
土地の利用状況等調査結果報告書に関するＱ＆Ａ 

公益財団法人大阪府都市整備推進センター 

 

 阪南２区への建設発生土の搬入に際して、土壌の分析をしない場合に提出していた

だく土地の利用状況等調査結果報告書に関するＱ&Ａを取りまとめました。今後、随

時追加していくこととしております。 

工事の発注者におかれましては、当センターのホームページに掲載している「土地

の利用状況等の調査の実施方法及び調査結果報告書作成要領」とともに、このＱ&Ａ

を土地の利用状況等調査結果報告書の作成に際して参考にしてください。 

【ホームページ掲載場所】 

 公益財団法人大阪府都市整備推進センターＴＯＰ 

＞「環境共生型まちづくり事業」トピックス 

＞2015.8.25 土地の利用状況等調査結果報告書作成等の手引きを掲載しました。 

＞土地の利用状況等の調査の実施方法及び調査結果報告書作成要領 

 また、どのような工事の場合に土壌分析を実施することが必要となるかについては、

次ページの「受入基準（化学性状の基準）を満たすことの確認フロー」でご確認くだ

さい。 

≪注≫ 大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例の施行規則で「土地の利用状況等の

調査の結果を記載した書面」について定めていますが、阪南２区はこの条例の

対象ではなく、このＱ＆Ａは、阪南２区受入基準に定める書類を作成するため

のものであって、条例にもとづくものではありません。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

公益財団法人大阪府都市整備推進センター阪南事業所 

 〒590-0016 岸和田市岸之浦町９番地 

 ＴＥＬ ０７２－４３１－１７９３ 

 ＦＡＸ ０７２－４３１－１７８３ 

 E-mail hannan29daihyou@toshiseibi.org 

mailto:hannan29daihyou@toshiseibi.org


受入基準（化学性状の基準）を満たすことの確認フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 設計土量が 900㎥未満であっても、設計変更等に伴い土量が 900ｍ3以上となる場合には、

累積搬入量（単位体積重量 1.8t/m3として搬入トン数から換算）が 900ｍ3以上となる時点ま

でに分析結果表を提出することが必要となります。 

利用履歴 

なし 

工事の場所（掘削場所）が次のいずれか

である。 

○工場（病院、クリーニング施設、給油

所等を含む）の敷地又は跡地 

○廃棄物処理施設（小型焼却炉、積替保

管施設等を含む）の敷地又は跡地 

○河川敷・河川内、水路 

 （流水と接触する場所に限る。） 

○ため池 

 （池の水と接触する場所に限る。） 

No 

１件の工事（１発生地）での発生土量（設

計土量）が、900ｍ3（1,620トン）以上で

ある。（注） 

No 

最初から土壌分析を実施 

【土壌分析コストが発生】 

土地の利用状況等の調査を実施【汚染

のおそれがないか確認】 

工場・廃棄物処理
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なし 

土地の利用状況等調査結果
報告書の提出 

土

壌

の

分

析

結

果

表

の

提

出 

汚染のおそれあり又は不明 

Yes 

Yes 

利用履歴あり 

汚染のおそれ 



 

 

【Ａ】 

 ○対象とする土地が、過去にどのような利用をされていたのかを調査するもので、

「地歴調査」とも言われています。この調査の結果にもとづいて、建設発生土の

汚染のおそれについて評価するとともに、阪南２区搬入に際しての土壌分析の必

要性を判断します。 

 

 
 

 

【Ａ】 

○大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例（土砂条例）が、平成２７年７月１日か

ら施行され、土砂埋立て等の許可を受けた者は、土砂の発生場所の土地利用状況

等調査の結果又は土壌分析の結果等によって、搬入する土砂に汚染のおそれがな

いことを確認することが義務付けられました。（土砂の量の多少に関わらず必要）  

阪南２区では、一定の工事（土量 900ｍ3以上の工事、河川・河川敷を掘削する工

事等）については、土壌の分析結果表を提出していただいて受入基準への適合を

確認しておりますが、今後は、それ以外の工事についても、受入基準への適合を

確認することといたしました。公有水面埋立地である阪南２区は、土砂条例の対

象外ですが、将来、民間企業が利用する土地造成事業でもあることから、土砂条

例における生活環境の保全の考え方と同等の扱いをすべきと考え、受入基準を改

正して、阪南２区で受入れる建設発生土の汚染のおそれがないことの確認を徹底

することとしたものです。 

○土砂条例の施行日時点で、既に土地の埋立て等を行っている場合には、６か月の

経過措置が設けられていることに合わせて、改正後の受入基準は、平成２８年１

月１日以降に締結する建設発生土受入契約から適用することとしております。 

 

 
 

【Ａ】 

 ○専門の調査機関でなくても、発注者が自ら調査を行うことができます。調査は、

関係部署で保存している既存資料等の調査や関係者からの聞き取り調査により

行ってください。土地所有者からの聞き取りが困難な場合は、当時の事情を知る

関係者からの聞き取りを行ってください。以上の調査で過去の土地利用状況を的

確に判断できない場合は、現地調査のほか、過去の住宅地図・地形図・航空写真

や登記簿等を調査するなどの方法もあります。 

 

Ｑ１ 土地の利用状況の調査とは何か。 

Ｑ２ 阪南２区に建設発生土を搬入するときに土地の利用状況等調査結果報告書

の提出が必要になったのは何故か。 

Ｑ３ どのような方法で調査をすればよいのか。 



 

 

【Ａ】 

 ○調査は、概ね５０年程度（昭和４０年代まで）さかのぼって実施してください。

ただし、５０年以上前であっても、軍需工場が立地していたとの情報がある場合

など工場としての使用履歴が明白な場合には、土壌分析を実施してください。 

 

 

 

【Ａ】 

○阪南２区建設発生土受入基準の「化学性状の基準」で定める項目による汚染のお

それを調査してください。具体的には、次の３５項目が対象になります。 

 重金属等：１６項目 

※土壌環境基準（環境基本法）の項目 １０項目 

水底土砂判定基準（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律）の項目 ６項目 

揮発性有機化合物：１１項目 

※土壌環境基準の項目 １１項目 

農薬等：５項目 

     ※ここでは、有機りん化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メ

チルジメトン及びＥＰＮに限る）、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、

チウラム、シマジン、チオベンカルブの５項目を指しており、現

在汎用的に使用されている農薬は含みません。 

有機塩素化合物：１項目 

※水底土砂判定基準の項目にある有機塩素化合物（各種の

有機塩素化合物ではなく全有機塩素化合物） 

ダイオキシン類：１項目 

油分：１項目 

従って、事業活動に伴う対象物質の取扱い履歴のほか、非意図的なダイオキシン

類発生のおそれ（廃棄物の焼却行為の有無等）や油汚染のおそれ（ガソリンスタ

ンド等における貯油施設の有無等）についても調査してください。 

 

 

 

【Ａ】 

○調査対象地は、原則として当該工事において土地の掘削を行う場所とします。従

って、例えば、道路に管渠を埋設する工事にあっては、道路内で掘削する場所の

みを調査すればよく、同じ路線の掘削しない場所や道路周辺の工場・事業場の敷

Ｑ４ どの年代までさかのぼって調査をすればよいのか。 

Ｑ５ どのような物質による汚染のおそれを調査すればよいのか。 

Ｑ６ どの場所を調査すればよいのか。 



地まで調査する必要はありません。 

○焼却炉の設置履歴や屋外燃焼行為の実施履歴など大気経由の土壌汚染が考えら

れる場合は、当該工事が行われる事業場の敷地全体を調査範囲としてください。

例えば学校内で行われる工事にあっては、学校の敷地全体を対象として、廃棄物

焼却炉の設置履歴を調査してください。（道路における工事の場合に、道路の近傍

の事業場内に廃棄物焼却炉の設置履歴があっても、他者の事業場の敷地内での設

置履歴まで調査する必要はありません。） 

 

 

 

【Ａ】 

○阪南２区では、自然的要因が原因で受入基準に適合しない場合も受入れることは

できませんので、自然由来の汚染のおそれについても調査してください。具体的

には、対象地及びその周辺において、自然由来の汚染が存在するとの情報が得ら

れている場合に、その情報についてとりまとめてください。特段の情報がなけれ

ば、「情報なし」としていただければよく、地質の専門家による調査の実施まで求

めるものではありません。 

○自然由来汚染についての情報とは、対象地近傍の土地で過去に行われた調査によ

って、ひ素・鉛・ふっ素・ほう素などが、自然的要因によって土壌環境基準を超

えて検出された場合の当該調査結果などをいいます。 

 

 

 

 

【Ａ】 

 ○土地の利用状況等調査結果報告書を提出する時期は、搬入依頼書と同時に提出す

るのが一般的です。ただし、調査に時間を要する場合もあることから、搬入依頼

書より遅れて、建設発生土受入契約締結までに提出してもかまいません。なお、

土地の利用状況等の調査の結果、土壌分析が必要となった場合の分析費用の確保

及び分析に要する期間を考えると、工事場所が決まればできるだけ早く調査する

ことが望まれます。この場合、土壌分析の必要性について確認するために、工事

の発注前であっても、土地の利用状況等調査結果報告書だけを先に提出していた

だければ、当センターにおいて報告書に基づいて土壌分析の必要性を判断させて

いただきます。 

○土地の利用状況等調査結果報告書の提出は、当センターの窓口に提出するか、Ｆ

ＡＸ・電子メール・郵送により当センターあて送付することによって行ってくだ

さい。また、分析結果表と同様に、工事の請負業者（契約者）が、契約手続きの

ために当センターの窓口に来られるときに、提出していただいてもかまいません。

Ｑ７ 人為的原因によらない汚染のおそれについても調査するのか。 

Ｑ８ 土地の利用状況等調査結果報告書は、いつ、どのように提出すればいいの

か。 



（請負業者が提出される場合でも、報告書は発注者名で作成されていることが必

要です。） 

 

 

 

【Ａ】 

○様式は自由ですが、当センターのホームページに記載例を掲載しておりますので、

ダウンロードしてご活用ください。 

【ホームページ掲載場所】 

 公益財団法人大阪府都市整備推進センターＴＯＰ 

＞「環境共生型まちづくり事業」トピックス 

＞2015.8.25 土地の利用状況等調査結果報告書作成等の手引きを掲載しました。 

＞記載例１～記載例４ 

この記載例によらない場合でも、阪南２区建設発生土受入基準に照らして汚染の

おそれがないことを確認できることが必要ですので、記載例に掲げる項目（過去

の土地利用状況、汚染物質等（調査対象物質）の取り扱い履歴、自然由来汚染の

情報、埋立用材由来汚染及び埋設廃棄物の情報）の調査結果は、漏れなく記載す

るようにしてください。 

○次のような法・条例に基づく既存の調査結果がある場合には、当該調査結果の写

しを提出していただくことができます。ただし、この場合においても、これらの

法・条例と阪南２区建設発生土受入基準とでは、対象とする項目等が異なること

に留意していただき、阪南２区建設発生土受入基準に照らして項目等が不足する

場合には、不足している項目等について、別途調査した結果の提出が必要です。 

・大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例に基づく「搬入土砂の汚染のおそれが

ないことの確認票（第１調査 土地の利用状況調査）」 

・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく「土地の利用履歴等調査結果報

告書」 

・土壌汚染対策法に基づく各種の調査結果に地歴調査結果の概要が添付されてい

る場合の当該添付書類 

 

 

 

【Ａ】 

○公印は省略していただくことができます。（搬入依頼書についても公印省略可能）

従って、作成した報告書をＦＡＸ又は電子メールで送付していただいてもかまい

ません。 

 

 

Ｑ９ 土地の利用状況等調査結果報告書の様式は決まっているのか。 

Ｑ１０ 土地の利用状況等調査結果報告書に公印は必要か。 

Ｑ１１ 調査に用いた資料の添付は必要か。 



 

【Ａ】 

 ○土地の利用状況等調査結果報告書は、発注者の責任で作成し提出していただくも

のですので、当センターが根拠資料に基づいて調査結果の確認をすることはいた

しません。従って、調査に用いた資料（聞き取り調査結果を記載した書面や住宅

地図・登記簿等）を添付していただく必要はございません。 

○ただし、工事を行う事業場の敷地内に廃棄物焼却炉の設置履歴がある場合は、焼

却炉と掘削場所の位置関係などを勘案して土壌汚染のおそれの有無（土壌分析の

必要性）について判断することとなりますので、位置関係が分かる平面図を添付

するようにしてください。 

 

 

 

 

【Ａ】 

○次の①～④の場合に、土壌分析を実施して、受入基準への適合を確認することが

必要になります。なお、土壌分析を実施する場合の分析項目・分析（試料採取）

箇所数・試験方法等については、当センターのホームページに掲載している「阪

南２区への建設発生土搬入に当たっての土壌分析の実施方法」を参考にしてくだ

さい。 

【ホームページ掲載場所】 

 公益財団法人大阪府都市整備推進センターＴＯＰ 

＞「環境共生型まちづくり事業」トピックス 

＞2015.8.25 土地の利用状況等調査結果報告書作成等の手引きを掲載しました。 

＞阪南２区への建設発生土搬入に当たっての土壌分析の実施方法 

 

①工場としての利用履歴があった場合 

 工場には、次の事業場も含まれるものとします。 

・医療業（診療所（病床数１９床以下）を除く） 

・洗濯業（取次店を除く） 

・燃料小売業 

・自動車整備業、機械等修理業 

・自然科学研究所 

・浄水場（ポンプ場を除く） 

・給食センター 

②廃棄物処理施設としての利用履歴があった場合 

廃棄物処理施設には、次の施設も含まれるものとします。 

・廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理施設（し尿浄化槽を除く） 

・廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理施設 

Ｑ１２ 土地の利用状況等の調査の結果、どういう場合に土壌分析を実施するこ

とが必要になるのか。 



・廃棄物処理法の対象外の中間処理施設（小型焼却炉、屋外燃焼行為を含む） 

・埋立地（不法投棄された土地を含む） 

・廃棄物の積替保管施設 

・下水処理場（ポンプ場を除く） 

③過去に河川・水路（農業用水路を含む）・ため池であったことが分かった場合 

（注）道路の路面の雨水を排水するための道路側溝は、道路の付帯設備であり、

「水路」とはしません。（農業用水路として利用されている場合や雑排水

が流れている場合などは、「水路」に該当します。）また、公図では青線

（水路）があっても、現状で水路として機能していなくて、過去にも水

路ではなかったのであれば、「水路」とはしません。 

④対象物質による汚染のおそれがある場合 

・土地の利用目的から判断して汚染のおそれがあると考えられる場合 

・自然由来の汚染があるとの情報がある場合 

・埋立用材由来の汚染があるとの情報がある場合 

・埋設廃棄物についての情報がある場合 

（注）廃棄物混じりの土砂を搬入することはできません。（搬入に先立って廃

棄物を分別除去することが必要です。） 

 

 

 

【Ａ】 

 ○土地利用の目的が、その年代を通して、対象物質を取り扱う用途から完全に独立

している状態が継続していた場合は、「汚染のおそれなし」と判断してください。

ただし、当該土地の利用状況に関わらず、周辺で発生した事故等による影響や廃

棄物の投棄などが考えられる場合には、「汚染のおそれあり」と判断してください。 

○具体的な判断事例を次に示しますので参考にしてください。 

判断例１ 道路としての利用が継続していた年代 

道路としての利用が継続していた年代は、「汚染のおそれなし」としま

す。（事故等により対象物質によって汚染されたとの情報がある場合を

除く。） 

判断例２ 農地や山林としての利用が継続していた年代 

農地や山林としての利用が継続していた年代は、「汚染のおそれなし」

とします。（対象物質を含む農薬の使用や廃棄物の投棄・屋外燃焼（稲

わら・枝条等の焼却を除く）が行われたとの情報がある場合を除く。） 

判断例３ 住宅としての利用が継続していた年代 

住宅（戸建住宅、共同住宅）としての利用が継続していた年代は、「汚

染のおそれなし」とします。（戸建住宅においてクリーニング店を営業

していた場合など対象物質を取り扱った可能性がある場合を除く。） 

判断例４ 工場としての利用が継続していた年代 

Ｑ１３ 土地の利用目的からどのようにして汚染のおそれについて判断するのか。 



工場としての利用が継続していた年代は、対象物質の取扱い履歴等

を勘案して、汚染のおそれの有無について判断してください。資材置場

等として利用されていた場合であっても、対象物質を取り扱っていた

場合は、「汚染のおそれあり」としてください。 

（注）工場としての利用履歴がある場合には、汚染のおそれの有無に関

係なく、土壌分析が必要となることにご留意ください。 

判断例５ 廃棄物処理施設としての利用が考えられる年代 

学校敷地内での焼却炉の設置などが考えられる年代は、焼却炉と掘削

場所の位置関係（距離等）などを勘案して汚染のおそれの有無について

判断してください。 

 

 

 

 

 

【Ａ】 

○事業場としての利用履歴がある場合には、工場（病院、クリーニング施設、給油

所等を含む）又は廃棄物処理施設（小型焼却炉、積替保管施設等を含む）が存在

していたかどうかを調査してください。工場又は廃棄物処理施設としての利用履

歴がある場合には、対象物質の取扱い状況や汚染のおそれの有無に関わりなく土

壌分析が必要となります。 

○事業場としての利用履歴がある場合には、土壌分析を実施する場合を含めて、可

能な範囲で有害物質等の対象物質の取扱い状況（対象物質を取り扱った施設の種

類、対象物質の種類、使用目的・使用形態、使用時期等）についても調査してく

ださい。調査は、既存資料等の調査や関係者からの聞き取り調査によることとし、

有害物質使用特定施設の届出の有無について、行政の土壌汚染対策所管部署に確

認することは必須ではありません。 

 

 

 

 

【Ａ】 

○阪南２区受入基準では、土壌汚染対策法の特定有害物質だけでなく、油分（燃料

油等の貯油施設からの漏えいによる汚染のおそれあり）やダイオキシン類（廃棄

物の焼却行為による大気経由の汚染のおそれあり）も含まれており、工場におけ

る事業活動によってこれらの物質による汚染が起きる可能性があることから、工

場としての利用履歴がある場合には、特定有害物質の取扱い状況等の事業内容に

関わらず土壌分析を必要としております。 

Ｑ１５ 工場としての利用履歴がある場合には、事業内容に関わらず土壌分析が

必要になるのか。 

Ｑ１４ 事業場としての利用履歴がある場合には、有害物質の取扱い状況の調査

が必要になるのか。その際、特定施設の届出の有無について行政に確認しな

いといけないのか。 



○工場の敷地であっても、対象物質の取扱いとは直接関係のない次に掲げるような

目的に利用されていた場所のみを掘削する場合には、土壌分析は不要です。 

・従業員寮 

・グラウンド 

・緑地 

・駐車場 

（注）Ｑ１５～Ｑ１８は、土地の利用状況等の調査結果に基づく土壌分析の必要性

についてのものですので、それぞれの「Ａ」で、「土壌分析不要」となる場合

であっても、「受入基準（化学性状の基準）を満たすことの確認フロー」に従

い、発生土量（設計土量）が９００ｍ3以上である場合には、土壌分析が必要

です。 

 

 

 

 

【Ａ】 

 ○過去に河川・水路・ため池であった土地（河川の付け替えや池の埋立てなどによ

って生じた土地）については、土壌分析が必要です。（含有量試験及びダイオキシ

ン類の試験も必要）この際、山間部であっても河川の源流部など上流の集水域か

らの汚染（自然由来の汚染を含む）を受けることがないことが明白な場合を除い

て、土壌分析が必要です。 

 

 

 

 

【Ａ】 

 ○河川・水路・ため池については、流水や池の水と接触する場所について土壌分析

を必要としておりますので、水路継ぎ目からの漏水などによって、流水が水路の

下に漏れた可能性を否定できる場合を除いて土壌分析が必要です。 

 

 

 

【Ａ】 

 ○内陸部のため池を埋立てた土地については、土壌分析が必要ですが、大阪湾の水

面埋立地については、水面埋立用材料由来の汚染のおそれがある場合を除いて土

壌分析は不要です。ただし、埋立地に進出した企業が、工場や廃棄物処理施設と

して利用していた土地については、土壌分析が必要になります。 

 

Ｑ１６ 山間部にある河川・水路・ため池を埋立てた場所でも土壌分析が必要にな

るのか。 

Ｑ１７ コンクリート三面張りの水路であった場所の下を掘削する場合でも土壌

分析が必要になるのか。 

 

Ｑ１８ 大阪湾の水面埋立地についても土壌分析が必要になるのか。 

 


