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8.3 土壌汚染 

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 土地利用の履歴等の状況 

② 土壌汚染の状況 

③ 地形、地質、地下水及び土

壌の状況 

④ 気象の状況 

⑤ 土地利用の状況 

⑥ 発生源の状況 

⑦ 利水の状況 

⑧ 法令による基準等 

本事業の実施により、下記の要因が計画地周辺の環境に影響を

及ぼすことが予想されるため、土壌汚染の予測及び評価を行うに

あたり、「技術指針」にあげられた事項のうち左記の事項を選択

した。 

 

【工事の施行中】 

・ 汚染土壌の掘削・移動等に伴う土壌への影響の内容及び程度 

【工事の完了後】 

・ 工場等の稼働に伴う土壌への影響の内容及び程度 

 

(2) 調査地域 

計画地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 

「地形図」（国土地理院）等の既存資料の整理・解析及び事業者へのヒアリングによった。 

 

2) 土壌汚染の状況 

「要措置区域等の指定状況」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ）等の既存資料の

整理・解析によった。 

 

3) 地形、地質、地下水及び土壌の状況 

「1/50,000 土地分類基本調査（地形分類図）川越・青梅」（平成８年３月、東京都）、

「1/50,000 土地分類基本調査（表層地質図）川越・青梅」（平成８年３月、東京都）及び「土地分

類基本調査（垂直調査）」（令和４年６月閲覧、国土交通省ホームページ）等の既存資料の整理・

解析によった。 

 

4) 気象の状況 

「気象統計情報」（令和４年６月閲覧、気象庁ホームページ）等の既存資料の整理・解析によっ

た。 
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5) 土地利用の状況 

「昭島市都市計画図」（令和２年３月、昭島市）及び「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕

(多摩都市部)(平成29年現在)」（東京都都市整備局）等の既存資料の整理・解析及び現地踏査によ

った。 

 

6) 発生源の状況 

事業計画の整理等によった。 

 

7) 利水の状況 

「昭島市の環境 令和２年度活動／調査報告」（令和３年９月、昭島市）及び「たちかわし環境

ブック 2021」（令和４年６月閲覧、立川市ホームページ）の既存資料の整理・解析によった。 

 

8) 法令による基準等 

「環境基本法」(平成５年 11 月、法律第 91 号)、「土壌汚染対策法」（平成 14 年５月、法律第

513 号）等の関係法令の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 土地利用の履歴等の状況 

計画地は昭和36年から現在に至るまで、日本電子株式会社の本社及び昭島製作所として利用され

ている。 

 

2) 土壌汚染の状況 

① 計画地内の要措置区域等の指定状況 

計画地の一部の深度 0～0.5ｍ（表層）において「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量基準値

を超える土壌があり形質変更時要届出区域に指定されていたが、当該土壌については掘削除去を

完了し、令和４年１月 21 日付で指定が解除されたため、要措置区域等の指定はない（資料編 p.99

～104 参照）。 

 

② 計画地周辺の要措置区域等の指定状況 

計画地周辺の要措置区域等の指定状況は表8.3-2に示すとおり、昭島市及び立川市の一部におい

て要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定されている。 

 

表 8.3-2 「土壌汚染対策法」に基づく要措置区域等の指定状況 

区域の 

区分 
整理番号 指定年月日 指定番号 区域が存在する場所 区域の面積 

指定基準に 

適合しない 

特定有害物質 

要措置 

区域 
整-27-61 H27.10.19 指-653 号 立川市羽衣町一丁目地内 100.00m2 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、 

ふっ素 

形質 

変更時 

要届出 

区域 

整-33-33 R3.9.29 指-1250 号 昭島市もくせいの杜二丁目地内 1,218.00m2 鉛 

整-33-32 R3.9.29 指-1249 号 立川市泉町地内 699.30m2 鉛 

整-30-95 

H31.2.5 

R1.8.30 

R1.11.14 

R2.1.7 

R2.7.10 

指-1044 号 立川市泉町地内 4,931.49m2 鉛 

整-30-93 H31.1.31 指-1042 号 立川市羽衣町一丁目地内 1,577.93m2 
鉛、砒素、 

ふっ素、ほう素 

整-28-72 H28.9.8 指-764 号 昭島市福島町字砂川道下地内 397.80m2 鉛 

整-27-92 
H28.3.1 

H28.9.9 
指-684 号 昭島市美堀町五丁目地内 3,462.13m2 セレン、鉛 

整-27-60 H27.10.16 指-652 号 立川市羽衣町一丁目地内 2,502.00m2 
鉛、砒素、 

ふっ素 

整-25-53 H25.9.17 指-424 号 昭島市拝島町字小次地内 100.00m2 鉛 

整-23-99 

H24.1.24 

H24.5.7 

H25.3.13 

H27.5.14 

H28.1.25 

指-245 号 立川市曙町三丁目地内 212.00m2 鉛、シアン 

資料：「要措置区域等の指定状況」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 
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3) 地形、地質、地下水及び土壌の状況 

① 地形、地質の状況 

計画地及びその周辺の地形分類図は図 8.3-1 に、表層地質図は図 8.3-2 に示すとおりである。 

計画地及びその周辺の地形は立川段丘層であり、表層地質は立川ローム層・立川段丘堆積物と

なっている。 
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「土地分類基本調査（垂直調査）」（令和４年６月閲覧、国土交通省ホームページ）による計

画地西側約 600ｍ付近の地質断面図は図 8.3-3 に示すとおり、計画地付近は立川・武蔵野・下末

吉・多摩ローム層、立川礫層、上総層群が分布している。 

 

 

資料：「土地分類基本調査（垂直調査）」（令和４年６月閲覧、国土交通省ホームページ） 

図 8.3-3 地質断面図 
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② 地下水の状況 

計画地周辺では、令和２年度に昭島市及び立川市のそれぞれ１地点で地下水質調査が行われて

いる。 

地下水質調査結果（令和２年度）の調査結果は表8.3-3に示すとおり、すべての項目で環境基準

（指針値）を達成している。 

 

表 8.3-3 地下水質調査結果（令和２年度） 

単位：mg/L 

調査地点 

（調査日） 

立川市 

（R2.10.5） 

昭島市 

（R2.10.5） 

環境基準 

（指針値） 

環
境
基
準
項
目 

カドミウム <0.0003 <0.0003 0.003 以下 

全シアン 不検出 不検出 検出されないこと 

鉛 <0.002 <0.002 0.01 以下 

六価クロム <0.01 <0.01 0.05 以下 

砒素 <0.005 <0.005 0.01 以下 

総水銀 <0.0005 <0.0005 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 <0.0002 <0.0002 0.02 以下 

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 0.002 以下 

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 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 <0.0002 <0.0002 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン <0.0004 <0.0004 0.04 以下 

 
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 － 

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.0002 <0.0002 － 

1,1,1-トリクロロエタン <0.0002 <0.0002 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 <0.001 <0.001 0.01 以下 

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

セレン <0.002 <0.002 0.01 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 3.6 1.2 10 以下 

 
硝酸性窒素 3.6 1.2 － 

亜硝酸性窒素 <0.01 <0.01 － 

ふっ素 0.03 0.02 0.8 以下 

ほう素 0.02 0.01 1 以下 

1,4-ジオキサン - - 0.05 以下 

項
目
要
監
視 

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） 

資料：「東京の地下水質調査結果」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 
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③ 土壌の状況 

計画地の主な土質は、深さ約 1.6ｍ付近までは関東ロームであり、それ以降は礫や粘土質礫など

である。 

 

4) 気象の状況 

計画地 寄りの気象観測所である八王子観測所（所在地：八王子市元本郷町）における令和２年

度の気象の状況は表 8.3-4 に、平均気温及び降水量の推移は図 8.3-4 に示すとおりである。 

令和２年度における平均気温は 15.5℃、平均風速は 2.7m/s、 多風向は北、降水量は 1,601.0mm、

日照時間は 2,010.7 時間である。 

 

表 8.3-4 気象の状況（八王子観測所：令和２年度） 

年 月 
気温（℃） 風速（m/s） 

多風向 
降水量 

（mm） 

日照時間 

（h） 平 均  高  低 平 均  大 

令和

２年 

４月 11.9 25.8 2.0 3.3 13.7 北 257.0 221.2 

５月 18.9 29.8 6.9 3.2 11.6 北 67.0 183.9 

６月 22.8 33.6 16.0 3.0 13.6 南 217.5 129.0 

７月 23.5 33.4 16.7 2.6 11.4 南 350.0 41.2 

８月 28.6 39.3 20.7 2.7 8.9 南 37.0 248.6 

９月 23.3 35.8 12.5 2.8 11.5 北 233.5 97.1 

10月 16.3 26.6 3.6 2.3 8.9 北北西 213.0 107.3 

11月 12.3 25.1 2.0 2.2 12.8 西北西 11.5 179.2 

12月 5.9 16.6 -4.7 2.1 12.2 西北西 1.0 195.2 

令和

３年 

１月 3.6 18.1 -6.3 2.2 11.2 西北西 51.0 194.3 

２月 6.5 21.8 -3.6 2.7 12.0 西北西 51.0 237.6 

３月 11.3 23.7 0.0 3.1 13.5 北 111.5 176.1 

年 間 15.5 39.3 -6.3 2.7 13.7 北 1,601.0 2,010.7 

資料：「気象統計情報」（令和４年６月閲覧、気象庁ホームページ） 

 

 

資料：「気象統計情報」（令和４年６月閲覧、気象庁ホームページ） 

図 8.3-4 気象の状況（八王子観測所：令和２年度） 
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5) 土地利用の状況 

計画地は準工業地域に指定されており、計画地周辺は準工業地域、第一種住居地域、第一種中高

層住居専用地域等に指定されている（「8.1 大気汚染」図 8.1-8（p.61）参照）。 

計画地は主に専用工場として利用されており、計画地周辺は専用工場、独立住宅、集合住宅等と

して利用されている（「8.1 大気汚染」図 8.1-9（p.62）参照）。 

 

6) 発生源の状況 

計画地内には、「水質汚濁防止法」（昭和 45 年 12 月、法律 138 号）に基づく特定施設として、

表面処理施設及び排ガス処理施設等が設置されており、部品の洗浄や排ガスの処理に使用されてい

る。これらの特定施設からの排水のうち、半数以上の施設の排水はすべて業者により引取りされて

いるが、一部の施設の排水（アルカリ電解水、酸類）は、中和処理を行った後、工場廃水として工

場排水配管を経由し、公共下水道に排水している（図 6.2-7（p.22）参照）。 

 

7) 利水の状況 

昭島市及び立川市における湧水の状況は表 8.3-5 に、湧水の調査地点は図 8.3-5 に示すとおり、

計画地及びその周辺には湧水はない。 
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表 8.3-5 湧水の状況 

市 名 称 所在地 利用状況 
湧水量（m3/日） 

春 期 夏 期 秋 期 冬 期 

昭 

 

島 

 

市 

都営拝島団地下 拝島町 5-13 － 測定不能 測定不能 湧水なし 湧水なし 

龍津寺 

№1 

拝島町 5-2 － 

50.2 65.3 測定不能 測定不能 

№2 37.6 129.0 12.9 3.6 

№3 43.2 159.4 5.8 1.0 

花井の井戸 拝島町 4-16 － 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能 

拝島公園 

№1 

拝島町 1-10 － 

湧水なし 湧水なし 湧水なし 湧水なし 

№2 2.6 13.4 湧水なし 湧水なし 

№3 測定不能 測定不能 湧水なし 湧水なし 

№4 66.7 115.2 湧水なし 湧水なし 

おねいの井戸 拝島町 1-10 － 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能 

拝島大師 拝島町 1-6 － 3.9 11.5 湧水なし 湧水なし 

諏訪神社 宮沢町 2-35-23 － 120.5 3.8 測定不能 湧水なし 

個人住宅 宮沢町 2-32 － 817.3 1,136.8 336.4 湧水なし 

熊野神社 中神町 1-12-7 － 5.1 17.5 湧水なし 湧水なし 

福厳寺 中神町 1-3-3 － 湧水なし 湧水なし 湧水なし 湧水なし 

広福寺 福島町 2-14-7 － 湧水なし 湧水なし 湧水なし 湧水なし 

井戸出の清水 福島町 2-21 － 湧水なし 湧水なし 湧水なし 湧水なし 

立 

 

川 

 

市 

富士見緑地 富士見町 3-10 なし － 242 108 － 

財団法人東京都 

農林水産復興財団 
富士見町 3-16 噴水など － 245 46 － 

富士見高架下弁天湧水 富士見町 3-18 なし － 549 543 － 

ＪＲ中央線残堀鉄橋 富士見町 5-27 なし － 4,439 2,282 － 

立川公園 錦町 5-11 農業用水 － 221 157 － 

矢川緑地内池北側 羽衣町 3-26 なし － 431 412 － 

矢川緑地北側 羽衣町 3-26 なし － 3,241 1,380 － 

一般宅地内 羽衣町３丁目 雑用水 － 1,510 1,019 － 

矢川弁財天横 羽衣町 3-29 なし － 6,157 5,933 － 

矢川緑地入口 羽衣町 3-26 なし － 13,593 9,008 － 

矢川緑地出口 羽衣町 3-26 なし － 20,608 12,524 － 

注1)昭島市の利用状況は公表されていない。 

注2)「測定不能」については、湧水量が少ないため。 

注3)調査期間【昭島市】：春期 令和２年５月26日  夏期 令和２年９月16日 

            秋期 令和２年12月２日  冬期 令和３年２月12日 

      【立川市】：夏期 令和２年７月８日  秋期 令和２年10月15日 

注 4)調査地点は、図 8.3-5（p.160）に示す。網掛けは、図 8.3-5 に示す範囲外の調査地点を示す。 

資料：「昭島市の環境 令和２年度活動／調査報告」（令和３年９月、昭島市） 

   「たちかわし環境ブック2021」（令和４年６月閲覧、立川市ホームページ） 
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8) 法令による基準等 

① 環境基本法 

「環境基本法」に基づく土壌の汚染に係る環境基準は、表 8.3-6 に示すとおりである。 

 

表 8.3-6 環境基本法に基づく土壌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 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 

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 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)ｶﾄﾞﾐｳﾑ、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、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2)「検液中に検出されない」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)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。 

資料：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成３年８月、環境庁告示第46号） 
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② 土壌汚染対策法 

ア 指定基準等 

「土壌汚染対策法」に基づく特定有害物質の指定基準、第二溶出量基準は、表 8.3-7 に示すと

おりである。 

 

表 8.3-7 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の指定基準と第二溶出量基準 

区

分 
項 目 

指定基準 
第二溶出量基準(mg/L) 

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 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002 以下 - 0.02 以下 

四塩化炭素 0.002 以下 - 0.02 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 以下 - 0.04 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 以下 - 1 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 以下 - 0.4 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 以下 - 0.02 以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 以下 - 0.2 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 以下 - 0.1 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 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 以下 - 0.1 以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 以下 - 0.1 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 45 以下 0.09 以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 以下 250 以下 1.5 以下 

ｼｱﾝ化合物 検液中に検出されないこと 
50 以下 

（遊離ｼｱﾝとして） 
1.0 以下 

水銀及びその化合物 

0.0005 以下、かつ、アル

キル水銀が検出されない

こと 

15以下 

0.005 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 150以下 0.3 以下 

鉛及びその化合物 0.01 以下 150以下 0.3 以下 

砒素及びその化合物 0.01 以下 150以下 0.3 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8 以下 4000以下 24 以下 

ほう素及びその化合物 1 以下 4000以下 30 以下 
第
三
種 
特
定 
有
害 
物
質 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 以下 - 0.03 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02 以下 - 0.2 以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.006 以下 - 0.06 以下 

ポリ塩化ビフェニル

（PCB） 
検液中に検出されないこと - 0.003 以下 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと - 1 以下 

注）指定基準を超過した場合は、汚染があると判断される。健康被害が生ずるおそれのある土地（土壌が露出してい

る、周辺に飲用井戸があるなど）の場合は対策が必要な「要措置区域」に指定される。健康被害が生ずるおそれ

のない土地の場合は「形質変更時要届出区域」に指定され、対策は不要であるが、形質変更時に届出の上、汚染

の拡散を防止する措置を講じる必要がある（図 8.3-6 参照）。 

第二溶出量基準は、対策として遮水工封じ込め措置又は原位置封じ込め措置の適用性を判断する際の基準であ

る。また、対策後に達成すべき「目標土壌溶出量」は、第二溶出量基準値以下に設定する必要がある。 

なお、「環境確保条例」における第二溶出量基準は「土壌汚染対策法」の第二溶出量基準と同じ値であり、土壌

が第二溶出量基準を超過している場合、あるいは地下水が第二地下水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 8.3-7 参照）。 

資料：「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） 

  



- 163 - 

イ 調査の流れ 

「土壌汚染対策法」に基づく土壌汚染調査・対策の流れは、図 8.3-6 に示すとおりである。 

 

 
  

調査猶予中の 

土地における

900m2以上の 

土地の改変 

 

有害物質使用 

特定施設の廃止 

① 一定規模（3,000m2）
以上の土地の形質変更 

② 工場等の土地における
900 m2以上の土地の形
質変更 

土壌汚染による 

健康被害が生ずる 

おそれのある土地 

指定の申請 

（第３条） （第４条） （第５条） （第 14 条） 

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 

指定基準に不適合 

【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 

資料：「土壌汚染対策法の概要」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

図 8.3-6 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査・対策の流れ 
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③ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

ア 汚染土壌処理基準等 

「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）

（以下「環境確保条例」という。）に基づく特定有害物質の汚染土壌処理基準値及び第二溶出量

基準値は、表 8.3-7 に示した「土壌汚染対策法」に基づく特定有害物質の指定基準値及び第二溶

出量基準値と同様である。 

 

イ 調査の流れ 

「環境確保条例」に基づく土壌汚染調査・対策の流れは、図 8.3-7 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3-7 環境確保条例に基づく土壌汚染調査・対策の流れ 

  

資料：「環境確保条例の概要」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

地歴等調査の実施 

汚染の 

おそれが 

ある場合 

台帳の調製・公開 

汚染拡散防止措置の実施 

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） 

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 

（第 114 条） 

地下水汚染が

認められる地

域があるとき 

（第 115 条） 

工場等を廃止又

は施設を除却す

るとき 

（第 116 条） （第 117 条） 

3,000m2 以上

の敷地内での

土地の改変 

自主的に調

査を実施す

るとき 

法第４条第１

項の要件に該

当する土地の

改変 

（第 116 条の２） 

汚染状況調査の実施 汚染状況調査の実施 

汚染が確認 

された場合 

台帳の調製・公開 

汚染が確認 

された場合 

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 
汚染地を改変する場合

（第 116 条の 3） 

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 土壌汚染の除去等の措置の実施 
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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・移動等に伴う土壌への影響の内容及び程度 

 

2) 工事の完了後 

・工場等の稼働に伴う土壌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。 

 

2) 工事の完了後 

施設の稼働が定常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

1) 工事の施行中 

計画地内とした。 

 

2) 工事の完了後 

計画地内とした。 

 

(4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

① 汚染土壌の掘削・移動等に伴う土壌への影響の内容及び程度 

土地利用の履歴等の状況等を踏まえ、施工計画の内容に基づき、土壌への影響の内容及び程度

を把握した。 

 

2) 工事の完了後 

① 工場等の稼働に伴う土壌への影響の内容及び程度 

事業計画の内容に基づき、土壌への影響の内容及び程度を把握した。 
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(5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

① 汚染土壌の掘削・移動等に伴う土壌への影響の内容及び程度 

計画地の一部の深度 0～0.5ｍ（表層）において「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量基準値

を超える土壌があり形質変更時要届出区域に指定されていたが、当該土壌については掘削除去を

完了し、令和４年１月 21 日付で指定が解除された。 

また、未調査の範囲については、今後、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手

続きを行い、土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が確認された場合には、「土壌汚染対策法」及

び「環境確保条例」に基づき適切な拡散防止策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、計画地周辺に土壌汚染が拡散することはないと予測する。 

 

2) 工事の完了後 

① 工場等の稼働に伴う土壌への影響の内容及び程度 

計画地内には、「水質汚濁防止法」に基づく特定施設として、表面処理施設及び排ガス処理施

設等が設置されており、部品の洗浄や排ガスの処理に使用されている。特定施設は、建替え対象

外のものは残置し、建替える建物内には新たな特定施設となる部品洗浄に使用する表面処理施設

を新設する。 

これらの特定施設からの排水のうち、半数以上の施設の排水はすべて業者により引取りされて

いるが、一部の施設の排水（アルカリ電解水、酸類）は、中和処理を行った後、工場廃水として

工場排水配管を経由し、公共下水道に排水しており、建替え後も同様の処理を行う計画であるこ

とから、工場等の稼働に伴い土壌汚染を生じさせるおそれはないと予測する。 
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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 

・調査実施済みの範囲における形質変更時要届出区域に指定された土壌については、工事着工前

に適切に掘削除去した。 

・未調査の範囲については、今後、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づき、土壌汚

染状況調査等を行う。 

・土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が確認された場合には、「土壌汚染対策法」及び「環境確

保条例」に基づき適切な拡散防止策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。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映した措置 

・特定施設からの排水は、業者による引取りまたは中和処理を行った後、工場廃水として工場排

水配管を経由し、公共下水道に排水する。 

・新たに設置する特定施設は有害物質を扱わない予定であるが、有害物質を扱う場合は「水質汚

濁防止法」に定められた地下浸透を防止するための処置を実施する。 
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8.3.4 評 価 

(1) 評価の指標 

1) 工事の施行中 

① 汚染土壌の掘削・移動等に伴う土壌への影響の内容及び程度 

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) 工事の完了後 

① 工場等の稼働に伴う土壌への影響の内容及び程度 

評価の指標は、「施設の稼働に伴い土壌汚染を引き起こさないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 工事の施行中 

① 汚染土壌の掘削・移動等に伴う土壌への影響の内容及び程度 

計画地の一部の深度 0～0.5ｍ（表層）において「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量基準値

を超える土壌があり形質変更時要届出区域に指定されていたが、当該土壌については掘削除去を

完了し、令和４年１月 21 日付で指定が解除された。 

また、未調査の範囲については、今後、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手

続きを行い、土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が確認された場合には、「土壌汚染対策法」及

び「環境確保条例」に基づき適切な拡散防止策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、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

と考える。 

 

2) 工事の完了後 

① 工場等の稼働に伴う土壌への影響の内容及び程度 

計画地内には、「水質汚濁防止法」に基づく特定施設として、表面処理施設及び排ガス処理施

設等が設置されており、部品の洗浄や排ガスの処理に使用されている。特定施設は、建替え対象

外のものは残置し、建替える建物内には新たな特定施設となる部品洗浄に使用する表面処理施設

を新設する。 

これらの特定施設からの排水のうち、半数以上の施設の排水はすべて業者により引取りされて

いるが、一部の施設の排水（アルカリ電解水、酸類）は、中和処理を行った後、工場廃水として

工場排水配管を経由し、公共下水道に排水しており、建替え後も同様の処理を行う計画であるこ

とから、工場等の稼働に伴い土壌汚染を生じさせるおそれはないと予測する。 

以上のことから、評価の指標とした「施設の稼働に伴い土壌汚染を引き起こさないこと」を満

足すると考える。 


	fire_shtml0: 
	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefox（Windows・Mac）/ Mac Safariをご利用の場合、他のブラウザ（Microsoft Edge/ Google Chrome/ IE）でアクセスしなおしてください。また、モバイルブラウザでは閲覧できませんので、お手数ですが、Windows端末もしくはMac端末でアクセスするようにしてください。







































































�煟佸彏硱㤹䅟彁硱住煟⥸㜥䥂彉硱啓啓煟䥸彉硱䥓䥓煟䭸䭁彁硱䥥彉硱䭬䭕录硱体体煟數䬨䭏彏硱㔥╅䌵佋佋煟佸彏硱瑴䥉煟╸䌵佋佋煟╸䌵佋佋煟䭸䭏彏硱Ⱪ伧彏硱瑴䥉煟㩸佋佋煟䭸䭏彏硱⤧䤻彉硱啓啓煟䥸彉硱䥓䥓煟䭸䭁彁硱䥥彉硱䭬䭕录硱体体煟數䬨䭏彏硱㔥╅䌵佋佋煟佸彏硱瑴䥉煟䅸彁硱㔥䭃䭏彏硱㔥䭃䭏彏硱佋佋煟楸✬住煟瑸䥴彉硱䅁煟㩸佋佋煟䭸䭏彏硱⤧焻啓啓煟䥸彉硱┻䐷䕩彅硱ℨ危卉彉硱䥋䥋煟䭸䭕录硱却协彏硱住煟⡸佋佋煟╸䔵住煟瑸䥴彉硱┺䌵佋佋煟╸䌵佋佋煟䭸䭏彏硱☩Ω危卉彉硱䥋䥋煟䭸䭕录硱却协彏硱住煟⡸佋佋煟╸䔵
	fire_shtml1: 
	ff_shtml1: 
	fire_shtml2: 
	ff_shtml2: 
	fire_shtml3: 
	ff_shtml3: 
	fire_shtml4: 
	ff_shtml4: 
	fire_shtml5: 
	ff_shtml5: 
	fire_shtml6: 
	ff_shtml6: 
	fire_shtml7: 
	ff_shtml7: 
	fire_shtml8: 
	ff_shtml8: 
	fire_shtml9: 
	ff_shtml9: 
	fire_shtml10: 
	ff_shtml10: 
	fire_shtml11: 
	ff_shtml11: 
	fire_shtml12: 
	ff_shtml12: 
	fire_shtml13: 
	ff_shtml13: 
	fire_shtml14: 
	ff_shtml14: 
	fire_shtml15: 
	ff_shtml15: 
	fire_shtml16: 
	ff_shtml16: 
	fire_shtml17: 
	ff_shtml17: 
	fire_shtml18: 
	ff_shtml18: 
	fire_shtml19: 
	ff_shtml19: 
	fire_shtml20: 
	ff_shtml20: 
	fire_shtml21: 
	ff_shtml21: 


