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（1）統計調査部会
23年10月、環境省記者クラブを通じ、「平成22年度の土壌汚染調査･対策事業受注実績」を公

表した。その概要は以下のとおりである。
1）対象企業数    140社(回答企業数：113社)
2）受注実績有り企業数    100社
3）受注件数（調査･対策） 9,177件
4）受注高（調査･対策） 1,002億円

（2）データベース・ネットワーク部会
1）ホームページの「調査･措置ガイドライン検索システム」の更新
23年8月のガイドライン改訂に伴い、システムを改訂版対応に更新した。23年3月に掲載開
始後、24年３月までのアクセス数は約2,600件である。

2）「ニュースヘッドライン」の開始
23年5月に、土壌環境関連の最新ニュースのヘッドラインと出典を紹介する「ニュースヘッド
ライン」を、ホームページに掲載を開始した。対象は環境省の報道発表と環境新聞のニュース
で、現在毎月2回更新している。
● 掲載したヘッドライン累計：約400件（約15～20件/回）
● サイトへの累計アクセス数：約2,400回（約200回/月）

（3）会員サービス促進WG
23年8月、省庁･学会等の震災関連の特設コーナーについてリンク先一覧を作成し、ホーム

ページの会員専用サイトへ掲載した。

（4）平成22年度調査研究成果発表会
23年7月に四谷区民ホールで「平成22年度調査研究成果発表会」を開催した。参加者は151名

であった。
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（平成24年3月31日現在）

所在地：東京都千代田区麹町 4-2 第二麹町ビル 7階
設　立：平成 8年 4 月 1 日
会員数：正会員 138 社、賛助会員 3社
会　長：大野 眞里（株式会社エックス都市研究所 代表取締役CEO）
副会長：山田 良介（新日鉄エンジニアリング株式会社 代表取締役副社長）
 小野 義之（清水建設株式会社 執行役員 エンジニアリング事業本部長）
事　業： （1） 土壌･地下水汚染対策に係る技術の向上、評価及び普及
 （2） 土壌･地下水汚染対策に関する各種情報の収集及び調査･研究
 （3） 土壌･地下水汚染対策に関する情報提供及び技術指導
 （4） 土壌･地下水汚染対策に関する研究会、講演会及び講習会等の開催並びに
 　　図書の発行その他の普及･広報
 （5） 土壌･地下水汚染対策に関する資格制度の運営
 （6） その他センターの目的を達成するために必要な事業
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土壌環境センターの概要 企画委員会／調査企画部
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（5）土壌・地下水汚染に係る分析業務検討部会
再現性のある精度の高い分析結果を得るため、土壌溶出量試験について試験方法に規定され
ていない細かいところを詰めることを目的に以下の活動を行った。
● 土壌溶出量試験に関する施行規則や告示の分析手法の細部について、試験結果に影響してい
る可能性がある事項を抽出し、試験計画を策定した。

● 会員企業から試験を行うための試料の提供を受け、均一な試料を調整の上、風乾に関する検
討、振とう前後の放置時間に関する検討、ろ過に関する検討を行った。

（6）リスク評価方法検証部会
22年度までに開発したサイト環境リスク評価モデル「SERAMβ版ver.1.0」の検証および改
良を行い、合わせてガイダンスやパラメーターの整備につながる検討を行うことを目的に以下
の活動を行った。
● 「SERAMβ版ver.1.0」の検証用に22年度に作成した解析シート（SERAM2010）を用いた
ケーススタディを行い、その結果の検証を通して改良版（SERAM2011）に更新した。

● SERAMのパラメーターについて、その値や設定方法を整理し、パラメーターのツリー、整理表、デ
フォルト値個別票等を整備した。

● 「土壌汚染のリスク評価に関するガイダンス（案）」を作成した。また、有識者からの意見･助言
を得て、SERAMの改良やガイダンスの作成に反映した。

（7）CO2排出量検討部会
土壌・地下水汚染対策事業におけるCO2排出量を求める際に必要な基礎資料を作成するとと
もに、様々な工法の違いによるCO2排出特性を明らかにすることを目的に以下の活動を行った。
● 土壌・地下水汚染対策事業におけるLCCO2算出の際に使用する原単位をまとめた。
● 代表的な土壌・地下水汚染対策工法のLCCO2を求めるためのEXCELを使用した計算ツールを
作成した。

● ケーススタディとして、対象面積、対象深度、運搬距離を変化させた7条件でのLCCO2の算出を
行い、その結果からこれらの工法のCO2排出特性を考察した。

（8）放射性物質による土壌･地下水汚染の調査・対策に係る調査研究特別部会
放射性物質汚染対処に関する国内外の制度、基準、調査対策事例、放射線防護などについて調
査し取りまとめることにより、会員企業などのポテンシャルアップを図り、福島原発事故による
環境汚染問題の解決に資することを目的に以下の活動を行った。
● 放射能･放射性物質の基礎、海外･国内の放射性物質汚染の調査･対策事例、基準とその根拠など
について、情報を収集・検討し取りまとめた。

● 措置･対策について、チェルノブイリ等の事故事例、ICRP、IAEA、USEPA、我が国関連機関など
の関連情報について、調査･検討し取りまとめた。

● 有識者8人を招聘し、講演していただいた。
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（1）実態把握調査部会
会員が持つ現場のデータを活かし、問題点や矛盾点の実態を定量的に把握することを目的に
以下の活動を行った。
● 自然的原因による重金属等含有土壌の調査・対策に係る実態把握のために、既存資料や文献等
に基づく情報収集を実施した。

● 土壌・地下水汚染の措置･対策時の技術を継続的に収集し、課題を的確に把握するために、23
年8月にアンケート調査を実施し、24年2月末にホームページの会員専用サイト上で集計結
果を公表した。

（2）技術者向け現場管理ハンドブック部会
様々な分野で活躍する技術者の交流により収集した情報と知見をもとにして、不具合事例と
その対応を絵解き入りのハンドブックとして作成するとともに、現場における安全の確保及び
信頼性の向上に役立てるためにそれらを公表し広めることを目的に以下の活動を行った。
● 22年度までに作成した102事例の不具合事例シート及びＫＹシートについて、土壌汚染対策
法及びガイドラインの改正に伴い修正した。

● 102事例のハンドブックをホームページで一般公開し、土壌汚染の業務に携わる技術者がい
つでも参照して利用できるようにした。また、この公開と並行してアンケート調査を実施し、
その結果を取りまとめた。

（3）技術標準化部会
政省令やガイドラインに明記されていない個々の技術についての評価方法等について、会員
の見解を統一して技術標準を作成することを目的に以下の活動を行った。
● 土壌汚染対策法及び同法施行規則の一部改正に伴い、第一号技術標準「埋め戻し土壌の品質管
理指針」を改定し、販売を再開した。

● 第二号技術標準「重金属等不溶化処理土壌のpH変化に対する安定性の相対的評価方法」の
フォローアップとして、不溶化処理土壌の長期安定性の評価方法に関するアンケート調査及
び文献調査を実施し、その結果を取りまとめた。

● 第三号技術標準として、幾つかのテーマの候補について検討を行った。
● 「地下水試料の採取方法に関する基礎知識」を取りまとめた。

（4）ISO/TC190部会
ISO/TC190（地盤環境）での審議事項のうち、センター会員に関わりの深いテーマについて
その内容を会員へ伝えるとともに、審議に参加して国際的な技術標準について我が国の技術や
規格・基準・告示などとの整合を図ることを目的に以下の活動を行った。
● 23年9月にオーストラリアで開催された全体総会へ2名を派遣し、主として、サンプリング方
法（SC2）、油の分析方法等（SC7）の審議に参加した。

● ISO/TC190の今後の方向性に係る議論として「Remediation」の規格化があり、センター会
員へ大きな影響が想定されるため今後フォローすることとした。

技術委員会／技術部
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（1）試験及び講習の改善
● 土壌汚染対策法改正に伴い、土壌環境保全士及び土壌環境リスク管理者のテキストを改訂し
た。

● 土壌環境リスク管理者レベルアップ講習の受講資格を他の資格保有者に拡大した。
● 土壌環境監理士試験及び土壌環境リスク管理者講習について、公務員を無料とした。
● 来年度以降の土壌環境監理士試験の改善策を検討した。

（2）各資格試験講習の実施結果
● 土壌環境監理士試験 1回実施
第11回受験者数83名、合格者数15名、認定累計475名

● 土壌環境保全士講習会 2回実施
受講者数112名（第29回57名･第30回55名）、合格者数110名、認定累計2,114名

● 土壌環境保全士リフレッシュ講習会 4回実施
受講者数487名（第22回代替講習会81名、第23回163名、第24回107名、第25回136名）

● 土壌環境リスク管理者講習会 2回実施
受講者数165名（第25回70名、UR95名）、合格者数157名、認定累計3,785名

● 土壌環境リスク管理者レベルアップ講習会 １回実施
第3回受講者数144名、受講者累計389名

平成23年度 活動報告
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資格制度委員会／調査企画部

（1）管理票
財団法人日本環境協会より依頼されて販売している。23年度は、22年度に比べて32,347部
増の237,475部を販売した。

（2）環境管理システム「エコアクション21」
23年3月に認証登録した。23年度は電力使用量･コピー用紙使用量等すべての環境目標を達
成し、24年3月の中間審査において継続の適合確認を得た。

総務部

 環境省
● 土壌汚染調査･対策手法検討調査業務
● 環境省除染対策チーム緊急支援業務
● 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版」の改訂

 東京都
● 土壌汚染対策アドバイザー派遣相談業務委託（単価契約）

請負・受託事業

（2）土壌環境センター技術ニュース

（3）センターパンフレット「ごあんない」
23年10月、改訂版を作成した（会員企業一覧の更新等）。

（4）研究集会
23年6月、「第17回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会」を川崎市において4学
会と共催した。発表件数は146件、参加者は571名であった。

（5）セミナー・講習会

（6）展示会
23年8～9月に「土壌･地下水浄化技術展」を東京ビッグサイトにおいてフジサンケイビジネス
アイ（日本工業新聞社）と共催した。
出展企業：43社･団体86小間、来場者数：約19,000名

号 発行月 内　容

第19号 24年   3月
・自然由来による土壌・地下水汚染特集号
・特別寄稿：地域別自然汚染の特徴等 8編
・報文 2編、技術紹介 1編

名　称 開催月 開催場所及び参加者数（名）

改訂ガイドライン
セミナー

9～10月

12月
第１回
放射性物質による
土壌汚染セミナー

開催場所：埼玉
参加者数：351名

名古屋

139

大　阪

265

福　岡

101

東　京

549

埼　玉

318

計

1,372

(1) 土壌環境ニュース

広報・教育委員会／調査企画部

号 発行月 内　容

第67号

第68号

第69号

第70号 

23年   7月

23年10月

23年12月

24年   3月

・総会特集号
・役員紹介他

・環境省牧谷課長就任挨拶
・特別寄稿（財）日本不動産研究所 平 倫明氏 他

・新年号
・実態調査報告、技術アンケート報告 他

・休刊のお知らせ
・土壌環境ニュースの思い出
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