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法・条例に基づく土壌汚染対策の体系法・条例に基づく土壌汚染対策の体系

調査の契機(届出) ・ 施設の廃止記調査の契機(届出) ・ 施設の廃止
・ 事業所の廃止
・ 土地の形質の変更

調査義務

記
録
の
管 調査義務

※ 法・条例に規定する調査の契機
に該当しなければ、規制対象外

管
理

調 査
・ 地歴調査
・ 土壌等の試料採取による調査

情
報
提

基準不適合
提
供

・措置 ・ 汚染の除去等の措置
・ 土地の形質の変更における

・
区
域
指

・
台
帳
閲
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・土地利用の制限

・ 土地の形質の変更における
届出・施行基準

指
定

閲
覧



横浜市環境創造審議会 答申横浜市環境創造審議会 答申

第７章

土壌・地下水汚染の規制のあり方について（答申）

１． 土壌・地下水汚染の把握の機会拡充
土壌汚染対策と地下水汚染対策 総合的な取組み

地
下
水

２． 土壌汚染対策と地下水汚染対策の総合的な取組み
３． 土地所有者の責務の明確化
４． 搬出汚染土壌の適正処理

水
、
土
壌
及

５． 土壌・地下水汚染の情報提供の充実
６． 調査・対策の信頼性の確保
７． 命令・罰則の規定

及
び
地
盤

平成21年11月

命令 罰則 規定
８． 汚染土壌の搬入による土壌汚染の防止
９． 横浜市生活環境の保全等に関する条例手続の整理

環
境
の
保平成21年11月

横浜市環境創造審議会

保
全

改 正

※ 答申の詳細は以下のＵＲＬのウェブサイトにてご確認ください
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kaihatsu/kisei/dojo/public/20091126.html 3



第７章第７章 「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正

第７章 各節 の改正第７章 各節 の改正

現 行現 行 改正後改正後

第１節 …
地下水の水質の浄化対策 第２節

第１節 … 名称変更なし
地下水の水質の浄化対策

第１節の２ …
土壌 汚染 防止等

第２節 …
土地の形質の変更に伴う
公害の防止土壌の汚染の防止等

第２節 …

公害の防止

第２節の２ …
特定有害物質による土壌第２節

特定廃棄物処分場敷地等
の適正管理

特定有害物質による土壌
の汚染の防止等

第２節の３

第３節 …
地下水 採取 よ 地盤

第２節の３ …
ダイオキシン類による土
壌の汚染の防止等

4

地下水の採取による地盤
の沈下の防止 第３節 … 名称変更なし

壌の汚染の防止等



第７章第７章 「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正

現行条例の 「土壌汚染有害物質」現行条例の 「土壌汚染有害物質」

現 行現 行 土壌汚染対策の対象物質 ：土壌汚染有害物質

土
対
法

■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 法

の
対
象

■ 1,3-ジクロロプロペン ■ジクロロメタン
■テトラクロロエチレン ■ 1,1,1-トリクロロエタン
■ 1,1,2-トリクロロエタン ■トリクロロエチレン

物
質
（
特

■ 1,1,2 トリクロロ タン ■トリクロロ チレン
■ベンゼン ■カドミウム及びその化合物
■六価クロム化合物 ■シアン化合物
■水銀及びアルキル水銀 ■セレン及びその化合物 特

定
有
害

■水銀及びアルキル水銀 ■セレン及びその化合物
その他の水銀化合物 ■鉛及びその化合物

■砒素及びその化合物 ■ふっ素及びその化合物
■ほう素及びその化合物 ■シマジン

害
物
質
）

■ほう素及びその化合物 ■シマジン
■チオベンカルブ ■チウラム
■ＰＣＢ ■有機リン化合物

5
■ダイオキシン類



第２節 ～ 第２節の３ の改正概要

第７章第７章 「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正

第２節 ～ 第２節の３ の改正概要

現 行現 行 改正後改正後

第２節「土地の形質の変更に伴う
公害の防止」

第１節の２「土壌の
汚染の防止等」

●土地の形質の変更に伴う公害の防止に
関する指針

●汚染土壌による埋立て等の禁止等

第２節の２「特定有害物質による
土壌の汚染の防止等」

■土壌汚染有害物質 …

●汚染土壌による埋立て等の禁止等

土対法の対象物質 土壌の汚染の防止等」
●土壌汚染対策法とほぼ同様の制度
⇒調査等の実施主体 … 土地の所有者等

・土対法の対象物質
（特定有害物質）

第２節の３「ダイオキシン類による
土壌の汚染の防止等」

・ダイオキシン類

■調査等の実施主体 …

6
■現行条例とほぼ同様
⇒調査等の実施主体 … 事業者

事業者



目 次

第７章第７章 「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正

目 次

１１ 第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等

２２ 第 節 ダイオキシ 類による土壌 汚染 防止等

１１ 第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等

２２ 第 節 ダイオキシ 類による土壌 汚染 防止等２２ 第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等

３３ 第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止

２２ 第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等

３３ 第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止３３ 第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止

４４ 第１節 地下水の水質の浄化対策

３３ 第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止

４４ 第１節 地下水の水質の浄化対策第 節 地下水の水質の浄化対策

５５ その他 罰則・勧告

第 節 地下水の水質の浄化対策

５５ その他 罰則・勧告
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１１ –– (1)(1) 特定有害物質使用等事業所

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等

１１ –– (1)(1) 特定有害物質使用等事業所

現 行現 行 改正後改正後現 行現 行 改正後改正後

■土壌汚染有害物質
(旧規則第56条の２第１項)

●特定有害物質
(新条例第２条第17号)(旧規則第56条の２第１項)

・土壌汚染対策法の対象
物質（特定有害物質）

(新条例第２条第17号)

土壌汚染対策法第２条1項に規
定する特定有害物質害

・ダイオキシン類 第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等

■土壌汚染有害物質使用事業所
(旧条例第65条の３第１項)

●特定有害物質使用等事業所
(新条例第63条第３号)

土壌汚染有害物質を製造し、使用し、
処理し、保管し、発生させ、又は排
出する事業所

特定有害物質（又はこれを含む固
体・液体）の製造・使用・処理・
保管 貯蔵を行う事業所（又は過

8

出する事業所 保管・貯蔵を行う事業所（又は過
去において行った事業所）



第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等

１１ –– (2)(2)①① 特定有害物質の使用状況等の記録の

記録の管理

１１ –– (2)(2)①① 特定有害物質の使用状況等の記録の

現 行現 行 改正後改正後
管理等

現 行現 行 改正後改正後

■土壌汚染有害物質の使用
状況等の記録の管理等

●特定有害物質の使用状況等の
記録の管理等状況等の記録の管理等

対象：土壌汚染有害物質使用

(旧条例第65条の３第１項)
記録の管理等
(新条例第64条第１,２項)

対象①：特定有害物質使用等事業所対象：土壌汚染有害物質使用
事業所を設置している者

義務：土壌汚染有害物質の使用

対象①：特定有害物質使用等事業所
を設置している者

義務①：・特定有害物質の使用状況
状況等の調査・記録 等の調査・記録・保存

・土地の所有者等への
記録の送付（年１回以上）★事業所を設置している者

対象②：土地の所有者等

記録の送付（年１回以上）★事業所を設置している者

★土地の所有者等（所有者・
管理者・占有者）

な 合

9

義務②：送付された記録の保存…が異なる場合



第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等

１１ –– (2)(2)②② 特定有害物質の使用状況等の記録の

記録の管理

１１ –– (2)(2)②② 特定有害物質の使用状況等の記録の

改正後改正後 (新規則第59条第２項) 管理等

●特定有害物質の使用状況等の記録を行う事項

(1) 特定有害物質使用等事業所の敷地の利用の状況の概要(1) 特定有害物質使用等事業所 敷地 利用 状況 概要
(2) 特定有害物質使用等事業所の敷地の造成の状況の概要
(3) 事業活動の概要
(4) 特定有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保管場所、

保管方法、保管量、使用期間及び使用状況
(5) 施設の破損、事故等による特定有害物質の漏出の有無、時期、場所及

び漏出量
(6) 特定有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路
(7) 排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び

場所
(8) 特定有害物質を含む廃棄物の埋立 等の有無 時期 場所及び量(8) 特定有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量
(9) 施設撤去時において特定有害物質が残存し、又は付着した装置等の解

体方法及び解体場所
(10) 地形 地質等の概要

10

(10) 地形、地質等の概要
(11) その他市長が特に必要と認める事項



第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等

１１ –– (2)(2)③③ 特定有害物質の使用状況等の記録の

記録の管理

１１ –– (2)(2)③③ 特定有害物質の使用状況等の記録の

現 行現 行 改正後改正後
管理等

現 行現 行 改正後改正後

■土壌汚染有害物質の使用
状況等の記録の管理等

●特定有害物質の使用状況等の
記録の管理等状況等の記録の管理等

(旧条例第65条の３第２項)
記録の管理等
(新条例第64条第３項)

対象：特定有害物質使用等事業所の対象：土壌汚染有害物質使用 対象：特定有害物質使用等事業所の
敷地である土地の所有者等

対象：土壌汚染有害物質使用
事業所を設置している者

土壌汚染有害物質使用事業所の敷地
特定有害物質使用等事業所の敷地である

である（又は敷地であった）土地の
全部又は一部の譲渡・返還・貸与を
行う場合

特定有害物質使用等事業所の敷地である
土地の全部又は一部の譲渡・貸与を行う
場合

義務：土壌汚染有害物質の使用状

況等の記録（又はその写し）

を譲渡等の相手方に交付 ⇒ 改正後も同様
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を譲渡等の相手方に交付

⇒ 交付を受けた相手にも義務が発生

⇒ 改正後も同様



１１ –– (3)(3) 特定有害物質使用等事業所の廃止

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調査の契機

１１ –– (3)(3) 特定有害物質使用等事業所の廃止

又は敷地の一部の使用廃止の届出等

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の４第１項) (新条例第64条の２第１項)

( 〃 第７項)

★ 事業所(※)の廃止 ★ 事業所(※)の敷地の一部の使用廃止

(※)現行は「土壌汚染有害物質使用事業所」、改正後は「特定有害物質使用等事業所」

義務：廃止した日から30日以内に…義務：廃止しようとするとき…

…土壌汚染有害物質の使用状況
等を調査し 調査結果等を届出

…廃止等の旨を届出

対象：特定有害物質使用等事業所を
設置していた者

対象： 土壌汚染有害物質使用
事業所を設置し る者

等を調査し、調査結果等を届出

(新条例第64条の２第３項)事業所を設置している者

事業所設置者が所在不明その他
の理由により調査を行うことが

(新条例第64条の２第３項)
「事業所設置者」と「土地の所有者
等」が異なる ⇒ 横浜市が「土地の
所有者等」に事業所廃止等の旨を通知

12

の理由により調査を行うことが

できない ⇒ 土地の所有者等
⇒ 土地所有者等に調査義務

所有者等」に事業所廃止等の旨を通知



１１ –– (4)(4)①① 特定有害物質使用等事業所の廃止

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調 査

１１ –– (4)(4)①① 特定有害物質使用等事業所の廃止

又は敷地の一部の使用廃止に伴う土壌調査

(旧条例第65条の４第２,３項)
(旧規則第56条の４)

(新条例第64条の２第２項)

( 〃 第７項)
現 行現 行 改正後改正後

対象：土壌汚染有害物質使用
事業所廃止の届出者

対象：土地の所有者等

事業所廃止 届出 中で

・事業所廃止の通知を受けた者
・事業所を設置していた者と同じ者

調査方法 表土調査 ガス調査

調査方法：土壌汚染状況調査
の例による

事業所廃止の届出の中で
有害物質の使用状況等を報告

事業所 設置 者 同 者

土
対
法

調査実施者：指定調査機関

調査方法：表土調査、ガス調査、
ボーリング調査、地下
水調査

⇒ 条例土壌汚染状況調査
法
と
同
様

調査実施者： － ※調査義務を
猶予・免除あり

次ページ

様

⇒

「土対法の調査義務」と「市条例の
調査義務」が重複する場合あり

土対法に基づく手続きと重複しない
(新条例第64条の２第２項第１～３号) 13



１１ –– (4)(4)②② 特定有害物質使用等事業所の廃止

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調 査

１１ –– (4)(4)②② 特定有害物質使用等事業所の廃止

又は敷地の一部の使用廃止に伴う土壌調査の免除等

改正後改正後 (新条例第64条の２第２項第１～３号)

● 土対法に基づく土壌汚染状況調査
が猶予 されている場合（法第３条
第１項 ただし書の規定による確認

土対法に基づく調査等が実施さを受けた場合）

● 土対法に基づく土壌汚染状況調査
が行われた場合（ただし、調査が

土対法に基づく調査等が実施さ
れている場合には…
条例土壌汚染状況調査は免除

（ 、
行われた日以 降に特定有害物質
の使用等が行われていないこと）

● 当該土地で予定されている利用の
方法からみて、人の健康に係る
被害が 生ずるおそれがない旨の

条例土壌汚染状況調査を猶予

次ページ⇒
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市長の確認を受けた場合
次ペ ジ⇒



１１ –– (4)(4)③③ 特定有害物質使用等事業所の廃止

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調 査

１１ –– (4)(4)③③ 特定有害物質使用等事業所の廃止

又は敷地の一部の使用廃止に伴う土壌調査の猶予

改正後改正後 (新条例第64条の２第２項３号)
(新規則第59条の３）

土地の利用の方法土地 利用 方法

◎ 事業所（当該特定有害物質使用等事業所において事業の用に供されていた
建築物が引き続き当該事業所において事業の用に供されるものに限る。）の敷地
として利用されること。として利用されること。

◎ 当該特定有害物質使用等事業所において、事業の用に供されている建築物と
当該事業所の設置者（その者が法人である場合にあっては、その代表者）の居住
の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、の用に供されている建築物とが同 のものであり、又は近接して設置されており、
かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に
供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地（これと一体
として管理される土地を含む。）として利用されること。

…に該当し、土地の所有者等が条例土壌汚染状況調査の猶予を求める場合

市長に条例土壌汚染状況調 確認申請時から土地
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市長に条例土壌汚染状況調
査の猶予の確認を申請

⇒ 市長の確認

確認申請時から土地
の利用の方法が変更

⇒ 市長に届出

⇒ 猶予取消
（調査義務）

⇒ 猶予 ⇒



１１ –– (4)(4)④④ 特定有害物質使用等事業所の廃止

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調 査

１１ –– (4)(4)④④ 特定有害物質使用等事業所の廃止

又は敷地の一部の使用廃止に伴う土壌調査の報告

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の４第２,３項)
(旧規則第56条の４)

(新条例第64条の２第２項)

( 〃 第７項)

１１ 土壌汚染有害物質使用事業所
の廃止届

１１ 特定有害物質使用等事業所
の廃止届

■事業所廃止の届出の中で
有害物質の使用状況等を報告

２２ 条例土壌汚染状況調査の実施

●地歴調査
２２ 土壌調査計画書の提出

３３ 提出した土壌調査計画の実施

●地歴調査

●表土調査、ガス調査、（ボーリ
ング調査）

■表土調査、ガス調査、
ボーリング調査、地下水調査

計画は行政指導の中で
確認する

16

４４ 土壌調査計画を実施した結果
の完了報告書の提出

３３ 条例土壌汚染状況調査結果
報告書の提出



１１ -- (5)(5)①① 届出対象となる土地の形質の変更

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調査の契機

１１ -- (5)(5)①① 届出対象となる土地の形質の変更

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の５第１項) (新条例第65条 第１項)

「土地の形質の変更」とは？

… 土地の掘削等その他の土地の形質の変更 (新条例第62条)
・土地の形状を変更する行為全般 ・掘削と盛土の別を問わない

【届出対象】 【届出対象】

■土壌汚染有害物質使用事業所の
敷地である（又は敷地であっ
た）土地 …における形質変更

●特定有害物質使用等事業所の敷地
である土地
…における形質変更） における形質変更

⇒ 面積規模は問わない

おけ 形質変更

⇒ 面積規模は問わない

●特定有害物質使用等事業所の敷地●特定有害物質使用等事業所の敷地
である土地以外の土地
…における形質変更

【土対法の届出対象】

（土地の条件を問わず）

17

⇒ 2,000㎡以上 3,000 ㎡未満
（土地の条件を問わず）
3,000㎡以上 の土地の形質変更



１ - (5)② 届出対象外となる土地の形質の変更

第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調査の契機

１ - (5)② 届出対象外となる土地の形質の変更

改正後

●特定有害物質使用等事業所の敷地である土地

改正後 (新条例第65条 第１項 第１～６号)

における形質変更 ⇒ 面積規模は問わない

●特定有害物質使用等事業所の敷地である土地以外の土地
における形質変更 ⇒ 2 000㎡以上 3 000 ㎡未満における形質変更 ⇒ 2,000㎡以上 3,000 ㎡未満

【届出対象外となる土地の形質変更】

☆土対法で指定された要措置区域・形質変更時要届出区域内における☆土対法で指定された要措置区域・形質変更時要届出区域内における
行為 ⇒ 土対法により規制

☆新条例で指定された条例要措置区域・条例形質変更時要届出区域内
における行為 ⇒ 新条例第66条の２、第67条の２などにより規制

☆非常災害のために必要な応急措置として行う行為

★軽易な行為その他の行為であ て 規則で定めるもの ⇒ 次ペ ジ

18

★軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの ⇒ 次ページ



１１ -- (5)(5)③③ 軽易な行為その他の行為であって

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調査の契機

１１ -- (5)(5)③③ 軽易な行為その他の行為であって、

改正後改正後
規則で定めるもの

改正後改正後

(新条例第65条 第１項 第６号)

★ 軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

(新規則第59条の13)

(1) 次のいずれにも該当する行為

ア 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外（当該土地
の形質の変更の場所の全部が事業所の敷地内である場合にあってはの形質の変更の場所の全部が事業所の敷地内である場合にあっては、
当該事業所の敷地外）へ搬出しないこと。

イ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行わないこと。

(2) 農業を営むために通常行われる行為であって、前号アに該当するもの

(3) 林業の用に供する作業路網の整備であって、第１号アに該当するもの

(4) 土壌又は地質に関する調査のための試料の採取を行うもの

19

(4) 土壌又は地質に関する調査のための試料の採取を行うもの



１１ -- (5)(5)④④ 土地の形質の変更の届出

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調査の契機

１１ -- (5)(5)④④ 土地の形質の変更の届出

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の５第１項) (新条例第65条 第１項)現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の５第１項) (新条例第65条 第１項)

■土壌汚染有害物質使用事業所の
敷地 ある（ は敷地 あ

●特定有害物質使用等事業所の敷地
ある土地 における形質変更敷地である（又は敷地であっ

た）土地 …における形質変更

⇒ 面積規模は問わない
【届出対象】

である土地…における形質変更
⇒ 面積規模は問わない

●特定有害物質使用等事業所の敷地⇒ 面積規模は問わない ●特定有害物質使用等事業所の敷地
である土地以外の土地

…における形質変更
⇒ 2 000㎡以上 3 000 ㎡未満⇒ 2,000㎡以上 3,000 ㎡未満

届 出 者：土地の形質変更を
しようとする者

⇒ 改正後も同様

届出期限：着手する日の30日前まで

形質変更 届出 中

届出期限： －

20

形質変更の届出の中で
有害物質の使用状況等を報告



１１ -- (6)(6)①① 土地の形質の変更における土壌調査

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調 査

１１ -- (6)(6)①① 土地の形質の変更における土壌調査

新たな新たな
● 特定有害物質使用等事業所の敷地以外

(新条例第65条 第２項)

新たな
届出対象
新たな
届出対象 ● 形質変更の面積が2,000㎡以上 3,000 ㎡未満

土対法４条と同様の流れ(新条例第65条 第２項)

形質変更を行おう形質変更を行おう
とする者がとする者が……

土地の土地の
所有者等が所有者等が……横浜市が横浜市が……

土対法４条と同様の流れ

行政保有情報（環境法令に基づく届
出等）により、届出対象地における
特 有害物質 使 査

形
質

条
例
土

（実
施特定有害物質の使用履歴を調査

使用履歴がある場合 …

質
変
更
届

土
壌
汚
染

施
し
て
結
果

土地の所有者等に
調 査 命 令

届
の
提
出

状
況
調
査

…土地の所有
者等の同意

果
報
告
）
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査書を添付

※ 使用履歴がない場合 … 調査不要



１１ -- (6)(6)②② 土地の形質の変更における土壌調査

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調 査

１１ -- (6)(6)②② 土地の形質の変更における土壌調査

● 特定有害物質使用等事業所の敷地

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の５第２項)
(旧条例第65条の４第２,３項)

(新条例第65条第２項)

１１ 土壌汚染有害物質使用事業所
の敷地の土地の形質変更届

１１ 特定有害物質使用等事業所
の敷地の土地の形質変更届

土地の所有者等に

調査命令

２２ 土壌調査計画書の提出 ２２ 条例土壌汚染状況調査の実施

実施者：形質変更届の提出者 実施者：土地の所有者等

２２ 土壌調査計画書の提出

３３ 提出した土壌調査計画の実施

２２ 条例土壌汚染状況調査の実施

計画は行政指導の中で確認する
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４４ 土壌調査計画を実施した結果
の完了報告書の提出

３３ 条例土壌汚染状況調査結果
報告書の提出



１１ -- (7)(7)①① 特定有害物質による土壌汚染への

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 措置等

１１ -- (7)(7)①① 特定有害物質による土壌汚染への

(旧条例第65条の４第４ ５項)

措置等

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の４第４,５項)
(旧条例第65条の５第２項)

(新条例第66条～第67条の２)

土壌汚染有害物質による土壌汚染 特定有害物質による土壌汚染

条例に基づく土壌調査結果報告におい
て、土壌の汚染状態が基準に適合しな
い土地(※)

条例土壌汚染状況調査結果報告書にお
いて、土壌の汚染状態が基準に適合し
ない土地(※)い土地(※) ない土地(※)

(※)基準値は改正前後で変更なし
（土対法の土壌溶出量基準・土壌含有量基準と同様）

１１ 土壌汚染対策計画書の提出 区 域 の 指 定 土対法１１ 土壌汚染対策計画書の提出

２２ 提出した土壌汚染対策計画の
実施

区 域 の 指 定

●汚染の除去等の措置

区域の種類 に応じて

１１ (7)(7)②②

法
と同様

23
３３ 土壌汚染対策計画を実施した

結果の完了報告書の提出

●汚染の除去等の措置

●形質変更の制限

１１--(7)(7)②②



土対法

法規制の目的となる摂取経路法規制の目的となる摂取経路法規制の目的となる摂取経路法規制の目的となる摂取経路

土壌含有量基準土壌含有量基準

土壌溶出量基準

出典 環境省資料
24



土対法

土壌土壌溶出量溶出量基準基準土壌土壌溶出量溶出量基準基準

●地下水経由の摂取に対する基準●地下水経由 摂取 対する基準

汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地
下水を飲用すること等による健康リスク

●四塩化炭素
● 1,1-ジクロロエチレン
● 1 3-ジクロロプロペン

● 1,2-ジクロロエタン
●シス-1,2-ジクロロエチレン
●ジクロロメタン

… 0.002
… 0.02
… 0 002

… 0.004
… 0.04
… 0 02● 1,3 ジクロロプロペン

●テトラクロロエチレン
● 1,1,2-トリクロロエタン
●ベンゼン

●ジクロロメタン
● 1,1,1-トリクロロエタン
●トリクロロエチレン
●カドミウム及びその化合物

0.002
… 0.01
… 0.006
… 0.01

0.02
… 1
… 0.03
… 0.01● ンゼン

●六価クロム化合物
●水銀及びその化合物
（ アルキル水銀化合物

●カドミウム及びその化合物
●シアン化合物
●セレン及びその化合物
●砒素及びその化合物

0.01
… 0.05
… 0.0005
… 不検出 ）

0.01
… 不検出
… 0.01
… 0.01銀

●鉛及びその化合物
●ふっ素及びその化合物
●シマジン

●ほう素及びその化合物
●チオベンカルブ
●ＰＣＢ

… 0.01
… 0.8
… 0.003

… 1
… 0.02
…不検出

25

●チウラム
●有機りん化合物 ［単位：mg/l以下］

… 0.006
… 不検出



土対法

土壌土壌含有量含有量基準基準土壌土壌含有量含有量基準基準

●直接摂取に対する基準●直接摂取 対する基準

特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによ
る健康リスク

●四塩化炭素
● 1,1-ジクロロエチレン
● 1 3-ジクロロプロペン

● 1,2-ジクロロエタン
●シス-1,2-ジクロロエチレン
●ジクロロメタン● 1,3 ジクロロプロペン

●テトラクロロエチレン
● 1,1,2-トリクロロエタン
●ベンゼン

●ジクロロメタン
● 1,1,1-トリクロロエタン
●トリクロロエチレン
●カドミウム及びその化合物 … 150● ンゼン

●六価クロム化合物
●水銀及びその化合物
（ アルキル水銀化合物 ）

●カドミウム及びその化合物
●シアン化合物
●セレン及びその化合物
●砒素及びその化合物

… 250
… 15

150
… 50
… 150
… 150銀

●鉛及びその化合物
●ふっ素及びその化合物
●シマジン

●ほう素及びその化合物
●チオベンカルブ
●ＰＣＢ

… 150
… 4,000

… 4,000

26

●チウラム
●有機りん化合物 ［単位：mg/kg以下］



１１ -- (7)(7)②② 区域の指定

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 情報提供

１１ -- (7)(7)②② 区域の指定

（ ●条例要措置区域 ●条例形質変更時要届出区域 ）

改正後改正後
特定有害物質による土壌汚染

土壌の汚染状態が基準に適合しない土地

… … 条例土壌汚染状況条例土壌汚染状況
調査結果報告書調査結果報告書土壌の汚染状態が基準に適合しない土地 調査結果報告書調査結果報告書

土壌汚染による人の健康に係る被害（又はそのおそれ）土壌汚染による人の健康に係る被害（又はそのおそれ）

あり なし …… 横浜市の判断横浜市の判断

土
…… 横浜市報に告示横浜市報に告示

条例要措置区域 条例形質変更時要届出区域

区域の指定
土
対
法
と
同

条例要措置区域

●汚染の除去等の措置の実施
[横浜市の指示による]

●土地の形質変更が原則禁止

条例形質変更時要届出区域

●土地の形質変更をしようと
する場合は事前に届出

●土地の形質変更の施行方法

同
様

27

●土地の形質変更が原則禁止 ●土地の形質変更の施行方法
に関する基準あり



１１ -- (7)(7)③③ 条例要措置区域

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 措 置

１１ -- (7)(7)③③ 条例要措置区域

改正後改正後 (新条例第66条～第66条の４) 土対法と同様

条例要措置区域 … 人の健康に係る被害(又はそのおそれ) あり

改正後改正後 (新条例第 条 第 条 )
(新規則第59条の16～第59条の27)

条例要措置区域  人の健康に係る被害(又はそのおそれ) あり

→ 「地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれが

・土壌溶出量基準に不適合 (新規則 第59条の17 第１号 ア)

あると認められる区域」で地下水の飲用利用等が存在する

→ 基準不適合の土地に人が立ち入ることができる

・土壌含有量基準に不適合(新規則 第59条の17 第１号 イ)

→ 基準不適合の土地に人が立ち入ることができる

● 汚染の除去等の措置の実施 … 横浜市から土地の所有者等(又は汚染原因者)
に指示する

⇒ 「汚染の除去等の措置」は、土対法施行規則別表第５，６と同様
・土壌溶出量基準に不適合 → ｢地下水の水質の測定｣ ｢原位置封じ込め｣ 等
・土壌含有量基準に不適合 → ｢舗装｣ ｢立入禁止｣ 等

28
● 土地の形質変更が原則禁止 ⇒ 例外あり (新規則 第59条の24 ～第59条の27)



地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が生じているとすれば
土対法

地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が生じているとすれば

地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域

地下水主流向

「地下水汚染が生じていると
すれば地下水汚染が拡大す
るおそれがあると認められる地下水主流向

特定有害物質 種類 地 水汚染が到

るおそれがあると認められる
区域（法施行規則第30条）」

川
特定有害物質の種類 地下水汚染が到

達する一般的な
距離（※）

揮発性有機化合物 1 000ｍ

川

汚染原因地

揮発性有機化合物 1,000ｍ

六価クロム 500ｍ

砒素、ふっ素、ほう素 250ｍ

シアン、カドミウム、鉛、
水銀、セレン、その他
農薬等

80ｍ

（※）地下水汚染が到達する一般的な距離 ： 地下水汚染を引き起こしてから100年程度を目安に汚染が到
達し得る範囲として環境省で設定した参考値

29



１１ -- (7)(7)④④ 条例形質変更時要届出区域

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 土地利用の制限

１１ -- (7)(7)④④ 条例形質変更時要届出区域

改正後改正後 (新条例第67条～第67条の３) 土対法と同様

条例形質変更時要届出区域

改正後改正後 (新条例第 条 第 条 )
(新規則第59条の28～第59条の34)

… 人の健康に係る被害(又はそのおそれ) なし

→ 「地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれが
・土壌溶出量基準に不適合

→ 「地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれが
あると認められる区域」で地下水の飲用利用等が存在しない

基準不適合 土地 人が立ち入る とが きな

・土壌含有量基準に不適合

→ 基準不適合の土地に人が立ち入ることができない

● 土地の形質変更をしようとする者は着手日の14日前までに届出

※ 軽易な行為等は届出不要※ 軽易な行為等は届出不要
※ 「区域指定時に既に土地の形質変更に着手している場合」と「非常災害

時の応急措置として土地の形質変更をした場合」は事後14日以内に届出

●土地の形質変更の施行方法に関する基準あり（汚染土壌 有害物質の飛散等

30

●土地の形質変更の施行方法に関する基準あり（汚染土壌・有害物質の飛散等
の防止、土壌溶出量基準不適合の場合は帯水層への接触禁止等）



１１ -- (7)(7)⑤⑤ 区域の指定の解除

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 情報提供

１１ -- (7)(7)⑤⑤ 区域の指定の解除

改正後改正後 土対法と同様(新条例第66条，第67条)
(新規則第59条の18 第59条の28)

区域の指定

改正後改正後

…… 横浜市報に告示横浜市報に告示

(新規則第59条の18，第59条の28)

条例要措置区域

健康被害(又はそのおそれ) あり

条例形質変更時要届出区域

健康被害(又はそのおそれ) なし

健康被害のおそれの消失新たに健康被害のおそれ
条例形質変更時要届出条例形質変更時要届出

●土壌汚染の除去

（摂取経路の遮断等）
……条例要措置区域の条例要措置区域の解除の告示あり解除の告示あり

……条例形質変更時要届出条例形質変更時要届出
区域の区域の解除の告示なし解除の告示なし

●土壌汚染の除去
……条例の区域解除の条例の区域解除の告示あり告示あり

●土対法による区域指定
……条例の区域解除の条例の区域解除の告示なし告示なし

31区域の指定の解除

……条例の区域解除の条例の区域解除の告示なし告示なし

⇒ 土対法による規制



１１ -- (8)(8) 周辺住民への周知

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 情報提供

１１ -- (8)(8) 周辺住民への周知

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の６) (新条例第68条) 現 行現 行 改正後改正後(旧条例第 条 )
(旧規則第56条の７)

(新条例第 条)
(新規則第59条の35)

■ 土壌汚染対策計画の実施 ● ・条例要措置区域
条例形質変更時要届出区域

■

内における土地の形質変更

・要措置区域
・形質変更時要届出区域

・条例形質変更時要届出区域

・要措置区域
・形質変更時要届出区域

１１ （実施者による）周辺住民
周知計画書 提出

…内における土地の形質変更
…内における土地の形質変更・

汚染の除去等の措置

形質変更時要届出区域

への周知計画書の提出

２２ 提出した周知計画の実施
実施者は、周辺住民に、措置・形質変更等
について周知しなければならない

３３ 周知計画を実施した結果の
完了報告書の提出

・周知が実施されない
・公害が生ずるおそれがある

⇒ 市長が勧告 → 勧告違反の旨を公表

32
周知範囲：敷地境界に隣接する土地、健康・生活環

境に被害が生じるおそれがある範囲



１１ -- (9)(9) 土壌汚染による地下水への影響の調査

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 調 査

１１ -- (9)(9) 土壌汚染による地下水への影響の調査

現 行現 行 改正後改正後(旧規則第56条の４第４号)
(新条例第68条の２) 
(新規則第59条の36)

条例に基づく表土調査・ガス調査・
ボーリング調査の結果

●条例土壌汚染状況調査 の結果

(新規則第59条の36)

●土壌汚染状況調査(※)

…帯水層に汚染のおそれがあると認
められる場合

●条例土壌汚染状況調査 の結果

…土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適
合していないと認められる場合

● 地下水への影響の調査

■ 地下水の汚染状況の調査

・廃止・形質変更の届出者が
調査計画書を提出

(※) 法14条申請の土壌調査は含まない

・(条例)土壌汚染状況調査をさせた者調 計画書 提出
・調査計画の実施・結果報告

・(条例)土壌汚染状況調査をさせた者
が地下水調査を実施・結果報告

１１ ボーリング調査を実施し、土壌の 地下水の採取地点地下水の採取地点（以下のどちらか）１１ ボ リ グ調査を実施し、土壌
汚染による帯水層への影響を調査

２２ 帯水層の地下水を採取し、土壌溶出量
基準に不適合の特定有害物質を測定

・・土壌の汚染に起因する地下水汚染
を的確に把握できる地点

・・周縁の地下水の水質への影響の有無
を判断 きる地点

33

基準に不適合の特定有害物質を測定 を判断できる地点

第１節 「地下水の水質の浄化対策」 による指導へ移行する場合あり



土対法

土対法第土対法第1414条の条の指定の申請指定の申請土対法第土対法第1414条の条の指定の申請指定の申請

調査の契機(届出)調査の契機(届出)

調査義務 ※ 法・条例に規定する調査の契機
に該当しなければ、規制対象外

調 査

に該当しなければ、規制対象外

「調査の契機」が土対法に基づかな
い土壌調査調 査

基準不適合

い土壌調査

基準不適合

法14条の指定の申請
指定

措置 法14条の指定の申請
・要措置区域又は形質変更時要届出区域
に指定することを申請することができる

・措置
・土地利用の制限

34
※ 要措置区域・形質変更時要届出区域の
どちらに該当するかは横浜市が判断する



１１ -- (10)(10) 台 帳

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 情報提供

１１ -- (10)(10) 台 帳

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の７) 
(旧規則第56条の８)

(新条例第68条の３) 
(新規則第59条の37)

現 行現 行 改正後改正後
(旧規則第56条の８) (新規則第59条の37)

・要措置区域台帳
・形質変更時要届出区域台帳

■ 条例公表台帳

形質変更時要届出区域台帳

●条例要措置区域台帳
土対法と同様

・土壌調査・土壌汚染対策
計画の実施状況等を公表

・土壌調査結果は 基準の

●条例形質変更時要届出区域台帳

●条例基準適合地台帳・土壌調査結果は、基準の
適合・不適合を問わない

●条例基準適合地台帳

条例土壌汚染状況調査の結果が基準に適合し
ている土地の台帳

□ 要措置区域・

形質変更時要届出区域

●指定解除地台帳

・形質変更時要届出区域・要措置区域・形質変更時要届出区域

・要措置区域

の指定が解除された土地

の台帳

・条例要措置区域・条例形質変更時届出区域
の指定が解除された土地の台帳 35



１１ -- (11)(11)①① 条例要措置区域等の土壌の搬出

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 土地利用の制限

１１ -- (11)(11)①① 条例要措置区域等の土壌の搬出

現 行現 行 改正後改正後 条例による

条例による
敷地外搬出の

条例 よる
区域外搬出の

規制あり

土対法による

敷 外搬出
規制なし

条例要措置区域
対法による

区域外搬出の
規制あり

土対法による

・条例要措置区域
・条例形質変更時要届出区域

要措置区域

土対法による
区域外搬出の

規制あり

重複しない

・要措置区域
・形質変更時要届出区域
※土対法の区域指定と重複

36
土壌汚染有害物質により

汚染されている土地

・要措置区域
・形質変更時要届出区域



１１ -- (11)(11)②② 条例汚染土壌の搬出の届出等

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 土地利用の制限

１１ -- (11)(11)②② 条例汚染土壌の搬出の届出等

現 行現 行 改正後改正後 (新条例第69条～第69条の６) 
(新規則第59条の38～第59条の55)(新規則第59条の38 第59条の55)

土対法の「汚染土壌」とは？
… 要措置区域・形質変更時要届出区域内の土地の土壌 (法第16条第１項)

◆ 区域外搬出の届出制度 ◆ 汚染土壌の運搬に関する基準

◆ 汚染土壌処理業者との処理委託義務 ◆ 管理票の交付等

◆ 認定調査制度（追加調査により、区域内の土地の土壌で
基準に適合するものを認定し、搬出規制の対象外とする制度）

新条例の「条例汚染土壌」とは？
… 条例要措置区域・条例形質変更時要届出区域内の

土地の土壌 (新条例第69条第１項)第 第

●区域外搬出の届出制度 ●条例汚染土壌の運搬に関する基準

●汚染土壌処理業者との処理委託義務 ●管理票の交付等

37
●認定調査制度

土対法と同様



１１ -- (11)(11)③③ 条例汚染土壌の搬出の届出等

第２節の２第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等特定有害物質による土壌の汚染の防止等 土地利用の制限

１１ -- (11)(11)③③ 条例汚染土壌の搬出の届出等

改正後改正後 (新条例第69条～第69条の６) 
(新規則第59条の38～第59条の55)

土対法と同様
(新規則第59条の38 第59条の55)

条例汚染土壌 … 条例要措置区域・条例形質変更時要届出区域内の土地の土壌

● 区域外搬出の届出制度
⇒ 搬出に着手する日の14日前までに運搬者・搬出先などを届出

※ 非常災害のために必要な応急措置として搬出した場合は、
搬出日から14日以内 届出搬出日から14日以内に届出

● 条例汚染土壌の運搬に関する基準
⇒ 条例汚染土壌・有害物質の飛散等の防止など

● 汚染土壌処理業者への処理委託義務
⇒ 搬出する条例汚染土壌の処理は汚染土壌処理業者に委託しなければならない

※ 汚染土壌処理業者 … 土対法に基づく許可を受けている業者※ 汚染土壌処理業者  土対法に基づく許可を受けている業者

● 管理票の交付等
⇒ 搬出者が管理票を交付し、運搬受託者・処理受託者が運搬・処理の完了時

などに必要事項を追記して 回付・写しの送付等を行うなどに必要事項を追記して、回付・写しの送付等を行う
※ 管理票の様式は土対法と同様とし、備考欄に「条例に基づく」との旨を記載
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目 次

第７章第７章 「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正「地下水、土壌及び地盤環境の保全」の改正

目 次

１１ 第２節の２ 特定有害物質による土壌の汚染の防止等

２２ 第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等

３３ 第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止３３ 第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止

４４ 第１節 地下水の水質の浄化対策４４ 第１節 地下水の水質の浄化対策

５５ その他 罰則・勧告
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２２ –– (1)(1) ダイオキシン類管理対象事業所

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等

２２ –– (1)(1) ダイオキシン類管理対象事業所

現 行現 行
ダイオキシン類管理対象地

現 行現 行

改正後改正後■土壌汚染有害物質

(旧規則第56条の２第１項)(旧規則第 条 第 項)

・特定有害物質 第２節の２第２節の２
●ダイオキシン類管理対象事業所

(新条例第70条第１項)

ダイオキシン類対策特別措置法第２第２節の３第２節の３・ダイオキシン類

■土壌汚染有害物質使用事業所

(旧条例第65条の３第１項)

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
する事業所

第２節の３第２節の３・ダイオキシン類

土壌汚染有害物質を製造し、使用し、処理
し、保管し、発生させ、又は排出する事業所

(旧条例第65条の３第１項)
●ダイオキシン類管理対象地

(新条例第70条第２項)

■土壌汚染有害物質使用地

土壌汚染有害物質使用事業所（土壌汚染有

(旧条例第65条の３第２項)

ダイオキシン類管理対象事業所（ダ
イオキシン類特定施設又は事業所が
廃止された場合も含む）の敷地

40

土壌汚染有害物質使用事業所（土壌汚染有
害物質の使用等又は事業所が廃止された場
合も含む）の敷地



２２ –– (2)(2) ダイオキシン類に係る記録の管理等

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 記録の管理

２２ –– (2)(2) ダイオキシン類に係る記録の管理等

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の３) (新条例第70条)現 行現 行 改正後改正後

■土壌汚染有害物質の使用状況等
記録 管理等

(旧条例第65条の３)

●ダイオキシン類に係る記録の管理等

(新条例第70条)

の記録の管理等

対象：土壌汚染有害物質使用事業所
を設置している者

対象：ダイオキシン類管理対象事業所
を設置している者を設置して る者

義務①：土壌汚染有害物質の使用状況
等の調査・記録

を設置して る者

義務①：ダイオキシン類特定施設の使用
状況等の調査・記録(年１回以上)

土壌汚染有害物質使用地の全部又は
一部の譲渡・返還・貸与を行う場合

ダイオキシン類管理対象地の全部又は
一部の譲渡・返還・貸与を行う場合

義務②：土壌汚染有害物質の使用状況
等の記録（又はその写し）を
譲渡等の相手方に交付

義務②：ダイオキシン類特定施設の使用
状況等の記録（又はその写し）を
譲渡等の相手方に交付

41
⇒ 交付を受けた相手にも義務が発生 ⇒ 交付を受けた相手にも義務が発生



２２ –– (3)(3) ダイオキシン類管理対象事業所の廃止

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 調査の契機

２２ –– (3)(3) ダイオキシン類管理対象事業所の廃止

の届出

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の４第１項) (新条例第70条の２第１項)

■土壌汚染有害物質使用事業所の廃止 ● ダイオキシン類管理対象事業所の廃止■土壌汚染有害物質使用事業所の廃止
■土壌汚染有害物質使用地の土地の
一部の使用廃止

● ダイオキシン類管理対象事業所の廃止

● ダイオキシン類管理対象地の土地の
一部の使用廃止

対象：ダイオキシン類管理対象

対象： 土壌汚染有害物質使用
事業所を設置している者

部 使用廃
⇒ 新条例第70条の３

事業所を設置していた者

義務：廃止した日から30日以内に…

事業所設置者が所在不明その他
の理由により調査を行うことが

できない ⇒ 土地の所有者等

義務：廃止しようとするとき…

土壌汚染有害物質の使用状況

…その旨を届出

できな 土地 所有者等

※届出記載事項に「条例第70条第１項の

42

…土壌汚染有害物質の使用状況
等を調査し、調査結果等を届出

規定による記録」（ダイオキシン類特定
施設の使用状況等の記録）あり



２２ –– (4)(4) ダイオキシン類管理対象事業所の廃止

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 調 査

２２ –– (4)(4) ダイオキシン類管理対象事業所の廃止

現 行現 行 (旧条例第65条の４第２ ３項)
に伴う土壌調査等

現 行現 行
改正後改正後

(旧条例第65条の４第２,３項)
(旧規則第56条の４)

(新条例第70条の２第２項)
(新規則第60条の２)

対象：土壌汚染有害物質使用
対象：ダイオキシン類管理対象

有害
事業所廃止の届出者

対象：ダイオキシン類管理対象
事業所を設置していた者

調査方法：表土調査、ボーリング

調査 地下水調査 調査方法：廃止時に次の調査を行う調査、地下水調査
既存資料の調査・現地踏査 → 土壌採
取 → 採取試料のダイオキシン類測定
(環境庁告示第68号別表に定める方法)

事業所廃止の届出の中で
有害物質の使用状況等を報告

調査実施者：適切に調査すること
ができる者

調査実施者： －

・調査計画書の提出調査計画書の提出
・調査計画の実施・結果報告 調査結果報告

基準不適合

43土壌汚染対策計画の作成・実施

基準不適合
※ 基準不適合であっても、措置は不要



２２ -- (5)(5) ダイオキシン類管理対象地における

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 調査の契機

２２ -- (5)(5) ダイオキシン類管理対象地における

土地の形質変更・一部使用廃止に伴う届出

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の５第１項)
(新条例第70条の３第１，７項)
(新規則第60条の３)

■ 土壌汚染有害物質使用地 に
おける形質変更

① ダイオキシン類管理対象地に
おける形質変更

② ダイオキシン類管理対象地の

届出者：土地の形質変更をしようと 届出者： ①土地の形質変更

② ダイオキシン類管理対象地の
一部の使用廃止

する者

届出期限： － 届出期限： ①着手する日

②土地の一部の使用廃止
をしようとする者

届出期限 届出期限： ①着手する日
②使用廃止日 の30日前まで

※ 非常災害のために必要な応急措置と
して形質変更をした場合は 搬出日
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して形質変更をした場合は、搬出日
から14日以内に届出
(新条例第70条の３第５項)



２２ -- (6)(6) ダイオキシン類管理対象地における

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 調 査

２２ -- (6)(6) ダイオキシン類管理対象地における

土地の形質変更・一部使用廃止に伴う土壌調査等

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の５第２項)
(旧条例第65条の４第２,３項)

(新条例第70条の３第２,３項)
(新条例第60条の３)

土壌汚染有害物質使用事業所 １１ ダイオキ 類管理対象地１１ 土壌汚染有害物質使用事業所
の敷地の土地の形質変更届

１１ ダイオキシン類管理対象地の
土地の形質変更届（一部使用
廃止届）

２２ 土壌調査計画書の提出

３３ 提出した土壌調査計画の実施

２２ ダイオキシン類土壌調査の実施

※ 調査方法は事業所廃止時と同様

４４ 土壌調査計画を実施した結果 ３３ ダイオキシン類土壌調査結果

実施者：形質変更届の提出者 実施者：形質変更届（一部使用
廃止届）の提出者

４４ 土壌調査計画を実施した結果
の完了報告書の提出

３３ ダイオキシン類土壌調査結果
報告書の提出

基準不適合 ※ 土地の形質変更（一部使用廃止）に

45５５ 土壌汚染対策計画の作成・実施

基準不適合 ※ 土地の形質変更（ 部使用廃止）に
伴う汚染土壌に起因する公害を防
止する措置を講じる



２２ -- (7)(7) ダイオキシン類管理対象地における

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 措置等

２２ -- (7)(7) ダイオキシン類管理対象地における

土地の形質変更に伴う公害を防止する措置

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の４第４,５項)
(旧条例第65条の５第２項)

(新条例第70条の２～
第70条の３)

■土壌汚染有害物質使用事業所廃止届 ●ダイオキシン類管理対象事業所廃止届

●ダイオキシン類管理対象地
における

■土壌汚染有害物質使用事業所廃止届
■土壌汚染有害物質使用地における

・土地の一部使用廃止届
・土地の形質変更届

●ダイオキシン類管理対象事業所廃止届

け
・土地の一部使用廃止届
・土地の形質変更届

土地の形質変更届

調査 調査 調査基準不適合 調査調査 調査 調査基準不適合 調査
省略ダイオキシン類の基準 … 1,000 pg-TEQ/g （改正前後で変更なし）

ダイオキシン類対策特別

１１ 土壌汚染対策計画書の提出
２２ 提出した土壌汚染対策計画の実施

基準不適合
基準不適合

１１ 土地の形質変更（一部使用廃止）に

ダイオキシン類対策特別
措置法の区域指定

２２ 提出した土壌汚染対策計画の実施
３３ 土壌汚染対策計画を実施した

結果の完了報告書の提出

起因する公害を防止する措置の実施
２２ 措置の結果の完了報告書の提出 46



２２ -- (8)(8) 周辺住民への周知

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 情報提供

２２ -- (8)(8) 周辺住民への周知

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の６) (新条例第70条の４) 現 行現 行 改正後改正後(旧条例第 条 )
(旧規則第56条の７)

(新条例第 条 )
(新規則第60条の６)

【対象となる土地】
土壌汚染有害物質 基準に不適合

【対象となる土地】
ダイオキ 類の基準に不適合の土壌汚染有害物質の基準に不適合の

土壌汚染有害物質使用地
【対象となる措置】

ダイオキシン類の基準に不適合の
ダイオキシン類管理対象地
【対象となる措置】

１１ （実施者による）周辺住民
周知計画書 提出

土壌汚染対策計画の実施 土地の形質変更（一部使用廃止）
に伴う汚染土壌に起因する公害を
防止する措置

への周知計画書の提出

２２ 提出した周知計画の実施
実施者は、周辺住民に、措置について
周知しなければならない

防止する措置

３３ 周知計画を実施した結果の
完了報告書の提出

・周知が実施されない
・公害が生ずるおそれがある

⇒ 市長が勧告 → 勧告違反の旨を公表

47
周知範囲：敷地境界に隣接する土地、健康・生活環

境に被害が生じるおそれがある範囲



２２ -- (9)(9) ダイオキシン類による地下水への影響の調査

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 調 査

２２ -- (9)(9) ダイオキシン類による地下水への影響の調査

現 行現 行 改正後改正後(旧規則第56条の４第４号)
(新条例第70条の５) 
(新規則第60条の７)

土壌汚染有害物質使用地における表
土調査・ボーリング調査の結果

ダイオキシン類管理対象地における土壌
調査の結果

(新規則第60条の７)

…帯水層に汚染のおそれがあると認
められる場合

…土壌の汚染状態がダイオキシン類の基
準に適合していないと認められる場合

● 地下水への影響の調査■ 地下水の汚染状況の調査

・廃止・形質変更の届出者が
調査計画書を提出

・ダイオキシン類の土壌調査をさせた者
が地下水調査を実施・結果報告

１１ ボーリング調査を実施し、土壌の 地下水の採取地点地下水の採取地点

調 計画書 提出
・調査計画の実施・結果報告

が 下水調査 実施 結果報告

１１ ボ リ グ調査を実施し、土壌
汚染による帯水層への影響を調査

２２ 帯水層の地下水を採取し、ダイオキ
シン類を測定

…… 土壌汚染に起因する地下水汚染を
的確に把握できる地点
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シン類を測定

第１節 「地下水の水質の浄化対策」 による指導へ移行する場合あり



２２ -- (10)(10) ダイオキシン類土壌汚染報告台帳

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 情報提供

２２ -- (10)(10) ダイオキシン類土壌汚染報告台帳

現 行現 行 改正後改正後(旧条例第65条の７) (新条例第70条の７) 現 行現 行 改正後改正後(旧条例第 条 )
(旧規則第56条の８)

(新条例第 条 )
(新規則第60条の８)

・要措置区域台帳
質変 時 域台帳

■ 条例公表台帳

・形質変更時要届出区域台帳

●条例要措置区域台帳
土対法と同様

■ 条例公表台帳

・土壌調査・土壌汚染対策
計画の実施状況等を公表

●条例要措置区域台帳

●条例形質変更時要届出区域台帳

●条例基準適合地台帳・土壌調査結果は、基準の
適合・不適合を問わない

●条例基準適合地台帳

●ダイオキシン類土壌汚染報告台帳

□ 要措置区域・形質変更

ダイオキシン類管理対象地における土壌調
査結果、公害防止措置等

49
時要届出区域の指定が
解除された土地の台帳

●指定解除地台帳



２２ -- (11)(11) 土壌調査等の記録の管理等

第２節の３第２節の３ ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等 記録の管理

２２ -- (11)(11) 土壌調査等の記録の管理等

改正後改正後 結果報告書
(新条例第70条の２第２項) 
●ダイオキシン類管理対象事業所の廃止時の土壌調査

(新条例第70条の２第２ ７項)

（
新
条
例(新条例第70条の２第２,７項) 

●ダイオキシン類管理対象地における土地の形質変更時の土壌調査
●ダイオキシン類管理対象地における土地の一部使用廃止時の土壌調査

(新条例第70条の３第４ ７項)

例
第
70
条
の(新条例第70条の３第４,７項) 

●ダイオキシン類の基準に不適合のダイオキシン類管理対象地における
土地の形質変更時の汚染土壌に起因する公害を防止する措置

●ダイオキシン類の基準に不適合のダイオキシン類管理対象地における

の
６
）

●ダイオキシン類の基準に不適合のダイオキシン類管理対象地における
土地の一部使用廃止時の汚染土壌に起因する公害を防止する措置

(新条例第70条の５第１項) 
●ダイオキシン類の基準に不適合のダイオキシン類管理対象地における●ダイオキシン類の基準に不適合のダイオキシン類管理対象地における

地下水への影響の調査

報告者は 保存した記録対象地の全部

50

報告者は、報告に
係る記録を保存

※交付された相手
方も同様

報告者は、保存した記録
（又はその写し）を譲渡等
の相手方に交付

対象地の全部
又は一部を譲
渡・返還・貸与
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３ - (1) 汚染土壌による埋立て等の禁止等

第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止

３ - (1) 汚染土壌による埋立て等の禁止等

改正後 (新条例第62条の３)
(新規則第57条 第58条)(新規則第57条,第58条)

新条例第62の３ 第１項

汚染土壌 埋立 等何人も、 汚染土壌 を使用して 埋立て等 を行ってはならない

※ 例外として認められる汚染土壌による埋立て等
● 要措置区域・形質変更時要届出区域・条例要措置区域・条例形質変更時● 要措置区域・形質変更時要届出区域・条例要措置区域・条例形質変更時

要届出区域内で汚染土壌を埋め戻す行為（法・条例で認められる行為）
● 特定有害物質、ダイオキシン類、これらを含む固体・液体の飛散・揮散・

流出・地下浸透・悪臭発散を防止するための措置が講じられている行為

新条例第62の３における「汚染土壌」とは？

流出・地下浸透・悪臭発散を防止するための措置が講じられている行為

… ・特定有害物質の土壌溶出量基準・土壌含有量基準
・ダイオキシン類の基準（1,000 pg-TEQ/g以下） に適合しない土壌

「埋立て等 ？

52

新条例第62の３における「埋立て等」とは？

… 埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積



３３ -- (2)(2) 土地の形質の変更に伴う公害の防止に

第２節第２節 土地の形質の変更に伴う公害の防止土地の形質の変更に伴う公害の防止

３３ -- (2)(2) 土地の形質の変更に伴う公害の防止に

改正後改正後 (新条例第62条の２)
関する指針改正後改正後 新条例第 条

特定有害物質の土壌溶出量基準・土壌含有量基準
ダイオキシン類の基準（1,000 pg-TEQ/g以下）

土壌の汚染状態が に適合しない土地

要措置区域
形質変更時要届出区域

要措置区域
形質変更時用届出区域

指針における指針における

ダイオキシン類の基準に不適合

条例要措置区域
条例形質変更時要届出区域

ダイオキシン類の基準に不適合

条例要措置区域
条例形質変更時用届出区域

自主調査・土壌検定等で基準

指針における指針における

汚染された土地汚染された土地

指針における指針におけるダイオキシン類の基準に不適合
のダイオキシン類管理対象地
ダイオキシン類の基準に不適合
のダイオキシン類管理対象地

自主調査・土壌検定等で基準
不適合が発覚した土地

指針における指針における

汚染土壌汚染土壌
汚染された土地の土壌

(搬出された土壌も含む)(搬出された土壌も含む)土地の形質の変更に伴う公害の防止に関する指針

●汚染された土地の所有者等による情報の提供等
●汚染された土地の形質の変更に伴う公害の防止等 努力義務努力義務
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●汚染された土地の形質の変更に伴う公害の防止等
●汚染土壌の運搬に伴う公害の防止
●汚染土壌の処理に伴う公害の防止 … に努めるものとする

努力義務努力義務
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４４ –– (1)(1) 地下浸透禁止物質

第１節第１節 地下水の水質の浄化対策地下水の水質の浄化対策

４４ –– (1)(1) 地下浸透禁止物質

改正後改正後
(新条例第２条第16号)
(新規則別表第15)

地下浸透禁止物質
(新規則別表第 )

地下水の水質の浄化対策の対象物質 ： 現 行現 行 特定有害物質
■四塩化炭素
■ 1 1-ジクロロエチレン

■ 1,2-ジクロロエタン
■ 1,1 ジクロロエチレン
■ 1,3-ジクロロプロペン
■テトラクロロエチレン
■ 1,1,2-トリクロロエタン

■シス-1,2-ジクロロエチレン … 0.04 mg/l以下

■ジクロロメタン
トリ

※ トランス体も規制対象に追加

■ 1,1,2 トリクロロ タン
■ベンゼン
■六価クロム化合物
■水銀及びアルキル水銀その他

■ 1,1,1-トリクロロエタン
■トリクロロエチレン
■カドミウム及びその化合物 … 0.01 mg/l以下
■シアン化合物

0.003

水銀及 水銀 他
の水銀化合物

■鉛及びその化合物
■ふっ素及びその化合物

■シアン化合物
■セレン及びその化合物
■砒素及びその化合物
■ほう素及びその化合物

■シマジン
■チウラム
■有機リン化合物

■ほう素及びその化合物
■チオベンカルブ
■ＰＣＢ

● 塩化ビ ルモノマ 0 002 /l以下

53

■ダイオキシン類
■アンモニア、アンモニウム化合物、

亜硝酸化合物及び硝酸化合物

● 塩化ビニルモノマー … 0.002 mg/l以下

● 1,4-ジオキサン … 0.05 mg/l 以下



４４ –– (2)(2) 地下水の水質の浄化対策の指導対象・措置等

第１節第１節 地下水の水質の浄化対策地下水の水質の浄化対策

４４ –– (2)(2) 地下水の水質の浄化対策の指導対象・措置等

現 行現 行 改正後改正後
(旧条例第63条)
(旧規則第55条)

(新条例第61条の３)
(新規則第55条)(旧規則第55条) (新規則第55条)

対象：■地下水汚染原因地において事業
を行っている者

■地下水汚染原因地において地下水 ●地下水汚染原因地において地下

対象：●地下水汚染原因地において事業
を行っている者

■地下水汚染原因地において地下水
汚染の原因である特定有害物質の
製造・使用・処理・保管を行って
いた可能性があると認められる者

●地下水汚染原因地において地下
水汚染の原因である地下浸透禁止
物質の製造・使用・処理・保管を
行っていた者た可能性があると認められる者 行っていた者

●地下水汚染原因地において条例第
62条の３第１項の規定に違反して
汚染土壌の埋立て等を行った者

１１ 地下水を浄化するための措置を
講じなければならない

１１ 地下水を浄化するための
計画を作成し、計画書を提出

２２ 提出した地下水浄化計画の

汚染土壌 埋立て等を行 た者

２２ 提出した地下水浄化計画の
実施

計画は行政指導の中で確認する

地下水汚染原因地から当該地下
水汚染の拡散を防止する措置
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２２ 地下水を浄化するための措置を

講じた結果の完了報告

計画は行政指導の中で確認する

３３ 地下水浄化計画を
実施した結果の完了報告
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５５ –– (1)(1)①① 罰則 （１年以下の懲役又は1 000 000円以下の罰金）

その他その他 罰則・勧告罰則・勧告

５５ –– (1)(1)①① 罰則 （１年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金）

(新条例第159条の２) 土対法と同様改正後改正後

(1) 第64条の２第４項（同条第７項において読み替えて準用する場合(1) 第64条の２第４項（同条第７項において読み替えて準用する場合
を含む。）、第65条第２項、第66条の２第４項、第67条の２第４項、
第69条第４項又は第69条の４の規定による命令に違反した者

(2) 第66条の３の規定に違反した者
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５５ –– (1)(1)②② 罰則 （３月以下の懲役又は300 000円以下の罰金）

その他その他 罰則・勧告罰則・勧告

５５ –– (1)(1)②② 罰則 （３月以下の懲役又は300,000円以下の罰金）

改正後改正後 (新条例第161条の２) 土対法と同様

(1) 第64条の２第５項（同条第７項において読み替えて準用する場合を含 む。）、
第65条第１項、第67条の２第１項又は第69条第１,２項の規定に よる届出をせ
ず 又は虚偽の届出をした者ず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第69条の２の規定に違反して、条例汚染土壌を運搬した者
(3) 第69条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違

反して 条例汚染土壌の処理を他人に委託した者反して、条例汚染土壌の処理を他人に委託した者
(4) 第69条の５第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規 定に違

反して、管理票を交付せず、又は同条第１項に規定する事項を記載せず、若し
くは虚偽の記載をして管理票を交付した者くは虚偽の記載をして管理票を交付した者

(5) 第69条の５第３項前段、第４項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、
又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理
票の写しを送付した者送

(6) 第69条の５第３項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
(7) 第69条の５第５,７,８項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しな

かった者
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(8) 第69条の６第１,２項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
(9) 第69条の６第３項の規定に違反して、送付をした者



５５ –– (1)(1)③③ 罰則 （300 000円以下の罰金 50 000円以下の過料）

その他その他 罰則・勧告罰則・勧告

５５ –– (1)(1)③③ 罰則 （300,000円以下の罰金、50,000円以下の過料）

土対法と同様改正後改正後

● 300,000円以下の罰金 (新条例第161条の３)

第69条の８第１～３項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報
告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、忌避した者

● 50,000円以下の過料 (新条例第165条)

第67条の２第２,３項、第69条第３項又は第69条の５第６項の規定に
よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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５５ –– (2)(2) 勧告に従わなかった者の公表

その他その他 罰則・勧告罰則・勧告

５５ –– (2)(2) 勧告に従わなかった者の公表

改正後改正後 (条例第156条)現 行現 行

勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を
公表することができる

第７章 第１節～第２節の３ の勧告規定
●第61条の３第３項（地下水の水質を浄化に係る措置）
●第62条の３第３項（汚染土壌による埋立て等の禁止等）●第62条の３第３項（汚染土壌による埋立て等の禁止等）
●第64条第４項（特定有害物質の使用状況等の記録の管理等）
●第68条第２項（周辺住民への周知）
●第68条の２第２項（土壌汚染による地下水への影響の調査）●第68条の２第２項（土壌汚染による地下水への影響の調査）
●第70条第３項（ダイオキシン類に係る記録の管理等）
●第70条の２第３項（廃止されたダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった

土地等の調査））
●第70条の３第６項（同条第７項において読み替えて準用する場合を含む。）

（ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更の実施等）
●第70条の４第２項（周辺住民への周知）
●第70条の５第２項（ダイオキシン類による地下水への影響の調査）
●第70条の６第３項（土壌調査等の記録の管理等） 61



横浜市における土壌汚染に関する情報を横浜市における土壌汚染に関する情報を

ウェブサイトに掲載しています

http://www city yokohama lg jp/

ウ サ ト 掲載して ます

http://www.city.yokohama.lg.jp/
kankyo/kaihatsu/kisei/dojo/

横浜市 土壌汚染 検 索

※ 台帳情報はウ ブサイトに掲載し ますが 詳細に は※ 台帳情報はウェブサイトに掲載していますが、詳細については、
必ず台帳閲覧場所（水・土壌環境課窓口）で確認してください。


