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土壌・地下水汚染対策の現状
― 土壌汚染対策法の制定と汚染の調査・対策の実態 ―

一般社団法人 土壌環境センター専務理事 村　川　昌　道

１.はじめに

「土壌汚染」というと、多くの方が東
京都の築地市場の移転先である豊洲での
土壌汚染を思い浮かべられるかもしれな
い。東京都の資料によれば、「豊洲新市場」
のある埋立地は、1954 年から海面埋立
が始まり、そこにガス製造工場が建設さ
れ、1956 年から 1988 年まで都市ガス
の製造・供給が行われていた。したがっ
て、土壌汚染の原因はそのガス製造工場
ということになるが、当時はまだ天然ガ
スではなく、石炭から都市ガスを製造し
ており、その過程において排出された副
産物などにより、ベンゼン、シアン化合
物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カド
ミウムによる土壌汚染や地下水汚染が起
きたのである。この豊洲の事例は土壌汚
染としてはたいへん規模の大きなもので
あるが、そこまでではないにしても工場
や事業場の跡地にはこうした土壌汚染が
存在する可能性があり、「土壌汚染対策
法」では汚染の状況を適切に調査した上
で、適切な対策を実施していくことが求
められている。

２.土壌汚染対策法の制定まで

ここで、少し土壌汚染の歴史をさかの
ぼってみたい。古くは明治中期に社会問
題化した足尾銅山鉱毒事件、そして昭和
30年代（1955 年～）に初めて報告のあっ
たイタイイタイ病問題あたりから土壌汚
染の存在が認識され始めたと言われてい
る。ご存知のようにこれらはいずれも農
用地の土壌汚染が原因であったため、わ
が国で最初に制定された土壌汚染関連の
法律は、1970 年に公布された「農用地
の土壌の汚染防止等に関する法律」であ
る。この法律では、カドミウム等の特定
有害物質による農用地の汚染に対し、地
域指定を行い対策計画を定め、その計画
に基づいて排土・客土・水源転換などの
対策事業を行うこととされている。また、

例えばカドミウム米については、基準値
を超えた米は食品衛生法により焼却され
たり流通が制限されたりしている。
一方、高度経済成長期に入り工業が発
達し始めてからは、工場や事業場からの
排出やタンクからの漏えい、埋立廃棄物
からの溶出、不適切な排水の地下浸透な
どが原因で土壌汚染が進んだが、文字ど
おり汚染が工場などの地下で進行してい
たため、なかなか一般にその問題が認識
されることはなかった。公害として顕在
化したのは、1975 年に東京都の化学工
場跡地で六価クロムによる土壌汚染が問
題となってからとされている。このよう
な土壌汚染は農用地の土壌汚染と区別す
るため、「市街地土壌汚染」と呼ばれて
いるが、この問題に適切に対応するため
新しい制度が必要とされていた。
1970 年のいわゆる公害国会では「農
用地の土壌の汚染防止等に関する法律」
のほか「水質汚濁防止法」など多くの法
が制定されており、この頃からわが国は
公害防止に向けて大きく舵を切ったと言
われている。しかし、市街地土壌汚染の
対策を目的とした「土壌汚染対策法」が
制定されたのはその 30年以上後の 2002
年であった。先ほど述べたように、土壌
汚染は顕在化しにくい公害であるととも
に、その除去費用が膨大な額になること、
汚染対象である土地が公共財ではなく私
有財産であること、など法制化に向けて
いくつかの問題があったからと言われて
いる。このような状況の中、私たち　
土壌環境センターの前身である「土壌環
境浄化フォーラム」は、国において土壌
汚染の調査・対策制度を整備する必要が
あるとの認識から、1995 年６月に「土
壌汚染・地下水汚染対策制度に関する提
言書」を当時の環境庁長官に提出した。
2002 年に制定された土壌汚染対策法で
は、この提言書で述べられた項目のほと
んどが取り入れられ現在に至っている。

３.土壌汚染対策法のしくみ

それでは、まず土壌汚染対策法のしく
みを簡単に述べることとしたい。まず、
土壌汚染の有無を調査する契機であるが、
工場や事業場において土壌汚染を起こす
可能性のある有害物質を取扱う施設が廃
止されたとき（法３条）、一定規模以上
の土地改変を行おうとするとき（法４
条）、そして都道府県知事が命じたとき
（法５条）、とされている。このほか、土
地所有者が自主調査の結果を都道府県知
事に申請することも可能とされている
（法 14 条）。つまり、有害物質を使って
いた工場・事業場では土壌汚染が起きて
いる可能性があるためその施設の廃止を
もって調査を義務付けているわけであり、
また土地改変については、汚染土の掘削
や搬出により土壌汚染を拡散させる可能
性があるため、都道府県知事への届出を
求め、必要なら都道府県知事から調査命
令が出されて、その結果を都道府県知事
に報告しなければならないとされている
わけである。また、法 14 条の自主調査
とは法に基づかない自主の調査で土壌汚
染が見つかったときに、土地所有者自ら
が地域指定を申請することができる制度
である。
環境省の「平成 28 年度土壌汚染対策
法の施行状況および土壌汚染調査・対策
事例等に関する調査結果」によると、
2016 年度１年間の法３条の施設廃止を
契機とした調査結果の報告は 284 件あ
り、このうち基準不適合の事例は 135 件
（48％）あったとされている。また、法
４条の土地改変の届出は 10,946 件あり、
そのうち都道府県知事が調査命令を出し
た事例は 118 件、一方、調査結果報告は
119 件あって、基準不適合の事例はその
うち 52 件（44％）であった。そして、
法５条の都道府県知事からの調査命令は
０件、法 14 条の自主調査に基づく指定
申請は 428件であった。基準不適合の事
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例数を足し合わせると 615 件になるが、
この結果をどのように見られるだろうか。
意外と土壌汚染は多いのか、と思われた
かもしれない。さて、付け加えておきた
いが、水質汚濁防止法では有害物質を取
扱う工場・事業場では排水を地下に浸透
させてはならないとされ、さらに現在で
は地下浸透防止のための施設規制も実施
され、新たな土壌汚染の発生防止が図ら
れているところである。

４.土壌汚染の調査・対策の
実態

次に土壌汚染状況調査について触れて
おきたい。先ほど述べたように土壌汚染

対策法では法で決められた契機に土壌汚
染があるかどうかを調べるのが「土壌汚
染状況調査」であり、この土壌汚染状況
調査は法で定められた「指定調査機関」
が行うこととされている。指定調査機関
には国の試験に合格し一定の経験を有す
る技術管理者を置かなければならないな
どの義務が課せられており、環境省によ
れば、現在の指定調査機関数は 718 社と
されている。私たち「　土壌環境セン
ター」は土壌・地下水汚染対策について
対策技術の向上、知見の充実、知識の普
及を進めることを目的とした法人で、現
在正会員数は 108社でありそのほとんど
が指定調査機関である。数からいえば全

指定調査機関数の約７分の１であるが、
いずれの会員企業も土壌・地下水汚染の
調査および対策技術について多くの経験
と知識を有する企業ばかりである。
先ほど取り上げた環境省の「平成 28
年度土壌汚染対策法の施行状況および土
壌汚染調査・対策事例等に関する調査結
果」は土壌汚染対策法対象の調査件数に
ついての公式な調査結果ではあるが、土
壌汚染の調査には法による契機以外にも
地方自治体の条例や要綱に基づくものや、
土地所有者が自主的に行うものも多く行
われており、それらについては調べられ
ていない。また、この調査では調査や対
策の費用がどのくらいかということも調
べられてはいない。そこで私たち　土
壌環境センターでは、会員企業を対象に
した「土壌汚染状況調査・対策に関する
実態調査」を毎年度実施し公表している。
この調査は、会員企業だけが対象とは言
え、その受注額についても調べており、
同様の調査が他にないことからいわゆる
「土壌環境ビジネス」の動向を知る上で
たいへん重要な情報となっている。そこ
で 2017 年 10 月に公表した「土壌汚染
状況調査・対策に関する実態調査結果
（2016 年度）」の主要な調査結果につい
てご説明することとしたい。
まず図－１をご覧いただきたい。平成
2003 年度以降の受注高と受注件数の推
移である。土壌汚染対策法が施行された
のが 2003 年度なので、法施行後の推移
を見ることができる。受注高（棒グラフ）
で見ると、傾向としては 2006 年度まで
は上昇、2010 年度までは下降、それ以
降は多少の変動はあるもののおおむね横
ばいといったところであり、現在の土壌
環境ビジネスの市場規模は 1,000 億円
程度である。
次に図－２をご覧いただきたい。これ
は 2016 年度の受注件数と受注高を表し
たものである。件数では調査が6,232件、
対策が1,395件であり、調査が対策の4.5
倍もあるのに、受注高では 10 分の１程
度しかないということになる。土壌汚染
の調査でもかなりの費用がかかるが、土
壌汚染が見つかって対策を行うとなると、
それ以上の費用が必要になるということ
である。さらに図－３は 2016 年度の調
査と対策の受注高の契機別の割合である。
これを見ると、調査では法契機が 26％
しかなく、対策でも 55％しかないこと
がわかる。前回の法改正で法契機が追加
され法対象の調査や対策はかなり増加し

図－１　受注件数及び受注高の推移

図－２　受注件数及び受注高

図－３　契機別受注高

資料：2016年度　土壌環境センター調べ

資料：　土壌環境センター調べ

資料：2016年度　土壌環境センター調べ
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たが、それでも条例・要綱に基づくもの
や、土地売買などを契機とした自主の調
査や対策が数多く行われていることがわ
かる。
最後に図－４をご覧いただきたい。
2016 年度の契機別にみた対策の種類別
件数で、Ａが法契機の対策の種類別件数、
Ｂが法契機以外による対策の種類別件数
である。両図を比べてみると、法契機で
は「掘削場外搬出」が圧倒的に多いこと
がわかる。一方、法契機以外では、「地
下水汚染の拡大防止」や「原位置浄化」
などもかなりの件数を占めている。「掘
削場外搬出」とは汚染土を掘削して場外
の処理施設等へ搬出し処理処分する方法
である。汚染原因を除去してしまうので
工期が短くてすみ、しかも法的な地域指
定の解除につながる等のメリットがある
が費用は高くなりがちである。一方、「地
下水汚染の拡大防止」や「原位置浄化」
は掘削除去を伴わないため費用的には抑
えられるが浄化が完了するまでに時間が
かかることが多い。なお、実際の現場で
はこれらの方法を組み合わせて実施され
ることも多い。

５.土壌環境センターの取組

それではここからは、私たち「　土
壌環境センター」の活動について述べて
みたい。　土壌環境センターは、「土壌・
地下水汚染対策についての対策技術の向
上や知見の充実および知識の普及等を進
め、土壌・地下水汚染の回復の推進を図
ること」を目的とした法人である。1992
年に前身である「土壌環境浄化フォーラ

ム」として発足して以来、一貫して土壌・
地下水汚染の調査対策技術の向上に努め
てきた。会員は、ゼネコン、プラントメー
カー、コンサルタント、分析会社、シン
クタンクなど幅広い業種にわたっている
が、いずれも土壌・地下水汚染の調査や
対策に実績と経験を有する企業ばかりで
ある。
センターは、大きく分けて３つの事業
を中心にその活動を行っている。第一は
技術に関する調査検討である。土壌汚染
を調査するにも、対策を実施するにも高
い技術が必要であり、そのレベルアップ
のための調査や検討が欠かせない。2018
年６月から技術委員会のもとに、「自然
由来重金属等含有土壌・岩石の適正な利
用に関する検討部会」、「物質特性に応じ
た土壌・地下水汚染の調査・対策方法の
検討部会」、「サイト概念モデルおよびモ
ニタリングを活用した土壌・地下水汚染
の評価・管理手法検討部会」および「ISO/
TC190 検討部会」の４部会と「技術実態
集計分科会」、「技術標準化分科会」およ
び「土壌・地下水汚染の総合的な対応に
関する検討分科会」の３つの分科会を設
け、それぞれが活動を開始したところで
ある。各部会および分科会の検討結果は、
センター主催の「調査研究成果発表会」
や「地下水・土壌汚染とその防止対策に
関する研究集会」等において発表すると
ともにセンターの HP でも掲載していく
こととしている。
第二は企画広報業務である。企画広報
委員会においては、先ほどご説明したセ
ンター会員を対象にした「土壌汚染状況

調査・対策に関する実態調査」を毎年度
実施し公表しているほか、各種セミナー
や展示会の開催、パンフレットや前年度
の事業活動をまとめた「活動報告」そし
てメールマガジンの発行等を行っている。
センターのメールマガジンをとっていた
だければセミナーや展示会の開催などの
情報がタイムリーに得られるので、是非
ご活用いただきたい。
第三は資格制度業務である。これは、
土壌・地下水汚染についてその実態、技
術、法令などについて幅広い知識を持っ
た人材を育成するとともに、資格として
認定する制度であり、現在３種の資格を
運用しており、まず、土壌・地下水汚染
に関する調査、対策などについて高い知
識・判断力を備えた人材を認定する「土
壌環境監理士」、汚染現場の適切な管理・
運営を実施できる人材を認定する「土壌
環境保全士」、そして土壌・地下水汚染
の未然防止、汚染状況の把握、汚染拡散
防止対策に関する基礎知識を持つ人材を
認定する「土壌環境リスク管理者」であ
る。これまでに「土壌環境監理士」は累
計526名、「土壌環境保全士」は累計2,458
名、「土壌環境リスク管理者」は累計4,726
名を認定している。「土壌環境監理士」
および「土壌環境保全士」については、
国および地方自治体の公共工事において
入札要件として採用された例があるほか、
「土壌環境リスク管理者」については、
一部の機関で研修として利用されるなど、
広く認められてきているところである。
以上はすべてセンターの自主事業であ
り、これだけの事業を事務局と会員企業
だけで企画から実施まですべて行ってい
る。これも事業の趣旨をご理解いただき
ご協力いただいている会員企業のおかげ
であり、この場を借りて改めてお礼申し
上げたい。今後とも、センターは土壌・
地下水汚染の調査対策の技術の向上に努
め、情報普及活動を推進し、資格制度の
有資格者の増加を図り、もって土壌・地
下水の環境保全に貢献できるようさらに
努力してまいりたい。

図－４　契機別対策の種類別件数

資料：2016年度　土壌環境センター調べ




