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第1章 業務概要 
 

1.1 業務概要  

業務名称：旧嘉手納飛行場（28）廃棄物等調査  

契約年月日および履行期間 

 契約年月日：平成 28年 5月 26 日 

 履行期間 ：平成 28年 5月 27 日から平成 28年 8月 31 日まで 

 

発注者：沖縄防衛局     

受注者：沖縄県中頭郡西原町字東崎 4-4 

    株式会社 南西環境研究所 代表取締役 田中順一 

TEL : 098-835-8411  FAX : 098-835-8412 

E-mail : info@nansei-kankyo.co.jp 

 

    土壌汚染状況調査指定調査機関 指定番号 2003-7-1001 

計量法第 107 条の登録機関 濃度:第 42 号（沖縄県） 

 

 

1.2 業務対象地  
履行場所：旧嘉手納飛行場返還跡地内（沖縄市コザ総合運動公園サッカー場内） 

 

図 1.1 業務対象地（赤色で示す範囲） 
 

  

沖縄市サッカー場 
 ↓ 
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1.3 業務目的  
本業務は、旧嘉手納飛行場返還跡地（沖縄市サッカー場）から発見された廃棄物混じり土

砂等の分析を行い、当該廃棄物の処分方法を決定する資料を得ることを目的とする。 

 

1.4 業務内容  
  本業務の業務内容を表 1.1 に示す。  

 

表 1.1 業務内容 

項  目 規 格・寸 法 単位 数 量 備 考 

1.廃棄物（廃棄物混

じり土砂）調査 

        

前処理 

 

検体 3 

 

ダイオキシン類 

 

検体 3 

 

産廃 25 項目(溶出) 

 

検体 3 

 

油分 n-ヘキサン抽出物質 検体 3 

昭和 49 年環境庁告示第 64

号 

ＰＣＢ含有試験 

 

検体 3 

油分が 5％を超えた場合に

実施 

試料採取  検体 3 

フレコンバッグ 10袋から

混合して 1 検体とする 

調査計画書立案等  式 1  

2.排水口調査         

試料採取   検体 2 サッカー場北側の暗渠 

ダイオキシン類   検体 2  JIS K 0312 

ｐＨ，電気伝導率、

粒径分布 

  検体 2   
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1.5 業務工程  
 調査期間は平成 28 年 5月 27 日～平成 28年 8月 31 日とする。表 1.2 に工程表を示す。 

 

表 1.2 業務工程 

 

 

 

1.6 業務の一部委託  
 

業務の一部委託： 

委託内容［フレコンバッグ捜索・ブルーシート等の取り外し及び復旧］ 

機関名：有限会社 三基土木 

所在地：沖縄県沖縄市登川 2丁目 22 番 10 号 

 

委託内容［ダイオキシン類分析］ 

機関名：三浦工業 株式会社 

所在地：愛媛県松山市堀江町 7番地 

     （MLAP 認定:環境事業本部）愛媛県松山市北条辻 854 番地 

 

委託内容［粒径分布測定］ 

機関名：株式会社 住化分析センター クライアントサービス本部大分営業部 

所在地：大分県大分市大字鶴崎 2200 番地  

      

 

 

 

計画・現場踏査

打合せ

1.廃棄物分析

調査計画立案

フレコンバック捜索

試料採取

ブルーシート・飛散防止ネッ

ト取り外しと復旧

廃棄物分析

2.水質分析（排水口）

排水試料採取

水質分析

3.結果とりまとめ

データ整理

報告書作成

報告・納品

20 10 20

　　　　　　　　月　別

種別

5月 6月 7月 8月

10 20 10
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1.7 適用図書および法規 
1) 設計業務委託特記仕様書 

2) 土壌汚染対策法、土壌汚染対策法施行令、土壌汚染対策法施行規則 

3) 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２版 

  （監修：環境省、発行：社団法人土壌環境センター） 

4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃掃法施行令、廃掃法施行規則 

5) 廃棄物関連試料の分析マニュアル（廃棄物資源循環学会） 

6) 水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行令、水質汚濁防止法施行規則 

7）環境省の油汚染対策ガイドライン（編：社団法人土壌環境センター） 

8）労働基準法、労働安全衛生法、労働安全衛生規則 

9）貸与資料 
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1.8 業務フロー  
 業務全体のフローを図 1.2 に示す。 

 

図 1.2 業務フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(現地作業)

・PCB含有量

油分が5％を超えた場合

結果整理

とりまとめ

異常値報告

調査報告書作成

成果物提出

【廃棄物分析】

・ダイオキシン類

・金属等を含む産業廃棄物に係る判

定基準項目(25項目溶出量）

・油分

【水質分析】

・ダイオキシン類

・ｐH,EC

・粒径分布

フレコンバック捜索

ブルーシート・飛散

防止ネットの復旧

試料採取 試料採取

計画・準備

三者会議

採取方法決定

廃棄物分析 排水口水質分析

フレコンバッグ捜索 
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1.9 品質管理 
 各工程における成果品の品質管理のため、マネジメントシステム(ISO9001:2008)、土壌汚染対

策法業務品質管理に関するガイドラインに準拠した品質検査を品質管理者が行う。 

 

 (1) 調査方法と調査内容の適合性 

 (2) 分析結果と計算結果の整合性 

 (3) 調査結果と図面表現の整合性 

 (4) 調査結果と報告書の適合性 

 (5) 成果物の適切性 

 

 
1.10 調査成果物 
  提出する成果物は、表 1.3 に示すものとする。 

 

表1.3 成果物一覧 

名 称 規格・寸法 提出部数 備 考 

A．報告書    

調査報告書  3 部 金文字黒表紙 

デジタルデータ  3 部 CD-R 等 
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第2章 調査方法 
 

2.1 廃棄物（廃棄物混じり土砂）調査 

 
2.1.1 調査計画立案等 

 
調査対象試料である廃棄物混じり土砂は、掘削後フレコンバッグに入れられ、サッカー場に保管

されているため、採取方法について次の通り計画した。 

 

1）採取方法の基本的な考え方 

本調査においての採取方法の基本的な考え方を以下に示す。 

①廃棄物関連試料の分析マニュアルに準拠して採取する。 

②固体、もしくは泥状の試料を想定している。 

③表 2.1 に示した掘削範囲が 0.5ｍごとの層を 1ロットとして考える。 

（ロットとは、各種の試験を行うとき、ほぼ同一性状・成分とみなせる同一発生源の廃棄物） 

 ・2.0～2.5ｍ（5層目） 

 ・2.5～3.0ｍ（6層目） 

 ・3.0～3.5ｍ（7層目）   

④容器サンプリングの考え方として、フレコンバッグ 1袋を 1容器と考える。 

⑤最大粒径は 40～50ｍｍと想定した。 

⑥特別管理産業廃棄物の判定基準は、試料を汚泥とみなして判断する。 

 

2）ロット区分 

 区分したロットを表 2.1 に示す。 

 

 

表 2.1 ロット区分設定 

掘削日 掘削範囲 番号【あ】 数量 ロット区分 

掘削 5回目 

平成 27 年 4 月 27 日 

2.0ｍ～2.5ｍ 

(5 層目) 

No.456 

～No.512 

57 袋 A 

掘削 6回目 

平成 27 年 4 月 29 日 

2.5ｍ～3.0ｍ 

(6 層目) 

No.587 

～No.643 

57 袋 B 

掘削 7回目 

平成 27 年 5 月 18 日 

3.0ｍ～3.5ｍ 

(7 層目) 

No.717 

～No.775 

59 袋 C 
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3）フレコンバッグの選定 
 採取対象とするフレコンバッグは、「廃棄物関連試料の分析マニュアル」に準拠して、層別にラ

ンダムに選定することとし、数量の詳細は表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 ロットごとのフレコンバッグ選定数 

掘削日 掘削範囲 番号【あ】 数量 

ロット

区分 

選定数 

掘削 5回目 

平成 27 年 4 月 27 日 

2.0ｍ～2.5ｍ 

(5 層目) 

No.456 

～No.512 

57 袋 A 10 袋 

掘削 6回目 

平成 27 年 4 月 29 日 

2.5ｍ～3.0ｍ 

(6 層目) 

No.587 

～No.643 

57 袋 B 10 袋 

掘削 7回目 

平成 27 年 5 月 18 日 

3.0ｍ～3.5ｍ 

(7 層目) 

No.717 

～No.775 

59 袋 C 10 袋 

 

ロットごと 10 袋の選定については、ランダムに選定するため、連続する番号を抽出しないよう

にし、また、偏りがないよう全体から抽出するように注意する。 

 

選定したフレコンバッグは、インクリメント採取の事前に保管場所から捜索し、採取しやすい仮

置き場に移動しておく。 
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4)フレコンバッグ捜索 

保管場所から、クレーンを使用して選定した番号が付されたフレコンバッグを捜索し、ブルー

シートを敷いた仮置き場に分けておく。 

クレーンの設置場所と捜索したフレコンバッグを仮置きする予定位置を図 2.1 に示す。 

クレーンでフレコンバッグを吊し上げて移動するときは、フレコンバッグの移動範囲にブルー

シート等を敷いておき、フレコンバッグが破損してなかの廃棄物混じり土が散らばることにより、

周辺への汚染を引き起こさないようにする。フレコンバッグ破損により廃棄物混じり土がブルー

シート上に散乱した場合は廃棄物混じり土を確実に回収し、新たなフレコンバッグに梱包する。 

また、可能な限り、フレコンバッグの移動距離は短くする。 

使用予定のトラッククレーンの諸元を表 2.3 に示す。 

仮置き場はブルーシートを敷き、周囲に土嚢を設置し、サンプリングが終了するまでに周辺を

汚染しないよう対処する。 

 
表 2.3 クレーン部の諸元 

名称 35ton ラフテレーンクレーン 

型式 カトウ KR-35Hv 

ブーム長さ 9.6～36.2ｍ 

ジブ長さ 8.0～13.2ｍ 

最大地上揚程 37.1ｍ（ブーム） 50.9ｍ（36.2ｍブーム+13.2ｍジブ） 

最大定格総荷重 

9.60ｍブーム：35000kg×3.0ｍ 16.25ｍブーム：22500kg×4.0ｍ 

22.9ｍブーム：15500kg×5.0ｍ 29.55ｍブーム：10000kg×7.0ｍ 

36.2ｍブーム：7000kg×8.0ｍ 8.00ｍジブ：3400kg×9.5ｍ 

13.2ｍジブ：2200kg×12.3ｍ ルースタシーブ：3500kg  

 

 

   図 2.1 トラッククレーンと仮置き場の配置位置 

クレーンは必要に応じ、図

に示した 2 か所に移動して

捜索する 

積まれた場所と仮置き場の間にはブルーシートを敷いて汚染防止とする 

捜索対象フレコンバッグ 
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5）ブルーシート等の復旧 

 試料採取後は、調査対象のフレコンバッグを元に戻し、取り外したブルーシートと飛散防

止ネット、土嚢、ロープ等を新たなものを用意して復旧する。 

また、隣に仮置きされているフレコンバッグについても、監督官の指示に従い、新しいブル

ーシート等に交換する。 

取り換え、復旧で生じるブルーシート等の廃棄物は、別のフレコンバッグに詰めて、現地で

保管し、処分については監督官と協議する。 

ブルーシート養生については、下図に示すように、積み上げたフレコンバッグをブルーシー

トで覆い、土のうとトラロープで押さえ、土のうを縦横のロープに固定する。土嚢及びロープ

については、縦横原則２ｍ間隔とする。フレコンバッグの底面には全面にブルーシートを敷設

することとし、また、降雨により水たまりが生じたとき、フレコンバッグが水につかることを

防ぐため、フレコンバッグの底面に敷設したブルーシートは、小堤より高い位置となるよう、

高さ 70 ㎝以上折り返しておく。 

最後に飛散防止対策としてネットを被せ、木杭にて固定する。 

 

  

図 2.2 ブルーシート等の復旧方法 
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7）試料採取 

前項にて選定したフレコンバッグ 1袋につき、2インクリメントを採取する。 

最大粒径は 40～50ｍｍを想定しており、各インクリメントの体積は 1L 程度を採取する。 

採取時は、防護服、防護メガネ、防塵・防毒兼用マスク、ゴム手袋などを装着し、作業者の

安全管理を実施する。図 2.3 に防護具のイメージを示す。 

また、ロットごとのインクリメント数を表 2.4 に示す。 

1 ロットから 20 インクリメント採取し、これらを混合してロットごとに大口試料を 1検体作

成する。 

 

 

 

 

                        図 2.3 試料採取時の装備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インクリメント：ロット又は副ロットから試料採取器によって、原則として 1 動作で採取した単位量の廃棄物
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表 2.4 ロットごとのインクリメント数 

掘削日 掘削範囲 番号【あ】 数量 

ロット

区分 

選定数 

インクリメント

数 

大口

試料

数 

掘削 5回目 

平成 27 年 

4 月 27 日 

2.0 ｍ ～

2.5ｍ 

(5 層目) 

No.456 

～No.512 57 袋 A 10 袋 

20 

(2 インクリメン

ト×10 袋) 

1 

掘削 6回目 

平成 27 年 

4 月 29 日 

2.5 ｍ ～

3.0ｍ 

(6 層目) 

No.587 

～No.643 57 袋 B 10 袋 

20 

(2 インクリメン

ト×10 袋) 

1 

掘削 7回目 

平成 27 年 

5 月 18 日 

3.0 ｍ ～

3.5ｍ 

(7 層目) 

No.717 

～No.775 59 袋 C 10 袋 

20 

(2 インクリメン

ト×10 袋) 

1 

 

作成した大口試料を円すい四分法や交互ショベル方法を用いて縮分し、分析に必要な量を保

存容器に分けとる。余った混合試料は、袋に詰め、採取ロットのフレコンバッグに戻す。 

分けとった試料容器には、試料名、ロット名、採取日等を表示したラベルを貼り付け、取り

間違えを防ぐ。 

 

インクリメント混合・縮分             分析用試料を分け取り 

            

図 2.4 縮分・分け取りイメージ 

 

8）試料採取方法の根拠について 

本調査計画書に示した試料採取数等の根拠について、以下に説明する。 

 

 参考とした「廃棄物関連試料の分析マニュアル(廃棄物資源循環学会)」は、下記抜粋に示すよう

に、「JIS K 0060」をもとに記載されている。 
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サンプリング方法としては、以下に示す7種類から、現状に合う「容器サンプリング」を選んだ。 

 

 

以下に示す内容に準拠し、二段サンプリングを採用し、0.5m層を1ロットとして扱い、フレコン

バッグ1袋を1容器として扱うこととした。 

 

本章では廃棄物試料の採取について、「産業廃棄物のサンプリング方法」（JIS K 0060(1992),

本章で JIS と略す）をもとに記述する。この規格は産業廃棄物に適用するものであり、主に汚泥、

鉱さい、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん、コンクリート固形化物を対象として記述されて

いるが、これら以外の産業廃棄物や一般廃棄物で形状が類似しているものについても準用でき

る。 
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 各ロットのフレコンバッグは11容器以上であったため、以下に準拠し、フレコンバッグをランダ

ムに10袋(容器)選定し、各容器から2インクリメントを採取することにした。 
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2.1.2 試料分析 

採取した 3 検体の試料について、表 2.5 に示す分析試験を行い、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律に基づき、特別管理産業廃棄物にあたるかの判定を行う。 

また、油分の値が 5％以上検出される試料については、「汚泥と廃油の混合物」として取り扱

い、表 2.7 に示す PCB 含有量試験を追加して実施する。その他、主要機材を表 2.6、表 2.8 に

示す。 

 

表 2.5 分析試験内容 

番号 項 目 分析方法

*1

 

1 アルキル水銀化合物 環告第 59 号

*2

付表 2及び環告第 64 号

*3

付表 3 

2 水銀又はその化合物 環告第 59 号 付表 1 

3 カドミウム又はその化合物 JIS K0102-55 

4 鉛又はその化合物 JIS K0102-54 

5 有機燐化合物 環告第 64 号 付表 1 

6 六価クロム化合物 JIS K0102-65.2 

7 砒素又はその化合物 JIS K0102-61 

8 シアン化合物 JIS K0102-38 

9 ポリ塩化ビフェニル 環告第 59 号 付表 3 

10 トリクロロエチレン JIS K0125-5.2 

11 テトラクロロエチレン JIS K0125-5.2 

12 ジクロロメタン JIS K0125-5.2 

13 四塩化炭素 JIS K0125-5.2 

14 1,2-ジクロロエタン JIS K0125-5.2 

15 1,1-ジクロロエチレン JIS K0125-5.2 

16 シス-1,2-ジクロロエチレン JIS K0125-5.2 

17 1,1,1-トリクロロエタン JIS K0125-5.2 

18 1,1,2-トリクロロエタン JIS K0125-5.2 

19 1,3-ジクロロプロペン JIS K0125-5.2 

20 チウラム 環告第 59号 付表 4 

21 シマジン 環告第 59号 付表 5 

22 チオベンカルブ 環告第 59号 付表 5 

23 ベンゼン JIS K0125-5.2 

24 セレン又はその化合物 JIS K0102-67 

25 1,4-ジオキサン 環告第 59号 付表 7 

26 ダイオキシン類 

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 

H4.7.3 厚生省告示第 192 号 

【備考】 

*1 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 昭和 48 年 2 月 総理府令第 5 号  最終改正 平成 27 年 12 月 環境省令第 42 号 

*2 水質汚濁に係る環境基準について 昭和 46 年 12 月 環境庁告示第 59 号 最終改正 平成 26 年 11 月 環境省告示第 126 号 

*3 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 昭和 49 年 9 月 環境庁告示第 64 号 最終改正 平成 26 年 3 月 環境省告示第 41 号     
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表2.6 主要機材（産廃25項目(溶出)） 
機材名称 誘導結合プラズマ質量分析装置 

(7500ce：Agilent) 
還元気化水銀全自動測定装置 
(RA-4500：日本インスツルメンツ) 

分析項目 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、六価ｸﾛﾑ、ｾﾚﾝ、鉛、砒素 水銀 

画像 

  
機材名称 オートアナライザー３型 

(SCIC3：ビーエルテック) 

ガスクロマトグラフ 

(7890B：Agilent) 

分析項目 シアン 有機リン、アルキル水銀 

画像 

  

機材名称 ガスクロマトグラフ質量分析計 

(QP-2010： 島津製作所) 

液体クロマトグラフ質量分析計 

(LCMS-8030：島津製作所) 

分析項目 シマジン、チオベンカルブ、VOC12 項目 チウラム 

画像 

  

機材名称 ガスクロマトグラフ 

(7890A：Agilent) 

振とう機 

(MW-Z 型 23711：宮本理研工業) 

分析項目 ポリ塩化ビフェニル(PCB) 溶出液の作成 

画像 
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表 2.7 油分・PCB含有量分析試験内容 

項 目 分析方法 

油分（ｎ－ヘキサン抽出物質） 底質調査方法（平成 24年環境省編）参照 

PCB 含有量 低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法(第 2版） 

 

表2.8 主要機材（油分分析） 
機材名称 電子天秤 

(BL-320S 島津製作所) 

ソックスレー抽出器 

(BS660：ヤマト科学) 

分析項目 油分調査 油分調査 

画像 
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2.2 排水口調査 

 
2.2.1 試料採取 

1）採取位置 

サッカー場北側の暗渠排水を採水する位置を図 2.5 に示す。 

 

 

図 2.5 排水口試料採取位置 

 

2）採取時期 

 水質試料の採取は、監督官が降雨時に排水の有無を確認し、ある場合に受注者へ採水の指示

を出す。受注者は連絡を受けた後、2 時間以内に実施する。なお、フレコンバッグを捜索する

作業を行っている期間に排水が確認された場合は、排水を採取し、分析を実施することとする。 

 

3）採水方法 

  試料採取は、排水管から排出される試料をひしゃく等ですくい、一旦ステンレス容器にた

め、よく混合して均一にしたものを分析項目ごとに容器に分けとる。 

  採水時には、水温と透視度を測定し、その他気づいたことを記録しておく。 

 

2.2.2 試料分析 

 排水口水質分析の項目と分析方法を表 2.9 に示す。 

 

表 2.9 水質分析項目と分析方法 

分析項目 分析方法 

ダイオキシン類 未ろ過 JIS K 0312 

ｐH 未ろ過 JIS K 0102 12 

電気伝導率 未ろ過 JIS K 0102 13 

粒径分布 未ろ過 レーザー回折式粒度分布測定装置による測定 

採水位置 
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2.3 評価方法 

2.3.1 廃棄物(廃棄物混じり土砂)調査「産廃 25項目(溶出)・ダイオキシン類」 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、表 2.10 に示す通り、金属等を含む産業廃棄物

に係る判定基準と分析結果を比較し、特別管理産業廃棄物にあたるかの判定を行う。 

 

  表 2.10 評価基準［産廃 25項目(溶出) ・ダイオキシン類］ 

処分方法  埋立処分(陸上及び水面埋立）  

適用法令  

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 

総令５ 別表第４～６  

廃棄物の種類  (1)汚泥  

(2)燃えがら、(3)ばいじん  

(4)(1)～(3)を処理したもの  

1  アルキル水銀化合物 不検出 (<0.0005mg/L 以下) 不検出 (<0.0005mg/L 以下) 

2  水銀及びその化合物 0.005mg/L 以下  0.005mg/L 以下  

3  カドミウム及びその化合物 0.09mg/L 以下  0.09mg/L 以下  

4  鉛及びその化合物 0.3mg/L 以下  0.3mg/L 以下  

5  有機りん化合物 1mg/L 以下  －  

6  六価クロム化合物 1.5mg/L 以下  1.5mg/L 以下  

7  砒素及びその化合物 0.3mg/L 以下  0.3mg/L 以下  

8  シアン化合物 1mg/L 以下  －  

9  ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003mg/L 以下  0.003mg/L 以下  

10 トリクロロエチレン 0.3mg/L 以下  －  

11 テトラクロロエチレン 0.1mg/L 以下  －  

12 ジクロロメタン 0.2mg/L 以下  －  

13 四塩化炭素 0.02mg/L 以下  －  

14 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 以下  －  

15 1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 以下  －  

16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 以下  －  

17 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 以下  －  

18 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 以下  －  

19 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 以下  －  

20 チウラム 0.06mg/L 以下  －  

21 シマジン 0.03mg/L 以下  －  

22 チオベンカルブ 0.2mg/L 以下  －  

23 ベンゼン 0.1mg/L 以下  －  

24 セレン及びその化合物 0.3mg/L 以下  0.3mg/L 以下  

25 1,4-ジオキサン 0.5mg/L 以下  －  

ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 
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2.3.2 廃棄物(廃棄物混じり土砂)調査「油分・PCB 含有試験」 

 3 試料について油分分析を行い、表 2.11 に示す通り油分の値が 5％以上検出される試料につい

ては、「汚泥と廃油の混合物」として取り扱い、PCB 含有量試験を実施して処理方法の判断材料と

する。 

 

  表 2.11 評価基準［油分・PCB 含有試験］ 

項 目 含有基準 

油分(n-ヘキサン抽出物質) 5%未満 

ＰＣＢ含有量 0.5mg/kg 以下 

 

2.3.3 排水口調査 

ダイオキシン類について、表 2.12 に示す通り、ダイオキシン類対策特別措置法で定められた

排出基準と比較し、周辺地域への汚染の有無を確認する。他の項目はダイオキシン類の値につい

て、どのような影響があったかの判断材料とする。 

 

  表 2.12 評価基準［排水口］ 

項 目  水質排出基準

＊

 

ダイオキシン類 
10 pg-TEQ/L 以下 

ｐH 
5.8～8.6 

電気伝導率 ― 

粒径分布 ― 

*ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 

ｐHは水質汚濁防止法に関わる排水基準 
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第3章 調査結果 
 
3.1 廃棄物(廃棄物混じり土砂)調査「捜索したフレコンバッグ」 

 調査対象試料は、掘削後フレコンバッグに入れて保管されており、「2.1.1 調査計画立案等」

に示した方法により採取した。捜索したフレコンバッグの番号を表 3.1 に示す。 

 

  表 3.1 フレコンバッグの番号 

ロット 

試料名 

A B C 

5 層目 6 層目 7 層目 

フ

レ

コ

ン

バ

ッ

グ

番

号

【

あ

】

 

1 456 588 721 

2 463 598 724 

3 469 603 734 

4 475 610 738 

5 481 612 741 

6 485 619 752 

7 491 626 758 

8 502 630 761 

9 505 637 769 

10 507 640 773 
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3.2 廃棄物(廃棄物混じり土砂)調査「産廃 25項目(溶出)・ダイオキシン類」 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準等に含まれる 25 項目(溶出量試験)の調査結果を表

3.2～表 3.3 に示す。溶出試験では Aのみジクロロメタンが基準内で検出があったが、調査を

実施した全ての項目で基準値を満足していた。 

 

表 3.2 調査結果［産廃 25 項目(溶出)］ 

項 目 A B C 基準値 

1  アルキル水銀化合物 

不検出 

(<0.0005)  

不検出 

(<0.0005)  

不検出 

(<0.0005)  

不検出 

(<0.0005)  

2  水銀及びその化合物 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005  

3  カドミウム及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 0.09  

4  鉛及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 0.3  

5  有機りん化合物 <0.1 <0.1 <0.1 1  

6  六価クロム化合物 <0.01 <0.01 <0.01 1.5  

7  砒素及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 0.3  

8  シアン化合物  <0.1  <0.1  <0.1 1  

9  ポリ塩化ビフェニル（PCB） <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.003  

10 トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.3  

11 テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.1  

12 ジクロロメタン 0.001 <0.001 <0.001 0.2  

13 四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.02  

14 1,2-ジクロロエタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.04  

15 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 1  

16 シス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.4  

17 1,1,1-トリクロロエタン <0.001 <0.001 <0.001 3  

18 1,1,2-トリクロロエタン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.06  

19 1,3-ジクロロプロペン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.02  

20 チウラム <0.006 <0.006 <0.006 0.06  

21 シマジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.03  

22 チオベンカルブ <0.002 <0.002 <0.002 0.2  

23 ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 0.1  

24 セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 0.3  

25 1,4-ジオキサン <0.005 <0.005 <0.005 0.5  

                 単位：mg/L 
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表 3.3 調査結果［ダイオキシン類］ 

項 目 A B C 基準値 

ダイオキシン類（ng-TEQ/g） 0.077 0.018 0.025 3 

 

 

3.3 廃棄物(廃棄物混じり土砂)調査「油分」 

油分の調査結果を表 3.4 に示す。3検体とも 5％を下回っていた。 

 

表 3.4 調査結果［油分］ 

項 目 A B C 基準値 

油分（％） 

（ノルマルヘキサン抽出物質） 

0.051 0.016 0.016 5 

 
 
3.4 排水口調査 

排水口の水質調査結果を表 3.示し、粒径分布データを図 3.1～図 3.2 に示す。ダイオキシン

類は 2回とも排出基準値を満足していた。 

 

表 3.5 調査結果［排水口］ 

項 目 単位 6 月 27 日採取 7 月 19 日採取 基準値 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.83 0.79 10 

pH ― 8.7 7.9 5.8～8.6 

電気伝導率 mS/m 23.6 23.2 ― 

採取時気温 ℃ 29.8 30.5 ― 
水温 ℃ 27.8 30.8 ― 
透視度 度(㎝) >50 >50 ― 
水色 ― 無色 無色 ― 
臭気 ― 無臭 無臭 ― 
粒径分布 ― 図 3.1 図 3.2 ― 
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図 3.1 粒径分布図（平成 28年 6月 27 日採取） 
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図 3.2 粒径分布図（平成 28年 7月 19 日採取） 
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3.5 調査結果まとめと考察 

（1）廃棄物混じり土砂 

 前述の分析結果と基準との比較から、各ロットは次の通りに分類される。 

 

 表 3.7 廃棄物の分類 

ロット 判 定 分 類 

A (5 層目） 有害物質、油分、ダイオキシン類

が基準を満たす。 

普通産業廃棄物 

B (6 層目) 有害物質、油分、ダイオキシン類

が基準を満たす。 

普通産業廃棄物 

C (7 層目) 有害物質、油分、ダイオキシン類

が基準を満たす。 

普通産業廃棄物 

 廃棄物混じり土砂の分析結果については、すべての検体において、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律における判定基準を満たしていることから、普通産業廃棄物に分類された。な

お、PCB の含有試験は油分の値が規定値を下回っていたため実施しなかった。 

 

（2）排水口 

ダイオキシン類は 2 回の調査結果とも排水基準を満たしていたが、6 月の pH がアルカリ側に

基準を超えていた。 

pH が基準を超えたのは、過去の調査結果に示されているように、サッカー場で利用された再

生路盤材の影響が出たものと推察された。 

 電気伝導率はイオン性溶解物質の指標となり、測定値は 2回とも近い値で、河川水や水道水と

同レベルであった。 

  

 


