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8.4 土壌汚染 

8.4-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

計画道路のうち一部の区間については、土地利用の履歴等から土壌汚染のおそれがないものと判

断できないことから、計画道路及びその周辺について、以下の調査項目を選定した。 

１.土地利用の履歴等の状況 

２.土壌汚染の状況 

３.法令による基準等 

 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が土壌に影

響を及ぼすと予想される地域とし、計画道路及びその周辺とした。 

 

 (3) 調査方法 

1) 土地利用の履歴等の状況 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における土地利用の履歴等の状況については、「旧地形図」（国土地理院）、

「航空写真」（国土地理院）等の既存資料を収集・整理した。 

 

2) 土壌汚染の状況 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における土壌汚染の状況については、「土壌汚染対策法の施行状況及び土

壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」（令和２年３月、環境省水・大気環境局）、「要措置区

域等の指定状況」（令和３年５月閲覧、東京都環境局 HP）等の既存資料を収集・整理した。 

 

3) 法令による基準等 

① 既存資料調査 

「環境基本法」（平成５年 11月 19日法律第 91号、最終改正：令和３年５月 19日法律第 36号）

に基づく「土壌の汚染に係る環境基準」（平成３年８月 23 日環境庁告示 46 号、最終改正：平成

10年４月 24日環境庁告示 21号）及び「地下水の汚染に係る環境基準」（平成９年３月 13日環境

庁告示第 10号、最終改正：令和２年３月 30日環境庁告示第 35号）、「土壌汚染対策法」（平成 14

年５月 29日法律第 53号、最終改正：平成 29年６月２日法律第 45号）において定められている

特定有害物質及び指定基準等について整理した。 
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 (4) 調査結果 

1) 土地利用の履歴等の状況 

計画道路及びその周辺における土地利用の履歴等の状況は、表 8.4.1に示すとおりである。 

旧地形図（国土地理院）等によれば、計画道路及びその周辺には、1927年（昭和２年）から 1954

年（昭和 29年）頃まで、主に水田や桑畑等の耕作地が分布しており、日野市西平山や八王子市北

野町の一部に集落がみられる。その後、八王子市北野町では大規模な工場等が立地されるなど急

速な開発がみられ、一般都道長沼北野線が整備されて以降は大きな土地利用の変遷はなく、浅川

左岸側では主に畑地や果樹園等の耕作地が分布し、浅川右岸側では工場等の事業所や住居等が分

布する状況となっている。 

土地利用の履歴等の状況から、八王子市長沼町の道路用地内に給油所として利用されている土

地が確認され、一部の土地については土壌汚染の可能性は否定できない。給油所として利用され

ている土地の位置は図 8.4.1に示すとおりである。なお、当該地における道路用地は現時点で未

取得のため、当該地に対する聞き取り等による状況調査については、事業実施段階において行う。 

 

表 8.4.1 土地利用の履歴等の状況 

確認年 内容 

1927年 
（昭和２年） 

計画道路には、主に水田や桑畑等の耕作地が分布する。 
なお、計画道路周辺には主に水田や桑畑等の耕作地が分布し、日野市西平山や八王子市
北野町の一部に集落がある。 

1948年 
（昭和 23年） 

計画道路には、主に水田や桑畑等の耕作地が分布する。 
なお、計画道路周辺には主に水田や桑畑等の耕作地が分布し、日野市西平山や八王子市
北野町の一部に集落がある。 

1954年 
（昭和 29年） 

計画道路には、主に水田等の耕作地が分布する。 
なお、計画道路周辺には主に水田等の耕作地が分布し、日野市西平山や八王子市北野町
の一部に集落がある。 

1968年 
（昭和 43年） 

計画道路には、主に水田等の耕作地が分布する。 
なお、計画道路及びその周辺には主に水田等の耕作地が分布し、日野市西平山や八王子
市北野町の一部に集落があるほか、八王子市北野町及び長沼町には工場等がある。 

1979年 
（昭和 54年） 

計画道路には、浅川左岸側には主に畑地等の耕作地が分布し、浅川右岸側では一般都道
長沼北野線が整備される。 
なお、計画道路周辺には、浅川左岸側では主に畑地等の耕作地が分布し、浅川右岸側で
は工場等の事業所や住居等が分布する。 

1988年 
（昭和 63年） 

計画道路には、浅川左岸側には主に畑地等の耕作地が分布し、浅川右岸側では一般都道
長沼北野線が整備される。 
なお、計画道路周辺は 1979 年（昭和 54 年）と概ね同様の状況であり、浅川左岸側では
主に畑地や果樹園等の耕作地が分布し、浅川右岸側では工場等の事業所や住居等が分布
する。 

1998年 
（平成 10年） 

計画道路には、浅川左岸側には主に畑地等の耕作地が分布し、浅川右岸側では一般都道
長沼北野線が整備される。 
なお、計画道路周辺は 1988 年（昭和 63 年）と概ね同様の状況であり、浅川左岸側では
主に畑地や果樹園等の耕作地が分布し、浅川右岸側では工場等の事業所や住居等が分布
する。 

2007年 
（平成 19年） 

計画道路には、浅川左岸側には主に畑地等の耕作地が分布し、浅川右岸側では一般都道
長沼北野線が整備される。 
なお、計画道路周辺は 1998 年（平成 10 年）と概ね同様の状況であり、浅川左岸側では
主に畑地や果樹園等の耕作地が分布し、浅川右岸側では工場等の事業所や住居等が分布
する。 

2018年 
（平成 30年） 

計画道路には、浅川左岸側には主に畑地等の耕作地が分布し、浅川右岸側では一般都道
長沼北野線が整備される。また、現状の土地利用状況から、八王子市長沼町の道路用地
内に給油所として利用されている土地が存在する。 
なお、計画道路周辺は 2007 年（平成 19 年）と概ね同様の状況であり、浅川左岸側では
主に畑地や果樹園等の耕作地が分布し、浅川右岸側では工場等の事業所や住居等が分布
する。 
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2) 土壌汚染の状況 

計画道路及びその周辺には、「土壌汚染対策法」（平成 14年５月 29日法律第 53号、最終改正：

平成 29年６月２日法律第 45号）に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定された区

域はない。 

なお、土地利用の履歴等の状況から、土壌汚染の可能性は否定できないと考えられる土地につ

いては、現時点では道路用地未取得のため現地調査が実施できないことから、事業実施段階にお

いて、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 117条に基づく手続き・調査を行う。 

土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染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条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行った上で適切な拡散防止措置を実施す

るとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 
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3) 法令による基準等 

① 環境基準 

「環境基本法」に基づく土壌の汚染に係る環境基準は表 8.4.2に、地下水の水質汚濁に係る環

境基準は表 8.4.3に示すとおりである。 

 

表 8.4.2 土壌の汚染に係る環境基準 

項目 環境上の条件 

カドミウム 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 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、土壌 1kg につき 125mg 未満
であること。 

ジクロロメタン 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（別名塩化ビニル
又は塩化ビニルモノマー） 

検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1Lにつき 0.004mg以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.1mg以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 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-ジクロロプロペン 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。 

シマジン 検液 1Lにつき 0.003mg以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1Lにつき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 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-ジオキサン 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）カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、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、土壌汚染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）有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 

注５）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 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：「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成３年８月 23 日環境庁告示 46 号、最終改正：平成 10 年４月 24

日環境庁告示 21号) 
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表 8.4.3 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項目 環境上の条件 

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 0.05mg/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：「地下水の汚染に係る環境基準について」(平成９年３月 13 日環境庁告示第 10 号、最終改正：令和２年３月

30日環境庁告示第 35号) 

 

② 関係法令の基準等 

 (a) 土壌汚染対策法の指定基準 

  a)指定基準 

「土壌汚染対策法」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 8.4.4及び表 

8.4.5に示すとおりである。 
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表 8.4.4 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 
土壌溶出量基準 

(mg/L) 
土壌含有量基準 

(mg/kg) 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

(

揮
発
性
有
機
化
合
物)

 

クロロエチレン 0.002 以下 － 

四塩化炭素 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 － 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 － 

ジクロロメタン 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 0.03以下 － 

ベンゼン 0.01以下 － 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

(
重
金
属
等)

 

カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下 

六価クロム化合物 0.05以下 250以下 

シアン化合物 検出されないこと。 
50 以下 
(遊離ｼｱﾝとして) 

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。 

15 以下 

セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 

鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 

砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 

ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000 以下 

ほう素及びその化合物 １以下 4,000 以下 

第
三
種
特
定
有
害
物
質 

(

農
薬
等)

 

シマジン 0.003 以下 － 

チオベンカルブ 0.02以下 － 

チラウム 0.006 以下 － 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと。 － 

有機りん化合物 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 12月 26日環境省令第 29号、最終改正：令和３年３月 25日 

環境省令第３号) 
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表 8.4.5 土壌汚染対策法の特定有害物質及び指定基準（地下水基準） 

分類 特定有害物質 
地下水基準 
(mg/L) 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

(

揮
発
性
有
機
化
合
物)

 

クロロエチレン 0.002 以下 

四塩化炭素 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 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 

ジクロロメタン 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 0.03以下 

ベンゼン 0.01以下 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

(

重
金
属
等)

 

カドミウム及びその化合物 0.01以下 

六価クロム化合物 0.05以下 

シアン化合物 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 

(

農
薬
等)

 

シマジン 0.003 以下 

チオベンカルブ 0.02以下 

チラウム 0.006 以下 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと。 

有機りん化合物 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 12月 26日環境省令第 29号、最終改正： 

令和３年３月 25日環境省令第３号) 
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  b)調査・対策の流れ 

「土壌汚染対策法」に基づく土壌汚染対策の調査・対策の流れは、図 8.4.2に示すとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「土壌汚染の調査及び対策について」（令和３年５月閲覧、東京都環境局 HP） 

図 8.4.2 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染対策の流れ 

 

 

 

 

 

指定の申請 土壌汚染による

健康被害が生ず

るおそれのある

土地 

有害物質使用 

特定施設の廃止 

①一定規模（3,000 ㎡） 

以上の土地の形質変更 

②工場等の土地における 

900㎡以上の土地の形質変更 

調査猶予中の

土地における

900㎡以上の

土地の改変 

自主調査結果等を

添付して申請 
汚染のおそれあり 

調査・結果報告命令 

土壌汚染状況調査の実施・報告 

【要措置区域】又は【形質変更時要届出区域】に指定 

【要措置区域】 

・健康被害が生ずるおそれのある土地 

・汚染除去等計画の提出を知事が指示 

・原則として形質の変更は禁止 

【形質変更時要届出区域】 

・健康被害の生ずるおそれのない土地 

・土地の形質を変更する場合にはあら 

かじめ届出が必要 

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除 

（第３条） （第４条） （第５条） （第 14条） 

指定基準に不適合 
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 (b) 環境確保条例の土壌汚染処理基準 

  a)処理基準 

「環境確保条例」で定める土壌汚染処理基準は、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られている。 

 

  b)調査・対策の流れ 

「環境確保条例」に基づく土壌汚染対策の調査・対策の流れは、図 8.4.3に示すとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「土壌汚染の調査及び対策について」（令和３年５月閲覧、東京都環境局 HP） 

図 8.4.3 環境確保条例に基づく土壌汚染対策の流れ 

 

有害物質取扱事業者 土地改変者 

人の健康被

害のおそれ

があるとき 

地下水汚染

が認められ

る地域があ

るとき 

工場等を廃

止または施

設を除却す

るとき 

自主的に調

査を実施す

るとき 

3000㎡以上の

敷地内での土

地の改変 

法第４条第

１項の要件

に該当する

土地の改変 

調査の猶予 

汚染状況調査の実施 

地歴等調査の実施 

汚染状況調査の実施 

台帳の複製・公開 台帳の複製・公開 

汚染拡散防止計画書の提出 汚染拡散防止計画書の提出 土壌地下水汚染対策計画書の提出 

汚染拡散防止措置の実施 汚染拡散防止措置の実施 土壌汚染の除去等の措置の実施 

記録の保管・承継（第 118条）、汚染地の管理（汚染を残置した場合）（第 116条の３、第 117条第 7項） 

（第 114 条） （第 115 条） （第 116 条） （第 116 条の 2） （第 117 条） 

条件を満たす 

場合 

汚染のおそれが 

ある場合 

汚染が確認 

された場合 

汚染が確認 

された場合 

汚染地を改変する 

場合（第 116 条の 3） 

健康被害のおそれがある場合 又は 

一定濃度を超える汚染がある場合 
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8.4-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

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を予測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

予測の対象時点は、工事の施行中において建設発生土が排出される時点とした。 

 

 (3) 予測地域 

1) 工事の施行中 

予測地域は、計画道路内において汚染された土壌が存在する可能性がある範囲とした。 

 

 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

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については、「技術指針」に基

づき、既存資料調査結果及び施工計画の内容を踏まえて定性的に予測した。 

 

 (5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

土地利用の履歴等の状況から、計画道路が平面構造で通過する道路用地には、土壌汚染の可能

性は否定できないと考えられる土地が存在し、土地の形質変更の範囲に含まれる。なお、現時点

で当該地における道路用地は未取得のため、土壌汚染の状況を確認することはできない。 

事業実施段階においては、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条に基づく手続き・調査を行う。土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染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条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行

った上で適切な拡散防止措置を実施するとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 

以上のことから、土壌汚染の掘削及び移動に伴う新たな土地への拡散の可能性はないものと予

測される。 

 



214 

8.4-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における土壌汚染の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環境保全

のための措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

・事業実施段階において、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条に基づく手続き・調査を行う。 

・土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染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条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行った上で適切な拡散防止措置を実施

するとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 

 

8.4-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 評価の指標 

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。 

 

2) 評価の結果 

土地利用の履歴等の状況から、計画道路が平面構造で通過する道路用地には、土壌汚染の可能

性は否定できないと考えられる土地が存在し、土地の形質変更の範囲に含まれる。なお、現時点

で当該地における道路用地は未取得のため、土壌汚染の状況を確認することはできない。 

事業実施段階においては、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条に基づく手続き・調査を行う。土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染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条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行

った上で適切な拡散防止措置を実施するとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 

以上のことから、土壌汚染の掘削及び移動に伴う新たな土地への拡散の可能性はないものと予

測され、評価の指標とした「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」を満足すると考えられ

る。 

 

 

 


