットルにつき六価クロ

ム０．０５ミリグラム以下であ

ること。 

土壌１キログラムにつき六価

クロム２５０ミリグラム以下

であること。 

クロロエチレン

（別名塩化ビニ

ル又は塩化ビニ

ルモノマー 

検液１リットルにつき０．００

２ミリグラム以下であること。 

 

シマジン 検液１リットルにつき０．００

３ミリグラム以下であること。 

 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されない

こと。 

土壌１キログラムにつき遊離

シアン５０ミリグラム以下で

あること。 

チオベンカルブ 検液１リットルにつき０．０２

ミリグラム以下であること。 

 

四塩化炭素 検液１リットルにつき０．００

２ミリグラム以下であること。 

 

１・２－ジクロ

ロエタン 

検液１リットルにつき０．００

４ミリグラム以下であること。 

 

１・１－ジクロ

ロエチレン 

検液１リットルにつき０．１ミ

リグラム以下であること。 

 

シス－１・２－

ジクロロエチレ

ン 

検液１リットルにつき０．０４

ミリグラム以下であること。 

 

１・３－ジクロ

ロプロペン 

検液１リットルにつき０．００

２ミリグラム以下であること。 

 

ジクロロメタン 検液１リットルにつき０．０２

ミリグラム以下であること。 

 

水銀及びその化

合物 

検液１リットルにつき水銀０．

０００５ミリグラム以下であ

り、かつ、検液中にアルキル水

銀が検出されないこと。 

土壌１キログラムにつき水銀

１５ミリグラム以下であるこ

と。 

セレン及びその

化合物 

検液１リットルにつきセレン

０．０１ミリグラム以下である

こと。 

土壌１キログラムにつきセレ

ン１５０ミリグラム以下であ

ること。 

テトラクロロエ

チレン 

検液１リットルにつき０．０１

ミリグラム以下であること。 

 

チウラム 検液１リットルにつき０．００

６ミリグラム以下であること。 

 



１・１・１－ト

リクロロエタン 

検液１リットルにつき１ミリグ

ラム以下であること。 

 

１・１・２－ト

リクロロエタン 

検液１リットルにつき０．００

６ミリグラム以下であること。 

 

トリクロロエチ

レン 

検液１リットルにつき０．０３

ミリグラム以下であること。 

 

鉛及びその化合

物 

検液１リットルにつき鉛０．０

１ミリグラム以下であること。 

土壌１キログラムにつき鉛１

５０ミリグラム以下であるこ

と。 

砒素及びその化

合物 

検液１リットルにつき砒素０．

０１ミリグラム以下であるこ

と。 

土壌１キログラムにつき砒素

１５０ミリグラム以下である

こと。 

ふっ素及びその

化合物 

検液１リットルにつきふっ素

０．８ミリグラム以下であるこ

と。 

土壌１キログラムにつきふっ

素４，０００ミリグラム以下

であること。 

ベンゼン 検液１リットルにつき０．０１

ミリグラム以下であること。 

 

ほう素及びその

化合物 

検液１リットルにつきほう素１

ミリグラム以下であること。 

土壌１キログラムにつきほう

素４，０００ミリグラム以下

であること。 

ポリ塩化ビフェ

ニル 

検液中に検出されないこと。  

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。  

ダイオキシン類  土壌１グラムにつき１，００

０ピコグラム－ＴＥＱ以下で

あること。 

 


