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8.3 水質汚濁 

8.3.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.3-1 に示すとおりである。 

 

表 8.3-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

① 水質等の状況 

② 地下水の状況 

③ 発生源の状況 

④ 法令による基準等 

計画地における概況調査（土壌汚染状況調査）の結果、土壌汚染

が確認されており、工事の施行中においては、汚染土壌の掘削及び

移動に伴う地下水への影響が考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の施行中】 

・汚染土壌の掘削及び移動に伴う地下水への影響の内容及び程度 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

① 水質等の状況 

既存資料調査は、「公共用水域水質測定結果」（東京都環境局）、「東京の地下水質調査結

果」（東京都環境局）の平成 27年度～令和元年度の調査結果の整理・解析によった。 

計画地の土壌汚染の状況は、「土壌汚染対策法」（平成 14 年５月、法律第 53 号）第４

条、並びに「環境確保条例」第 116条及び第 117条に基づき実施している土壌汚染状況調

査の内容の整理・解析によった。 

 

② 地下水の状況 

「東京都縮尺 1/2,500 地形図（平成 27 年度 DVD 版）」（株式会社ミッドマップ東京）、

「数値地図 25000(土地条件)」(国土地理院)等の既存資料の整理・解析によった。 

 

③ 発生源の状況 

事業計画の整理等によった。 

 

④ 法令による基準等 

「土壌汚染対策法」、「環境基本法」（平成５年 11月、法律第 91号）、「下水道法」（昭和

33年４月、法律第 79号）、「環境確保条例」の関係法令の整理によった。 
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(4) 調査結果 

① 水質等の状況 

ア 公共用水域の水質 

計画地周辺の公共用水域の水質調査地点の位置は図 8.3-1に、平成 27年度～令和元年

度の調査結果は表 8.3-2に示すとおりである。生活環境項目の BOD75％値と健康項目は、

いずれの年度も環境基準を満足している。 

 

表 8.3-2 公共用水域の水質調査結果 

河川名：石神井川 

地点名：豊石橋（石神井川口） 
項目 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 環境基準 

ｐＨ 
－ 

7.1～8.0 7～7.7 7.1～7.6 7.2～7.7 6.9～7.5 
6.5 以上

8.5 以下 生活環 

境項目 

（B 類型） 

ＤＯ mg/L 2.5～9.6 3.0～10.0 1.5～10.5 4.4～9.5 2.1～9.8 5 以上 

ＢＯＤ（75％値） mg/L 2.3 2.4 2.5 1.9 2.6 3 以下 

ＳＳ mg/L 2～7  1～28.5 1.5～9 1～20.5 1～12 25 以下 

大腸菌群数 
0.1(MPN/ 

100mL) 
4900～33000 2100～140000 790～540000 1700～350000 

1300～

3300000 
5,000 以下 

亜鉛 mg/L 0.003～0.019 0.006～0.024 0.006～0.017 0.003～0.017 0.005～0.041 － 水生生 

物保全 

項目 
 

ノニルフェノール mg/L <0.00006 
<0.00006～

0.00013 

<0.00006～

0.00008 

<0.00006～

0.0001 

<0.00006～

0.00021 
－ 

ＬＡＳ mg/L 
0.0006～ 

0.11 

0.0008～

0.032 

0.0006～

0.028 

<0.0006～

0.024 

<0.0006～

0.13 
－ 

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003 以下 

健康 

項目 

全シアン mg/L ND ND ND <0.1 <0.1 
検出されな

いこと 

鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01 以下 

六価クロム mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

総水銀 mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
0.0005 

以下 

ＰＣＢ mg/L  <0.0005  <0.0005  検出されな

いこと 

ジクロロメタン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 以下 
１，２－ジクロロエ

タン 
mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.004 以下 

１，１－ジクロロエ

チレン 
mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.1 以下 

シス－１，２－ジク

ロロエチレン 
mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.04 以下 

１，１，１－トリク

ロロエタン 
mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 1 以下 

１，１，２－トリク

ロロエタン 
mg/L 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 以下 
テトラクロロエチレ

ン 
mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.01 以下 

１，３－ジクロロプ

ロペン 
mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 以下 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006 以下 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.02 以下 

ベンゼン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.01 以下 

セレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01 以下 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 

mg/L 
5.2 5.1 4.5 4.1 5.4 10 以下 

ほう素 mg/L 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 1 以下 

ふっ素 mg/L 0.04 0.08 0.06 0.04 0.08 0.8 以下 

１，４－ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 以下 

注 1）ND：未検出 <：定量下限値未満又は報告下限値未満 

注 2）生活環境項目は毎月、健康項目及びその他の項目は年２回～６回の測定を実施している。 

注 3）生活環境項目は日間平均値（ただし BOD については 75％値）、健康項目は年平均値（ただし全シアンについては年最高値）である。 

注 4）河川類型は B 類型である。水生生物の保全に係る環境基準の類型は指定されていない。 

注 5）年度により測定していない項目は斜線表示とした。 

資料：「平成 27 年度～令和元年度 公共用水域水質測定結果」（東京都環境局）

（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/tokyo_bay/measurements/measurements/index.html）（令和３年 5 月閲覧）を基に作成 

  

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/tokyo_bay/measurements/measurements/index.html
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図 8.3-1 公共用水域の水質調査地点  
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
環境基準

（括弧書きは指針値）

カドミウム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003 以下

全シアン <0.01 <0.01 不検出 不検出 不検出 検出されないこと
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01 以下

六価クロム <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 以下

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下

総水銀 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 以下

アルキル水銀 - - - - - 検出されないこと

ＰＣＢ - - 不検出 - - 検出されないこと

ジクロロメタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.02 以下

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 以下

クロロエチレン - - <0.0002 - - 0.002 以下

1,2-ジクロロエタン - - <0.0002 - - 0.004 以下

1,1-ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 - 0.1 以下

1,2-ジクロロエチレン 0.0078 <0.0004 0.0007 0.0009 <0.0002 0.04 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.0076 <0.0002 0.0005 0.0005 0.0004 －
トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0003 0.0002 －

1,1,1-トリクロロエタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 1 以下

1,1,2-トリクロロエタン - - <0.0002 - <0.0002 0.006 以下

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.01 以下

テトラクロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.001 0.01 以下

1,3-ジクロロプロペン - - <0.0002 - <0.0002 0.002 以下

チウラム - - <0.0006 - - 0.006 以下

シマジン - - <0.0003 - - 0.003 以下

チオベンカルブ - - <0.0003 - - 0.02 以下

ベンゼン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 - 0.01 以下

セレン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0002 0.01 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.002 10 以下

硝酸性窒素 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 －

亜硝酸性窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 －

ふっ素 0.08 0.08 0.02 0.06 <0.01 0.8 以下

ほう素 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 1 以下

1,4-ジオキサン - - <0.005 - 0.02 0.05 以下

トルエン - (0.6  以下)

キシレン - (0.4  以下)

フタル酸ジエチルヘキシル - (0.06  以下)

ニッケル - (-)

モリブデン - (0.07  以下)

ＥＰＮ - (0.006 以下)

ジクロルボス - (0.008 以下)

フェノブカルブ - (0.03 以下)

イプロベンホス - (0.008 以下)

クロルニトロフェン - －

フェニトロチオン 0.003 (0.003 以下)

イソプロチオラン 0.04 (0.04 以下)

オキシン銅 0.04 (0.04 以下)

クロロタロニル 0.05 (0.05 以下)

プロピザミド 0.008 (0.008 以下)

クロロホルム - (0.06 以下)

1,2-ジクロロプロパン - (0.06 以下)

p-ジクロロベンゼン - (0.2 以下)

イソキサチオン - (0.008 以下)

ダイアジノン - (0.005 以下)

アンチモン - (0.02 以下)

エピクロロヒドリン - (0.0004 以下)

全マンガン - (0.2 以下)

ウラン - (0.002 以下)

項目

環

境

基

準

項

目

要

監

視

項

目

鉛

砒素

イ 北区における地下水の水質 

平成 27年度～令和元年度の北区の地下水水質の調査結果は表 8.3-3 に示すとおり、全

ての項目において環境基準あるいは指針値を満足している。 

 

表 8.3-3 北区における地下水水質の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注 1）北区を４ブロックに分け、１ブロックで１地点、４ヶ年で全ブロックを一巡するよう調査を実施している。 

注 2）要監視項目：人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とせず、引き

続き知見の集積に努めるべきものとして、モニタリング等の対象とすべき物質（全 24 項目）。毎年、測定項目を変えながら

５年間で全項目を調査している。各年度における非測定項目は斜線表示とした。 

指針値：「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件

の施行等について」（平成 21 年 11 月、環境省）に定められた値。 

資料：「東京都の地下水質調査結果 平成 27 年度～平成 31（令和元）年度」（東京都環境局） 

（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/investigation.html）（令和３年３月閲覧）を基に作成 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/investigation.html
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ウ 計画地内の地下水の水質 

本事業で形質変更する敷地（１期工事範囲、２期工事範囲）のうち１期工事範囲の一部

について、土壌汚染状況調査の概況調査（表土の調査）を実施しており、概況調査（表土

の調査）において基準不適合が確認された区画については、詳細調査（深度方向調査・地

下水調査）を実施している。 

計画地内の土壌汚染の状況については、「8.4 土壌汚染 8.4.1 現況調査 (4) 調査結

果 ② 土壌汚染の状況 ア 計画地内の調査」（p.195～198）に示すとおりであり、「土壌

汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく特定有害物質のうち、第二種特定有害物質で

あるカドミウム、六価クロム、鉛、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛で土壌含有量

基準値を上回る土壌汚染が確認されている。 

詳細調査の地下水調査の結果は、表 8.3-4 及び図 8.3-2に示すとおりである。地下水

調査の結果、第二種特定有害物質である砒素について、「環境基本法」に基づく環境基準

値、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく地下水基準値を上回る区画が確認

された。確認された区画の下流に当たる東側の区画では、環境基準値及び地下水基準値を

下回っていることから、汚染地下水は計画地内に留まっていると考えられる（資料編

p.121 参照）。 

 

表 8.3-4 土壌汚染状況調査の詳細調査（地下水調査）の調査結果 

項目 

基準不適合 

地点数 

(調査地点数) 

調査結果 

（mg/L） 

環境基準、 

地下水基準 

（mg/L） 

第二地下水

基準 

（mg/L） 

カドミウム及び

その化合物 

0 

(1) 
適合地点 ：<0.0003 ≦0.003 ≦0.3 

六価クロム 

化合物 

0 

(8) 
適合地点 ：<0.01 ≦0.05 ≦0.5 

砒素 

及びその化合物 

6 

(44) 

不適合地点：0.011～0.018 

適合地点 ：<0.001～0.009 
≦0.01 ≦0.1 

ふっ素 

及びその化合物 

0 

(7) 
適合地点 ：0.29～0.77 ≦0.8 ≦8 

鉛及び 

その化合物 

0 

(3) 
適合地点 ：<0.001 ≦0.01 ≦0.3 

注1)詳細調査（地下水調査）の調査地点は、土壌汚染状況調査の概況調査(表土の調査)で土壌溶出量基準値の

基準不適合が確認された地点とし、調査対象物質は、土壌溶出量基準値の基準不適合が確認された対象物

質とした。ただし、六価クロムの概況調査での基準不適合区画数は9であったが、1区画は地下構造物のた

め調査できなかった。砒素、鉛の概況調査での基準不適合区画数はそれぞれ43、2であったが、詳細調査で

はそれぞれ１区画（砒素J5-9 、鉛J3-5：調査範囲外の同じ10m区画内の地点が基準不適合であった。）を追

加した。 

注2)試料は、地下水位と掘削底面の中間深度で採取した。地下水位は、屋外の地点ではG.L.約-8ｍ～-3ｍ、屋

内の地点ではG.L.約-10ｍ～-8ｍ（地下ピット下から１～３ｍ）で確認された。 

注3)環境基準は表8.3-8に、地下水基準は表8.3-9及び表8.3-10に、第二地下水基準は表8.3-10に示すとおりで

ある。 

地下水基準を超過した場合、汚染があると判断される。第二地下水基準は「環境確保条例」独自の基準で

あり、地下水が第二地下水基準を超過している場合、あるいは土壌が第二溶出量基準を超過している場合

は、一定濃度を超える汚染があると判断され、地下水汚染の拡大を防止する観点から、周辺の飲用井戸の

有無にかかわらず、土壌地下水汚染対策計画書を提出し、土壌汚染の除去等の措置を実施することが定め

られている（図8.4-6（p.208）参照）。 
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図 8.3-2 計画地内の土壌汚染状況調査の 

詳細調査（地下水調査）の調査結果 
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② 地下水の状況 

計画地周辺の不圧地下水の状況は、表 8.3-5 及び図 8.3-3 に示す計画地周辺で行われ

た地盤調査による孔内水位の状況により、T.P.約-１ｍ～+４ｍ（G.L.約-４ｍ～-１ｍ）付

近と考えられる。計画地内の地下水位は、「① 水質等の状況 ウ 計画地内の地下水の水

質」の詳細調査（地下水調査）において、屋外の地点では G.L.約-８ｍ～-３ｍ、屋内の地

点では G.L.約-10ｍ～-８ｍ（地下ピット下から１～３ｍ）で確認されている。 

また、都内における令和元年末の被圧地下水の状況は図 8.3-4に示すとおり、計画地付近

の地下水位は T.P.±０ｍ前後と予想される。 

計画地周辺の湧水地点は表 8.3-6 及び図 8.3-3 に示すとおり、計画地西側のＪＲ京浜

東北線等の西側の台地部において４地点存在している。 

地下水流向については、図 8.3-3に示すとおり、おおむね地形に沿って、計画地の北東

側を流れる隅田川方向に向かうと推定される。 

 

表 8.3-5 地盤調査による孔内水位 

地点 
孔口標高

（T.P.） 
掘削深度 

孔内水位

（T.P.） 

孔内水位

（G.L.） 
調査時期 

No.1 

（28180011） 
+5.00ｍ 25.23ｍ +2.20ｍ -2.80ｍ 1963 年 11 月 

No.2 

（28190026） 
+3.05ｍ 20.00ｍ -1.05ｍ -4.10ｍ 1964 年 12 月 

No.3 

（28190034） 
+5.00ｍ 20.36ｍ +3.70ｍ -1.30ｍ 1964 年 2 月 

No.4 

（28190038） 
+2.00ｍ 20.40ｍ +1.20ｍ -0.80ｍ 1972 年 7 月 

注1）番号は図8.3-3の地盤調査地点に対応している。 

注2）（ ）内の番号は「東京の地盤」におけるボーリング番号である。 

資料：「東京の地盤」（東京都建設局） 

（https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/start/03-jyouhou/geo-web/00-index.html）

（令和２年12月閲覧）を基に作成 

 

表 8.3-6 計画地周辺の湧水 

番号 湧水の名称 地点 概要など 

① 飛鳥山公園 北区西ケ原 2-15 園裏の崖から湧出（水量少ない） 

② 名主の滝公園 北区岸町 1-15 園内の池に注ぐ滝から湧出（水量少ない） 

③ 音無さくら緑地 北区滝野川 2-59 緑地内親水施設の崖から湧出（水量少ない） 

④ ちんちん山児童遊園 北区岸町 2-11 地先 ― 
注 ）番号は図8.3-3の湧水位置に対応している。 

資料：番号①②③「東京都の代表的な湧水」（環境省） 

    (https://www.env.go.jp/water/yusui/result/sub4-2/PRE13-4-2.html）（令和２年12月閲覧） 

   番号④  「湧水マップ～東京の湧水～」（平成31年３月、東京都環境局） 

   (https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/conservation/spring_water/spring_water.html)（令

和２年12月閲覧）を基に作成 

  

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/start/03-jyouhou/geo-web/00-index.html
https://www.env.go.jp/water/yusui/result/sub4-2/PRE13-4-2.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/conservation/spring_water/spring_water.html
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図 8.3-3 計画地周辺の地盤調査地点及び湧水位置図  
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資料：「令和元年地盤沈下調査報告書」（令和２年７月、東京都土木技術支援･人材育成センター） 

    (https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/start/03-jyouhou/chinka/chinka.html)（令和２

年12月閲覧）を基に作成 

 

図 8.3-4 地下水位等高線図（被圧地下水：令和元年末） 

 

③ 発生源の状況 

計画地内における「土壌汚染対策法」に係る特定有害物質の現在の使用状況は、表 8.3-7

に示すとおりである。いずれも残置する建築物内で使用しており、将来も従来どおり、適

切に除害、保管・廃棄を行う計画である。なお、新築する計画建築物での使用計画はない。 

また、計画地内には「水質汚濁防止法」（昭和 45年 12月、法律第 138号）及び「下水

道法」（昭和 33年４月、法律第 79号）の特定施設があるが、残置する建築物（準備棟）

内に設置されている。 

 

表 8.3-7 土壌汚染対策法に係る特定有害物質の現在の使用状況 

特定有害物質 使用方法 除害、保管・廃棄方法 

六価クロム化合物 版面めっき作業 排水は、ミニクロパック（イオン交換樹脂）で除

害処理し、下水排除基準値以下の濃度で排水。イ

オン交換樹脂の再生は専門業者に委託。 

ミスト排気は、洗浄塔で洗浄し、除害して放出。 

ふっ素及びその化合物 版面めっき作業 薬品倉庫にて保管、使用後は産業廃棄物として廃

棄。 

ほう素及びその化合物 pH 計校正用等 室内で保管。使用後は下水排除基準値以下の濃度

で排水。 
注)令和３年３月時点 

 

計画地 

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/start/03-jyouhou/chinka/chinka.html
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④ 法令による基準等 

「環境基本法」に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基準は表8.3-8に、「土壌汚染対策

法」に基づく地下水基準は表8.3-9に、「環境確保条例」に基づく地下水基準は表8.3-10に、

「下水道法」に基づく下水排除基準（ダイオキシン類以外）は表8.3-11に示すとおりであ

る。 

また、「土壌汚染対策法」、「環境確保条例」に基づく土壌汚染調査・対策の流れは、図

8.4-5、図8.4-6（p.207～208）に示すとおりである。 

 
表 8.3-8 「環境基本法」に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基準 

単位：mg/L 

項目 基準値 

カドミウム 0.003 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01 以下 

六価クロム 0.05 以下※ 

砒素 0.01 以下 

総水銀 0.0005 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 0.02 以下 

四塩化炭素 0.002 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） 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 

トリクロロエチレン 0.01 以下 

テトラクロロエチレン 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 

チウラム 0.006 以下 

シマジン 0.003 以下 

チオベンカルブ 0.02 以下 

ベンゼン 0.01 以下 

セレン 0.01 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 以下 

ふっ素 0.8 以下 

ほう素 1 以下 

1,4-ジオキサン 0.05 以下 
※令和４年４月１日より「0.02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、平成9年３月13日環境庁告示第10号別表の「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、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと亜硝酸イオン

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、日本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体

の濃度と日本産業規格Ｋ0125 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。 

資料：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成９年３月、環境庁告示第 10 号） 
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表 8.3-9 「土壌汚染対策法」に基づく地下水基準 

区分 項目 
地下水基準 

(mg/L) 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002 以下 

四塩化炭素 0.002 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 以下 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 以下 

ｼｱﾝ化合物 検液中に検出されないこと 

水銀及びその化合物 
水銀が 0.0005 以下、かつ、 

ｱﾙｷﾙ水銀が検出されないこと 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 以下 

鉛及びその化合物 0.01 以下 

砒素及びその化合物 0.01 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8 以下 

ほう素及びその化合物 1 以下 

第
三
種
特
定 

有
害
物
質 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02 以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.006 以下 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB） 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 
資料：「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号） 

「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（改訂第３版）」（平成31年３月、環境省）

（http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/dojogl2019_1-r.pdf）（令和２年12月閲覧）を基に作成 

 

 

 

 

  

http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/dojogl2019_1-r.pdf
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表 8.3-10 「環境確保条例」に基づく地下水基準・第二地下水基準 

特定有害物質の種類 
地下水基準 第二地下水基準 

基準値（単位 mg/L) 

カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 0.003 以下 カドミウムとして 0.03 以下 

シアン化合物 シアンが検出されないこと シアンとして 1 以下 

有機燐化合物 検出されないこと 1 以下 

鉛及びその化合物 鉛として 0.01 以下 鉛として 0.1 以下 

六価クロム化合物 六価クロムとして 0.05 以下 六価クロムとして 0.5 以下 

砒素及びその化合物 砒素として 0.01 以下 砒素として 0.1 以下 

水銀及びアルキル水銀その他の

水銀化合物 

水銀として 0.0005 以下かつ、検液

中にアルキル水銀が検出されない

こと 

水銀として 0.005 以下かつ、検液中

にアルキル水銀が検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 0.003 以下 

トリクロロエチレン 0.0１以下 0.1 以下 

テトラクロロエチレン 0.01 以下 0.1 以下 

ジクロロメタン 0.02 以下 0.2 以下 

四塩化炭素 0.002 以下 0.02 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 0.04 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下 1 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 0.4 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 3 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 0.06 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 0.02 以下 

チウラム 0.006 以下 0.06 以下 

シマジン 0.003 以下 0.03 以下 

チオベンカルブ 0.02 以下 0.2 以下 

ベンゼン 0.01 以下 0.1 以下 

セレン及びその化合物 セレンとして 0.01 以下 セレンとして 0.1 以下 

ほう素及びその化合物 ほう素として 1 以下 ほう素として 10 以下 

ふっ素及びその化合物 ふっ素として 0.8 以下 ふっ素として 8 以下 

塩化ビニルモノマー 

（別名クロロエチレン） 
0.002 以下 0.02 以下 

注）地下水基準を超過した場合は、汚染があると判断される。第二地下水基準は「環境確保条例」独自の基準

であり、地下水が第二地下水基準を超過している場合、あるいは土壌が第二溶出量基準を超過している場

合は、一定濃度を超える汚染があると判断され、地下水汚染の拡大を防止する観点から、土壌汚染の除去

等の措置を実施することが定められている（埋立地の一部を除く）。（図8.4-6（p.208）参照） 

資料：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成12年12月、東京都条例第215号） 
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表 8.3-11 下水排除基準（ダイオキシン類以外）（東京都 23区内） 

単位：mg/L 

対象物質 

水質汚濁防止法上の特定施設の
設置あり 

水質汚濁防止法上の特定施設
の設置なし 

平均排水量 
50m3/日以上 

平均排水量 
50m3/日未満 

平均排水量 
50m3/日以上 

平均排水量 
50m3/日未満 

有
害
物
質 

カドミウム 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 
シアン 1 以下 1 以下 1 以下 1 以下 
有機燐 1 以下 1 以下 1 以下 1 以下 
鉛 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 
六価クロム 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 
砒素 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 
総水銀 0.005 以下 0.005 以下 0.005 以下 0.005 以下 

アルキル水銀 
検出されない 

こと 

検出されない 

こと 

検出されない 

こと 

検出されない 

こと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 以下 0.003 以下 0.003 以下 0.003 以下 
トリクロロエチレン 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 
テトラクロロエチレン 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 
ジクロロメタン 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 
四塩化炭素 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 
1,2-ジクロロエタン 0.04 以下 0.04 以下 0.04 以下 0.04 以下 
1,1-ジクロロエチレン 1 以下 1 以下 1 以下 1 以下 
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 以下 0.4 以下 0.4 以下 0.4 以下 
1,1,1-トリクロロエタン 3 以下 3 以下 3 以下 3 以下 
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 
1,3-ジクロロプロペン 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 
チウラム 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 
シマジン 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 
チオベンカルブ 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 
ベンゼン 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 
セレン 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 

ほう素及びその化合物 
10 以下 10 以下 10 以下 10 以下 
230 以下 230 以下 230 以下 230 以下 

ふっ素及びその化合物 
8 以下 8 以下 8 以下 8 以下 
15 以下 15 以下 15 以下 15 以下 

1,4-ジオキサン 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 

環
境
項
目
等 

総クロム 2 以下 2 以下 2 以下 2 以下 
銅 3 以下 3 以下 3 以下 3 以下 
亜鉛 2 以下 2 以下 2 以下 2 以下 
フェノール類 5 以下 5 以下 5 以下 ― 
鉄（溶解性） 10 以下 10 以下 10 以下 ― 
マンガン（溶解性） 10 以下 10 以下 10 以下 ― 
生物化学的酸素要求量 600 未満(300未満) ― 600 未満(300未満) ― 
浮遊物質量 600 未満(300未満) ― 600 未満(300未満) ― 
ノルマルヘキ
サン抽出物質 

鉱油 5 以下 ― 5 以下 ― 
動植物油 30 以下 ― 30 以下 ― 

窒素 120 未満 ― 120 未満 ― 
燐 16 未満 ― 16 未満 ― 

水素イオン濃度 5を超え9未満 
(5.7を超え8.7未満) 

5を超え9未満 
(5.7を超え8.7未満) 

5を超え9未満 
(5.7を超え8.7未満) 

5を超え9未満 
(5.7を超え8.7未満) 

温度 45℃未満(40℃未満) 45℃未満(40℃未満) 45℃未満(40℃未満) 45℃未満(40℃未満) 
沃素消費量 220 未満 220 未満 220 未満 220 未満 

 
  

注 1）ほう素、ふっ素の基準のうち上段は「河川その他の公共用水域を放流先としている公共下水道」に排除

する場合、下段は「海域を放流先としている公共下水道」に排除する場合の基準値である。（事業場の所

在地により異なる。） 

注 2）生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、水素イオン濃度、温度に係る()内の数値は製造業又はガス供給業

に適用。 

資料：「下水排除基準（東京都 23 区内）」（東京都）

（https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/regulation/information/3kijyun/）（令和３年３月

閲覧）を基に作成 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/regulation/information/3kijyun/
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8.3.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の施行中 

・汚染土壌の掘削等に伴う地下水の水質への影響の内容及び程度 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の施行中 

工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の施行中 

計画地内とした。 

 

(4) 予測方法 

① 工事の施行中 

ア 汚染土壌の掘削等に伴う地下水の水質への影響の内容及び程度 

土壌汚染の状況、地下水の水質の状況等の調査結果をもとに、工事計画、環境保全措置

を踏まえ、地下水の水質に及ぼす影響を予測する方法によった。 
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(5) 予測結果 

① 工事の施行中 

ア 汚染土壌の掘削等に伴う地下水の水質への影響の内容及び程度 

１期工事範囲の一部については、土壌汚染状況調査（概況調査、詳細調査）を実施して

おり、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく特定有害物質のうち、第二種特

定有害物質であるカドミウム、六価クロム、鉛、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛

で土壌含有量基準値を上回る土壌汚染が確認されている。また、砒素で地下水基準値を上

回る地下水汚染が確認されているが、確認状況から汚染地下水は計画地内に留まってい

ると考えられる。この結果については、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」

第 116条、第 117条に基づき届出を行い、先行届出分については、形質変更時要届出区域

に指定されている。 

今後、１期工事範囲内で必要な全ての調査を実施し届出を行うとともに、土地の改変に

伴う汚染の拡散を防止するため、調査結果に基づき、汚染拡散防止計画書等を作成し提出

する。この計画書に基づいて、敷地内の土壌汚染対策工事を行うことにより、掘削等によ

る土壌汚染の拡散と地下水への溶出、地下水汚染の拡散を防止する計画である。計画建築

物の建築工事は、土壌汚染対策工事の完了後に着手する。 

２期工事範囲についても、工事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出を行うとともに、

調査結果に基づき必要に応じた対応を図る計画である。 

今後も、調査結果並びに汚染拡散防止等の計画と実施状況については、手続の進捗状況

に応じ、環境影響評価手続の中で、順次報告する計画である。 

 

8.3.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

① 予測に反映した措置 

・「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 116条、第 117条に基づく調査を

実施する。 

・土壌調査の結果を踏まえ、今後、汚染拡散防止計画書等を提出し、計画書に基づき、

汚染拡散防止措置 ※を講じる。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・地下水汚染が確認された範囲の土地の形質変更時には、地下水の水質（地下水汚染が

確認された物質の濃度）をモニタリングし、事後調査において報告する。 

・工事の施工に際しては、掘削時の汚染拡散防止等、十分な環境保全措置を講じ、事後

調査において汚染状況、周辺環境への影響及び対策実施状況について詳細な報告を

行う。 

 
※ 汚染地下水の具体的な処理方法については、まだ確定していないが、掘削作業に当たっては、汚染範囲の周囲

に山留壁や遮水壁等を設け、周辺の地下水に汚染を拡散させない対策を講じる。 
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8.3.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の施行中 

評価の指標は、「地下水汚染を拡散させないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の施行中 

ア 汚染土壌の掘削等に伴う地下水の水質への影響の内容及び程度 

本事業で形質変更する敷地（１期工事範囲、２期工事範囲）のうち、１期工事範囲の一

部については、土壌汚染状況調査（概況調査、詳細調査）を実施しており、カドミウム、

六価クロム、鉛、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛で土壌含有量基準値を上回る土

壌汚染が確認されている。また、砒素で地下水基準値を上回る地下水汚染が確認されてい

るが、確認状況から汚染地下水は計画地内に留まっていると考えられる。この結果につい

ては、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 116条、第 117条に基づき届出

を行い、先行届出分については、形質変更時要届出区域に指定されている。 

今後、１期工事範囲内で必要な全ての調査を実施し届出を行うとともに、土地の改変に

伴う汚染の拡散を防止するため、調査の結果に基づき、汚染拡散防止計画書等を提出する。

この計画書に基づいて、敷地内の土壌汚染対策工事を行うことにより、掘削等による土壌

汚染の拡散と地下水への溶出、地下水汚染の拡散を防止する計画である。計画建築物の建

築工事は、土壌汚染対策工事の完了後に着手する。 

２期工事範囲についても、工事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出を行うとともに、

調査結果に基づき必要に応じた対応を図る計画である。 

したがって、評価の指標とした「地下水汚染を拡散させないこと」を満足すると考える。 
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