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8.2 土壌汚染 

8.2.1 現況調査 

(1) 調査事項 

工事の施行に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性があることから以下の事項につい

て調査した。 

 

ア 土地利用の履歴等の状況 

イ 土壌汚染の状況 

ウ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、図 8.2.1-1に示す土壌汚染のおそれのある範囲とした。 

 

(3) 調査手法 

調査手法は、表 8.2.1-1に示す既存資料を収集・整理した。 

 

表 8.2.1-1 調査方法（既存資料調査） 

調査事項 使用した主な資料 備考 

ア 土地利用の

履歴等の状

況 

・地図・空中写真閲覧サービス 

（令和3年1月 国土地理院ウェブサイト） 

・「要措置区域等の指定状況」 

（令和3年1月 東京都環境局ウェブサイト） 

・東日本旅客鉄道株式会社資料 

最新の資料

を参考とし

た。 

イ 土壌汚染の

状況 

・東日本旅客鉄道株式会社資料 

ウ 法令による

基準等 

・土壌汚染対策法 

・環境確保条例 
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(4) 調査結果 

ア 土地利用の履歴等の状況 

調査地域における土地利用の履歴等の状況は、表 8.2.1-2に示すとおりである。 

調査地域は、1965年から埋立が始まり、それ以前は海域であった。大井ふ頭その 1地区に位置

し、現在まで鉄道用地として利用している。 

調査地域は、「東京港第 2次改訂港湾計画」の埋立に該当し、海域を浚渫し、水路を掘削する

ことによって発生した浚渫土砂を利用していることから、汚染のおそれの少ない土地と考えられ

る。 

1970年頃より、鉄道用地として利用しており、調査地域内に保守車両の検修庫が存在する。こ

の検修庫は、過去にガソリンを取り扱っていた可能性あることから、土壌汚染のおそれがある範

囲は、図 8.2.1-1に示すとおりである。 

 

表 8.2.1-2 土地利用の履歴等の状況 

年代 土地利用の状況 備考 

～ 1965 年 海域  

1965年    ～ 1970年 埋立造成 「東京港第 2 次改訂港湾計画」に該当 

1970 年頃  ～ 現在 鉄道用地 検修庫において、ガソリン使用された可能
性があるため、土壌汚染のおそれがある。 
（ベンゼン、鉛） 

 

イ 土壌汚染の状況 

検修庫は、現在も使用中であることから現段階では土壌汚染の調査を行うことができないが、

ガソリンを使用していた可能性があることから、ベンゼン、鉛が検出する可能性がある。 

工事の施行に先立ち、調査が可能となった段階で、土壌汚染対策法 4条及び環境確保条例第 117 

条に基づき調査を実施する。その結果、汚染土壌の存在が確認された場合には、同法第 12 条、

第 16 条及び同条例第 117 条に基づく手続を行うとともに、拡散防止対策を実施する。 

 

 



125 

 

 

 

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHf 90」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 

 

図 8.2.1-1 土壌汚染のおそれのある範囲位置図 
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ウ 法令による基準等 

(ｱ) 環境基準 

環境基本法、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成 11 年 法律第 105 号)に基づく土壌

の汚染に係る環境基準は、表 8.2.1-3 及び表 8.2.1-4 に、地下水の水質汚濁に係る環境基

準は、表 8.2.1-5及び表 8.2.1-6に示すとおりである。 

 

表 8.2.1-3 土壌の汚染に係る環境基準 

項目 環境上の条件 
ｶﾄﾞﾐｳﾑ 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき

0.4mg以下であること。 

全ｼｱﾝ 検液中に検出されないこと。 

有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

六価ｸﾛﾑ 検液 1Lにつき 0.05mg以下であること。 

砒(ひ)素  検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、

土壌 1kgにつき 15mg未満であること。 

総水銀 検液 1Lにつき 0.0005mg以下であること。 

ｱﾙｷﾙ水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地(田に限る。)においては、土壌 1kgにつき 125mg未満で 

あること。 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ  検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 

四塩化炭素 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名塩化ﾋﾞ

ﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏ

ｰ） 

検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液 1Lにつき 0.004mg以下であること。 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液 1Lにつき 0.1mg以下であること。 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液 1Lにつき 0.04mg以下であること。 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液 1Lにつき 1mg以下であること。 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

ﾁｳﾗﾑ 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 

ｼﾏｼﾞﾝ 検液 1Lにつき 0.003mg以下であること。 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

ｾﾚﾝ  検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

ふっ素  検液 1Lにつき 0.8mg以下であること。 

ほう素  検液 1Lにつき 1mg以下であること。 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 検液 1Lにつき 0.05mg以下であること。 
注 1）環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては、付表に定める方法により検液を作成し、これを用い

て測定を行うものとする。 
注 2）ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、六価ｸﾛﾑ、砒(ひ)素、総水銀、ｾﾚﾝ、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に

係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質
の濃度がそれぞれ地下水 1Lにつき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び 1mg
を超えていない場合には、それぞれ検液 1Lにつき 0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、
2.4mg及び 3mgとする。 

注 3）「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が
当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

注 4）有機燐（りん）とは、ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及び EPNをいう。 
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表 8.2.1-4 ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 

項目 基準値 
ダイオキシン類 1,000pg-TEQ/g以下 
注 1）基準値は、2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞｰﾊﾟﾗｰｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。 

注 2）土壌中に含まれるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類をｿｯｸｽﾚｰ抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計、
ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析計又はｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ三次元四重極形質量分析計により測定する方法
（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した

値（以下「簡易測定値」という。）に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限
とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

注 3）土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の量が 250pg-TEQ/g

以上の場合（簡易測定法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g
以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 

 

表 8.2.1-5 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L以下 

六価クロム 0.02mg/L以下 

砒素 0.01mg/L以下 

総水銀 0.0005mg/L以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 

四塩化炭素 0.002mg/L以下 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又
は塩化ビニルモノマー） 

0.002mg/L以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 

チウラム 0.006mg/L以下 

シマジン 0.003mg/L以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L以下 

ベンゼン 0.01mg/L以下 

セレン  0.01mg/L以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 

ふっ素 0.8mg/L以下 

ほう素  1mg/L以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 

注 1）基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
注 2）「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

注 3）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6によ
り測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1により測定
された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045を乗じたものの和とする。 

注 4）1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 KO125の 5.1、5.2 又は 5.3.2により測定されたシス体の濃
度と規格 KO125の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

 

表 8.2.1-6 ダイオキシン類による水質（水底の底質を除く。）に係る環境基準 

項目 基準値 

ダイオキシン類 1pg-TEQ/L以下 
注 1）基準値は、2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞｰﾊﾟﾗｰｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。 
注 2）水質の基準値は、年間平均値とする。 

注 3）水質は、水底の底質を除く。
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(ｲ) 土壌汚染対策法 

土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）において定められている特定有害物質及び指定基

準は、表 8.2.1-7に示すとおりである。 

 

表 8.2.1-7 土壌汚染対策法の特定有害物質及び指定基準 

分類 特定有害物質の種類 
指定基準 

土壌含有量基準 土壌溶出量基準 

第 1 種 

特定有

害物質 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  検液 1L につき 0.002mg 以下 

四塩化炭素 ― 検液 1L につき 0.002mg 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ― 検液 1L につき 0.004mg 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― 検液 1L につき 0.1mg 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― 検液 1L につき 0.04mg 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ― 検液 1L につき 0.002mg 以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ― 検液 1L につき 0.02mg 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― 検液 1L につき 0.01mg 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― 検液 1L につき 1mg 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― 検液 1L につき 0.006mg 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― 検液 1L につき 0.01mg 以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ― 検液 1L につき 0.01mg 以下 

第 2 種 

特定有

害物質 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 土壌 1kg につき 45mg 以下 検液 1L につき 0.003mg 以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 土壌 1kg につき 250mg 以下 検液 1L につき 0.05mg 以下 

ｼｱﾝ化合物 
土壌 1kg につき遊離ｼｱﾝとして

50mg 以下 

検液中に検出されないこと。 

水銀及びその化合物 土壌 1kg につき 15mg 以下 

水銀が検液 1Lにつき 0.0005mg

以下、かつアルキル水銀が検液

中に検出されないこと。 

ｾﾚﾝ及びその化合物 土壌 1kg につき 150mg 以下 検液 1L につき 0.01mg 以下 

鉛及びその化合物 土壌 1kg につき 150mg 以下 検液 1L につき 0.01mg 以下 

砒素及びその化合物 土壌 1kg につき 150mg 以下 検液 1L につき 0.01mg 以下 

ふっ素及びその化合物 土壌 1kg につき 4,000mg 以下 検液 1L につき 0.8mg 以下 

ほう素及びその化合物 土壌 1kg につき 4,000mg 以下 検液 1L につき 1mg 以下 

第 3 種 

特定有

害物質 

ｼﾏｼﾞﾝ ― 検液 1L につき 0.003mg 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ― 検液 1L につき 0.02mg 以下 

ﾁｳﾗﾑ ― 検液 1L につき 0.006mg 以下 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ ― 検液中に検出されないこと。 

有機りん化合物 ― 検液中に検出されないこと。 

 

(ｳ) 環境確保条例 

環境確保条例で定める汚染土壌処理基準は、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の指定

基準と同一である。ただし、アルキル水銀は、第 3種有害物質に位置付けている。 
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8.2.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、工事の施行に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性の有無とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、図 8.2.2-1に示すとおり土壌汚染のおそれのある範囲とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、施工計画の内容を踏まえて予測する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

土壌汚染のおそれのある範囲は、検修庫として、現在も使用しているため、土壌汚染の状況を

確認することができない状態である。 

工事の施工に先立ち、土壌汚染対策法第 4条及び環境確保条例第 117条に基づく手続、調査を

行う。その結果、汚染土壌の存在が確認された場合には、同法第 12 条、第 16 条及び同条例第

117 条に基づく手続を行い、拡散防止対策を実施する。 

したがって、工事の施工に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性はないものと予測され

る。 
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この地図は東京都縮尺1/2500地形図(平成27年度DVD版)を使用したものである。 
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8.2.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・工事の施行に先立ち土壌汚染対策法第 4 条及び環境確保条例第 117 条に基づく手続、調査

を行う。 

・土壌汚染状況調査の結果、汚染土壌が確認された場合には、同法第 12 条、第 16 条及 

び同条例第 117 条に基づく手続を行い、拡散防止対策を実施する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・予測地域以外の区域においても、工事の施行に先立ち、土壌汚染対策法第４条及び環境確

保条例第 117 条に基づく手続、調査を行うとともに、汚染土壌が確認された場合には、同

法第 12 条、第 16 条及び同条例第 117 条に基づく手続を行い、拡散防止対策を実施する。 

・建設発生土において、自然由来なども含め、汚染物質の状況を確認し、汚染土壌が確認さ

れた場合には、拡散防止対策を実施する。 

・油含有土壌が存在する土地の地表で油臭や油膜が生じているときは、「油汚染対策ガイド

ライン」（平成 18年 3月 中央環境審議会）に従い、適切に対応する。 

 

8.2.4 評価 

評価の指標は、「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」とした。 

土壌汚染のおそれのある範囲は、現在も検修庫として使用しているため土壌汚染の状況を確認す

ることができない状態である。 

工事の施行に先立ち、土壌汚染対策法第 4条及び環境確保条例第 117条に基づく手続、調査を行

う。その結果、汚染土壌が確認された場合には、同法第 12 条、第 16 条及び同条例第 117 条に基

づく手続を行い、拡散防止対策を実施する。 

したがって、評価の指標である「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」を満足する。 
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