
環境測定計画とは 

糸魚川市清掃センターが管理運営を行う、ごみ処理施設、一般廃棄物最終処分

場、産業廃棄物最終処分場、し尿処理施設から排出される飛灰（ばいじん）、排ガ

ス、浸出水及び処理水等の排出物について、環境を保全するため、各種法令等に

より測定項目、測定頻度及び環境基準が定められています。 

環境測定計画は、排出物の適正な管理を行うため、各種法令等を遵守し、環境

測定項目、測定頻度等を定めたものです。 

    

環境測定計画の内容 

１ 測定対象施設 

２ 基本方針 

３ 測定項目・測定頻度 

４ 法改正 

５ 環境測定方法 

６ 臨時の環境測定 

７ 環境測定計画・結果の公表 
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１ 測定対象施設 

環境測定計画の対象施設は下記の施設とします。 
⑴ ご み 処 理 施 設（所在地：新潟県糸魚川市大字須沢 2051番地２） 
 ⑵ 一般廃棄物最終処分場（所在地：新潟県糸魚川市大字大野 5257 番地１） 
 ⑶ 産業廃棄物最終処分場（所在地：新潟県糸魚川市大字田中 2591 番地１） 
⑷ し 尿 処 理 施 設（所在地：新潟県糸魚川市大字須沢 2051番地２） 
 

２ 基本方針 

⑴ 環境測定計画において定める測定項目及び測定頻度は、各種法令等の規定によるも

のを原則といたします。 
⑵ 一般廃棄物最終処分場については、環境保全に関する協定書に基づき、放流水、地

下水等の重金属類に関する測定を重点的に実施いたします。 
⑶ 産業廃棄物最終処分場については、環境保全に関する協定書に基づき、浸透水、地

下水等の環境測定を重点的に実施いたします。 
⑷ 測定結果は、各種法令等で定める環境基準を満たしているか確認をし、速やかにホ

ームページにおいて公表いたします。 
⑸ 環境測定計画において定める測定項目、測定頻度及び環境基準については、下記の

法令等を遵守いたします。 
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
(ｱ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 
（ｲ） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 
（ｳ） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 
（ｴ） 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 
（ｵ） 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 
イ 大気汚染防止法 
（ｱ） 大気汚染防止法施行令 
（ｲ） 大気汚染防止法施行規則 
ウ 水質汚濁防止法 
（ｱ） 水質汚濁防止法施行令 
（ｲ） 排水基準を定める省令 
（ｳ） 地下水の水質汚濁に係る環境基準 
エ ダイオキシン類対策特別措置法 
（ｱ） ダイオキシン類対策特別措置法施行令 
（ｲ） ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 
（ｳ） 廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定

の方法に関する省令 
（ｴ） ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準

を定める省令 
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３ 測定項目・測定頻度 

⑴ ごみ処理施設（別表１） 

ア 測定項目 

法令等により定められた測定項目を実施いたします。  

また、炭化物（Ａ系・Ｂ系）における自主検査項目については、炭化物に含まれ

る成分等を把握するため、測定項目を追加いたします。 

イ 測定頻度 

排ガスについては、法令等において定められた測定頻度により実施いたします。 

また、その他の測定項目については、法令等により測定頻度が定められていない

ため、下記のとおり実施いたします。 
（ｱ） 飛灰（ばいじん） 

ａ 重金属類等に関する項目：２月に１回（偶数月） 

ｂ ダイオキシン類：年１回（４月） 

  （ｲ） 炭化物（Ａ系・Ｂ系） 

ａ 重金属類に関する項目：年２回（４月、10月） 

    ｂ 自主検査項目：年１回（４月） 

ｃ ダイオキシン類：年１回（４月） 

  （ｳ） 残渣（不燃物） 

    ａ 重金属類に関する項目：年２回（４月、10 月） 

ｂ ダイオキシン類：年１回（４月） 

（ｴ） 排ガス 
ａ 大気汚染物質に関する項目：年２回（４月、10月） 
ｂ 自主検査項目：年１回（４月） 
ｃ ダイオキシン類：年１回（４月） 

 
⑵ 一般廃棄物最終処分場（別表２） 
ア 測定項目  

放流水、地下水（上井戸、下井戸）については、法令等により定められた測定項

目を実施いたします。 
また、地下水における自主検査項目については、生活環境への影響も考慮し、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれていない水質汚濁防止法における測定項

目を追加いたします。 
なお、流入水については、法令等による測定の定めはありませんが、放流水の測

定結果と比較したいことから、同一の測定項目を実施いたします。 
イ 測定頻度 
法令等において定められた測定頻度等により、下記のとおり実施いたします。 

（ｱ） 放流水 
ａ 月１回以上の項目：月１回 
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ｂ 重金属類に関する項目：月１回 
ｃ 年１回及び年２回以上の項目：年２回（５月、11 月） 
ｄ ダイオキシン類：年２回（５月、11 月） 

（ｲ） 流入水 
ａ 重金属類に関する項目：月１回 
ｂ その他の項目：年２回（５月、11 月）及び年４回（５月、８月、11 月、２月） 
ｃ ダイオキシン類：年２回（５月、11 月） 

  （ｳ） 地下水（上井戸、下井戸） 
ａ 月１回以上の項目：月１回 
ｂ 重金属類に関する項目：月１回 
ｃ 年１回以上の項目：年２回（５月、11 月） 
ｄ ダイオキシン類：年２回（５月、11 月） 

 
⑶ 産業廃棄物最終処分場（別表３） 
ア 測定項目 
浸透水、地下水（上井戸、下井戸、Ｂ－２井戸、Ｂ－９井戸）については、法令

等により定められた測定項目を実施いたします。 
また、浸透水における自主測定項目については、近隣河川への影響を考慮し、放

流水における測定項目を追加いたします。 
イ 測定頻度 
法令等において定められた測定頻度等により、下記のとおり実施いたします。 

（ｱ） 浸透水 
ａ 月１回以上及び年１回以上の項目：月１回 

  ｂ 自主測定項目：年２回（５月、11 月） 
（ｲ） 地下水 
ａ 年１回以上の項目：月１回 
ｂ 自主測定項目：月１回 

 
⑷ し尿処理施設（別表４） 
ア 測定項目 
法令等により定められた測定項目を実施いたします。  

イ 測定頻度 
法令等において定められた測定頻度等により、下記のとおり実施いたします。 

放流水 

（ｱ） 月１回以上の項目：月１回 

（ｲ） その他の項目：年１回（４月） 
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糸魚川市 市民部 環境生活課 清掃センター 
〒949-0301 新潟県糸魚川市大字須沢 2051-2 
電話 025-552-1324  FAX 025-552-0824 
E-mail  seiso@city.itoigawa.niigata.jp 

 

４ 法改正 

  法令の改正等により、測定項目、測定頻度及び環境基準が変更となった場合は、その

都度変更いたします。 

 

５ 環境測定方法 

環境測定については、専門の第三者分析機関へ委託し、各種法令等に定められた測定

方法により実施いたします。 
 
６ 臨時の環境測定 

環境測定を実施した結果、環境基準値を超えるおそれがある場合、又は環境基準値を

超えた場合については、臨時の環境測定等により対応いたします。 
 
７ 環境測定計画・結果の公表 

環境測定計画や測定結果については、糸魚川市ホームページで公表いたします。 
URL  http://www.city.itoigawa.lg.jp/  

 
 



測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 カドミウム又はその化合物 mg/ℓ 0.09以下

2 鉛又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

3 六価クロム化合物 mg/ℓ 1.5以下

4 砒素又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

5 水銀又はその化合物 mg/ℓ 0.005以下

6 アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと

7 セレン又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

8 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.5以下

9 ダイオキシン類 ng-TEQ/g ３以下 年１回・４月

・廃棄物焼却炉に係るばいじん
等に含まれるダイオキシン類の
量の基準及び測定の方法に関す
る省令

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 カドミウム又はその化合物 mg/ℓ 0.09以下

2 鉛又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

3 六価クロム又はその化合物 mg/ℓ 1.5以下

4 砒素又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

5 水銀又はその化合物 mg/ℓ 0.005以下

6 アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと

7 セレン又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

8 窒素 ％ －

9 全水分 ％ －

10 灰分 ％ －

11 真発熱量 kJ/㎏ －

12 水素 ％ －

13 揮発分 ％ －

14 酸素 ％ －

15 炭素 ％ －

16 可燃分 ％ －

17 かさ密度（密） g/cm3 －

18 かさ密度（粗） g/cm3 －

19 塩素 ％ －

20 硫黄 ％ －

21 総発熱量 kJ/㎏ －

22 ダイオキシン類 ng-TEQ/g ３以下 指定なし

・廃棄物焼却炉に係るばいじん
等に含まれるダイオキシン類の
量の基準及び測定の方法に関す
る省令

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 カドミウム又はその化合物 mg/ℓ 0.09以下

2 鉛又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

3 六価クロム又はその化合物 mg/ℓ 1.5以下

4 砒素又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

5 水銀又はその化合物 mg/ℓ 0.005以下

6 アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと

7 セレン又はその化合物 mg/ℓ 0.3以下

8 ダイオキシン類 ng-TEQ/g ３以下 年１回・４月

・廃棄物焼却炉に係るばいじん
等に含まれるダイオキシン類の
量の基準及び測定の方法に関す
る省令

年１回・４月

指定なし

指定なし
・金属等を含む産業廃棄物に
係る判定基準を定める省令

指定なし

１　ごみ処理施設

　⑴　飛灰（ばいじん）

　⑵　炭化物（Ａ系・Ｂ系）

・自主検査

・金属等を含む産業廃棄物に
係る判定基準を定める省令

－

年２回・４月、10月

年２回・４月、10月

清掃センター環境測定計画

２月に１回・偶数月

　⑶　残渣（不燃物）

・金属等を含む産業廃棄物に
係る判定基準を定める省令

別 表 １



（ごみ処理施設）

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 ばいじん量 g/m
3
N 0.01以下

2 硫黄酸化物 ppm 50以下

3 窒素酸化物 ppm 100以下

4 塩化水素 mg/m
3
N 163以下

5 ガス状水銀及び粒子状水銀 mg/m
3
N － － ・自主検査

6 ダイオキシン類 ng-TEQ/m
3
N 0.01以下 年１回以上

・ダイオキシン類対策特別措
置法施行規則

年２回・４月、10月

　⑷　排ガス（Ａ系・Ｂ系）

　６月に
　１回以上

年１回・４月

・大気汚染防止法施行規則
・廃棄物処理法に基づく、維
持管理計画上の基準



測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 水素イオン濃度（pH） pH 5.8以上～8.6以下

2 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ 20以下

3 化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ 20以下

4 浮遊物質量（SS） mg/ℓ 20以下

5 大腸菌群数 個/cm3 3,000以下

6 アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと

7 六価クロム化合物 mg/ℓ 0.5以下

8 砒素及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下

9 セレン及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下

10
水銀及びアルキル水銀その
他の水銀化合物

mg/ℓ 0.005以下

11 カドミウム及びその化合物 mg/ℓ 0.03以下

12 鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下

13 シアン化合物 mg/ℓ １以下

14 有機燐化合物　※1 mg/ℓ １以下

15 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 0.003以下

16 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

17 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

18 ジクロロメタン mg/ℓ 0.2以下

19 四塩化炭素 mg/ℓ 0.02以下

20 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04以下

21 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ １以下

22 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.4以下

23 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ ３以下

24 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06以下

25 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02以下

26 チウラム mg/ℓ 0.06以下

27 シマジン mg/ℓ 0.03以下

28 チオベンカルブ mg/ℓ 0.2以下

29 ベンゼン mg/ℓ 0.1以下

30 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.5以下

31 ほう素及びその化合物 mg/ℓ 50以下

32 ふっ素及びその化合物 mg/ℓ 15以下

アンモニア性窒素 mg/ℓ －

硝酸性窒素 mg/ℓ －

亜硝酸性窒素 mg/ℓ －

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　※2

mg/ℓ 200以下

34
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（鉱油類含有量）
mg/ℓ ５以下

35
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（動植物油脂類含有量）
mg/ℓ 30以下

36 フェノール類含有量 mg/ℓ ５以下

37 銅含有量 mg/ℓ ３以下

38 亜鉛含有量 mg/ℓ ２以下

39 溶解性鉄含有量 mg/ℓ 10以下

40 溶解性マンガン含有量 mg/ℓ 10以下

41 クロム含有量 mg/ℓ ２以下

42 窒素含有量 mg/ℓ 120以下

43 燐含有量 mg/ℓ 16以下

44 ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ 10以下
・ダイオキシン類対策特別措置
法に基づく廃棄物の最終処分場
の維持管理の基準を定める省令

45 溶存酸素量 mg/ℓ －

46 透視度 度 － 月１回

※２　アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

・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　別表第１

月１回

月１回以上

年１回以上

年１回以上

２　一般廃棄物最終処分場

　⑴　放流水

年２回以上

33

※１　パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN)に限る。　

－

年２回・５月、11月

・自主検査

別 表 ２



（一般廃棄物最終処分場）

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 水素イオン濃度（pH） pH －

2 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ －

3 化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ －

4 浮遊物質量（SS） mg/ℓ －

5 大腸菌群数 個/cm3 －

6 アルキル水銀化合物 mg/ℓ －

7 六価クロム化合物 mg/ℓ －

8 砒素及びその化合物 mg/ℓ －

9 セレン及びその化合物 mg/ℓ －

10
水銀及びアルキル水銀その
他の水銀化合物

mg/ℓ －

11 カドミウム及びその化合物 mg/ℓ －

12 鉛及びその化合物 mg/ℓ －

13 シアン化合物 mg/ℓ －

14 有機燐化合物　※1 mg/ℓ －

15 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ －

16 トリクロロエチレン mg/ℓ －

17 テトラクロロエチレン mg/ℓ －

18 ジクロロメタン mg/ℓ －

19 四塩化炭素 mg/ℓ －

20 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ －

21 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ －

22 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ －

23 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ －

24 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ －

25 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ －

26 チウラム mg/ℓ －

27 シマジン mg/ℓ －

28 チオベンカルブ mg/ℓ －

29 ベンゼン mg/ℓ －

30 1,4-ジオキサン mg/ℓ －

31 ほう素及びその化合物 mg/ℓ －

32 ふっ素及びその化合物 mg/ℓ －

アンモニア性窒素 mg/ℓ －

硝酸性窒素 mg/ℓ －

亜硝酸性窒素 mg/ℓ －

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　※2

mg/ℓ －

34
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（鉱油類含有量）
mg/ℓ －

35
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（動植物油脂類含有量）
mg/ℓ －

36 フェノール類含有量 mg/ℓ －

37 銅含有量 mg/ℓ －

38 亜鉛含有量 mg/ℓ －

39 溶解性鉄含有量 mg/ℓ －

40 溶解性マンガン含有量 mg/ℓ －

41 クロム含有量 mg/ℓ －

42 窒素含有量 mg/ℓ －

43 燐含有量 mg/ℓ －

44 ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ －

(準用)ダイオキシン類対策特別
措置法に基づく廃棄物の最終処
分場の維持管理の基準を定める
省令

45 透視度 度 － 月１回 ・自主検査

　⑵　流入水

※２　アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

年２回・５月、11月

33

年４回・５月、８月
  　　　11月、２月

月１回

※１　パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN)に限る。　

－

・自主検査

(準用)
※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　別表第１



（一般廃棄物最終処分場）

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 水素イオン濃度（pH） pH －

2 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ －

3 化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ －

4 浮遊物質量（SS） mg/ℓ －

5 大腸菌群数 個/cm3 －

6 電気伝導率 μS/cm －

7 塩化物イオン mg/ℓ －

8 アルキル水銀 mg/ℓ 検出されないこと

9 総水銀 mg/ℓ 0.0005以下

10 カドミウム mg/ℓ 0.003以下

11 鉛 mg/ℓ 0.01以下

12 六価クロム mg/ℓ 0.05以下

13 砒素 mg/ℓ 0.01以下

14 セレン mg/ℓ 0.01以下

15 全シアン mg/ℓ 検出されないこと

16 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 検出されないこと

17 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下

18 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下

19 ジクロロメタン mg/ℓ 0.02以下

20 四塩化炭素 mg/ℓ 0.002以下

21 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.004以下

22 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

23 1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.04以下

24 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ １以下

25 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.006以下

26 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.002以下

27 チウラム mg/ℓ 0.006以下

28 シマジン mg/ℓ 0.003以下

29 チオベンカルブ mg/ℓ 0.02以下

30 ベンゼン mg/ℓ 0.01以下

31 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.05以下

32 塩化ビニルモノマー mg/ℓ 0.002以下

33 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ℓ 10以下

34 ほう素 mg/ℓ １以下

35 ふっ素 mg/ℓ 0.8以下

36 ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ １以下
・ダイオキシン類対策特別措置
法に基づく廃棄物の最終処分場
の維持管理の基準を定める省令

37 透視度 度 － － 月１回 ・自主検査

・自主検査
(準用)
※地下水の水質汚濁に係る環
境基準

月１回

・廃棄物の処理及び清掃に関
する法律施行細則（S52.6.30
新潟県規則第50号）別表第３

・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　別表第２

年２回・５月、11月

　⑶　地下水（上井戸、下井戸の２ヵ所で実施）

月１回以上

年１回以上

・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



測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ 20以下

2 化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ 40以下

3 アルキル水銀 mg/ℓ 検出されないこと

4 総水銀 mg/ℓ 0.0005以下

5 カドミウム mg/ℓ 0.003以下

6 鉛 mg/ℓ 0.01以下

7 六価クロム mg/ℓ 0.05以下

8 砒素 mg/ℓ 0.01以下

9 全シアン mg/ℓ 検出されないこと

10 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 検出されないこと

11 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下

12 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下

13 ジクロロメタン mg/ℓ 0.02以下

14 四塩化炭素 mg/ℓ 0.002以下

15 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.004以下

16 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

17 1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.04以下

18 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ １以下

19 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.006以下

20 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.002以下

21 チウラム mg/ℓ 0.006以下

22 シマジン mg/ℓ 0.003以下

23 チオベンカルブ mg/ℓ 0.02以下

24 ベンゼン mg/ℓ 0.01以下

25 セレン mg/ℓ 0.01以下

26 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.05以下

27 塩化ビニルモノマー mg/ℓ 0.002以下

28 ほう素及びその化合物 mg/ℓ －

29 ふっ素及びその化合物 mg/ℓ －

アンモニア性窒素 mg/ℓ －

硝酸性窒素 mg/ℓ －

亜硝酸性窒素 mg/ℓ －

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※２
mg/ℓ －

31 有機燐化合物※１ mg/ℓ －

32 電気伝導率 μS/cm －

33 水素イオン濃度（pH） pH －

34 浮遊物質量（SS） mg/ℓ －

35
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（鉱油類含有量）
mg/ℓ －

36
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（動植物油脂類含有量）
mg/ℓ －

37 フェノール類含有量 mg/ℓ －

38 銅含有量 mg/ℓ －

39 亜鉛含有量 mg/ℓ －

40 溶解性鉄含有量 mg/ℓ －

41 溶解性マンガン含有量 mg/ℓ －

42 クロム含有量 mg/ℓ －

43 大腸菌群数 個/cm3 －

44 窒素含有量 mg/ℓ －

45 リン含有量 mg/ℓ －

46 透視度 度 － 月１回 ・自主検査

－

・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

・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　別表第２

３　産業廃棄物最終処分場

　⑴　浸透水

月１回以上

年１回以上

月１回

30

・自主検査

(準用)
※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　別表第１

年２回・５月、11月

※１　パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN)に限る。　

※２　アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

別 表 ３



（産業廃棄物最終処分場）

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 アルキル水銀 mg/ℓ 検出されないこと

2 総水銀 mg/ℓ 0.0005以下

3 カドミウム mg/ℓ 0.003以下

4 鉛 mg/ℓ 0.01以下

5 六価クロム mg/ℓ 0.05以下

6 砒素 mg/ℓ 0.01以下

7 全シアン mg/ℓ 検出されないこと

8 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 検出されないこと

9 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.03以下

10 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下

11 ジクロロメタン mg/ℓ 0.02以下

12 四塩化炭素 mg/ℓ 0.002以下

13 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.004以下

14 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

15 1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.04以下

16 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ １以下

17 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.006以下

18 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.002以下

19 チウラム mg/ℓ 0.006以下

20 シマジン mg/ℓ 0.003以下

21 チオベンカルブ mg/ℓ 0.02以下

22 ベンゼン mg/ℓ 0.01以下

23 セレン mg/ℓ 0.01以下

24 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.05以下

25 塩化ビニルモノマー mg/ℓ 0.002以下

26 水素イオン濃度（pH） pH －

27 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ －

28 電気伝導率 μS/cm －

29 透視度 度 －

　⑵　地下水(上井戸(Ｂ-６)、下井戸(Ｂ-５)、Ｂ-２井戸、Ｂ-９井戸の４か所で実施)

－

月１回

・自主検査

年１回以上

・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　別表第２



測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 水素イオン濃度（pH） pH 5.8以上～8.6以下

2 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ 20以下

3 化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ －

4 浮遊物質量（SS） mg/ℓ 70以下

5 大腸菌群数 個/cm3 3,000以下

6 塩化物イオン mg/ℓ －

7
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量）
mg/ℓ ５以下

8
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（動植物油脂類含有量）
mg/ℓ 30以下

9 フェノール類含有量 mg/ℓ ５以下

10 銅含有量 mg/ℓ ３以下

11 亜鉛含有量 mg/ℓ ２以下

12 溶解性鉄含有量 mg/ℓ 10以下

13 溶解性マンガン含有量 mg/ℓ 10以下

14 クロム含有量 mg/ℓ ２以下

15 窒素含有量 mg/ℓ 120以下

16 燐含有量 mg/ℓ 16以下

17 アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと

18
水銀及びアルキル水銀その
他の水銀化合物

mg/ℓ 0.005以下

19 カドミウム及びその化合物 mg/ℓ 0.03以下

20 鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下

21 有機燐化合物
※１ mg/ℓ １以下

22 六価クロム化合物 mg/ℓ 0.5以下

23 砒素及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下

24 シアン化合物 mg/ℓ １以下

25 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 0.003以下

26 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

27 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

28 ジクロロメタン mg/ℓ 0.2以下

29 四塩化炭素 mg/ℓ 0.02以下

30 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04以下

31 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.2以下

32 1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ －

33 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ ３以下

34 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06以下

35 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02以下

36 チウラム mg/ℓ 0.06以下

37 シマジン mg/ℓ 0.03以下

38 チオベンカルブ mg/ℓ 0.2以下

39 ベンゼン mg/ℓ 0.1以下

40 セレン及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下

41 ほう素及びその化合物 mg/ℓ 10以下

42 ふっ素及びその化合物 mg/ℓ 8以下

43
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
※２

mg/ℓ 100以下

44 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.5以下

45 塩化ビニルモノマー mg/ℓ －

４　し尿処理施設

　　放流水

月１回

※１　パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN)に限る。　

※２　アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

月１回以上

・排水基準を定める省令
  別表第１（有害物質）

・廃棄物の処理及び清掃に関
する法律施行規則第４条の５
第11号
・廃棄物の処理及び清掃に関
する法律施行細則（S52.6.30
新潟県規則第50号）別表第２
・排水基準を定める省令
  別表第２（その他項目）

年１回・４月指定なし

別 表 ４


