
千葉市土壌汚染調査・対策指針 

平成１７年４月１日 

（平成２８年６月８日一部改正） 

（平成２９年３月３１日一部改正） 

千葉市環境局環境保全部 

第１ 目的 

この指針は、千葉市土壌汚染対策指導要綱（以下「要綱」という。）の規定に基づき、開発区

域又は工場等の敷地等の土壌汚染に係る調査及び対策の方法等を定めることを目的とする。 

 

第２ 土壌に係る調査 

１ 土地利用の履歴等調査 

要綱第３条の規定により行う調査は、次に掲げる事項について、それぞれに定める方法に

より、原則として土壌汚染対策法（以下「法」という。）第４条第２項の指定調査機関（以下

「指定調査機関」という。）に、土壌の汚染のおそれを推定するために必要な情報収集を実施

させるものとする。 

（１）土地利用の履歴及び特定有害物質等の使用等の状況調査 

開発区域又は工場等の敷地等の土地利用の履歴について過去の地図、航空写真、登記簿

その他の情報を調査することにより、特定有害物質等の取扱状況等を把握する。 

（２）特定有害物質等の使用、排出等の状況調査 

（１）により把握した土地利用の履歴から、特定有害物質等の取扱い等の事実が判明し

たときは、当該取扱工場等の台帳類及び資料の閲覧並びに聞取調査等により、特定有害物

質等の種類又は廃棄物等の区分ごとに次に掲げる事項について把握する。 

・使用等の目的  製造、加工、洗浄、検査、処理、保管等の別 

・使用等の方法  製造方法、使用設備・機器等 

・使用等の場所  建物、設備等の配置状況等 

・使用等の状況  特定有害物質等の使用量、使用期間及び使用工程等 

・排出の状況   排出量、排出期間及び排出経路並びに処分の方法等 

・事故の状況   特定有害物質等に係る事故の有無、事故発生日時及び事故の内容並びに

漏えいの量等 

 

２ 土壌状況調査 

要綱第４条の規定に基づき行う調査（以下「土壌調査」という。）は、次に掲げる事項ごと

に、それぞれに定める調査方法により、指定調査機関に実施させるものとする。 

（１）土壌調査対象物質 

「１（１）」により把握した物質であって、調査時に取り扱っている又は過去に取り扱っ

ていた特定有害物質等とする。なお、次の表の左欄に掲げる特定有害物質にあっては、土

壌中で分解生成されるおそれのある同表右欄に掲げる物質についても調査対象とする。 

テトラクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリク

ロロエチレン及びクロロエチレン 

1,1,1-トリクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン及びクロロエチレン 

1,1,2-トリクロロエタン 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

ロロエチレン及びクロロエチレン 

トリクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びクロ

ロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレ

ン 

クロロエチレン 



1,1-ジクロロエチレン クロロエチレン 

ただし、ダイオキシン類については、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項に規定する物質について調査を行うこととする。 

（２）土壌調査の範囲 

開発区域又は工場等の敷地等（敷地内）の土地の土壌の状況について把握する。なお、

調査土壌が帯水層に存在する場合も調査に含む。 

ア 概況調査 

開発区域又は工場等の敷地等（敷地内）の土地の土壌の汚染を確認するための調査（以

下「概況調査」という。）は、次に掲げるところにより実施する。 

（ア）土壌調査方法の区分 

開発区域又は工場等敷地等の利用状況、現在取り扱っている又は過去に取り扱ってい

た特定有害物質等の製造、使用、保管又は処理の状況や当該土地における特定有害物質

等による土壌の汚染のおそれを推定するための有効な情報を的確に把握整理し、その上

で土壌調査対象区域を調査対象物質の種類ごとに、次に掲げる区分に分類し調査を行う。 

ａ 当該土地が、現在又は過去に特定有害物質等の取扱いにおいて特定有害物質等の製

造、使用、保管又は処理に係る事業の用に供されている旨の情報その他の情報から土

壌の汚染が存在するおそれがあると認められる土地（以下「100 平方メートル区分地」

という。） 

ｂ 当該土地が、現在又は過去に特定有害物質等の取扱いにおいて特定有害物質等の製

造、使用、保管又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報から

土壌の汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地（以下「900 平方メートル区分

地」という。） 

ｃ 当該土地が、現在又は過去に特定有害物質等の取扱いにおいて事業の用に供されて

いない旨の情報その他の情報から土壌の汚染が存在するおそれがないと認められる土

地（以下「その他区分地」という。） 

（イ）調査方法 

次に掲げる特定有害物質等の区分に応じ，それぞれ次に定めるところにより調査する。 

特定有

害物質

等の区

分 

第 1 種特定有害物質 

（トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエ

チレン、クロロエチ

レン、ジクロロメタ

ン、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、1,1,1-

トリクロロエタン、

1,1,2-トリクロロエ

タン、1,3-ジクロロ

プロペン及びベンゼ

ンをいう。以下同

じ。） 

第 2 種特定有害物

質 

（カドミウム及び

その化合物、シア

ン化合物、鉛及び

その化合物、六価

クロム化合物、砒

素及びその化合

物、水銀及びその

化合物、セレン及

びその化合物、ほ

う素及びその化合

物並びにふっ素及

びその化合物をい

う。以下同じ。） 

第 3 種特定有害

物質 

（有機燐化合物

（パラチオン、メ

チルパラチオン、

メチルジメトン、

及びＥＰＮに限

る。）、ポリ塩化ビ

フェニル、チウラ

ム、シマジン及び

チオベンカルブ

をいう。以下同

じ。） 

 

ダイオキシン類 

分析の

内容 

土壌中の気体（以下

「土壌ガス」とい

う。）中に含まれる特

土壌に水を加えた

場合に溶出する特

定有害物質の量

土壌溶出量 土壌含有量 



定有害物質の量。た

だし、地下水の存在

により土壌ガスの採

取が困難な場合にあ

っては、地下水に含

まれる特定有害物質

の量。 

（以下「土壌溶出

量」という。）及び

土壌に含まれる特

定有害物質の量

（以下「土壌含有

量」という。） 

分析の

方法 

法施行規則（平成 14

年環境省令第 29

号。）第６条第 2 項第

2 号に規定する環境

大臣が定める方法 

土壌溶出量にあっては、法施行規則第

６条第 3 項第 4 号に規定する環境大臣

が定める方法、土壌含有量にあっては

同条第 4 項第 2 号に規定する環境大臣

が定める方法 

 

ダイオキシン類

に係る土壌調査

測定マニュアル 

（平成 12 年 1

月環境庁水質保

全局土壌農薬

課）（以下この表

において「マニ

ュアル」とい

う。）に規定する

方法 

単位区

画の設

定 

調査は、対象地に区画を設定して行う。区画は、対象地の北端の地点（当該地

点が複数ある場合には最も東にある地点。以下「起点」という。）を通り、東西

方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して１０メートルの間隔で引

いた線により設定する。ただし、区画された部分（以下「単位区画」という。）

の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さく

なるように回転させて得られる線により単位区画を設定することができる。ま

た、隣接する単位区画の面積の合計が１３０平方メートルを超えないときは、

一つの単位区画とすることができる。ただし、当該単位区画を、当該対象地を

区画する線に垂直に投影したときの長さは２０メートルを超えてはならない。 

３０メ

ートル

格子の

設定 

対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して３０メート

ル間隔で引いた線により分割された対象地のそれぞれの部分（以下「３０メー

トル格子」という。）を設定する。 

 

単位区

画の調

査区分 

対象地を、100 平方メートル区分地を含む単位区画（以下「全部対象区画」とい

う。）、900 平方メートル区分地を含む単位区画（全部対象区画を除く。以下「一

部対象区画」という。）及びこれら以外の単位区画のいずれかに分類する。 

調査区

画の選

定 

 

全部対象区画及び３

０メートル格子内に

一部対象区画が含ま

れ、かつ、３０メー

トル格子の中心が対

象地の区域内にある

場合にあっては当該

３０メートル格子の

中心を含む単位区

画、３０メートル格

子内に一部対象区画

が含まれ、かつ、３

全部対象区画及び３０メートル格子内にある一部対象区

画が６区画以上ある場合にあっては当該３０メートル格

子にある一部対象区画のうち任意の５区画、３０メート

ル格子内にある一部対象区画が５区画以下である場合に

あっては当該３０メートル格子内にあるすべての一部対

象区画を調査区画として選定する。 

 



０メートル区画の中

心が対象地の区域内

にない場合にあって

は当該３０メートル

格子内にある一部対

象区画のうちいずれ

か１区画を調査区画

として選定する。 

試料を

採取す

る地点 

調査区画の中心の地点（全部対象区画において汚染土壌が存在する可能性が高

いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以

下「試料採取地点」という。）とする。ただし、試料採取地点の傾斜が著しいこ

とその他の理由により試料を採取することが困難であると認められる場合に

は、当該試料採取地点を含む単位区画の任意の地点を試料採取地点とすること

ができる。 

試料を

採取す

る方法 

法施行規則第６条第

2 項第１号に規定す

る環境大臣が定める

方法 

土壌溶出量にあっては法施行規則

第６条第 3 項に規定する方法、及

び土壌含有量にあっては法施行規

則第６条第 4 項に規定する方法 

マニュアルに規定

する方法 

 

３０メ

ートル 

格子内

の汚染

範囲の

確定の

ための

調査 

３０メートル格子内

の調査において採取

された土壌ガスから

調査対象物質が検出

された場合又は採取

された地下水が別表

第１に掲げる地下水

基準（以下「地下水

基準」という。）を超

えた場合には、当該

３０メートル格子内

にある単位区画（単

位区画のすべての区

域がその他の区分地

である場合を除く。）

であって、試料採取

区画でないものにお

いて調査を行う。 

３０メートル格子内の一部対象区画において採取された

試料に含まれる調査対象物質が要綱の別表に規定する基

準（以下「対策基準」という。）を超えた場合には、当該

３０メートル格子内のすべての一部対象区画についても

調査を行う。 

 

既存の

井戸の

調査 

対象地内に既設の井戸が存在する場合は、調査対象物質に係る地下水の水質の

状況を把握する。 

 

イ 詳細調査 

（ア）詳細調査を行う場合 

「（２）ア概況調査」の結果、次に掲げる単位区画が確認されたとき又は過去に特定有

害物質を含む液体等を地下浸透させたことが明らかなときは、その土地における土壌の

汚染範囲についての調査（以下「詳細調査」という。）を行う。 

ａ 土壌ガスから有害物質が検出された単位区画 

ｂ 地下水中の有害物質の濃度が別表第 1 に定める地下水基準を超える単位区画 

ｃ 土壌溶出量又は土壌含有量が要綱別表に定める基準を超える単位区画 



（イ）調査方法 

土壌の詳細調査は，ボーリング調査とし，次に掲げる方法により実施する。 

分析の内

容 

１ 深度別の土壌溶出量（第 2 種特定有害物質については、土壌含有量を含

む。）、ただしダイオキシン類については深度別の土壌含有量とする。 

２ 帯水層の特定有害物質に係る地下水の汚染状況 

３ 深度別の地層の状況 

４ 地下水位の状況 

調査する

地点 

汚染された土壌の範囲又は汚染された可能性が高いと推定された場所及

びその周辺を対象に調査地の面積及び概況調査の結果を勘案し、原則として

単位区画ごとに設定する。 

調査の深

度 

不透水層の位置を確認し、原則として、その上端まで（不透水層の状況に

より必要なときはより深層まで）とする。 

ダイオキシン類については、１５～２０センチメートルの深度でなお要綱

別表に定める対策基準を超過している場合には、ダイオキシン類に係る土壌

調査測定マニュアルに従い調査深度を設定する。 

試料の採

取方法 

表層土壌（地表から深さ５センチメートル）、深さ５センチメートルから

５０センチメートルまでの土壌及び深さ１メートル以上の深度について１

メートルごとの土壌を採取する。 

ただし、外観等からみて、汚染のおそれがある層については、採取間隔を

狭めて採取する。なお、地下水の調査については、ボーリング孔内の水を採

取し、ろ過したものを試料とする。 

ダイオキシン類にあっては、表層から５センチメートルまでの調査に加

え、５～10 センチメートル、10～15 センチメートル、15～20 センチメート

ルの深度で個々層別の試料の採取を行う。 

（３）地下水等の状況 

開発区域又は工場等の敷地等及びその周辺の地下水等の状況について、柱状図等の既存

資料及び文献並びに関係者からの聞取り等により次に掲げる内容について把握する。 

地下水の状況 帯水層の分布、地下水位の状況 

井戸の状況 井戸の分布、ストレーナーの位置、飲用利用の状況 

（４）今後の土地の利用計画 

土地の利用形態、建築物等の配置、土地の改変の範囲及び掘削深度について把握する。 

 

第３ 汚染土壌処理対策計画の策定及び実施 

「第２ ２土壌状況調査」で汚染が確認された場合には、汚染土壌の処理又は汚染の拡散防止

対策（以下「処理対策」という。）に関する計画（以下「処理対策計画」という。）を策定する。

処理対策計画は、次に掲げる事項について、それぞれ定める方法により、策定し実施するもの

とする。 

１ 汚染の状況 

処理対策計画の策定に必要な汚染状況調査の結果について整理する。 

２ 処理対策の区域 

「第２ ２（２）イ 詳細調査」の結果に基づき、次に掲げるところにより定めた範囲を、

汚染の処理対策を行う区域として設定する。 

（１）土壌溶出量が要綱別表に定める基準を超える土壌 

ア 汚染が帯水層に達していない部分については、各調査地点の汚染土壌の有無に基づき、

平面別及び深度別に、汚染土壌の存在する範囲を定める。 

イ 汚染が帯水層に達している部分については、各調査地点間の地下水の汚染の濃度の関係



から、汚染土壌の存在する範囲を定める。 

（２）土壌含有量が要綱別表に定める基準を超える土壌 

各調査地点の汚染土壌の有無に基づき、平面別及び深度別に、汚染土壌の存在する部分

を把握し、当該部分と対象地のうち土地の掘削を行う部分とが重なる範囲とする。ただし、

対象地のうち土地の掘削等を行う部分以外の部分であって、今後の土地利用計画において、

人が立ち入ることができる土地については、当該部分の表層から５０センチメートルまで

の土壌を範囲に含める。 

３ 処理対策の方法の選定 

「第４ 汚染土壌の処理対策の方法」に従い処理対策の方法を選定し、実施する。 

４ 処理対策の開始及び終了の時期 

処理対策の開始及び終了の予定時期を明らかにする。 

５ 処理対策の期間中の環境保全対策 

処理対策の期間中、必要に応じ、次に掲げるところにより環境保全上の対策を講じる。 

（１） 発生ガス及び排出ガスの対策並びに悪臭の放出及び油の流出の防止対策のための発生地

点の密閉化、ガス等の処理施設の設置等を行う。 

（２）汚水の対象地外への排出防止のための集水施設及び処理施設の設置等を行う。 

（３）汚染土壌の区域外への拡散を防止するための散水設備、防風ネット、洗車設備の設置等

を行う。 

（４）汚染土壌又は汚染水の運搬に当たっての飛散又は漏えいの防止措置等を講じる。 

（５）汚染土壌の処理・処分を第三者に委託する場合は、汚染土壌に含まれる特定有害物質等

の種類、濃度等の必要事項を記載した土壌の管理に係る伝票（以下「土壌管理票」という。）

を受託者に手渡すとともに、受託者等から返却される土壌管理票により汚染土壌の適正な

処分等が行われていることを適宜確認し、土壌管理票を保管する。 

（６）汚染処理の実施による周辺環境への影響について確認するため、対象地の周辺の土壌、

公共用水域、地下水及び大気中の有害物質について定期的に測定し、影響が見られる場合

には（１）から（４）までの対策を検証し、当該対策を適切に実施する。 

 

第４ 汚染土壌の処理対策の方法 

汚染土壌の処理対策の方法は、特定有害物質等の種類及び汚染状態の区分に従い、それぞれ

次に定めるところにより選択する。 

区 分 第1種特定有害物

質 

第2種特定有害物

質 

第3種特定有害物

質 

ダイオキシン類 

第二溶出量基準

(別表第２)に不適

合 

・土壌汚染の除去 

 

・土壌汚染の除去 

・遮断工封じ込め 

・遮水工封じ込め 

・原位置封じ込め 

・土壌汚染の除去 

・遮断工封じ込め 

 

 

第二溶出量基準

に適合 

 

・土壌汚染の除去 

・遮水工封じ込め 

・原位置封じ込め 

 

・土壌汚染の除去 

・遮断工封じ込め 

・遮水工封じ込め 

・原位置封じ込め 

・原位置不溶化 

・不溶化埋め戻し 

・土壌汚染の除去 

・原位置封じ込め 

・遮断工封じ込め 

・遮水工封じ込め 

 

 

含有量基準に不

適合 

 

 ・土壌汚染の除去 

・土壌入れ替え 

・盛土 

・舗装 

 ・汚染土壌の掘削除去 

・原位置での浄化（分

解・抽出） 

・原位置での封じ込め



 （ダイオキシン類

対策特別措置法の

規定による。） 

なお、処理方法については、土壌汚染の除去を選定することが望ましい。 

また、土壌溶出量基準を超過した区域にあっては、土壌溶出量が要綱別表に定める基準を満

足するように対策を講ずること又は汚染された土壌を適切に封じ込めることとし、さらに、汚

染された土壌の飛散防止の処理対策（７、８、９）の区域内においては、汚染された土壌を適

切に封じ込めること又は人と汚染された土壌との接触を遮断することとする。 

１ 土壌汚染の除去 

（１） 汚染土壌の掘削による除去 

ア 汚染土壌を掘削し、掘削された場所を汚染土壌以外の土壌（汚染土壌を特定有害物質等

が水に溶出しないように性状を変更して汚染土壌以外の土壌となったものを除く。）により

埋めること。 

イ 掘削した汚染土壌の対象地外への搬出をする場合には、法施行規則別表第５ ２の項１ニ

に定める方法に準じた措置（以下「汚染土壌の適正な処分等」という。）を行うこと 

（２） 原位置での浄化による除去 

土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出し、又は分解する方法その他の

汚染土壌を掘削せずに行う方法により、汚染土壌から特定有害物質を除去すること。 

２ 原位置封じ込め 

（１） 第二溶出量基準を超える汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水

に溶出しないように性状を変更して、第二溶出量基準以下となるような汚染状態にある土

地とすること。 

（２） 汚染土壌のある範囲の側面を囲み、汚染土壌の下にある不透水層（厚さが５メートル以

上であり、かつ、透水係数が毎秒１００ナノメートル（岩盤にあっては，ルジオン値が１）

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。）であって、最も

浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置するこ

と。 

（３） （２）の構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが１０センチメートル以上のコンク

リート又は厚さが３センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 

（４） （３）により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

（５） （４）により設けられた覆い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

と認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ（３）により設けられた

覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 

３ 遮水工封じ込め 

（１） 汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌のうち第二溶出量基準を超える汚染状態にある

ものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第二溶出量基準以

下の汚染状態にある土壌とすること。 

（２） 対象地内において不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこ

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、その内部に（１）により掘

削された汚染土壌を埋め戻すこと。 

（３） （２）により埋め戻された場所を、厚さが１０センチメートル以上のコンクリート又は

厚さが３センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 

（４） （３）により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

（５） （３）により設けられた覆い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

と認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ（３）により設けられた

覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 

４ 原位置不溶化 



（１） 汚染土壌を、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、要綱別表に定める基準を満足する汚染状態にある土地とすること。 

（２） （１）により性状の変更を行った範囲について、対象地外への汚染土壌又は有害物質の

飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講じること。 

５ 不溶化埋め戻し 

（１） 汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌を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、要綱別表に定める基準を満足する汚染状態にあ

る土壌とすること。 

（２） （１）により埋め戻された場所について，対象地外への汚染土壌又は有害物質の飛散等

を防止するため，シートにより覆うことその他の措置を講じること。 

６ 遮断工封じ込め 

（１） 汚染土壌を掘削すること。 

（２） 対象地内において汚染土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を

設けること。 

ア 一軸圧縮強度が１平方ミリメートルにつき２５ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋

コンクリートで造られ、かつ、その厚さが３５センチメートル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。 

イ 埋め戻す汚染土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分

に覆われていること。 

ウ 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。 

（３）（２）により設けられた仕切設備の内部に、（１）により掘削した汚染土壌を埋め戻すこ

と。 

（４）（３）により埋め戻しを行った後、開口部を（２）アからウまでの要件を備えた覆いによ

り閉鎖すること。 

（５）（４）により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

（６）（４）により設けられた覆い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と

認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ（４）により設けられた覆

いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 

７ 土壌入換え 

（１） 対象地外土壌入換え 

ア 地表面を５０センチメートル高くすることにより、当該建築物に居住する者の日常の生

活に著しい支障を生じさせないよう、必要な範囲内で、土壌を掘削すること。 

イ 対象地の土地（地表から深さ５０センチメートルまでのうち汚染土壌がないことが確認

された範囲を除く。以下同じ。）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センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌（当該土地の傾斜が著しいことその他

の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタルその他の土

壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの（以下「モルタル等」という。））

により覆うこと。 

ウ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

エ 掘削した汚染土壌を対象地外へ搬出する場合には、汚染土壌の適正な処分等を講じるこ

と。 

（２） 対象地内土壌入換え 

ア 深さ５０センチメートルまでの汚染土壌を掘削し、対象地内の土地に掘削した汚染土壌

を埋め戻すこと。 

イ アにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、

厚さが５０センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌（当該土地の傾斜が著しいことその

他の理由により、土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等）に



より覆うこと。 

ウ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

８ 盛土 

（１） 対象地の土地を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが５０センチ

メートル以上の汚染土壌以外の土壌（当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土

壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等）により覆うこと。 

（２）（１）により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

９ 舗装 

（１） 対象地の土地を、厚さが１０センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが３セン

チメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するも

の（当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認

められる場合には、モルタル等）により覆うこと。 

（２）（１）により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

 

第５ 汚染土壌の処理対策の措置の完了 

汚染土壌の処理対策計画に基づき、汚染の処理又は汚染の拡散防止の措置を行ったときは、

次に掲げる汚染の処理又は汚染の拡散防止の措置の方法ごとに、それぞれ定める調査を行い、

当該計画の目標が達成されたことを確認するものとする。ただし、対象地の汚染土壌が帯水層

に達し、かつ、対象地周辺に法施行規則第３０条各号に掲げるいずれかの地点がある場合は、

法施行規則別表第６に定めるところにより、地下水汚染が生じていないこと等を確認するもの

とする。 

１ 土壌汚染の除去の場合 

（１）汚染土壌の掘削による除去の場合 

ア 汚染土壌を対象地の外部に搬出する場合 

掘削により除去を行った後の地盤面について、原則として、１００平方メートルにつき

１地点の割合での土壌の確認の調査及び汚染土壌を対象地の外部に搬出した場合に搬出し

たすべての汚染土壌について汚染土壌の適正な処分等が行われていることの確認の調査。 

イ 汚染土壌を処理基準に適合するようにして埋め戻す場合 

原則として、掘削により除去を行った後の地盤面について１００平方メートルにつき１

地点の割合での土壌の確認の調査及び掘削により除去を行った汚染土壌について１００立

方メートルごとに５点から採取した埋め戻し前の土壌を同じ重量混合し、土壌中の土壌溶

出量及び土壌含有量が基準に適合していることの確認の調査。 

（２）原位置での浄化による除去の場合 

原則として、１００平方メートルにつき１地点の割合で、深さ１メートルから１メート

ルごとにボーリング調査を行い、各位置の土壌溶出量又は土壌含有量が基準に適合してい

ることの確認の調査。 

２ 原位置封じ込めの場合 

封じ込めを行う構造物が第４ ２（２）から（５）までに従って施工されていることの確認

の調査（必要に応じ、封じ込めを行った区域の周辺の表層土壌の調査も行う。）。 

３ 遮水工封じ込めの場合 

掘削により除去を行った後の地盤面について，原則として，１００平方メートルにつき１

地点の割合での土壌の確認の調査及び封じ込めを行う構造物が第４ ３（２）から（５）まで

に従って施工されていることの確認の調査（必要に応じ，封じ込めを行った区域の周辺の表

層土壌の調査も行う。）。 

４ 原位置不溶化の場合 

原則として、１００平方メートルにつき１地点の割合で、深さ１メートルから１メートル

ごとに不溶化をおこなった深度までボーリング調査を行い、各位置の土壌溶出量が土壌溶出



量基準に適合していることの確認の調査及び汚染土壌の性状の変更を行った範囲について第

４ ４（２）に従って施工されていることの確認の調査。 

５ 不溶化埋め戻しの場合 

原則として、性状の変更を行った土壌について、１００立方メートルごとに５点から埋め

戻し前の土壌を同じ重量ずつ採取して均等に混合し、土壌溶出量基準に適合していることの

確認の調査及び汚染土壌の性状の変更を行った後に当該土壌を埋め戻された場所について第

４ ５（２）に従って施工されていることの確認の調査。 

６ 遮断工封じ込めの場合 

掘削により除去を行った後の地盤面について、原則として、１００平方メートルにつき１

地点の割合での土壌の確認の調査及び封じ込めを行う構造物が第４ ６（２）から（６）まで

に従って施工されていることの確認の調査（必要に応じ、封じ込めを行った区域の周辺の表

層の土壌の調査も行う。）。 

７ 土壌入換えの場合 

（１）対象地外土壌入換えの場合 

土壌入換えが第４ ７（１）アからウまでに従って施工されていることの確認の調査及び

搬出したすべての汚染土壌について汚染土壌の適正な処分等が行われていることの確認の

調査。 

（２） 対象地内土壌入換えの場合 

土壌入換えが第４ ７（２）アからウまでに従って施工されていることの確認の調査。 

８ 盛土の場合 

盛土が第４ ８（１）及び（２）に従って施工されていることの確認の調査。 

９ 舗装の場合 

舗装が第４ ９（１）及び（２）に従って施工されていることの確認の調査。 

 

第６ 応急の措置 

要綱第６条第４項に規定する応急の措置に関する技術的基準（法施行令第３条（土壌汚染状

況調査の対象となる土地の基準）に該当しないことが確認されている場合に限る。）は、以下の

とおりとする。 

１ 地下水の水質の測定に係る計画の作成と実施について 

（１）地下水の水質の測定に係る対象は、地下水質・地下水位（水質・水位の分布、時系列変

化）等とする。 

（２）対象物質は、措置の対象となる特定有害物質等とする。 

（３）地下水の水質の測定に係る場所は、敷地の四方位、地下水の上下流とする。 

（４）地下水の水質の測定に係る頻度は、日常管理は項目によって毎日～１回／週、定期管理

は４回／年とする。 

（５）測定期間は、汚染の除去等の措置が完了するまでの間とする。 

（６）測定方法は、日常管理は簡易測定、定期管理は公定法とする。 

（７）測定者は、日常管理は事業者等、定期管理は計量証明事業者とする。 

（８）管理基準値は、土壌汚染対策法の地下水基準等とする。 

２ 地下水の水質の測定に係る留意事項 

（１）バックグラウンドを確認し、実施期間全般において周辺の環境状態が把握できるように

計画することが望ましい。 

（２）敷地境界等で定点を定めて、地下水の測定を定期的に行う。定点は、敷地境界を囲む四

方位とするのが一般的である。 

（３）配置、数量、及び頻度については、対象地周辺の土地利用状況や、地形等を考慮して設

定する。 

 



別表第１ 地下水基準 

特定有害物質の種類 地下水基準 

カドミウム及びその化合物 
１ﾘｯﾄﾙにつきカドミウム０．０１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下で

あること。 

六価クロム化合物 
１ﾘｯﾄﾙにつき六価クロム０．０５ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下で

あること 

クロロエチレン １ﾘｯﾄﾙにつき０．００２ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミノ）－１，

３，５－トリアジン（以下「シマジン」という。） 
１ﾘｯﾄﾙにつき０．００３ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

シアン化合物 シアンが検出されないこと。 

N,N－ジエチルチオカルバミン酸 S-4-クロロベン

ジル（以下「チオベンカルブ」という。） 
１ﾘｯﾄﾙにつき０．０２ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

四塩化炭素 １ﾘｯﾄﾙにつき０．００２ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

１，２―ジクロロエタン １ﾘｯﾄﾙにつき０．００４ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

１，１―ジクロロエチレン １ﾘｯﾄﾙにつき０．１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

シス－１，２－ジクロロエチレン １ﾘｯﾄﾙにつき０．０４ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

１，３－ジクロロプロペン １ﾘｯﾄﾙにつき０．００２ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

ジクロロメタン １ﾘｯﾄﾙにつき０．０２ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

水銀及びその化合物 
１ﾘｯﾄﾙにつき水銀０．０００５ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であ

り、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。 

セレン及びその化合物 
１ﾘｯﾄﾙにつきセレン０．０１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下である

こと。 

テトラクロロエチレン １ﾘｯﾄﾙにつき０．０１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

テトラメチルチウラムジスルフィド（以下「チウラ

ム」という。） 
１ﾘｯﾄﾙにつき０．００６ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

１，１，１－トリクロロエタン １ﾘｯﾄﾙにつき１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

１，１，２－トリクロロエタン １ﾘｯﾄﾙにつき０．００６ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

トリクロロエチレン １ﾘｯﾄﾙにつき０．０３ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

鉛及びその化合物 １ﾘｯﾄﾙにつき鉛０．０１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

砒素及びその化合物 
１ﾘｯﾄﾙにつき砒素０．０１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であるこ

と。 

ふっ素及びその化合物 
１ﾘｯﾄﾙにつきふっ素０．８ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であるこ

と。 

ベンゼン １ﾘｯﾄﾙにつきﾐ０．０１ミﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

ほう素及びその化合物 １ﾘｯﾄﾙにつきほう素１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。 

有機りん化合物（パラチオン、メチルパラチオン、

メチルジメトン及び EPN に限る。以下同じ。） 
検出されないこと。 

備考 

１ 基準値は，法施行規則第６条第２項第２号に規定する環境大臣が定める方法により測定し

た場合における測定値によるものとする。 

２ 「検出されないこと」とは，１に掲げる方法により測定した場合において，その結果が当

該方法の定量限界を下回ることをいう。 



別表第２ 第２溶出量基準 

（土壌溶出量基準の１０倍又は３０倍の溶出量をもって、土壌汚染対策法に定められている基準） 

特定有害物質の種類 第２溶出量基準 

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０．３ﾐﾘｸﾞ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１．５ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

クロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき０．０２ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

シマジン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき０．０３ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

シアン化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつきシアン１ﾐﾘｸﾞ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０．２ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

四塩化炭素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき０．０２ﾐﾘｸﾞ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０．０４ﾐﾘｸﾞ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１ﾐﾘｸﾞ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０．４ﾐﾘｸﾞ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０．０２ﾐﾘｸﾞ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０．２ﾐﾘｸﾞ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０．００５ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であり、かつ、

検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 

セレン及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつきセレン０．３ﾐﾘｸﾞ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０．１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

チウラム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき０．０６ﾐﾘｸﾞ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３ﾐ ﾘｸ ﾞﾗ 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０．０６ﾐ ﾘｸ ﾞﾗ 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０．３ﾐ ﾘｸ ﾞﾗ 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０．３ﾐ ﾘｸ ﾞﾗ 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０．３ﾐ ﾘｸ ﾞﾗ 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２４ﾐ ﾘｸ ﾞﾗ ﾑ以下であること。 

ベンゼン 検液１ﾘ ｯﾄ ﾙにつきﾐ０．１ミﾘｸﾞ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３０ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液１ﾘｯﾄﾙにつき０．００３ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

有機りん化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき１ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

備考 

１ 基準値は，法施行規則第６条第３項第４号に規定する環境大臣が定める方法により測定し

た場合における測定値によるものとする。 

２ 「検出されないこと」とは，１に掲げる方法により測定した場合において，その結果が当

該方法の定量限界を下回ることをいう。 


