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（１）広報部会
1）年度活動報告の作成

「平成28年度活動報告」を作成し、29年９月に会員企業及び都道府県・政令市等に配布した。
2）センターパンフレットの作成

センターパンフレット「一般社団法人土壌環境センター」を作成し、29年９月に会員企業及び
都道府県・政令市等に配布した。

3）メールマガジン配信
30年３月末の登録者数は1,691名となり、発行数は57件であった。

4）ニュースヘッドライン
本年度掲載したニュースヘッドラインの累計は36件、更新回数は13回であった。

（２）統計調査部会
「平成28年度土壌汚染調査・対策事業実態調査」を実施し、29年10月にその結果について環境

省記者クラブを通して公表した。
調査結果は、前年度と比較すると受注件数は７％増の7,627件、受注高は22％増の942億円

であった。

平成29年度 活動報告

所　在　地：東京都千代田区麹町 4-5　KS ビル 3 階
設　　　立：平成 8 年 4 月 1 日
会　員　数：正会員 108 社、賛助会員 4 社
会　　　長：小野 義之（清水建設株式会社専務執行役員エンジニアリング事業本部長）
副会長兼常務理事：大野 眞里（株式会社エックス都市研究所取締役会長）
副　会　長：山田 良介（新日鉄住金エンジニアリング株式会社顧問）
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

組　織：

事務局

会　長

副会長

専務理事

常務理事

総　会

総務部

調査企画部

技術部

企画広報委員会

技術委員会

資格制度委員会

土壌環境センターの概要 企画広報委員会／調査企画部

平成28年度土壌汚染調査・対策事業実態調査の結果と推移

（以上平成30年３月31日現在）

理事会

監　事

運営委員会
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技術委員会／技術部
（３）セミナー部会

1）「平成28年度調査研究成果発表会」を
29年７月に四谷区民ホールで開催し
た。参加者は209名であった。

2）会員企業向け「施設見学会」を29年10月に実施した。見学施設は、㈱タツノの環境分析室及び
㈱S.P.E.Cのエコレ城南島の２か所であり、参加者は32名であった。

3）土壌汚染対策法セミナー「新規制物質等への対応」を30年１月に四谷区民ホールで開催した。
横浜国立大学大学院環境情報研究院の小林剛准教授による講演及びクロロエチレンと1,4-ジ
オキサンについての研究や実務に活用するための取組６件の発表を行った。参加者は95名で
あった。

4）会員限定セミナー「法律家による土壌汚染重要判例の紹介と、埋設廃棄物の処理責任について」
を30年３月にセンター会議室で開催した。参加者は71名であった。

会員 71名 68名

参加者 平成29年度
（今回）

平成28年度
（前回）

64名

平成27年度
（前々回）

会員外監理士

環境省・自治体

その他（報道・事務局）

合計

35

69

30

2

12

148

62

80

38

14

15

209

35

81

30

3

13

162

平成26年度平成27年度平成28年度

参加者数
種　別

会 

員
発表者・一般

監理士

（１）汚染土壌等の適正な利用に関する検討部会（適正利用部会）
自然由来の基準不適合土壌等の再利用を推進するために、これらの管理・評価方法等を整理す

ると共に、実現性の高い具体的な方策を提案する目的で活動した（Ｈ28～Ｈ29）。
平成29年度は、以下の項目について、取りまとめを行った。

① 管理・評価方法等を検討した「利用×管理マトリックス表」の作成及び活用方法の検討
② 適用先でのリスクレベルに合わせた具体的運用方法のケーススタディ

（２）新規制動向を踏まえた調査・対策スキームの検討部会（新規制物質部会）
新規制物質（６物質）における法規制の動向に応じ適切な調査・対策を進めていく上での課題

を抽出し、解決策を提示する目的で活動した（Ｈ28～Ｈ29）。
平成29年度は、以下の項目について、取りまとめを行った。

① 新規制物質（1,1-ジクロロエチレン、クロロエチレン、1,4-ジオキサン、トリクロロエチレン、
1,2-ジクロロエチレン、カドミウム）の分解生成物や水溶性を考慮した調査スキームの提案

② 新規制物質に関する分析技術の課題とその解決策の提案
③ 新規制物質に関する対策技術・処理技術の課題抽出と解決策の提案

（３）サステイナブル・アプローチ部会（SA部会）
土壌汚染対策において環境負荷や経済効果を考慮した対応手法を検討することを目的とし

て、２つのワーキンググループに分かれて活動した（Ｈ28～Ｈ29）。
1）リスク評価のためのサイト概念モデル調査検討ワーキンググループ

サイト概念モデル（CSM）の構築に関する海外文献を取りまとめ、日本で適用するためのケー
ススタディを実施した。欧米のブラウンフィールド再生事例の収集と土壌汚染地の活用方法
の取りまとめを行った。

2）サステイナブル・レメディエーション活用検討ワーキンググループ
サステイナブル・レメディエーション（SR）評価方法の事例調査として、オーストラリア及び
台湾のＳＲガイドラインをとりまとめ、日本におけるＳＲ評価の適用可能性の検討として自
治体等へのヒアリング（２箇所）を行った。ＳＲ評価方法をＭＮＡ(科学的自然減衰）に適用す
るための原位置浄化推進の「モニタリング技術」の運用方法を検討した。

（４）ISO/TC190部会（TC190部会）
ISO/TC190（地盤環境）で行われている、土壌汚染に関するサンプリング、分析方法、試験・評

価方法の規格化に関する情報を随時収集し、わが国の技術的方法や試験法との整合性を図るこ
と、必要に応じて日本規格の国際化（ISO化）を目指すことを目的として活動している。平成29年
９月にISO/TC190ソウル総会に参加すると共に、サブコミッティーから提案された内容につ
いて審議を行った。特に、「カラム試験」のISOについてサポートすると共にTC190の体制変更
に関する日本の対応について検討した。

平成29年度 活動報告

（４）その他
企画広報副委員長が幹事として参画した「第23回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する

研究集会」が11月９～12日に、沖縄県男女共同参画センター他で開催された。発表件数は190
件、企業展28社、参加者は560名であった。

また３日目に沖縄県立博物館・美術館講堂で開催された公開シンポジウムには147名が、４日
目に実施された現地見学会には73名がそれぞれ参加した。
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技術委員会／技術部
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資格制度委員会／調査企画部

（１）管理票の販売
「管理票」は、指定支援法人（公益財団法人日本環境協会）より依頼されて販売している。29年度は、

28年度に比べて36,725部増の257,465部を販売した。
（２）出版等事業

出版等事業で販売している書籍の販売数は以下のとおりであった。
　　・GEPC技術標準（埋め戻し土壌）……………………………………45セット
　　・GEPC技術標準（不溶化処理）………………………………………16セット
　　・その他 ………………………………………………………………………17部

（３）環境管理システム「エコアクション21」
23年３月に認証登録を受けた「エコアクション21」については、29年８月に中間審査と適合

確認を受けた。期限は30年10月２日までである。

総務部

　●環境省
● 除染関連事業支援等業務
● 土壌汚染調査・対策手法等検討業務
● 土壌環境基準等検討調査業務

請負・受託事業

平成29年度 活動報告

（５）放射性物質による土壌汚染調査・対策検討部会（放射性部会）
特定有害物質と放射性物質の両方が存在するおそれのある土壌汚染調査・対策について、留意

事項等の整理・取りまとめを行うことを目的に活動した（Ｈ28～Ｈ29）。
平成29年度は、以下の事項について、取りまとめを行った。

① 土地の形質変更時等についてケーススタディによる調査・対策手順の検討
② 除去土壌仮置場等の原状復旧時等の調査・対策の手順・留意事項の取りまとめ
③ 放射性物質を含む可能性のある土壌を運搬・処分の際に配慮すべき情報として汚染土壌処理

業者へのアンケート取りまとめ
④ 平成23年から開始した関連部会活動概要の整理

（６）技術実態集計分科会
会員企業によって実施された措置・対策について、技術的な動向を継続的に把握し、センター会

員へ情報提供することを目的に活動した。
本年度は、「平成29年度（平成28年度実施分）会員企業の措置・対策実施における技術適用に関

するアンケート調査」の実施及びアンケート結果を取りまとめた。

（７）技術標準化分科会
土壌汚染調査・対策に関する技術的事項の標準化と一般への公開、個々の技術の基礎知識化と会

員企業への提供を目的に活動した。また、技術委員会に関する諸規定等の整備も行った。
平成29年度は、以下の事項を行った。

① GEPC第３号技術標準「（仮称）土壌・地下水汚染のサイトリスク評価手法」（３分冊）の策定
② 既存のGEPC技術標準のフォローアップとして法改正等動向の注視、技術標準改定の要否検討
③ 技術標準制定規定、成果発表内規、関連文書の運用・管理・改善

（１）活動内容
● 資格制度継続のため、体制の整備、業務の合理化および収益向上策を検討・実施した。
● 監理士、保全士、リスク管理者それぞれの資格において資格者増加と質の維持および向上を目

的とし、登録更新要件、講習内容等の見直しを行った。
● 各資格の普及および社会的認知度の向上を目的とし、NPO土壌汚染対策コンソーシアム主催

セミナー及び東京都特別区職員研修等で資格制度のPRを実施した。
● 監理士資格の広報活動として、キャッチコピー入りの公告、及びインタビュー記事を日刊建設

工業新聞に掲載し、監理士資格を広く認知してもらうことによって受験者の増加を図った。
（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17回受験者数18名　合格者数６名　認定累計526名

● 土壌環境保全士講習会（３日間講習+認定試験）１回実施
第36回受講者数42名　合格者数42名　認定累計2,458名

● 土壌環境保全士リフレッシュ講習会（１日講習会）３回実施
更新受講者数344名（第41回142名、第42回69名、第43回133名）

● 保全士レポート等提出による登録更新申請　３回実施
更新申請者数６名(第７回２名、第８回３名、第９回１名)

● 土壌環境リスク管理者講習会（２日間講習+認定試験）１回実施
第31回受講者数150名　合格者数137名　認定累計4,726名

● 土壌環境リスク管理者レベルアップ講習会（１日講習会）１回実施
第９回受講者数123名　受講者累計1,128名
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