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建設工事に係わる土壌汚染
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はじめに

土壌汚染問題は、これまで、製造業や不動産・開発業者等を主
体に取り扱われてきました。

しかし、平成22～23年の土壌汚染対策法改正(4条の追加、自
然由来による土壌汚染の対象化)以来、建設工事や公共事業に
も、直接的・間接的に関係性が拡大しました。

本協会会員にも、「土壌汚染」等に関連する質問等を受ける機
会が多くなりました。

本講習会では、建設工事や公共事業に携わる地質調査業・コン
サルタント業の立ち位置から、土壌汚染問題について取り上げま
す。
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公共事業(建設工事)に係わる関係法令等

・環境基本法
(平成5年11月法律第91号 最終改正 平成24年6月法律第47号)

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年12月法律第137号 最終改正 平成20年5月法律第28号)

・水質汚濁防止法
（昭和45年12月法律第138号 最終改正 平成25年6月法律第60号)

・土壌汚染対策法
（平成14年5月法律第53号 最終改正 平成23年6月法律第74号)

・油汚染対策ガイドライン(平成18年3月 環境省)

・公共用地の取得における土壌汚染への対応に係わる取扱指針
(平成15年4月 国土交通省)

・建設工事における自然由来重金属等含有岩石
土壌への対応マニュアル(暫定版)

(平成22年3月 国土交通省)
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発表内容

①土壌汚染対策法の概要・仕組み(主に4条) 約１５分

②土対法４条に関するQ&A 約０５分

③土対法４条に関連する事例報告
（当協会員から提供)

約１５分

④土対法の適用外での土壌汚染問題
(掘削残土、自然由来、油汚染)

約１５分

⑤土対法の適用外の事例報告
(当協会員から提供、公表事例)

約２０分

⑥質疑・応答 約１０分
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土壌汚染対策法の概要

・目的
同法は、特定有害物質による土壌汚染について、適時適切な状況の

把握、土壌汚染に係わる措置を定める事等により、国民の健康を保護
することを目的としている。

・三本柱
①土壌汚染の状況を把握する →調査
②汚染による人の健康被害の防止 →措置(対策)
③土壌汚染の管理と情報公開 →区域指定と台帳
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土壌汚染対策法の概要
・調査の契機
① ３条

有害物質使用特定施設の廃止時に、土地所有者等に調査義務およ
び結果の報告義務を課している。

② ４条
一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更時に、「形質変更の届出の

義務」を、形質変更を行うものに課している。
都道府県知事は、当該の土地について「土壌汚染のおそれがある」と

判断される場合は、届出者に対し、調査命令を発出することが出来る。

③ ５条
土壌汚染の蓋然性が高く、かつ、健康被害のおそれがある土地につい
て、都道府県知事は、土地所有者に対し、調査命令等を課すことが出
来る。
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建設工事において土対法が関係するケース
建設工事(公共事業等含む)において、土対法が直接関係するケース

は、「一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更」を伴う事業、いわゆる
土対法4条に係わるものが主体。

Ex.中規模以上の建築事業、道路建設・改良事業、河川改修事業、等

Key Point
「一定規模以上の土地の形質変更の届出」は、
「土壌汚染のおそれ」に関係なく、届出義務がある。

Key Point
「一定規模以上の土地の形質変更の届出」は、形質変
更予定日の30日前までに届出が必要。

Key Point
「一定規模以上の土地の形質変更の届出」義務違反に
は罰則あり。(3ヶ月以下の懲役、もしくは、30万円
以下の罰金)
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土対法4条の仕組み
Key Point
形質変更面積は、実際に、形質変更(掘削
や盛土)を行う面積であり、敷地面積では
無い。

実施主体： 形質変更を行うもの(土地所有者、事業者等)

実施主体： 都道府県知事

一定規模以上の

土地の形質変更の届出

汚染のおそれの

該当性判断

形質変更面積

調査命令の発出

第４条２項に基づく

土壌汚染状況調査

結果の報告

事業計画

土対法４条

適用外

形質変更の実施(工事着手)

3,000m2未満

3,000m2以上

おそれが有る

おそれが無い

目安

120日

30日前

Key Point
都道府県知事からは、「調査命令の発出
」時のみ通知が来る。
「汚染のおそれが無い」場合は、届出書
記載の形質変更予定日になった時点で、
工事着手が可能となる。

Key Point
事業計画・工程を踏まえた対応を行わな
いと、予期せぬ工期遅延が発生してしま
う。
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土対法4条の仕組み
形質変更面積の考え方（一般工事の例)

形質変更とは、掘削や盛土により、現状の形質を変える行為。掘削範
囲＋盛土範囲が3,000m2を超える場合は、届出の対象となる。

Key Point
傾斜地での切土・盛土は、平面
に投影した面積で計算。

斜面積ではなく、平面に投影した面積。
掘削深度も、垂直方向の深度となる。
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土対法4条の仕組み
形質変更面積の考え方（トンネル工事の例)

トンネル工事の場合は、開削部分を平面図に投影した面積
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土対法4条の仕組み
形質変更面積の考え方（河川改修工事の例)

河川区域内における、土対法での土地の考え方の一例は、下図のと
おり。土対法対象外範囲での掘削は、「浚渫」となる。

Key Point
土壌汚染対策法やガイドラインには、明確な定義が記載されていない。
したがって、当該のケースについては、所管行政庁への相談が望ましい。
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土対法4条の届出を要しない行為
3,000m2以上の土地形質変更でも、環境省令で定める「軽微な行為」、
「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」については、届出
を要しない。

届出を要しない行為
①掘削深度が50cm未満であり、かつ、区域外へ土壌を搬出しない、

かつ、土壌の飛散や流出を伴わない行為。(盛土のみの行為など)
②農業を営む為の通常の行為(耕起、収穫等を想定)。

※敷地外へ土壌の搬出を行わないこと。
※土地改良事業、圃場整備事業は除く。

③林業に供する作業路網の整備
※敷地外へ土壌の搬出を行わないこと。
※林道は除く。

④鉱山関係の土地
※休止許可を受けた鉱山関係の土地で、休鉱山の鉱業権者にかか

る義務が遂行できない(公害防止が実施されていない)状態の場合
は、届出対象となる。
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土対法4条に関する問い合わせ
下記は、本協会員への問い合わせと、それに関する回答ですが、

所管行政庁への確認を行っていないものも含まれることにご留意願います。

Q1.公共工事で、形質変更を行う者と、所管行政庁が同一の場合も、届出は必要か？
A.必要となる。例えば、山形県発注工事の場合、山形県知事から山形県知事への

届出となる(届出者と受理者が同じとなる)。
なお、形質変更を行う場所が山形市内の場合は、山形県知事から山形市長への
届出となる。

Q2.届出後、所管行政庁から「土壌汚染のおそれ無し(4条調査の命令発出は無い)」旨
の書面等はもらえるか？
A.所管行政庁からの通知は、「調査命令が発出」される場合のみ。

「調査命令の発出」には期限が無い(30日後の土地形質変更予定日以降でも可
能)ため、届出者は、形質変更予定日(届出30日後)までに、「調査命令が発出」さ
れていない場合に、形質変更に着手できる。

Q3.掘削土砂を敷地内に仮置きする場合は、盛土に該当するか？
A.工事中の一時的な仮盛土も盛土に該当する為、形質変更面積に加算される。

なお、敷鉄板等で養生して行った場合も該当すると考える。
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土対法4条に関する問い合わせ
下記は、本協会員への問い合わせと、それに関する回答ですが、

所管行政庁への確認を行っていないものも含まれることにご留意願います。

Q4.杭の打設や既存杭の引き抜きは、形質変更に該当するか？
A.杭の打設時や引き抜き時に、汚泥等の建設残土が発生する場合は、掘削行為に

該当すると考える。また、その他地下構造物の撤去等も同様と考える。

Q5.建物の解体作業は、土地の形質変更に該当するか？
A.解体工事に伴う盛土や掘削(土壌部分の改変)が無い場合(上物だけの解体)は、

土地の形質変更に該当しないものと考える。

Q6.建物の2階で特定有害物質を扱っていた場合の「土壌汚染のおそれ」は？
A.特定有害物質を含む配管等が1階を経由して地中に設置されている場合は、地
中配管部分は、「土壌の汚染のおそれが比較的多い土地」と解される。また、2階
から屋外の架空配管となっている場合、架空配管の直下の土地も同様と考える。

※個別具体的な事例については、所管行政庁に確認願います。
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事例報告① ～市道建設事業～

・背景
市道建設範囲の形質変更面積が3,000m2を超えるため、土対法4条の届出

対象となった事業である。
また、形質変更予定範囲内に、「過去に特定有害物質の使用等履歴」が懸念

される事業所が立地していた。
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事例報告① ～市道建設事業～

・調査等の進め方
通常の「土壌汚染対策法第4条」に即した事業展開では、「事業スケ

ジュール」の見通しが立て難い。

そこで、本件では「一定規模以上の形質変更(法第4条1項)」の届出前
に、自主的な取り組みとして調査・措置(対策)を実施した。

その際は、所管行政庁 (本件の場合は県)への相談という形で、適時
協議を行い事業を進めている。
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事例報告① ～市道建設事業～

・自主的な調査報告書の添付

・自主的な措置(対策)報告書の添付

県との調整
(相談として)

土
地
の
形
質
の
変
更

お
そ
れ
無
し

本件の進め方
土地の形質の変更の30日前までに届出

土
地
所
有
者

（
市

)

自
主
的
な
調
査

自
主
的
な
措
置

法
4
条
１
項
の
届
出

土
地
の
形
質
の
変
更

土対法4条による進め方
土地の形質の変更の30日前までに届出

土
地
所
有
者

(

市

)

法
4
条
１
項
の
届
出

土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
判
断

お
そ
れ
あ
り

調
査
命
令

法
に
基
づ
く

調
査

区
域
指
定
等

法
に
基
づ
く

措
置

（
対
策

)

Key Point
「自主的な取り組み」形式行う場合でも、土対法に準拠す
る必要がある。また、事前に所管行政庁への相談を行うこ
とが望ましい。
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事例報告① ～市道建設事業～

・調査概要
調査方法は土対法に準拠して実施。

本件では、地歴調査から開始し、土壌
ガス調査および表層土壌調査を実施。

結果として、鉛、砒素による土壌汚染
が判明した為、詳細調査および措置
(対策)まで行った。

結 果 の 評 価

評価

・土壌汚染評価
・基準不適合土壌範囲の平面確定

調 査 方 法

第一種
↓

土壌ガス調査

第二種
↓

表層土壌調査

第一種
↓

土壌ガス調査

第二種
↓

表層土壌調査

基
準
超
過
し
た
鉛

に
つ
い
て
追
加
調

査
を
実
施

基準不適合
の項目

単位区画毎の
追加調査

土 壌 汚 染 の
お そ れ の
区 分

自動車整備工場跡
およびその周辺

A1(30m格子)区画

塗装ブース跡
およびその周辺

B1(30m格子)区画

土壌汚染のおそれが少ない土地 土壌汚染のおそれが比較的高い土地

試 料 採 取 を
行 う 地 点

30m格子毎に1地点
(第二種は5地点混合法)

単位区画毎に1地点

土壌汚染状況調査

調 査 対 象 地
土壌汚染対策法第4条の3000m2以上の「土地の形質の変更」に該当する範囲の
うち、自動車整備工場等が立地していた範囲

履 歴 調 査 結 果
調査対象地内に、塗装ブース跡、および自動車整備工場跡が立地していたことが
確認された。

試 料 採 取 等
対 象 物 質 の
選 定

土壌汚染のおそれがある、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物等)と第二種
特定有害物資(重金属等)を試料採取等物質とする

土壌汚染が存在した為、
詳細調査・措置(対策)へ移行

Key Point
土壌汚染対策法における「土壌汚染状況
調査」は、土壌汚染の有無および平面範
囲を確認することを目的としており、本
件では、単位区画毎の表層土壌調査が完
了した時点で終了となる。
なお、詳細調査は、措置に係わることと
して、ガイドラインに記載されている。
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事例報告① ～市道建設事業～

・地歴調査
過去に、有害物質を使用して

いた事業所が、立地していた。

年代 土地利用履歴 参考資料名

1913年(大正2年) 田、畑 旧土地台帳・閉鎖謄本

1960年(昭和35年) 宅地、田、畑 旧土地台帳・閉鎖謄本

1963年(昭和38年) 宅地、田、畑 旧土地台帳・閉鎖謄本・空中写真

1964年(昭和39年) 塗装工場、田、畑 旧土地台帳・閉鎖謄本

1965年(昭和40年) 塗装工場、宅地、田 旧土地台帳・閉鎖謄本

1967年(昭和42年) 塗装工場、宅地、田 旧土地台帳・閉鎖謄本

1970年(昭和45年) 塗装工場 空中写真・旧住宅地図

1976年(昭和51年) 塗装工場 空中写真

1977年(昭和52年) 塗装工場、商店 旧住宅地図

1983年(昭和58年) 塗装工場、商店 旧住宅地図

1993年(平成5年) 塗装工場、商店 空中写真

2003年(平成15年) 商店 旧住宅地図

2006年(平成18年) 商店 登記簿謄本

2010年(平成21年) 更地 住宅地図

2000年代の住宅地図・空中写真

1970年代の住宅地図・空中写真

Key Point
「土壌汚染のおそれ」は、過去に
さかのぼっての把握が必要

土地利用履歴
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事例報告① ～市道建設事業～

・土壌汚染状況調査
調査対象範囲：汚染のおそれがある1,800m2の範囲
調査対象物質：第一種特定有害物質(揮発性有機化合物等11物質)
調査対象物質：第二種特定有害物質(重金属等9物質)
調 査 方 法：土壌ガス調査(第一種特定有害物質)
調 査 方 法：表層土壌調査(第二種特定有害物質)

※調査計画(おそれの区分や地点設定)や各調査の詳細な方法等は、
ガイドラインを参考して頂きたい。

30m

60m

調査対象範囲
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事例報告① ～市道建設事業～

・土壌ガス調査、表層土壌調査(土壌溶出量調査・土壌含有量調査)

土壌ガス調査：7区画（単位区画6区画、30m格子1区画)
表層土壌調査：7区画 (単位区画6区画、30m格子1区画)

土壌ガス調査

表層土壌採取

21

事例報告① ～市道建設事業～

・土壌ガス調査、表層土壌調査の結果

Pb溶出：0.051mg/L
Pb含有：700mg/kg

Pb溶出：0.15mg/L
Pb含有：2500mg/kg

Pb溶出：0.011mg/L
Pb含有：270mg/kg

Pb溶出：0.036mg/L
Pb含有：200mg/kg

As溶出：0.015mg/L

土壌ガス調査：全区画で定量下限値未満
表層土壌調査：４区画で鉛の土壌溶出量基準不適合(最大値基準値の15倍)
表層土壌調査：４区画で鉛の土壌含有量基準不適合(最大値基準値の17倍)
表層土壌調査：1区画で砒素の土壌溶出量基準不適合(最大値基準値の1.5倍)

基準不適合範囲：398.3m2

土壌ガス調査：全区画で定量下限値未満
表層土壌調査：４区画で鉛の土壌溶出量基準不適合(最大値基準値の15倍)
表層土壌調査：４区画で鉛の土壌含有量基準不適合(最大値基準値の17倍)
表層土壌調査：1区画で砒素の土壌溶出量基準不適合(最大値基準値の1.5倍)

基準不適合範囲：基準不適合範囲：398.3m398.3m22

22

・詳細調査(深度方向調査・地下水調査)

調査地点 ：２地点
鉛(土壌溶出量・土壌含有量)の最高濃度地点
砒素(土壌溶出量)の基準超過地点

調査深度 ：深度10.0m
対象物質 ：当該区画における基準不適合物質(鉛もしくは砒素)
地下水調査：深度10mの地下水観測井を設置し、水質分析を実施

事例報告① ～市道建設事業～

全長 管種 深度 充填材

地表
0.19m

　

1.00m

（無孔管）
3.05m長 セメント

1.70m
ベントナイトペレット

2.00m

3.24m

10.3m

(有孔管)
7m長

地下水位約7.8m

10.24m
10.30m 底蓋

φ50mm

φ90mm

鍵付き鉄蓋

珪砂(水抜き用)

珪
砂

ボーリング状況 地下水観測井構造図 井戸材および口元仕上げ23

・詳細調査(深度方向調査・地下水調査)

事例報告① ～市道建設事業～

基準不適合は、表層～5cm間
(舗装下5cm間)のみである。

鉛は含有量が6,300mg/kgと基準
値(150mg/kg)の42倍であり、人為
的汚染である。

ただし、実際の使用等履歴箇所
とは相違がある為、操業由来かど
うかは不明であり、盛土由来の可
能性も想定される。

砒素についても、使用等履歴箇
所とは相違がある為、盛土由来の
可能性が示唆される。

地下水は、鉛および砒素とも、基
準適合であった。

24



事例報告① ～市道建設事業～

・都道府県知事への報告（任意)

事業者（市)
本調査結果について、自主的な報告
・鉛および砒素の基準不適合
・地下水汚染は無し
・立入禁止措置を自主的に実施
・数ヶ月内に「掘削除去」措置を予定

所管行政庁（県)
任意報告に基づき、周辺の飲用井戸調

査(台帳、聞き取り)を実施したが、飲用井
戸は確認されず。

「健康被害のおそれ」が無く、「掘削除去」
措置が具体的に予定されていた為、14条
申請による「区域指定」は行わず。

専門機関としての
コンサルタント

事業者（市)
土壌汚染対策法に準拠した、「掘削除去」

措置を自主的な取り組みとして実施。
・「土対法4条1項の届出」
・自主的な土壌汚染調査報告書の添付
・自主的な工事終了報告書の添付
・自主的な措置完了報告書の添付

所管行政庁(県)
自主的な調査～措置までが完了した

土地として、最終的に「土壌汚染のおそ
れが無い土地」として、「土対法4条1項」
の届出を受理。

25

事例報告① ～市道建設事業～

・措置(対策)
自主的な措置(対策)として、「掘削除去-場外搬出」措置を行った。過去に、

有害物質を使用していた事業所が、立地していた。

・概 要：基準不適合範囲の土壌を掘削除去し、汚染土壌処理施設へ搬
出処理を行った。

・範囲確認：側面・底面管理分析(土対法では、ここまで求められていない)
・効果確認：掘削除去後、地下水分析を1回行い、基準適合であることを確認
・客土埋戻し：事前分析を行った客土による埋め戻し
・運搬処理：「汚染土壌管理表」を用い、各ガイドラインに準拠した運搬、処理

26

土対法適用外における土壌汚染事例

・遭遇ケース
①工事前に自主調査により土壌汚染が判明

(商業施設、マンション建設事業等)

②工事で発生する残土等について分析を行って判明
(自然由来によるトンネルズリや残土石)

③工事掘削中に、廃棄物や異物の混入、異臭・異色を伴う土壌、油混
じりの土壌等、に遭遇

27

土対法適用外における土壌汚染事例

・各残土石の一般的な取り扱い方
汚染土壌：土対法適用の場合は、「汚染土壌」としての取り扱いであるが、土

対法適用外の場合は、明確な取り扱い指針が無い。
通常、土対法での「汚染土壌」、もしくは廃掃法での「廃棄物(みなし
汚泥)」として取り扱いが一般的。

廃棄物混じり土：廃棄物と分別できない場合は、廃掃法の「廃棄物」としての
取り扱い。分別が可能な場合は、「汚染土壌」として取り扱う
ことも可能。

油混じり土：油分は、土対法の対象外の物質(ベンゼンは除く)である。
したがって、調査は「油汚染対策ガイドライン」、処理は、「汚染土
壌」もしくは「廃棄物(みなし汚泥)」としての取り扱いが一般的。

岩ズリ等の残土石：土壌では無い為、事例に応じた対応が必要。

Key Point
建設工事等で発生する残土は、ゴミ(廃棄物)では無く、有用資源である。

28



土対法適用外における土壌汚染事例

土対法を適用させる場合

土対法第14条申請

「指定区域」に指定

土対法に基づく措置(対策)

自主的な対策を行う場合

汚染土壌による「健康被害」や「二次汚染」を
生じさせないように、適切な取り扱いが必要

土対法3条・4条の調査以外で、土壌汚染等が確認された場合は、原則、
自主的な取り組みとして、対策等を行う必要がある。

その際は、関係法令やガイドライン等を参考に、土壌汚染等による「健康
被害」や「二次汚染」を生じさせないように、適切な対応が必要となる。
なお、対象地を土対法の「指定区域」に指定し、土対法を適用させ対策等を
行うケースも一案である。

関係法令やガイドライン等に準拠・参考に行う

行政へ相談することが望ましい。
(ただし、相談するタイミングは熟慮すべき)

29

土対法適用外における土壌汚染事例

・掘削残土の調査方法例
基本は、土対法の「認定調査(掘削後調査)」や土砂条例(残土条例)等を参

考にすることが望ましいが、分析対象物質や試料採取の頻度等については、
サイト毎の状況を考慮の上、計画されたい。

土対法の認定調査(掘削後調査)の概要
・試料採取頻度：汚染のおそれが有る場合→100m3に1試料

汚染のおそれが小さい場合→900m3に1試料
・対象物質 ：土対法の全特定有害物質(25物質)
※本調査は、「指定区域」からの搬出土砂を対象としている。

したがって、通常の土地よりも土壌汚染リスクが大きいケースであることに留意。

土砂条例(残土条例)や土砂受入機関の概要
・試料採取頻度：2,000m3～5,000m3毎に検査
・対象物質 ：各ケースで相違がある。

最低限、土対法の全特定有害物質(25物質)は必要か？

30

自然由来の調査～トンネル掘削ずり等の岩石～

トンネル掘削ずりの扱いは？

・開口部以外のトンネル工事部分は土対法対象外の為、

道路工事に盛土として利用可。

・自然由来の重金属等が含まれている場合は、国交省

のマニュアル※を参考に、適切なリスク管理が必要

※建設工事における自然由来重金属等含有岩石
土壌への対応マニュアル(暫定版)

(平成22年3月 国土交通省)

31

自然由来の調査～トンネル掘削ずり等の岩石～

マニュアルで対象とする物質

自然由来で岩石･土壌中に存在する可能性のあるもの

カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、砒素、

ふっ素、ほう素

自然由来の土壌汚染の特徴

自然由来の重金属等は地質の影響で広範囲に分布

人為由来の汚染物質は、局所的に高濃度箇所が存在

32



調査･試験方法

自然由来の調査～トンネル掘削ずり等の岩石～

33

自然由来の調査～トンネル掘削ずり等の岩石～

34

短期溶出試験

・土対法では2mm以上の礫・岩石は対象外

・マニュアルでは、2mm以下のふるいを全量通過するまで

粉砕した試料を用い、溶出試験(環告18号）をおこなう。

自然由来の調査～トンネル掘削ずり等の岩石～

結果の評価

・粉砕することにより、溶出量を多く見積もる可能性がある。

・重金属等は鉱物として化学結合していることから、反応速度が遅く、

短時間の溶出では溶出量を少なく見積もる可能性がある。

・大粒径のまま盛土等に用いる場合は、試験結果を補正することが

可能。

・長期的な酸性化の可能性のある試料や、スレーキングが明らかな

岩石は補正不可。

35

酸性化可能性試験

・硫化鉱物が酸化した際の重金属等の溶出可能性を評価

・過酸化水素水を用いて、試料を強制酸化させ、ｐHを測定。

・ｐHが3.5以下のものは、長期的な酸性化の可能性あり。

自然由来の調査～トンネル掘削ずり等の岩石～

地下環境

風雨

重金属類

建設工事

地上環境

風化促進

酸性化

溶出

酸性水

流出
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・トンネル等の掘削する地層の一部より、

溶出量基準を超過する重金属等が検出

・竜の口層に自然的原因の砒素、カドミウムを確認。

事例① ～仙台市高速鉄道東西線～

37

要対策土の判定・試験方法

事例① ～仙台市高速鉄道東西線～

①試料採取：
先進水平ボーリングおよび鉛直ボーリングの分析結果で事前判定
＊地層が異なる場合は酸化溶出、即時溶出で分析

②試験方法
・公定法による分析

一般土と判断された土については、5,000 ㎥に１回溶出量試験（18 号試験）、
含有量試験（19 号試験）を実施。

・迅速分析による判別管理基準
・即時溶出

公定法溶出試験でひ素が指定基準値0.01mｇ/ｌを超えた場合は要対策土とする。

・酸化溶出
強制酸化試験（3％過酸化水素水により4 時間反応させる）について、pH を測定

し、結果が閾値（pH=4以下）を超過したものを要対策土とする。

38

・採石場跡地に搬出し、
林地復旧の盛土材の
一部として有効利用。

(事業用地外処理）

事例報告① ～仙台市高速鉄道東西線～

対策土量：400,000m3

39

・覆土により溶出を抑制し、遮水シートで浸透を防止。

・周囲に観測井戸を設置し、定期的に地下水観測を実施。

事例① ～仙台市高速鉄道東西線～

40



事例① ～仙台市高速鉄道東西線～

① 着手前

② 遮水シート敷設前整地状況

41

事例① ～仙台市高速鉄道東西線～

③ 遮水シート敷設状況

④ 盛土施工状況

42

事例① ～仙台市高速鉄道東西線～

⑤ Ｈ２５.１１の状況

43

事例② ～一般国道289号 甲子トンネル～

福島県南会津地方と県南地方を結ぶ
甲子道路23.3kmのうち4345mのトンネル

事前調査により、一部の岩石で、
鉛、セレンが基準超過。
砒素、カドミウムで長期溶出可能性有り。

44



事例② ～一般国道289号 甲子トンネル～

一次判定
①試料採取：先進ボーリング
②試験方法：
・pH(H2O2)測定と全硫黄含有量測定
③判定基準：独自基準（フロー参照）
④試験頻度：ボーリング１回／5m

二次判定
①試料採取：仮置き場からの任意採取
②試験方法：pH(H2O2)測定と全硫黄含
有量測定
③判定基準：独自基準（フロー参照）
④試験頻度：１回／１日掘削分

45

事例② ～一般国道289号 甲子トンネル～

二次仮置場 遮水シート施工状況

要対策岩の封じ込め対策
道路盛土工事の路体の中に
遮水シート（二重）で封じ込める
工法を選定
(事業用地内処理）

対策土量：50,000m3

46

・事前調査によりトンネル掘削ずり

から溶出量基準を超過する重金属

等が検出

・泥岩・崖錐堆積物より、自然的原
因の鉛、砒素、セレンを確認。

事例③ ～道道西野真駒内清田線～

47

・調査判定手法

事例③ ～道道西野真駒内清田線～

二次判定は、1日に搬出される掘削ずりから

無作為に5地点を選定して試料を採取し、これ

を等量混合させ溶出量試験を行う。

一次判定は、ボーリングコアを用いて、延長10mを1単位とし、

5地点から試料を採取混合し、溶出試験を実施。
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事例③ ～道道西野真駒内清田線～

49

事例③ ～道道西野真駒内清田線～

・要対策ずりの処理

本線トンネルからの分岐トンネル

に封じ込める。(事業用地内処理）

分岐トンネル内での処理方法は

遮水シートによる遮水工封じ込め。

要対策ずりは、本線トンネルの切

羽から直接運搬。

対策土量：50,000m3

50

事例③ ～道道西野真駒内清田線～

51

・施工後のモニタリング

各分岐トンネル合流部及び放流水を対象

年4回の頻度で実施し、地下水環境基準を超過しない

状態を2年間継続して確認

事例③ ～道道西野真駒内清田線～

52



油汚染の調査方法

建設工事中に遭遇する事例

掘削工事中に、掘削土から油臭がする。

掘削地下水面に油膜を発見した。

建設工事中に油汚染を発見し、
調査･対策の契機となることがある。

土対法では、油汚染については対象外となっているため
環境省のガイドライン※に従って調査を実施する。

※油汚染対策ガイドライン

－鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への
土地所有者等による対応の考え方－ (平成１８年３月 環境省)
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油汚染の調査方法

54

油汚染の調査方法

注：ガイドラインでは、アスファルトは対象となる鉱油類とは考えていない

主な鉱油類の種類

55

油汚染の調査方法

56



油汚染の調査方法
土地利用の目的や方法に応じた対応

①子供が土で遊ぶことを想定しなければならない児童公園等

地表に寝転んでも油臭がしないような状態を達成し、それを長期的に
維持管理することを対策目標として設定

②油汚染問題がある土地を売却することを予定している場合

売却後に掘削などの形質変更が行われても油臭や油膜が問題となら
ないように、油含有土壌の掘削除去や浄化を対策目標として設定

③事務所や駐車場用地等、ビルを建てたり、コンクリートで覆って用いる土地

油含有土壌があっても土地を使用する人が油臭や油膜を感じない

土地の利用状況により油汚染がどの程度問題になるかは異なる土地の利用状況により油汚染がどの程度問題になるかは異なる

57

油汚染の調査方法

状況把握調査で油汚染土壌の範囲を把握
（現地踏査、油臭・油膜、TPH試験）

対策範囲の絞り込みが必要な場合は、より
詳細な対策調査を実施する。
(追加ボーリング調査、TPH試験）
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油汚染の調査方法
油分の測定方法

ＧＣ－ＦＩＤ法の特徴

TPH（Total Petroleum Hydrocarbon：全石油系炭化水素）

炭素数により、油種の同定や経時的な性状変化の程度を把握可能炭素数により、油種の同定や経時的な性状変化の程度を把握可能

59

クロマトグラム上のＴＰＨの炭素範囲

油汚染の調査方法
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油汚染の調査方法

①ガソリン

②軽油

③Ａ重油

④ﾓｰﾀｰｵｲﾙ

ク ロ マ ト グ ラ ム の 例

61

油汚染の浄化対策
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油汚染の浄化対策
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油汚染の浄化対策
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フェントン反応による分解の仕組み

本法における分解反応は、弱酸性の条件下で、酸化力の高いヒドロシキル
ラジカルによって様々な有機化合物を水と二酸化炭素に分解します。

フェントン反応剤
（過酸化水素＋硫酸第一鉄＋ クエン酸）

65

フェントン反応剤による土壌・地下水浄化とは

 土壌・地下水を移動することなく原位置で浄化

 酸化剤を汚染物質と接触させ、無害な無機化合物に分解させる化学酸化処理技術

 地上設備が小規模であるため稼働中の施設では営業を継続しながらの施工が可能

 原位置での濃度が高い場合にも対応できる。

 注入から汚染物質との反応、汚染物質の分解までの時間が短時間である（即効性）

 反応後の状態をモニタリングすることで浄化剤の追加注入の必要の有無を短期間（
２週間程度）で判定できる。

浄化可能な汚染物質

①塩素系溶剤

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，等

(土壌汚染対策法に定められるﾍﾞﾝｾﾞﾝを除く第一種特定有害物質）

②石油系炭化水素

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾙｴﾝ，ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ｷｼﾚﾝ

燃料油（炭素数20以下のｶﾞｿﾘﾝ，軽油，灯油，等）
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施工の流れ

対策用調査

ﾄﾘｰﾀﾋﾞﾘﾃｨｰ試験
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工法 井戸注入 ロッド注入
バックホウ

掘削混合攪拌

攪拌翼

混合攪拌

模式図

対象
地下水(水位低)

飽和土壌(透水性高)

地下水

飽和土壌(透水性中～高)
不飽和土壌(深度2ｍ以浅) 不飽和土壌(深度2ｍ以深)

概要

ジオプローブを使用し
てPVC製注入井戸を設
置する。地上の注入ポ
ンプから井戸のスト
レーナー部を通して汚
染部位にフェントン反
応剤を注入する。

ジオプローブのロッドを
打撃貫入させ、ロッドを
引き上げて裸孔区間を作
成する。地上の注入ポン
プから作成した裸孔区間
を通して汚染部位にフェ
ントン反応剤を注入する。

バックホウを使用し、汚染
土と清浄土に選別しながら
掘削をする。汚染土を掘削
箇所に戻しながらフェント
ン反応剤を散布し、混合攪
拌をする。

攪拌翼(柱状改良機)を使
用し、駆動軸を回転させ
ながら所定の深さまで穿
孔する。攪拌翼の先端部か
ら汚染部位にフェントン
反応剤を噴射し、混合攪
拌をする。

浄化工事の施工方法

68



施工例①

注入井戸配置

・稼働中化学工場において地下タンクから廃液(トルエン主体）の漏洩が発覚
・応急対策として地下タンクの撤去・廃液を回収した後、フェントン反応剤に

よる原位置浄化を実施
・施工方法は井戸注入を主体とし、汚染源ではロッド注入井を追加
・地下水中のジクロロメタン(最大135倍)・ベンゼン(最大7倍)は基準値以下、

土壌中のトルエン(最大70倍)は指針値以下まで低減
・地下水中のトルエン(最大2800倍)は構造物下からのリバウンドの影響もあり

指針値の数十倍の汚染が残留。土壌からの供給はほとんどなくなったこと
から敷地外への拡散リスクは小さく、施工後はモニタリングで監視

井戸注入
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施工例②

地下水揚水・注入

・隣接するクリーニング工場からのもらい汚染によりテトラクロロエチレン
および分解生成物の地下水汚染が発覚

・土地を売却するため敷地内の汚染物質濃度を基準値以下まで低減する必要有
・汚染源からの供給が続いていることから、敷地境界に鋼矢板を設置して流入

を遮断し、フェントン反応剤による原位置浄化を実施
・施工は井戸注入と汚染源のロッド注入で実施したが、地下水位が高いこと

から揚水処理を併用
・地下水中のテトラクロロエチレン(最大900倍)、トリクロロエチレン(最大

14倍)、シス-1,2-ジクロロエチレン(最大25倍)は全て基準値以下まで低減
したことを確認し、浄化完了

井戸注入
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施工例③

・タンクローリーの横転事故によりガソリンが流出
・応急対策として掘削除去、および地下水揚水処理を数年にわたり実施したが
、

不飽和土壌の油臭・油膜が残留し、地下水中のベンゼン濃度が基準値以下
まで低減しないことから、浄化完了を目的として原位置浄化を実施

・不飽和土壌はバイオ製剤を使用し、深度5ｍまでの攪拌翼混合攪拌、地下水
はフェントン反応剤の井戸・ロッド注入を実施

・土壌中の油臭・油膜は“なし”、地下水中のベンゼン(最大10倍)は基準値
以下まで低減したことを確認して浄化完了

攪拌翼混合攪拌 井戸・ロッド注入
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施工例④
・ガソリンスタンド解体後の調査で油・ベンゼン汚染が発覚
・土地売却のためフェントン反応剤による浄化対策を実施
・解体工事の影響もあり、浅部の汚染が広い範囲に拡がる
・深度2ｍ以浅の土壌はバックホウによる混合攪拌、深度2ｍ以深の土壌および

地下水はロッド注入で浄化を実施
・油臭・油膜低減剤を補助的に使用
・土壌中のＴＰＨ自主基準値(1,000mg/kg)以下、油臭・油膜“なし”、土壌中

のベンゼン(1.3倍)および地下水中のベンゼン(最大73倍)は基準値以下と
なっていることを確認して浄化完了

ロッド注入バックホウ混合攪拌

72



謝 辞

・長時間に亘り、ご清聴頂きまして誠にありがとうございました。
本日のお話が、今後の業務の参考になって頂ければ幸いです。

・土壌汚染問題は、技術的な事柄もさることながら、所管行政庁
への対応や、関係法令等の運用等、幅広いコンサルティングが
必要となります。

・技術委員会では、技術講習会等をつうじて、会員各社への技術
提供や情報発信等に、より一層努めてまいります。

http://www.yamagatahttp://www.yamagata--geo.jpgeo.jp
73


