
１１..八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌汚染土壌汚染のの経緯経緯  ①①

時   期 項   目 

平成２４年３月 
民間事業者から八丁平南公園に隣接する市有地（小学
校予定地）の開発構想の打診 

平成２４年１２月 市有地の土壌調査を実施 

平成２５年２～３月 
市有地土壌から特定有害物質の鉛、ヒ素、フッ素、水銀
化合物を確認 

平成２５年５月 
土地履歴から隣接する八丁平南公園の一部の土壌調
査を実施 

平成２５年５月 
公園土壌から特定有害物質の鉛、ヒ素、フッ素、水銀化
合物を確認 

平成２５年１０月 八丁平南公園の追加土壌調査を実施 
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１１..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌汚染土壌汚染のの経緯経緯    ②②  

時   期 項   目 

平成２５年１０月 
公園の追加土壌調査からも鉛、ヒ素の特定有害物質を
確認 

平成２５年１２月５日 
八丁平南公園および隣接市有地の立入禁止措置を実
施 

平成２５年１２月１２日～
１８日 

八丁平南公園および隣接市有地の立入防止柵及び
シート張り工事を実施 

平成２５年１２月 
八丁平南公園、隣接市有地の地表部の土壌調査を実
施、及び南高平川等の水質調査を実施 

平成２５年１２月２５日 
八丁平南公園、隣接市有地の地表部から基準値を超え
る鉛を確認。（ヒ素及び水質は基準値内） 

平成２５年１２月２５日 第１回健康影響評価検討委員会を開催 
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２２..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌土壌・・水質調査水質調査    ①①  
  ■■    調査位置図調査位置図                                                        

八丁平南公園・市有地 
（土壌含有量、溶出量） 

水質調査３ 
（飲用井戸） 

水質調査１ 
（河川採取） 

水質調査２ 
（湧水採取） 
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２２..八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌土壌・・水質調査水質調査    ②②
■■ 調査方法調査方法のの概要概要（（そのその１１：：土壌溶出量土壌溶出量・・含有量調査含有量調査））

土壌調査は、地表から深さ50 cmまでの土を採取し、土壌溶出量及び土壌
含有量の測定を行いました。  

試料の採取方法は、表層の土壌（芝又は草を剥いだその下）から深さ５cm
までの土）と深さ5cmから50 cmまでの土を採取し、２種類の深さの土壌の重
量が均等になるように混合し、検査を行っています。 
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２２..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌土壌・・水質調査水質調査    ③③  
    ■■  調査方法調査方法のの概要概要（（そのその２２：：水質調査水質調査））                            

 八丁平南公園等の土壌による周辺地下水の影響
を確認するため、南高平川等の水を採取し水質検査
を行いました。 
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３３．．八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌溶出量調査結果土壌溶出量調査結果((地下水等地下水等へのへの影響影響)  )    ①①  

  ■■    地表地表～～5050cmcm    
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南高平川及び飲用井戸の水質調査結果は基準値以下でした。 

３３..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌溶出量調査結果土壌溶出量調査結果（（地下水等地下水等へのへの影響影響））  ②②              
  ■■    水質調査水質調査                                                            



 土壌汚染対策法における基準値とは、土地に存在す
る量ではなく、健康に影響がない量を基準値としている。 

 土壌溶出基準値とは、有害物質が地下水に溶出し、
その地下水を飲用することによる健康リスクに対する基
準値 であり、1日2Lの地下水を飲用することを想定し、
一生涯（70年間）にわたりその地下水を飲用しても健康
に対する有害な影響がない濃度として設定。 

４４..土壌溶出量調査結果土壌溶出量調査結果  
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３３..八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌溶出量調査結果土壌溶出量調査結果    ③③
■■ 溶出量基準値溶出量基準値のの考考ええ方方

【溶出量基準値】 (単位：mg/L）

鉛及びその化合物 0.01
ヒ素及びその化合物 0.01
ふっ素及びその化合物 0.8
水銀及びその化合物 0.0005

物質の種類 土壌溶出量基準
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  基準値を超える汚染土壌が存在しているが、半
径250ｍ以内に飲用の井戸が無く、また南高平川
や港北町の飲用井戸での水質結果は問題ない。 
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(単位：mg/L）

河川採取

水質-1

湧水採取

水質-2

鉛及びその化合物 0.01 0.118 0.003 0.001 0.001
ヒ素及びその化合物 0.01 14.1 0.01 N.D. N.D.
ふっ素およびその化合物 0.8 1.09 N.D. N.D. N.D.
水銀およびその化合物 0.0005 0.1 N.D. N.D. N.D.

N.D.：不検出

項目

土壌溶出結果

公園・市有地

最大値
地表～50cm

基準値

水質調査結果

南高平川
飲用井戸

(半径250m以遠）

３３..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌溶出量調査結果土壌溶出量調査結果  ④④  
  ■■    溶出量基準値溶出量基準値にに対対するする調査結果調査結果（（まとめまとめ））                                                      

  南高平川の水質を検査した結果は下表のとおり各項目とも基準値以下でした。 
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４４..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌含有量調査結果土壌含有量調査結果  ①①                      
  ■■    地表地表～～5050cmcm                                      
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地表部では      の
部分で鉛が含有量基準
値をオーバ－ 

公園のダスト舗装、
芝生広場、砂場から
は検出されませんで
した 

芝生広場 

ダスト舗装 

砂場 

 

４４．．八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌含有量調査結果土壌含有量調査結果  ②②  
  ■■    地表部地表部((地表地表～～55cmcm) )   



 土壌含有基準値とは、有害物質が含まれる汚染土
壌を口から摂取することによる健康リスクに対する
基準値であり、一生涯（７０年間）汚染土壌のある土
地に居住し１日あたりの土壌摂食量を子供 200㎎、
大人100㎎を一生涯にわたり、その土壌を摂取して
も健康に対する有害な影響が無い濃度として設定。 
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４４..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌含有量調査結果土壌含有量調査結果  ③③  
  ■■    含有量基準値含有量基準値のの考考ええ方方                          

【含有量基準値】 (単位：mg/kg）

鉛及びその化合物 150

ヒ素及びその化合物 150

物質の種類 土壌含有量基準



  また、鉛は基準値を超えておりますが、公園は、
全体を芝生や舗装で覆われているため、直接口から
の摂取は低いと考えられますが、  

 今後、健康調査により人への影響を確認します。 
13 

(単位：mg/kg）

鉛及びその化合物 150 2,770 3,400
ヒ素及びその化合物 150 1,920 100

地表部最大値
地表～5cm

土壌含有結果

項目 最大値
地表～50cm

基準値

  公園及び隣接市有地の土壌を調査した結果、土
中には鉛、ヒ素が基準を上回っていましたが、 

    地表部ではヒ素は基準値以下でした。 

４４..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの土壌含有量調査結果土壌含有量調査結果  ④④  
  ■■    含有量基準値含有量基準値にに対対するする調査結果調査結果（（まとめまとめ））                                                                                            



柵設置位置 

八丁平南公園 隣接市有地 

八丁平中央通 

緑道１号通線 緑
道
２
号
通
線 

埋立区域 
（詳細確認中） 
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５５..八丁平南公園等八丁平南公園等のの整備整備  ①①
■■ 公園公園・・市有地周辺市有地周辺のの区画整理前区画整理前のの状況状況



 八丁平南公園・隣接市有地
の外周道路整備 
（昭和５６年、昭和６０  
～６３年度平成５年） 

緑道１号通線 
八丁平南公園基盤整備 
（平成７年度整備） 

 緑道２号通線整備 
（平成６～７年度整備） 

 緑道１号通線・２号通線は 
埋立地内を掘削して整備 
（掘削土は八丁平南公園及び 
隣接市有地内へ運搬） 

 

緑道の掘削土量≒ 
公園・市有地への運搬土量 

（約13,000m 3） 

 【整備年次の整理】 

 【整備方法・土工量】 

八丁平南公園 

外周道路 

隣接市有地 

緑道2号通線 

緑道1号通線 

八丁平中央通 

柵設置位置 埋立区域 
（確認中） 
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② 

 

 

 

掘削土の移動 

５５..  八丁平南公園等八丁平南公園等のの整備整備  ②②  
  ■■    公園及公園及びび緑道緑道のの整備状況整備状況    



６６．．今後今後のの予定予定  ①①  
  ■■  全体調査全体調査                
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八丁平土壌汚染対策は以下の基本方針で対応する。 

① 健康影響調査の実施 

② 詳細土壌調査の実施 

③ 土壌汚染対策の実施 



６６．．今後今後のの予定予定  ②②  
■■ 健康影響調査健康影響調査：：委員会設置委員会設置によるによる検討検討

H25年12月 市対策本部の下に、有識者による健康影響
評価検討委員会を設置して、25日に第１回 
目の委員会を開催 

 （１）今後の方向性 

【 第１回委員会の結果 】 

 ○住民の不安に応えるために、周辺住民への聞取り等
による利用実態をもとに、健康への影響度合いを推計 
します。 

○他都市の類似事例を参考に、健康調査計画を作成し
て、公園の使用頻度や年齢、居住個所や生活状況等
を考慮した健康への影響調査を実施します。 
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H17年 8月  東京都北区豊島地区で土壌調査を実施、 

          重金属類等（鉛、ヒ素など）の汚染が判明 
H17年10月   区が健康影響評価検討委員会を設置 
H18年 2月  健康調査（問診や血液検査）を実施 
H18年 5月  調査結果を評価後、6月に住民説明実施 
H19年1～3月 対策工（舗装・盛土）の施工 
H19年 2月  リスク管理の継続（定期モニタリング）  
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（２）他都市の土壌汚染問題の類似事例   
   ① 東京都北区の場合 
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H17年  3月   公園の一部で鉛の汚染が判明
 H17年   5月  土壌汚染対策会議を設置
H17年10月   土壌汚染対策の取りまとめ

対策会議で健康リスクを推計評価した 
結果、健康への影響は心配無しとなった。  

 ＜健康への影響調査は実施なし＞ 

H18年11月 盛土措置による修復を施し再開園
修復後にモニタリングを実施 

（２）他都市の土壌汚染問題の類似事例 
② 京都市鉾立公園の事例



６６．．今後今後のの予定予定  ③③  
  ■■  詳細土壌調査詳細土壌調査  

 

■ 詳細土壌調査の考え 
  現時点では汚染原因が特定されてい 
 ないことから、今後、指定調査機関によ 
 る土壌分析・地歴調査(過去の土地利用）
等を踏まえ汚染の原因を特定していく。 
 
○今後の進め方 
土壌分析・地歴調査により汚染土を特定 
汚染土の特定により範囲を特定 
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６６．．今後今後のの予定予定  ④④  
■■ 土壌汚染対策土壌汚染対策：：八丁平南公園八丁平南公園のの利用利用

公園の汚染防止対策を完了す
るまでは、一時閉鎖を継続。 

八丁平南公園の代替公園を周
辺地域に確保 

八丁平南公園の土壌汚染防止対策の実施 

八丁平南公園の再整備 

八丁平南公園の再開 

 

 

 

専門委員の意見反映 

工事の実施 

安全性の確認 

定期的なモニタリング 
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６６．．今後今後のの予定予定  ⑤⑤  
  ■■  公園公園のの汚染防止対策及汚染防止対策及びび再利用再利用のの事例事例    

東京都北区東豊島公園の事例 
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６６．．今後今後のの予定予定  ⑥⑥  
■■ 全体全体スケジュールスケジュール
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八丁平土壌汚染対策を下表のスケジュールで進める予定。 

年度 ①健康影響調査 ②詳細土壌調査 ③土壌汚染対策

H25 指定調査機関による調査 

 

H26  

H27
以降 

第1回委員会(12/25)

第２回委員会 
(健康調査計画（案）作成）

第４回委員会 

調査結果及び対策方針の住民説明会 

汚染土及び汚染区域
の確定 

全体的な 
汚染状況を把握 

汚染対策方針
の決定 

専
門
委
員

の
意
見 

土壌分析・地歴調査により汚染土、区
域を特定 

汚染対策工の実施 

八丁平南公園の再開 

定期的なモニタリング 

第３回委員会 
(健康調査計画の決定）

住民説明会 

調査の実施 




