
計量項目 単位 基準値

採　取　日

採取時間

当日天候

前日天候

気温（℃） 16.0 15.8 26.8

水温（℃） 10.5 14.3 17.5

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 mg/l 検出されないこと 0.0005 *
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の
水銀化合物

mg/l 0.005mg/ℓ以下 0.0002 *

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/l 0.03mg/ℓ以下 0.003 *

鉛及びその化合物 mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.01 * 0.01 * 0.01 *

有機燐化合物 mg/l 1mg/ℓ以下 0.1 *

六価ｸﾛﾑ化合物 mg/l 0.5mg/ℓ以下 0.02 *

砒素及びその化合物 mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.01 *

ｼｱﾝ化合物 mg/l 1mg/ℓ以下 0.1 *

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB） mg/l 0.003mg/ℓ以下 0.0005 *

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.001 *

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.001 *

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l 0.2mg/ℓ以下 0.02 *

四塩化炭素 mg/l 0.02mg/ℓ以下 0.002 *

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 0.04mg/ℓ以下 0.004 *

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 1mg/ℓ以下 0.02 *

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.4mg/ℓ以下 0.04 *

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 3mg/ℓ以下 0.001 *

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 0.06mg/ℓ以下 0.006 *

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l 0.02mg/ℓ以下 0.002 *

ﾁｳﾗﾑ mg/l 0.06mg/ℓ以下 0.006 *

ｼﾏｼﾞﾝ mg/l 0.03mg/ℓ以下 0.003 *

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ mg/l 0.2mg/ℓ以下 0.02 *

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.01 *

ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.01 *

1,4-ジオキサン mg/l 0.5mg/ℓ以下 0.05 *

ほう素及びその化合物 mg/l 50mg/ℓ以下 0.03 0.03 0.04

ふっ素及びその化合物 mg/l 15mg/ℓ以下 0.5 *

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/l 0.05 *

硝酸性窒素 mg/l 0.05 *

亜硝酸性窒素 mg/l 0.01 *
ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝
酸化合物及び硝酸化合物

mg/l 200mg/ℓ以下 1 *

水素ｲｵﾝ濃度（ｐH） pH 5.8～8.6 7.4 7.1 7.3

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l 60mg/ℓ以下 1.7 3.5 3.2

化学的酸素要求量(COD) mg/l 90mg/ℓ以下 2.2 5.3 4.6

浮遊物質量(SS) mg/l 60mg/ℓ以下 2 4 2

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 mg/l 5mg/ℓ以下 0.5 *

ﾌｪﾉｰﾙ類含有量 mg/l 5mg/ℓ以下 0.05 *

銅含有量 mg/l 3mg/ℓ以下 0.01 *

亜鉛含有量 mg/l 2mg/ℓ以下 0.01

溶解性鉄含有量 mg/l 10mg/ℓ以下 0.20

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 mg/l 10mg/ℓ以下 0.03

ｸﾛﾑ含有量 mg/l 2mg/ℓ以下 0.01 *

大腸菌群数 個/㎤ 3,000個/㎤以下 0 10 0

窒素含有量 mg/l 120mg/ℓ以下 0.6 0.4 0.2

燐含有量 mg/l 16mg/ℓ以下 0.04

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類　毒性当量 pg-TEQ/l 10pg-TEQ/l

令和元年度　円平坊最終処分場水質検査結果表(放流水）

晴

10:08

晴

晴

10:05

晴

5月23日 6月5日4月22日

10:32

晴

曇

0.017

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
（昭和52年総理府令・厚生省令第1号）別表第1に掲げる基準

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年総理府令第67号）別表第2に掲げる許容限度

令和元年度　　　*印は未満を表す　



計量項目 単位 基準値

採　取　日

採取時間

当日天候

前日天候

気温（℃） 16.0 15.8 26.8

水温（℃） 8.5 9.9 11.5

ｱﾙｷﾙ水銀 mg/l 検出されないこと 0.0005 *

総水銀 mg/l 0.0005mg/ℓ以下 0.0002 *

ｶﾄﾞﾐｳﾑ mg/l 0.003mg/ℓ以下 0.0003 *

鉛 mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.005 * 0.005 * 0.005 *

六価ｸﾛﾑ mg/l 0.05mg/ℓ以下 0.02 *

砒素 mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

全ｼｱﾝ mg/l 検出されないこと 0.1 *

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB） mg/l 検出されないこと 0.0005 *

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l 0.02mg/ℓ以下 0.002 *

四塩化炭素 mg/l 0.002mg/ℓ以下 0.0002 *

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 0.004mg/ℓ以下 0.0004 *

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.01 *

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.04mg/ℓ以下 0.004 *

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 1mg/ℓ以下 0.001 *

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 0.006mg/ℓ以下 0.0006 *

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l 0.002mg/ℓ以下 0.0002 *

ﾁｳﾗﾑ mg/l 0.006mg/ℓ以下 0.0006 *

ｼﾏｼﾞﾝ mg/l 0.003mg/ℓ以下 0.0003 *

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ mg/l 0.02mg/ℓ以下 0.002 *

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

ｾﾚﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l 0.05ｍｇ/ℓ以下 0.005 *

クロロエチレン mg/l 0.002mg/ℓ以下 0.0002 *

水素ｲｵﾝ濃度（ｐH） pH 8.5 6.6 7.5

電気伝導率 μs/㎝
異常でないこと
(2,000μs/㎝を超
えると要注意） 618 146 365

塩化物ｲｵﾝ mg/l
異常でないこと
(1,000mg/lを超え
ると要注意） 42 5.1 18

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l 10mg/ℓ以下 0.05 *

ふっ素 mg/l 0.8mg/ℓ以下 0.1

ほう素 mg/l 1mg/ℓ以下 0.54 0.04 0.27

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 mg/l 10mg/ℓ以下 4.8

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類　 pg-TEQ/l 1pg-TEQ/ℓ以下 0.072

生物化学的酸素要求量(BOD) 0.7 1 0.6

化学的酸素要求量(COD) 3.4 3.3 3.6

浮遊物質量(SS) 65 2 10

大腸菌群数 0 0 0

地下水位 m -1.0 -1.0 -1.0

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和52年総理府令・厚生省令第1号）
　　第1条第2項第10号ハに定める項目、別表第2に掲げる基準
地下水の水質汚染に係る環境基準（平成9年環境庁告示第10号）別表に掲げる基準
ダイオキシン類による水質汚濁に係る環境基準（平成11年環境庁告示第68号）別表に掲げる基準
水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）における過マンガン酸カリウム消費量に係る水道水質基準

5月23日 6月5日

11:10 10:52

晴

晴

晴

晴

4月22日

10:07

曇

曇

令和元年度　円平坊最終処分場水質検査結果表(上部地下水）

令和元年度　　　*印は未満を表す　



計量項目 単位 基準値

採　取　日

採取時間

当日天候

前日天候

気温（℃） 16.0 15.8 26.8

水温（℃） 8.1 10.6 11.7

ｱﾙｷﾙ水銀 mg/l 検出されないこと 0.0005 *

総水銀 mg/l 0.0005mg/ℓ以下 0.0002 *

ｶﾄﾞﾐｳﾑ mg/l 0.003mg/ℓ以下 0.0003 *

鉛 mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.005 * 0.005 * 0.005 *

六価ｸﾛﾑ mg/l 0.05mg/ℓ以下 0.02 *

砒素 mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001

全ｼｱﾝ mg/l 検出されないこと 0.1 *

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB） mg/l 検出されないこと 0.0005 *

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l 0.02mg/ℓ以下 0.002 *

四塩化炭素 mg/l 0.002mg/ℓ以下 0.0002 *

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 0.004mg/ℓ以下 0.0004 *

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.1mg/ℓ以下 0.01 *

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l 0.04mg/ℓ以下 0.004 *

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 1mg/ℓ以下 0.001 *

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l 0.006mg/ℓ以下 0.0006 *

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l 0.002mg/ℓ以下 0.0002 *

ﾁｳﾗﾑ mg/l 0.006mg/ℓ以下 0.0006 *

ｼﾏｼﾞﾝ mg/l 0.003mg/ℓ以下 0.0003 *

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ mg/l 0.02mg/ℓ以下 0.002 *

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

ｾﾚﾝ mg/l 0.01mg/ℓ以下 0.001 *

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l 0.05ｍｇ/ℓ以下 0.005 *

クロロエチレン mg/l 0.002mg/ℓ以下 0.0002 *

水素ｲｵﾝ濃度（ｐH） pH 8.9 8.7 8.9

電気伝導率 μs/㎝
異常でないこと
(2,000μs/㎝を超
えると要注意） 873 665 852

塩化物ｲｵﾝ mg/l
異常でないこと
(1,000mg/lを超え
ると要注意） 58 40 56

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l 10mg/ℓ以下 0.05 *

ふっ素 mg/l 0.8mg/ℓ以下 0.4

ほう素 mg/l 1mg/ℓ以下 0.44 0.34 0.45

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 mg/l 10mg/ℓ以下 4.8

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類　 pg-TEQ/l 1pg-TEQ/ℓ以下 0.079

生物化学的酸素要求量(BOD) 0.6 1.9 0.7

化学的酸素要求量(COD) 1.5 3.3 1.3

浮遊物質量(SS) 4 4 11

大腸菌群数 0 0 0

地下水位 m -0.8 -0.5 -0.5

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和52年総理府令・厚生省令第1号）

　　第1条第2項第10号ハに定める項目、別表第2に掲げる基準

地下水の水質汚染に係る環境基準（平成9年環境庁告示第10号）別表に掲げる基準

ダイオキシン類による水質汚濁に係る環境基準（平成11年環境庁告示第68号）別表に掲げる基準

水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）における過マンガン酸カリウム消費量に係る水道水質基準

4月22日

10:20

曇

曇

晴

5月23日

9:43

晴

6月5日

晴

10:57

晴

令和元年度　　　*印は未満を表す　

令和元年度　円平坊最終処分場水質検査結果表(下部地下水）



№１(全体№２）深さ3.85Ｍ）

計量項目 単位 基準値

採　取　日

採取時間

当日天候

前日天候

気温（℃） 15.8

発生ガス量 -

メタン %(v/v) 0.001 *

硫化水素 ppm 0.5 *

二酸化炭素 %(v/v) 0.13

窒素 %(v/v) 78

酸素 %(v/v) 21

水素 %(v/v) 0.05 *

アンモニア ppm 1 *

№2(全体№3）深さ3.85Ｍ）

計量項目 単位

採　取　日

採取時間

当日天候

前日天候

気温（℃） 15.8

発生ガス量 -

メタン %(v/v) 0.001 *

硫化水素 ppm 0.5 *

二酸化炭素 %(v/v) 0.05 *

窒素 %(v/v) 78

酸素 %(v/v) 21

水素 %(v/v) 0.05 *

アンモニア ppm 1 *

№3(全体№4）深さ3.85Ｍ）

計量項目 単位

採　取　日

採取時間

当日天候

前日天候

気温（℃） 15.8

発生ガス量 -

メタン %(v/v) 0.001 *

硫化水素 ppm 0.5 *

二酸化炭素 %(v/v) 0.05 *

窒素 %(v/v) 78

酸素 %(v/v) 21

水素 %(v/v) 0.05 *

アンモニア ppm 1 *

・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃
棄物の最終処分場に係る技術上の基準
を定める省令（昭和52年総理府令・厚生
省令第1号）第1条第3項第7号に係る測
定項目

・埋立地からガスが発生がほとんど認め
られないこと、又は、ガスの発生量の増
加が２年以上にわたり認められないこ
と。

発生なし

発生なし

10:28

・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃
棄物の最終処分場に係る技術上の基準
を定める省令（昭和52年総理府令・厚生
省令第1号）第1条第3項第7号に係る測
定項目

・埋立地からガスが発生がほとんど認め
られないこと、又は、ガスの発生量の増
加が２年以上にわたり認められないこ
と。

平成31年度　　　*印は未満を表す

5月23日

晴

10:59

発生なし
・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃
棄物の最終処分場に係る技術上の基準
を定める省令（昭和52年総理府令・厚生
省令第1号）第1条第3項第7号に係る測
定項目

・埋立地からガスが発生がほとんど認め
られないこと、又は、ガスの発生量の増
加が２年以上にわたり認められないこ
と。

平成31年度　　　*印は未満を表す

5月23日

晴

晴

晴

令和元年度　円平坊最終処分場水質検査結果表(埋立地からの発生ガス）

令和元年度　　　*印は未満を表す

5月23日

晴

9:59

晴



計量項目 単位 基準値

採　取　日

採取時間

当日天候

前日天候

気温（℃） ℃ 15.8

地中温度(№１)　　GL-3.0ｍ ℃
8.1

地中温度(№２)　　GL-3.0ｍ ℃
5.6

地中温度(№３)　　GL-3.0ｍ ℃
9.8

地中温度(№４)　　GL-3.0ｍ ℃
6.8

・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物
の最終処分場に係る技術上の基準を定める
省令（昭和52年総理府令・厚生省令第1号）
第1条第3項第8号に係る測定項目

・埋立地の内部が周辺地中温度に比して、
異常な高温になっていないこと。

晴

9：25
～

10：59

5月23日

令和元年度　円平坊最終処分場水質検査結果表(埋立地の地中温度）

晴

結果


