
平成19年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）

地域概況調査　一般環境把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量 都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

北海道 函館市吉川町 0.054 秋田県 秋田県横手市平鹿町字蒋沼 45
北海道 函館市中浜町 0.021 秋田県 湯沢市相川字須川 0.21
北海道 旭川市末広4条11丁目 0.53 秋田県 湯沢市皆瀬字坂ノ上 0.36
北海道 旭川市永山13条2丁目 0.35 秋田県 鹿角市十和田毛馬内字上新田 2.1
北海道 旭川市東光10条5丁目 2.4 秋田県 鹿角市花輪字陣場 1.7
北海道 旭川市緑が丘2条1丁目 1.3 秋田県 由利本荘市桜小路 0.053
北海道 旭川市台場4条1丁目 0.044 秋田県 大仙市大曲田町 0.62
北海道 北見市仁頃 0.25 秋田県 大仙市北楢岡向堀野 5.4
北海道 北見市昭和 0.063 秋田県 にかほ市象潟町本郷字上の平 0.065
北海道 北見市北４条西１丁目 0.029 秋田県 にかほ市平沢字清水 3.7
北海道 北見市端野２区 22 秋田県 仙北市角館町岩瀬 2.6
北海道 留萌市浜中町 0.84 秋田県 上小阿仁村大林字菊桜岱 6.9
北海道 江別市工栄町 4.0 秋田県 上小阿仁村小沢田字上岱 0.35
北海道 赤平市西豊里町 0.16 秋田県 三種町浜田字福沢 1.8
北海道 千歳市泉沢 0.00095 秋田県 三種町上岩川字柏木岱 0.090
北海道 砂川市西3条北10丁目 2.7 秋田県 三種町森岳字関の台 0.11
北海道 歌志内市字文珠 0.046 秋田県 八郎潟町字家ノ後 1.3
北海道 深川市一己町字一己 6.5 秋田県 井川町浜井川字家ノ東 0.36
北海道 北広島市西の里 0.0010 秋田県 美郷町安楽寺 170
北海道 石狩市新港南3丁目 0.11 福島県 福島市上鳥渡 0.22
北海道 栗山町継立 0.024 福島県 福島市西中央 2.6
北海道 月形町新富1丁目 0.37 福島県 会津若松市西栄町 2.4
北海道 妹背牛町字妹背牛 0.31 福島県 郡山市安積町長久保1丁目 0.87
北海道 日高町松風町2丁目 0.17 福島県 郡山市富田町不動前 1.5
北海道 幕別町札内青葉町 0.055 福島県 郡山市開成4丁目 0.057
青森県 青森市浪館前田 0.73 福島県 郡山市片平町字蟻塚 0.11
青森県 弘前市賀田 1.5 福島県 郡山市大槻町字城ノ内 0.0020
青森県 むつ市脇野沢字瀬野川目 0.61 福島県 郡山市熱海町高玉字樋口 0.039
青森県 平内町茂浦 0.67 福島県 郡山市湖南町三代字京塚 0.00045
青森県 大鰐町早瀬野字小金沢 0.71 福島県 いわき市常磐下湯長谷町勝善 0.14
青森県 七戸町倉越 0.23 福島県 いわき市平薄磯字南作 0.021
青森県 横浜町吹越 0.32 福島県 いわき市郷ヶ丘三丁目 0.23
青森県 三戸町川守田字関根 0.59 福島県 いわき市小川町上平字田ノ尻 0.048
青森県 南部町剣吉字大館 1.7 福島県 いわき市小名浜大原字小滝山 0.16
岩手県 盛岡市黒石野一丁目 2.3 福島県 いわき市永崎字川畑 0.25
岩手県 北上市村崎野 0.23 福島県 いわき市勿来町関田和久 0.56
岩手県 一関市竹山町 1.5 福島県 いわき市遠野町上遠野字本町 0.035
岩手県 二戸市福岡字下川又 0.13 福島県 白河市関辺松並 0.0052
岩手県 紫波町日詰字東裏 13 福島県 須賀川市並木町 13
岩手県 岩泉町岩泉字中家 0.025 福島県 喜多方市松山町村松 0.14
岩手県 軽米町大字軽米 1.4 福島県 相馬市中村 0.049
宮城県 仙台市青葉区折立 1.0 福島県 二本松市表 0.48
宮城県 仙台市青葉区三条町 5.2 福島県 田村市滝根町広瀬 0.045
宮城県 仙台市青葉区中山 4.1 福島県 南相馬市原町区西町 0.025
宮城県 仙台市宮城野区岩切 2.5 福島県 伊達市梁川町希望ヶ丘 0.034
宮城県 仙台市若林区古城 0.095 福島県 桑折町大字谷地 0.46
宮城県 仙台市太白区秋保町 53 福島県 大玉村玉井 0.42
宮城県 仙台市太白区茂庭 23 福島県 下郷町大字落合 0.10
宮城県 仙台市太白区鈎取 3.5 福島県 只見町大字黒谷 0.0036
宮城県 仙台市泉区館 0.084 福島県 猪苗代町大字八幡 0.060
宮城県 仙台市泉区住吉台東 0.93 福島県 会津坂下町字石田甲 0.11
宮城県 登米市迫町佐沼字沼向 0.0010 福島県 三島町大字大石田 0.0033
宮城県 栗原市若柳字川南道伝前 0.21 福島県 中島村滑津 0.20
宮城県 東松島市宮戸字二ツ橋 0.032 福島県 塙町大字湯岐 0.033
宮城県 大崎市古川諏訪 1.0 福島県 玉川村大字中 0.055
宮城県 大河原町字高砂町 0.15 福島県 三春町大字熊耳 0.0034
宮城県 山元町坂元字戸花山 0.28 福島県 広野町大字下北迫 1.4
宮城県 松島町初原字欠田 0.33 福島県 川内村大字上川内 0.078
宮城県 富谷町明石台四丁目 2.4 福島県 葛尾村大字落合 0.0028
宮城県 美里町牛飼字川原 0.27 茨城県 水戸市大塚町 0.33
宮城県 本吉町津谷舘岡地内 0.21 茨城県 水戸市双葉台 2.1
秋田県 秋田市土崎港西二丁目 1.6 茨城県 水戸市上水戸 3.3
秋田県 秋田市港中央 4.1 茨城県 水戸市見川町 1.7
秋田県 秋田市上北古野字脇ノ田 10 茨城県 水戸市浜田 1.0
秋田県 秋田市太平黒沢字真木地内 8.3 茨城県 日立市十王町伊師 8.0
秋田県 秋田市土崎港北 0.047 茨城県 日立市十王町高原 0.58
秋田県 秋田市河辺岩見字鍛冶屋敷 1.2 茨城県 日立市田尻町 0.65
秋田県 秋田市仁井田字西潟敷 0.22 茨城県 日立市西成沢町 27
秋田県 秋田市雄和石田字蟹沢 0.029 茨城県 日立市大沼町 1.1
秋田県 横手市大森町上溝字白山下 1.1 茨城県 土浦市板谷 5.7
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平成19年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）

地域概況調査　一般環境把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量 都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

茨城県 土浦市下高津 7.0 茨城県 大子町浅川 7.4
茨城県 古河市東山田 0.52 茨城県 大子町町付 0.51
茨城県 古河市西牛谷 0.020 茨城県 大子町頃藤 0.32
茨城県 古河市大山 1.7 茨城県 大子町栃原 2.4
茨城県 石岡市小幡 1.7 茨城県 阿見町阿見 1.7
茨城県 石岡市根当 1.1 栃木県 宇都宮市石那田町 2.5
茨城県 結城市今宿 3.1 栃木県 宇都宮市野沢町 1.1
茨城県 結城市結城 1.4 栃木県 宇都宮市鶴田町 0.29
茨城県 龍ヶ崎市白羽 0.051 栃木県 宇都宮市大塚町 7.0
茨城県 龍ヶ崎市平台 0.69 栃木県 宇都宮市西川田 4.3
茨城県 下妻市本宗道 4.5 栃木県 宇都宮市松風台 2.0
茨城県 下妻市中居指 1.7 栃木県 宇都宮市下岡本町 2.3
茨城県 常陸太田市大中町 0.20 栃木県 足利市常見町 0.53
茨城県 常陸太田市西河内中町 1.4 栃木県 栃木市皆川城内町 100
茨城県 常陸太田市増井町 0.11 栃木県 佐野市中町 2.3
茨城県 常陸太田市里川町 0.98 栃木県 鹿沼市千渡 0.70
茨城県 高萩市高浜町 21 栃木県 日光市瀬川 1.1
茨城県 北茨城市平潟町字小中 3.5 栃木県 小山市羽川 1.7
茨城県 北茨城市中郷町日棚 2.9 栃木県 真岡市長田 1.0
茨城県 北茨城市関本町小川 0.26 栃木県 大田原市湯津上 0.31
茨城県 北茨城市関本町才丸 0.030 栃木県 矢板市泉 1.3
茨城県 笠間市下郷 0.19 栃木県 那須塩原市塩原 1.8
茨城県 笠間市上郷 9.0 栃木県 さくら市喜連川 0.21
茨城県 笠間市湯崎 0.74 栃木県 那須烏山市大金 5.6
茨城県 笠間市中央 1.3 栃木県 下野市国分寺 10
茨城県 取手市戸頭 2.8 栃木県 上三川町上三川 1.8
茨城県 取手市新町 7.5 栃木県 益子町益子 0.70
茨城県 取手市藤代 0.57 栃木県 市貝町市塙 0.54
茨城県 牛久市柏田町 0.044 栃木県 壬生町安塚 2.7
茨城県 つくば市佐 32 栃木県 野木町佐川野 2.2
茨城県 つくば市島名 0.50 栃木県 藤岡町蛭沼 3.2
茨城県 つくば市大角豆 1.2 栃木県 塩谷町飯岡 4.2
茨城県 つくば市妻木 10 栃木県 高根沢光陽台 9.0
茨城県 ひたちなか市馬渡 1.6 群馬県 高崎市上里見町甲 0.58
茨城県 ひたちなか市高場 0.35 群馬県 高崎市倉渕町岩氷 0.76
茨城県 ひたちなか市津田東 1.9 群馬県 高崎市箕郷町西明屋 0.50
茨城県 鹿嶋市明石 1.6 群馬県 高崎市井出町 2.9
茨城県 潮来市堀之内 0.25 群馬県 高崎市上室田 1.4
茨城県 守谷市薬師台 3.6 群馬県 高崎市飯塚町 170
茨城県 常陸大宮市諸沢 0.35 群馬県 高崎市飯塚町 2.1
茨城県 常陸大宮市小倉 2.6 群馬県 高崎市飯塚町 17
茨城県 常陸大宮市小舟 0.39 群馬県 桐生市新里町大久保 0.14
茨城県 那珂市門部 1.3 群馬県 下仁田町大字吉崎 3.5
茨城県 筑西市上平塚 0.21 群馬県 中之条町大字伊勢町 0.56
茨城県 筑西市小栗 0.10 群馬県 みなかみ町布施 13
茨城県 筑西市中上野 0.37 群馬県 玉村町下之宮地内 0.21
茨城県 坂東市馬立 4.0 群馬県 玉村町上福島 2.0
茨城県 坂東市矢作 18 群馬県 玉村町福島 0.048
茨城県 稲敷市月出里 1.9 群馬県 玉村町樋越 0.043
茨城県 稲敷市浮島 0.17 埼玉県 さいたま市南区別所 36
茨城県 かすみがうら市上佐谷 1.8 埼玉県 さいたま市桜区五関 10
茨城県 かすみがうら市加茂 1.3 埼玉県 さいたま市北区宮原町 12
茨城県 かすみがうら市坂 0.34 埼玉県 さいたま市見沼区春野 3.2
茨城県 かすみがうら市下稲吉 2.6 埼玉県 川越市大字安比奈新田字下屋舗附地内 2.6
茨城県 桜川市南飯田 0.63 埼玉県 川越市吉田地内 6.7
茨城県 桜川市高久 1.4 埼玉県 川越市大字伊佐沼地内 2.4
茨城県 神栖市奥野谷 3.6 埼玉県 川越市久下戸地内 1.0
茨城県 神栖市土合本町 23 埼玉県 川越市小中居地内 1.1
茨城県 神栖市賀 3.0 埼玉県 川口市大字西新井宿字諏訪山 0.065
茨城県 行方市繁昌 0.12 埼玉県 川口市大字峯字前 39
茨城県 鉾田市造谷 0.026 埼玉県 川口市並木 0.51
茨城県 鉾田市当間 2.9 埼玉県 行田市南河原 8.7
茨城県 鉾田市大竹 0.50 埼玉県 行田市谷郷 3.4
茨城県 つくばみらい市小張 1.9 埼玉県 行田市小針 31
茨城県 小美玉市上玉里 2.3 埼玉県 飯能市山手町 1.3
茨城県 茨城町上石崎 8.1 埼玉県 飯能市大字双柳 6.9
茨城県 茨城町秋葉 0.057 埼玉県 飯能市平戸 0.00013
茨城県 大洗町東光台 3.3 埼玉県 飯能市美杉台 4.6
茨城県 城里町下青山 6.7 埼玉県 飯能市原市場 2.1
茨城県 東海村豊岡 1.5 埼玉県 羽生市上岩瀬 0.18
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平成19年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）

地域概況調査　一般環境把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量 都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

埼玉県 羽生市手子林 7.5 千葉県 旭市萬力 1.1
埼玉県 羽生市弥勒 4.7 千葉県 旭市口の 0.43
埼玉県 羽生市上新郷 0.13 千葉県 習志野市津田沼 17

12 千葉県 習志野市袖ヶ浦 2.1
11 千葉県 柏市大井 0.15
34 千葉県 柏市豊四季 1.2
26 千葉県 八千代市米本 3.7
18 千葉県 八千代市ゆりのき台 0.10
22 千葉県 八千代市八千代台南 3.1
26 千葉県 我孫子市若松 3.9
29 千葉県 富津市数馬 0.015
21 千葉県 浦安市舞浜 7.3
23 千葉県 四街道市美しが丘 3.1
30 千葉県 印西市木下 0.0025
28 千葉県 南房総市大井 0.42

9.9 千葉県 匝瑳市椿 0.19
12 千葉県 匝瑳市今泉 0.26
14 千葉県 匝瑳市飯倉 0.31
11 千葉県 匝瑳市今泉 0.22
42 千葉県 山武市成東 0.075
69 千葉県 いすみ市大原 0.054

埼玉県 朝霞市田島 9.5 千葉県 いすみ市岬町長者 0.71
埼玉県 朝霞市岡 3.0 千葉県 酒々井町中央台 0.72
埼玉県 朝霞市宮戸 4.9 千葉県 横芝光町横芝 0.20
埼玉県 朝霞市三原 1.2 千葉県 睦沢町小滝 0.077
埼玉県 朝霞市栄町 0.31 東京都 港区南麻布 0.43
埼玉県 朝霞市栄町 0.98 東京都 新宿区愛住町 5.1
埼玉県 朝霞市三原 2.9 東京都 品川区豊町 9.8
埼玉県 朝霞市本町 1.4 東京都 大田区南千束 4.5
埼玉県 朝霞市幸町 7.7 東京都 世田谷区深沢 6.1
埼玉県 久喜市青葉 0.026 東京都 渋谷区代々木 0.0027
埼玉県 久喜市北 0.0029 東京都 豊島区千早 4.5
埼玉県 久喜市青葉 0.33 東京都 荒川区南千住 0.66
埼玉県 富士見市鶴瀬西 1.4 東京都 板橋区向原 7.2
埼玉県 三郷市早稲田 9.8 東京都 練馬区大泉学園町 0.0059
埼玉県 三郷市鷹野 7.2 東京都 足立区入谷 6.8
埼玉県 坂戸市石井地内 11 東京都 江戸川区東葛西 0.081
埼玉県 坂戸市新堀地内 12 東京都 八王子市宇津木町 4.8
埼玉県 鶴ヶ島市大字三ツ木 20 東京都 三鷹市井口 4.2
埼玉県 鶴ヶ島市五味ヶ谷 4.3 東京都 調布市八雲台 1.2
埼玉県 ふじみ野市大井 0.96 東京都 小平市栄町 0.30
埼玉県 ふじみ野市亀久保 1.3 東京都 国立市北 1.6
埼玉県 ふじみ野市西 2.8 東京都 清瀬市旭が丘 6.1
埼玉県 ふじみ野市駒西 1.6 東京都 多摩市和田 0.30
埼玉県 ふじみ野市西原 3.2 東京都 あきる野市引田 1.2
埼玉県 ふじみ野市大井武蔵野 22 東京都 日の出町平井 0.12
埼玉県 川島町大字谷中 1.4 神奈川県 横浜市鶴見区大黒ふ頭 10
埼玉県 ときがわ町大字玉川 0.21 神奈川県 横浜市神奈川区白幡上町 0.20
埼玉県 ときがわ町大字本郷 0.41 神奈川県 横浜市中区本牧ふ頭 5.8
埼玉県 美里町古都 26 神奈川県 横浜市港南区港南台四丁目 0.0016
埼玉県 美里町阿那志 0.51 神奈川県 横浜市旭区中沢三丁目 0.67
埼玉県 美里町円良田 0.52 神奈川県 横浜市金沢区福浦一丁目 65
千葉県 千葉市中央区都町 2.3 神奈川県 横浜市緑区鴨居四丁目 0.0035
千葉県 千葉市中央区　大森町 2.5 神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾町 0.0034
千葉県 千葉市花見川区花見川 1.4 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町 0.0029
千葉県 千葉市花見川区さつきが丘 2.2 神奈川県 横浜市泉区和泉町 0.31
千葉県 千葉市稲毛区黒砂 2.7 神奈川県 川崎市多摩区堰 6.9
千葉県 千葉市稲毛区あやめ台 0.027 神奈川県 川崎市川崎区殿町 4.3
千葉県 千葉市若葉区都賀の台 1.6 神奈川県 川崎市川崎区伊勢町 1.9
千葉県 千葉市若葉区千城台東 0.044 神奈川県 川崎市川崎区小田 0.38
千葉県 千葉市緑区古市場町 2.4 神奈川県 川崎市川崎区浅田 3.7
千葉県 千葉市緑区誉田町 2.1 神奈川県 川崎市幸区古市場 1.5
千葉県 千葉市美浜区磯辺 1.5 神奈川県 川崎市幸区柳町 1.8
千葉県 千葉市美浜区幸町 0.026 神奈川県 川崎市中原区下沼部 8.3
千葉県 市川市新田 0.30 神奈川県 川崎市中原区小杉陣屋町 9.4
千葉県 船橋市新高根１丁目 8.8 神奈川県 川崎市高津区諏訪 1.1
千葉県 成田市北羽鳥 1.7 神奈川県 川崎市高津区千年 0.60
千葉県 成田市北須賀 1.3 神奈川県 川崎市高津区野川 1.8
千葉県 成田市大清水 0.055 神奈川県 川崎市高津区上作延 2.1
千葉県 成田市奈土 1.2 神奈川県 川崎市宮前区東有馬 0.67

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県 戸田市笹目北町

戸田市美女木

戸田市新曽南

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

戸田市上戸田

戸田市喜沢

戸田市川岸

戸田市美女木

戸田市笹目

戸田市新曽
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神奈川県 川崎市宮前区神木本町 1.3 石川県 志賀町福浦港 0.050
神奈川県 川崎市宮前区土橋 3.3 石川県 中能登町金丸 0.18
神奈川県 川崎市多摩区宿河原 0.18 石川県 能登町柳田ロ部 0.19
神奈川県 川崎市多摩区菅稲田堤 3.9 山梨県 甲府市武田 0.045
神奈川県 川崎市多摩区堰 19 山梨県 甲府市上今井町 0.00093
神奈川県 川崎市麻生区高石 1.2 山梨県 富士吉田市上吉田 0.040
神奈川県 川崎市麻生区白鳥 0.25 山梨県 大月市七保町下和田 5.9
神奈川県 川崎市麻生区栗木台 0.78 山梨県 大月市御太刀 8.9
神奈川県 横須賀市湘南鷹取 2.0 山梨県 南アルプス市落合 0.28
神奈川県 横須賀市東逸見町 9.8 山梨県 甲斐市篠原 0.026
神奈川県 横須賀市金谷 0.71 山梨県 笛吹市八代町岡 0.00032
神奈川県 横須賀市吉井 0.72 山梨県 増穂町天神中條 0.071
神奈川県 横須賀市小原台 0.46 山梨県 鰍沢町 0.012
神奈川県 横須賀市長坂 2.2 山梨県 早川町大原野 0.0094
神奈川県 横須賀市岩戸 14 長野県 長野市大字鶴賀 3.1
神奈川県 横須賀市大矢部 6.3 長野県 長野市大字金箱 0.47
神奈川県 横須賀市長瀬 8.4 長野県 長野市松代町松代 1.4
神奈川県 横須賀市長井 2.2 長野県 長野市七二会己 0.77
神奈川県 横須賀市林 0.84 長野県 長野市豊野町石 0.013
神奈川県 横須賀市長沢 1.7 長野県 飯島町 14
神奈川県 平塚市豊田本郷 1.1 長野県 宮田村 0.40
神奈川県 平塚市真田 1.5 長野県 高山村 0.048
神奈川県 鎌倉市高野 1.1 長野県 飯綱町 0.023
神奈川県 鎌倉市玉縄 0.071 岐阜県 岐阜市下奈良 1.8
神奈川県 藤沢市藤が岡 1.7 岐阜県 岐阜市三田洞東 0.00089
神奈川県 藤沢市川名字新林 7.1 岐阜県 岐阜市加野 0.00022
神奈川県 藤沢市遠藤 1.3 静岡県 静岡市葵区井川 0.21
神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎 18 静岡県 静岡市葵区新間 2.9
神奈川県 茅ヶ崎市松風台 6.0 静岡県 静岡市葵区羽鳥 0
神奈川県 逗子市桜山 5.8 静岡県 静岡市葵区足久保口組 0.0010
神奈川県 相模原市清新 6.8 静岡県 静岡市葵区牛妻 0.00042
神奈川県 相模原市橋本 3.0 静岡県 静岡市葵区平野 0.14
神奈川県 相模原市城山町広田 2.6 静岡県 静岡市清水区村松 0.19
神奈川県 相模原市星が丘 7.3 静岡県 静岡市駿河区大谷 0.00070
神奈川県 相模原市南台 2.7 静岡県 静岡市葵区観山 0.14
神奈川県 相模原市津久井町鳥屋 2.9 静岡県 静岡市清水区神田町 0.060
神奈川県 相模原市藤野町牧野 2.5 静岡県 沼津市根古屋 2.1
神奈川県 相模原市相模湖町千木良 2.3 静岡県 沼津市平町 3.6
神奈川県 三浦市初声町 0.36 静岡県 熱海市緑ヶ丘町 2.3
神奈川県 葉山町下山口 3.1 静岡県 富士宮市北山 6.7
神奈川県 寒川町大蔵 0.77 静岡県 島田市牛尾 0.14
神奈川県 大磯町国分新宿 3.4 静岡県 富士市今井 2.2
神奈川県 二宮町百合が丘 2.2 静岡県 焼津市石脇上 0.22
新潟県 十日町市春日町1丁目 3.3 静岡県 掛川市下俣 0.60
新潟県 見附市南本町2丁目 3.5 静岡県 藤枝市岡出山 1.3
新潟県 阿賀野市南安野町 1.2 静岡県 御殿場市板妻 0.058
新潟県 東蒲原郡阿賀町日野川乙 0.00018 静岡県 袋井市東同笠 0.87
新潟県 岩船郡荒川町大字金屋 0.18 静岡県 伊豆市上船原 3.1
富山県 富山市浜黒崎 0.00080 静岡県 伊豆の国市韮山多田 0.66
富山県 富山市四方 2.4 静岡県 函南町仁田 0.021
富山県 富山市安野屋町 0.033 静岡県 清水町柿田 4.1
富山県 富山市本郷町 0.0014 静岡県 長泉町下土狩 0.040
富山県 富山市婦中町河原町 0.00014 静岡県 小山町阿多野 0.00075
富山県 富山市八尾町黒田 0.0013 静岡県 川根本町上長尾 0.090
富山県 富山市栗山 0.12 静岡県 森町睦実 0.33
富山県 富山市文珠寺 3.4 愛知県 名古屋市千種区新西二丁目 0.043
富山県 小矢部市観音寺 0.082 愛知県 名古屋市北区如意三丁目 0.12
富山県 小矢部市平桜 0.13 愛知県 名古屋市中区千代田一丁目 6.0
富山県 南砺市福光 0.011 愛知県 名古屋市昭和区隼人町 0.0029
富山県 南砺市城端 0.49 愛知県 名古屋市港区当知三丁目 0.039
石川県 金沢市駅西本町 0.0028 愛知県 名古屋市緑区森の里一丁目 0.15
石川県 金沢市小立野 0.00072 愛知県 豊橋市佐藤町池下 3.7
石川県 金沢市有松 0.0017 愛知県 豊橋市杉山町字知原 4.1
石川県 七尾市能登島向田町 0.089 愛知県 岡崎市外山町字クイゼ 0.29
石川県 小松市木場町 0.039 愛知県 岡崎市籠田町 0.055
石川県 輪島市二ツ屋町 1.9 愛知県 岡崎市福桶町字一丁田 0.069
石川県 輪島市三井町長沢 0.047 愛知県 碧南市沢渡町 0.040
石川県 加賀市大聖寺敷地 0.0093 愛知県 豊田市畝部東町稲荷 0.00081
石川県 白山市横江町 1.5 愛知県 豊田市市木町8丁目 0.00080
石川県 川北町字山田出先 0.015 愛知県 豊田市御内町滝沢 0.00022
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愛知県 豊田市御蔵町辻 0.0011 大阪府 枚方市楠葉美咲 0.12
愛知県 安城市今本町２丁目 0.16 大阪府 茨木市駅前 0.99
愛知県 安城市福釜町釜ヶ淵 0.084 大阪府 茨木市丑寅 0.18
愛知県 安城市和泉町大海古 0.31 大阪府 八尾市久宝寺2丁目 0.079
愛知県 蒲郡市三谷北通 0.0017 大阪府 八尾市太田3丁目 0.26
愛知県 稲沢市小沢 0.063 大阪府 泉佐野市中庄 0.17
愛知県 大府市桃山町 0.40 大阪府 富田林市寿町 1.1
愛知県 愛西市北河田町郷前 0.17 大阪府 河内長野市加賀田 1.5
愛知県 東郷町北山台 0.059 大阪府 和泉市いぶき野 5.9
愛知県 春日町大字落合字振方 0.68 大阪府 和泉市光明台 0.055
愛知県 阿久比町大字卯坂字半田ヶ峯 1.0 大阪府 箕面市桜 0.96
愛知県 一色町大字一色字東前新田 0.12 大阪府 羽曳野市羽曳が丘西 8.7
愛知県 三好町大字三好字池の原 0.26 大阪府 摂津市鳥飼本町 3.7
愛知県 設楽町田口字向木屋 0.038 大阪府 泉南市信達牧野 0.50
滋賀県 大津市北比良 0.076 大阪府 四條畷市下田原 4.4
滋賀県 大津市坂本八丁目 0.70 大阪府 交野市私市 0.10
滋賀県 大津市大谷町 1.1 大阪府 阪南市尾崎町 0.96
滋賀県 草津市若草5丁目 0.069 大阪府 河南町大字加納 0.019
滋賀県 甲賀市水口町名坂 0.82 兵庫県 神戸市東灘区向洋町中1丁目 0.00090
滋賀県 甲賀市水口町貴生川 4.6 兵庫県 神戸市灘区神ノ木通4丁目 0.11
滋賀県 高島市鴨 0.0037 兵庫県 神戸市灘区王子2丁目 0.43
滋賀県 高島市安曇川町下古賀 0.033 兵庫県 神戸市中央区加納町6丁目 0.43
滋賀県 安土町下豊浦 1.8 兵庫県 神戸市北区唐櫃台2丁目 0.00073
滋賀県 安土町西老蘇 0.034 兵庫県 神戸市長田区前原町2丁目 0.00079
滋賀県 愛荘町軽野甲 1.1 兵庫県 神戸市垂水区城が山1丁目 0.46
滋賀県 愛荘町東円堂 0.0047 兵庫県 神戸市西区美賀多台2丁目 0.0027
滋賀県 虎姫町宮部地先 0.052 兵庫県 姫路市飾磨区妻鹿東海町 0.023
滋賀県 虎姫町酢地先 0.040 兵庫県 姫路市御国野町国分寺 0.41
滋賀県 湖北町山本 0.70 兵庫県 姫路市辻井 0.23
滋賀県 湖北町速水地先 0.014 兵庫県 姫路市飾東町八重畑 0.0040
京都府 京都市北区大宮薬師山東町 2.0 兵庫県 姫路市網干区北新在家 0.010
京都府 京都市上京区知恵光院通笹屋町 4.9 兵庫県 姫路市仁豊野 0.0053
京都府 京都市左京区岩倉幡枝町 1.7 兵庫県 姫路市飾磨区細江 7.2
京都府 京都市左京区一乗寺高槻町 2.8 兵庫県 姫路市城見台 0.16
京都府 京都市中京区本能寺町 0.013 兵庫県 姫路市南八代町 0.0091
京都府 京都市山科区西野山射庭ノ上町 3.1 兵庫県 姫路市夢前町前之庄 0.27
京都府 京都市下京区西七条西久保町 2.5 兵庫県 明石市王子２丁目 0.28
京都府 京都市南区吉祥院政所町 3.3 兵庫県 西宮市豊楽町 1.1
京都府 京都市右京区太秦三尾町 0.0042 兵庫県 西宮市東町２丁目 0.72
京都府 京都市右京区梅津堤下町 1.3 兵庫県 西宮市里中町２丁目 0.091
京都府 京都市西京区下津林佃 6.9 兵庫県 西宮市段上町６丁目 0.94
京都府 京都市西京区大原野上里紅葉町 2.3 兵庫県 西宮市清瀬台 0.51
京都府 京都市伏見区久我御旅町 3.4 兵庫県 西宮市すみれ台２丁目 0.015
京都府 京都市伏見区深草大亀谷岩山町 4.2 兵庫県 相生市那波南本町 0.014
京都府 京都市伏見区淀本町 12 兵庫県 加古川市加古川町北在家 0.088
京都府 綾部市 0.60 兵庫県 加古川市西神吉町大国 0.31
京都府 亀岡市 7.8 兵庫県 加古川市平荘町山角 24
京都府 城陽市 0.32 兵庫県 加古川市別府町宮田 0.16
京都府 向日市 5.5 兵庫県 川西市霞ヶ丘２丁目 0.030
京都府 南丹市 0.00012 兵庫県 小野市王子町 0.090
京都府 大山崎町 0.0032 兵庫県 加西市北条町横尾 0.14
大阪府 大阪市阿倍野区桃ヶ池町 1.9 兵庫県 朝来市和田山町和田山 0.00063
大阪府 大阪市平野区瓜破東 2.3 兵庫県 加東市東実 0.024
大阪府 大阪市港区夕凪 4.7 兵庫県 稲美町国安 0.0015
大阪府 大阪市住吉区遠里小野 1.0 兵庫県 播磨町宮西２丁目 0.093
大阪府 大阪市東淀川区小松 0.76 奈良県 奈良市二名一丁目 0.069
大阪府 大阪市城東区東中浜 0.42 奈良県 奈良市東登美ヶ丘四丁目 0.028
大阪府 堺市北区金岡町 20 奈良県 奈良市鶴舞東町 0.055
大阪府 堺市南区城山台 2.2 奈良県 奈良市藺生町 0.32
大阪府 堺市堺区大仙中町 1.2 奈良県 奈良市都祁吐山町 0.034
大阪府 堺市北区中村町 84 奈良県 五條市二見 0.075
大阪府 堺市西区浜寺石津町中 0.16 奈良県 五條市原町 0.12
大阪府 堺市東区引野町 4.8 奈良県 生駒市小明町 0.12
大阪府 堺市中区深井中町 0.62 奈良県 生駒市俵口町 0.078
大阪府 岸和田市地蔵浜町 2.4 奈良県 平群町若葉台 0.13
大阪府 豊中市上新田 0.88 奈良県 斑鳩町龍田 1.2
大阪府 吹田市佐竹台 2.2 和歌山県 和歌山市六十谷 0.0075
大阪府 高槻市大冠町2丁目 0.066 和歌山県 和歌山市弘西 0.33
大阪府 貝塚市清児 1.6 和歌山県 和歌山市里 0.21
大阪府 枚方市香里ヶ丘 0.34 和歌山県 和歌山市有本 0.60
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和歌山県 和歌山市直川 0.22 岡山県 赤磐市桜が丘西 0.019
和歌山県 海南市沖野々 11 岡山県 真庭市鍋屋 0.0050
和歌山県 田辺市龍神村柳瀬 0.028 岡山県 美作市福本 0.0011
和歌山県 新宮市三輪崎字松原添 0.46 岡山県 浅口市鴨方町鴨方 0.037
和歌山県 紀の川市貴志川町岸小野 4.3 岡山県 矢掛町西川面 0.68
和歌山県 かつらぎ町東渋田 0.27 岡山県 新庄村 0.00060
和歌山県 九度山町中古沢 0.054 岡山県 鏡野町女原 0.00075
和歌山県 有田川町長田 0.026 岡山県 奈義町滝本 0.096
和歌山県 有田川町板尾 0.077 岡山県 久米南町里方 0.072
和歌山県 印南町上洞 0.38 岡山県 吉備中央町加茂市場 0.028
和歌山県 日高川町高津尾 0.019 広島県 広島市中区袋町 0.020
和歌山県 白浜町十九渕 0.18 広島県 広島市中区舟入中町 0.029
和歌山県 白浜町日置 0.60 広島県 広島市中区広瀬町 0.087
和歌山県 白浜町日置 0.071 広島県 広島市東区山根町 0.058
和歌山県 上富田町岡字宮代 0.60 広島県 広島市南区楠那町 0.0018
和歌山県 すさみ町江住 0.26 広島県 広島市西区庚午中 0.34
和歌山県 那智勝浦町浦神 0.20 広島県 呉市伏原二丁目 0.12
和歌山県 古座川町三尾川 0.031 広島県 呉市阿賀南一丁目 0.013
和歌山県 串本町有田 0.0063 広島県 呉市仁方本町一丁目 0.30
和歌山県 串本町上田原 2.3 広島県 三原市沼田東町方島 0.031
鳥取県 鳥取市鹿野町鹿野 0.044 広島県 尾道市因島重井町 0.040
鳥取県 八頭町坂田 0.0013 広島県 福山市川口町 0.068
鳥取県 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 0.054 広島県 福山市西町 0.055
鳥取県 東伯郡琴浦町赤碕 0.020 広島県 福山市幕山台 0.62
鳥取県 東伯郡琴浦町逢束 0.074 広島県 福山市駅家町近田 0.052
鳥取県 東伯郡北栄町弓原 0.021 広島県 三次市作木町下作木 0.012
鳥取県 伯耆町吉長 0.0016 広島県 庄原市高野町下湯川 0.0083
鳥取県 日野郡日野町根雨 0.00015 広島県 大竹市小方 0.47
島根県 松江市比津町 0.050 広島県 東広島市鏡山2丁目 0.0057
島根県 松江市古志原 0.14 広島県 東広島市福富町下竹仁 0.091
島根県 松江市玉湯町玉湯 0.0053 広島県 廿日市市桜尾本町 0.61
島根県 出雲市佐田町一窪田 0.015 広島県 廿日市市吉和 0.0053
島根県 出雲市多伎町久村 0.029 広島県 安芸高田市高宮町原田 0.035
島根県 安来市安来町 2.4 広島県 江田島市大柿町柿浦 0.047
島根県 安来市清瀬町 0.052 広島県 坂町北新地 1.6
島根県 雲南市加茂町宇治 0.47 広島県 安芸太田町中筒賀 0.012
島根県 雲南市木次町里方 0.43 広島県 大崎上島町沖浦 0.0078
島根県 雲南市掛合町掛合 0.098 広島県 世羅町賀茂 0.020
島根県 東出雲町大字下意東 0.54 広島県 神石高原町福永 0.14
島根県 奥出雲町三成 0.021 山口県 下関市清末陣屋 0.012
島根県 飯南町頓原 0.044 山口県 下関市長府逢坂町 0.0091
島根県 飯南町下赤名 0.17 山口県 下関市長府日の出町 0.0033
岡山県 岡山市新保 2.8 山口県 下関市木屋川南町二丁目 0.0037
岡山県 岡山市灘崎町西紅陽台1丁目 0.72 山口県 下関市大字内日下字福寿庵 0.0037
岡山県 岡山市灘崎町川張 0.29 山口県 下関市豊田町大字矢田 0.0014
岡山県 岡山市佐山 0.26 山口県 宇部市大字東岐波 0.17
岡山県 岡山市大井 0.82 山口県 宇部市笹山町 0.20
岡山県 岡山市平山 0.88 山口県 宇部市東小羽山町 0.070
岡山県 岡山市大多羅 0.42 山口県 宇部市大字妻崎開作 0.030
岡山県 岡山市浦間 0.23 山口県 山口市平井 0.0044
岡山県 岡山市瀬戸町大内 0.42 山口県 山口市駅通り 0.096
岡山県 岡山市建部町田地子 0.61 山口県 山口市大内矢田 0.088
岡山県 倉敷市鶴形 0.066 山口県 萩市大字江崎 0.069
岡山県 倉敷市老松町 0.11 山口県 萩市大字須佐 0.0040
岡山県 倉敷市水島西千鳥町 0.60 山口県 防府市大字上右田 0.025
岡山県 倉敷市児島味野城 0.0033 山口県 防府市大字西浦 0.036
岡山県 倉敷市玉島乙島 0.89 山口県 防府市大字台道 0.44
岡山県 倉敷市船穂町船穂 0.045 山口県 防府市華浦 2.0
岡山県 倉敷市真備町川辺 0.024 山口県 下松市清瀬町 0.16
岡山県 倉敷市真備町箭田 0.26 山口県 下松市潮音町 0.00061
岡山県 津山市金井 0.066 山口県 岩国市小瀬 0.13
岡山県 玉野市宇野 1.5 山口県 岩国市柱野 0.080
岡山県 笠岡市今市 0.028 山口県 岩国市御庄 0.21
岡山県 井原市七日市町 0.014 山口県 光市島田 0.18
岡山県 総社市西阿曽 0.25 山口県 光市大字束荷 0.062
岡山県 高梁市正宗町 0.058 山口県 長門市東深川 0.011
岡山県 新見市高尾 0.0012 山口県 柳井市日積 0.041
岡山県 新見市哲西畑木 0.050 山口県 美祢市美東町大田 0.0051
岡山県 備前市西片上 0.051 山口県 周南市今住町 0.52
岡山県 瀬戸内市長船町土師地内 0.0015 山口県 周南市桶川町 2.1
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山口県 山陽小野田市新有帆町 0.36 福岡県 広川町長延 0.044
山口県 山陽小野田市大字津布田 0.69 福岡県 矢部村北矢部 0.077
山口県 周防大島町大字西屋代 0.47 福岡県 大木町大字侍島 12
徳島県 徳島市上八万町 0.15 福岡県 みやこ町豊津 0.00091
徳島県 鳴門市大津町 0.099 福岡県 上毛町西友枝 0.36
徳島県 阿南市羽ノ浦町 0.47 佐賀県 唐津市竹木場 0.11
徳島県 美馬市脇町 0.067 佐賀県 伊万里市黒川町大黒川 0.032
徳島県 勝浦郡上勝町大字正木 6.5 佐賀県 武雄市西川登町神六 0.055
徳島県 名西郡石井町石井 0.059 佐賀県 小城市芦刈町永田 0.028
徳島県 名西郡神山町神領 0.030 佐賀県 嬉野市嬉野町下宿 0.058
徳島県 那賀郡那賀町小仁宇 0.027 佐賀県 神埼市脊振町服巻 0.065
徳島県 海部郡海陽町宍喰浦 0.083 佐賀県 吉野ヶ里町吉田 0.0071
徳島県 板野郡北島町中村 0.069 佐賀県 白石町深浦 0.021
徳島県 板野郡板野町大寺 0.19 長崎県 長崎市丸尾町 0.00098
徳島県 美馬郡つるぎ町貞光 0.0093 長崎県 長崎市小菅町 0.18
徳島県 三好郡東みよし町昼間 0.046 長崎県 長崎市下西山町 0.013
愛媛県 松山市平井町 0.055 長崎県 長崎市大園町 0.034
愛媛県 松山市食場町 0.068 長崎県 長崎市中園町 0.022
愛媛県 松山市高浜6丁目 0.015 長崎県 長崎市三原町 0.094
高知県 高知市吉田町 0.023 長崎県 長崎市本河内町2丁目 0.086
高知県 高知市新屋敷 0.024 長崎県 長崎市風頭町 0.054
高知県 南国市三畠 0.078 長崎県 長崎市三景台町 0.070
高知県 越知町越知甲 0.0080 長崎県 長崎市西出津町 0.47
福岡県 北九州市門司区老松町 0.017 長崎県 長崎市神浦夏井町 0.052
福岡県 北九州市門司区黒川西1丁目 0.11 長崎県 長崎市永田町 0.88
福岡県 北九州市門司区恒見町 0.10 長崎県 長崎市琴海村松町 0.019
福岡県 北九州市門司区羽山1丁目 0.015 長崎県 長崎市長浦町 0.27
福岡県 北九州市小倉南区南方2丁目 0.065 長崎県 長崎市琴海村松町 0.067
福岡県 北九州市若松区宮前町 0.0092 熊本県 熊本市四方寄町 0.066
福岡県 北九州市若松区鴨生田4丁目 0.035 熊本県 熊本市楠 2.4
福岡県 北九州市八幡東区祝町1丁目 0.12 熊本県 熊本市龍田町 2.7
福岡県 北九州市八幡西区東川頭町 0.72 熊本県 熊本市大江 0.046
福岡県 北九州市八幡西区永犬丸南町1丁目 0.018 熊本県 熊本市出水 0.0049
福岡県 福岡市東区雁ノ巣１丁目 0.088 熊本県 熊本市沼山津 0.027
福岡県 福岡市東区高美台１丁目 0.48 熊本県 熊本市浜口町 0.036
福岡県 福岡市東区青葉６丁目 0.027 熊本県 熊本市今町 0.038
福岡県 福岡市博多区東光寺町２丁目 0.21 熊本県 熊本市御幸笛田 0.00078
福岡県 福岡市博多区麦野２丁目 1.8 熊本県 熊本市良町 2.0
福岡県 福岡市中央区荒津２丁目 5.1 熊本県 八代市鏡町両出 0.0071
福岡県 福岡市南区屋形原３丁目 0.020 熊本県 葦北郡芦北町大字花岡 0.0019
福岡県 福岡市南区若久６丁目 0.78 熊本県 球磨郡多良木町大字多良木 0.0022
福岡県 福岡市城南区片江５丁目 0.36 熊本県 球磨郡相良村大字深水 0.039
福岡県 福岡市早良区野芥４丁目 0.043 熊本県 球磨郡球磨村大字渡 1.7
福岡県 福岡市早良区内野１丁目 0.038 大分県 大分市横塚 0.017
福岡県 福岡市早良区愛宕３丁目 0.0037 大分県 大分市大在浜 0.011
福岡県 福岡市西区大字周船寺 0.047 大分県 大分市大字志生木 1.3
福岡県 福岡市西区今宿東２丁目 1.2 大分県 大分市中戸次 0.00055
福岡県 大牟田市櫟野 2.6 大分県 大分市大字河原内 0.29
福岡県 田川市伊加利 0.033 大分県 臼杵市大字臼杵 0.086
福岡県 朝倉市福田 0.0063 大分県 津久見市大字津久見浦 0.020
福岡県 朝倉市三奈木 0.0071 大分県 竹田市久住町大字栢木 0.0083
福岡県 朝倉市安川 0.62 大分県 竹田市直入町長湯 0.021
福岡県 朝倉市杷木池田 0.028 大分県 豊後高田市西真玉字 1.0
福岡県 朝倉市宮野 0.012 大分県 杵築市大字杵築 3.4
福岡県 八女市前古賀 0.00042 大分県 宇佐市大字城井 0.051
福岡県 春日市大土居 0.25 大分県 由布市挾間町向原 0.46
福岡県 前原市大字本 0.082 大分県 九重町大字管原 0.15
福岡県 前原市大字泊 0.022 大分県 玖珠町大字塚脇 0.061
福岡県 前原市大字高祖 0.020 宮崎県 宮崎市大字折生迫 0.18
福岡県 うきは市吉井町八和田 0.053 宮崎県 宮崎市大字本郷北方 0.0013
福岡県 うきは市浮羽町新川 0.0025 宮崎県 宮崎市田野町甲 0.0051
福岡県 宮若市福丸 0.0014 宮崎県 都城市下川東 1.2
福岡県 嘉麻市上西郷 0.0071 宮崎県 延岡市古城町 0.069
福岡県 那珂川町市ノ瀬 55 宮崎県 日南市今町 1.5
福岡県 志免町南里 0.042 宮崎県 小林市大字細野 0.17
福岡県 新宮町三代 0.093 宮崎県 串間市大字北方 0.31
福岡県 岡垣町吉本東 0.00050 宮崎県 えびの市大字栗下 0.085
福岡県 筑前町篠隈 0.0030 宮崎県 木城町大字椎木 3.1
福岡県 志摩町初 0.0034 宮崎県 日之影町大字七折 0.14
福岡県 立花町上辺春 0.0017 鹿児島県 鹿児島市古里町 0.040
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平成19年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）

地域概況調査　一般環境把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g)

鹿児島県 鹿児島市黒神町 0.0042
鹿児島県 鹿屋市北田町 0.88
鹿児島県 西之表市西之表 0.80
鹿児島県 薩摩川内市中郷1丁目 0.026
鹿児島県 日置市伊集院町徳重 0.50
鹿児島県 曽於市末吉町本町2丁目 0.0056
鹿児島県 霧島市国分福島1丁目 0.051
沖縄県 石垣市新川 0.019
沖縄県 石垣市登野城 0.83
沖縄県 宮古島市下里地内 0.25
沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根地区 0.29
沖縄県 宮古島市城辺字福里地区 0.072
沖縄県 宮古島市伊良部 0.048
沖縄県 渡嘉敷村字渡嘉敷 1.1
沖縄県 座間味村字座間味 0.24
沖縄県 粟国村字東 0.21
沖縄県 渡名喜村 0.21
沖縄県 多良間村字塩川 0.042
沖縄県 竹富町字小浜 0.022
沖縄県 与那国町与那国 0.17

- 74 -



平成19年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）

地域概況調査　発生源周辺状況把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量 都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

北海道 札幌市東区中沼町 0.38 山形県 天童市乱川 0.075
北海道 札幌市西区発寒１５条２丁目 3.0 山形県 鮭川村大字庭月 0.65
北海道 札幌市手稲区新発寒５条４丁目 0.98 山形県 鮭川村大字京塚 1.0
青森県 青森市大字戸門 0.83 山形県 鮭川村大字京塚 1.2
青森県 青森市浪岡大字下十川 4.0 山形県 川西町下小松 0.000060
青森県 八戸市大字市川町字吹上 4.6 山形県 小国町大字舟渡 1.2
青森県 平内町薬師野字家岸 5.3 山形県 小国町大字舟渡 0.048
岩手県 盛岡市門二丁目 22 山形県 飯豊町大字添川 0.22
岩手県 盛岡市門二丁目 6.0 山形県 飯豊町大字添川 0.45
岩手県 盛岡市門字角下 62 山形県 庄内町家根合 4.8
岩手県 盛岡市門字角下 51 山形県 庄内町宮曽根 5.3
岩手県 盛岡市門二丁目 22 山形県 庄内町落合 0.47
岩手県 盛岡市門字角下 21 福島県 郡山市大平町地内 1.0
岩手県 盛岡市向中野字新田地内（北上川河川緑地地内） 0.15 福島県 郡山市日和田町八丁目堰山 0.10
岩手県 盛岡市向中野字新田地内（北上川河川緑地地内） 1.1 福島県 いわき市泉町下川字須賀蛭 2.8
岩手県 盛岡市手代森7地割新道下 10 福島県 いわき市泉町下川字大剣 2.1
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 10 福島県 いわき市泉町黒須野字江越 5.5
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 6.1 福島県 いわき市泉町6丁目 7.3
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 8.7 福島県 三春町字丈六 0.14
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 3.2 福島県 三春町字鶴蒔田 0.049
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 9.4 福島県 三春町字御免町 0.013
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 10 福島県 三春町字御免町 0.035
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 4.6 福島県 三春町字丈六 0.23
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 1.7 福島県 三春町字雁木田 0.054
岩手県 花巻市石鳥谷町猪鼻第3地割 0.033 福島県 三春町字八島台三丁目 1.1
岩手県 一関市花泉町永井字角屋 1.2 福島県 三春町字一本松 0.80
岩手県 一関市花泉町永井字角屋 4.9 福島県 三春町字山崎 0.0042
岩手県 一関市花泉町永井字九千沢 3.2 埼玉県 さいたま市南区辻 27
岩手県 一関市花泉町永井字九千沢 0.70 埼玉県 さいたま市南区辻 15
岩手県 一関市花泉町永井字角屋 1.1 埼玉県 さいたま市南区内谷 34
岩手県 一関市花泉町永井字角屋 8.8 埼玉県 戸田市笹目北町 38
岩手県 一関市花泉町永井字角屋 3.2 埼玉県 戸田市美女木 3.9
岩手県 一関市花泉町永井字角屋 70 千葉県 成田市十余三 1.8
岩手県 一関市花泉町永井字角屋 2.4 千葉県 旭市さくら台 0.96
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 4.7 千葉県 習志野市秋津 16
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 0.10 千葉県 習志野市香澄 3.6
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 0.57 千葉県 浦安市舞浜 2.5
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 0.22 千葉県 四街道市大日 3.6
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 0.086 千葉県 南房総市白子 1.1
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 1.7 千葉県 匝瑳市松山 2.8
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 0.098 千葉県 山武市成東 0.053
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 0.74 千葉県 横芝光町北清水 0.48
岩手県 一関市千厩町磐清水字鷹巣 0.49 東京都 品川区東五反田 2.1
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 2.3 東京都 品川区荏原 3.9
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 1.5 東京都 目黒区碑文谷 1.1
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 2.3 東京都 目黒区上目黒 9.7
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 0.92 東京都 渋谷区恵比寿南 9.8
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 2.9 東京都 青梅市今井 3.2
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 0.49 東京都 青梅市河辺町 7.1
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 0.23 東京都 青梅市今寺 0.45
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 0.061 東京都 青梅市大門 98
岩手県 一関市東山町長坂字柴宿 0.74 東京都 西多摩郡瑞穂町栗原新田 34
岩手県 金ヶ崎町西根赤稲田 5.7 富山県 砺波市太田 2.0
岩手県 金ヶ崎町西根赤稲田 15 富山県 砺波市中野 0.51
岩手県 金ヶ崎町西根赤稲田 2.8 富山県 砺波市中野 0.016
岩手県 金ヶ崎町西根森 1.8 富山県 砺波市庄川町庄 0.10
岩手県 金ヶ崎町西根久保屋敷 8.9 富山県 射水市津幡江 8.4
岩手県 金ヶ崎町西根久保屋敷 7.6 富山県 射水市片口高場 0.012
岩手県 金ヶ崎町西根赤稲田 3.7 富山県 射水市摺出寺 0.082
岩手県 金ヶ崎町西根赤稲田 12 富山県 射水市西高木 0.094
岩手県 金ヶ崎町西根赤稲田 14 石川県 輪島市美谷町 0.66
山形県 酒田市高砂二丁目 2.8 石川県 輪島市房田町 3.4
山形県 酒田市光ヶ丘一丁目 0.38 石川県 輪島市下山町 0.12
山形県 酒田市住吉町 1.1 石川県 輪島市門前町貝吹 3.4
山形県 寒河江市六供町 0.83 石川県 輪島市門前町別所 0.080
山形県 寒河江市大字寒河江 0.0029 石川県 能美市大口町 2.5
山形県 寒河江市船橋町 0.92 石川県 能美市坪野 1.0
山形県 寒河江市仲谷地二丁目 0.0022 石川県 能美市旭台 6.4
山形県 天童市大字成生 0.53 石川県 志賀町高浜町 2.3
山形県 天童市大字大清水 0.0073 石川県 志賀町安部屋 2.1
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平成19年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）

地域概況調査　発生源周辺状況把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量 都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

石川県 志賀町川尻 2.1 島根県 松江市八幡町 5.4
石川県 穴水町小又 1.1 島根県 松江市八幡町 0.94
福井県 福井市市波町 0.30 島根県 松江市八幡町 0.096
福井県 福井市安波賀町 0.030 広島県 呉市広駅前一丁目 0.22
福井県 敦賀市松原町 0.25 徳島県 徳島市方上町 0.013
福井県 敦賀市沓見 0.16 徳島県 徳島市西須賀 0.48
福井県 小浜市男山 0.16 徳島県 鳴門市大麻町 1.1
福井県 小浜市尾崎 2.0 徳島県 鳴門市大麻町 0.0059
福井県 鯖江市杉本町 0.094 徳島県 小松島市和田島町 0.27
福井県 鯖江市石田上町 0.030 徳島県 小松島市和田島町 0.20
福井県 あわら市中川 0.0018 徳島県 小松島市坂野町 0.12
福井県 あわら市東田中 1.6 徳島県 阿南市津乃峰町 0.065
長野県 長野市大字柳原 0.089 徳島県 板野郡北島町太郎八須 0.074
長野県 長野市小市１丁目 0.59 香川県 丸亀市昭和町 9.9
長野県 長野市篠ノ井小松原 0.00038 香川県 丸亀市塩屋町 0.073
長野県 長野市篠ノ井小松原 1.1 香川県 丸亀市飯山町下法軍寺 0.11
長野県 長野市篠ノ井岡田 1.1 香川県 善通寺市稲木町 0.95
長野県 上田市越戸 1.9 香川県 観音寺市大野原町丸井 0.031
長野県 千曲市屋代 8.6 香川県 三豊市詫間町詫間 3.6
長野県 安曇野市穂高 2.3 香川県 三豊市詫間町詫間 3.7
長野県 下諏訪町下屋敷 5.3 香川県 木田郡三木町平木 0.082
岐阜県 岐阜市大洞1丁目 0.010 香川県 香川郡直島町納言様 0.71
岐阜県 岐阜市芥見2丁目 1.1 香川県 綾川町畑田 0.081
岐阜県 岐阜市芥見4丁目 0.011 愛媛県 今治市喜田村１丁目 0.74
岐阜県 岐阜市芥見1丁目 0.75 愛媛県 今治市大三島町宮浦 0.32
岐阜県 岐阜市諏訪山3丁目 9.9 愛媛県 宇和島市吉田町鶴間 2.4
岐阜県 関市倉知 1.0 愛媛県 宇和島市津島町岩渕丙 0.034
岐阜県 関市倉知山崎 13 愛媛県 八幡浜市舌間 0.013
岐阜県 関市清水町 1.0 愛媛県 新居浜市磯浦町 0.43
岐阜県 可児市土田 98 愛媛県 新居浜市新須賀町４丁目 0.91
岐阜県 可児市今渡 3.9 愛媛県 新居浜市港町 0.24
岐阜県 可児市今渡 1.4 愛媛県 新居浜市光明寺１丁目 0.52
岐阜県 瑞穂市生津 0.15 愛媛県 西条市大町 0.022
岐阜県 瑞穂市生津天王町 0.016 愛媛県 西条市丹原町来見光 0.078
岐阜県 瑞穂市生津天王東町 0.73 愛媛県 伊予市大平甲 0.74
岐阜県 揖斐郡大野町黒野 0.69 愛媛県 四国中央市金生町下分馬木 0.53
岐阜県 揖斐郡大野町黒野 0.88 愛媛県 四国中央市村松町字蛭子縄 1.3
岐阜県 揖斐郡大野町相羽 1.4 愛媛県 四国中央市中之庄町字光明 0.46
京都府 京都市伏見区深草鞍ヶ谷町 4.2 愛媛県 四国中央市土居町畑野 0.18
京都府 亀岡市 0.0018 愛媛県 東温市志津川 0.60
京都府 亀岡市 0.0017 愛媛県 喜多郡内子町内子 0.021
京都府 城陽市 0.31 愛媛県 愛南町久良 0.20
京都府 京丹後市 0.14 福岡県 筑紫野市山家 0.13
京都府 南丹市 0.13 福岡県 大野城市旭ヶ丘 0.085
京都府 木津川市 8.1 福岡県 古賀市日吉 2.7
兵庫県 神戸市東灘区本山北町2丁目 0.038 福岡県 宮若市四郎丸 0.30
兵庫県 神戸市東灘区住吉南町1丁目 0.021 福岡県 宇美町貴船 0.038
兵庫県 神戸市中央区吾妻通4丁目 0.18 福岡県 遠賀町浅木 0.0012
兵庫県 神戸市兵庫区須佐野通3丁目 11 福岡県 遠賀町松の本 0.35
兵庫県 神戸市北区ひよどり台3丁目 0.088 福岡県 上毛町下唐原 0.0050
兵庫県 神戸市長田区野田町5丁目 0.0012 長崎県 佐世保市下本山町 2.7
兵庫県 神戸市須磨区若草町2丁目 0.0040 長崎県 佐世保市棚方町 0.077
兵庫県 神戸市西区池上2丁目 0.0029 長崎県 佐世保市田の浦町 1.7
奈良県 五條市田園 0.13 長崎県 佐世保市卸本町 1.2
奈良県 生駒市元町 1.2 長崎県 諫早市日の出町 0.044
奈良県 平群町若井 0.33 長崎県 諫早市福田町 0.059
奈良県 斑鳩町高安 0.044 長崎県 大村市森園町 0.081
和歌山県 那智勝浦町天満 27 長崎県 大村市松並 8.3
和歌山県 那智勝浦町川関 0.58 長崎県 平戸市田平町 0.063
和歌山県 那智勝浦町天満 89 長崎県 対馬市厳原町 0.056
和歌山県 那智勝浦町天満 7.1 長崎県 壱岐市芦辺町 0.066
和歌山県 那智勝浦町天満 0.62 長崎県 五島市 3.1
鳥取県 鳥取市布勢 2.1 長崎県 南島原市南有馬町 0.14
鳥取県 鳥取市河原町山手 0.0041 長崎県 南島原市北有馬町 1.2
鳥取県 米子市大崎 0.0016 長崎県 東彼杵郡川棚町 0.058
鳥取県 米子市大篠津町 0.033 長崎県 南松浦郡新上五島町 2.8
鳥取県 倉吉市国府 3.0 熊本県 八代市中北町 0.32
鳥取県 伯耆町二部 0.044 熊本県 人吉市東間下 0.0059
鳥取県 日野郡日野町黒坂 0.00022 熊本県 水俣市塩浜町 1.1
島根県 松江市八幡町 3.4 熊本県 八代郡氷川町今 0.0071
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地域概況調査　発生源周辺状況把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g)

熊本県 球磨郡あさぎり町免田東 0.0061
宮崎県 宮崎市大字島之内 0.21
宮崎県 宮崎市佐土原町下田島二ツ立 0.055
鹿児島県 鹿児島市桜島西道町 0.30
鹿児島県 鹿児島市桜島赤生原町 0.024
沖縄県 石垣市平得地内 道路脇 1.3
沖縄県 石垣市平得 7.7
沖縄県 石垣市真栄里良原 0.28
沖縄県 石垣市登野城 0.17
沖縄県 石垣市平得地底原 1.6
沖縄県 石垣市バンナ公園（石垣ダムそば） 1.8
沖縄県 石垣市 0.60
沖縄県 石垣市バンナ公園付近 0.67
沖縄県 石垣市登野城 0.094
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範囲確定調査

都道府県 調査地点 毒性等量 都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

福島県 大熊町大字小入野 1400 三重県 朝日町 120
福島県 大熊町大字小入野 2900 三重県 朝日町 120
福島県 大熊町大字小入野 0.16 三重県 朝日町 150
福島県 大熊町大字小入野 120 三重県 朝日町 180
福島県 大熊町大字小入野 49 三重県 朝日町 140
福島県 大熊町大字小入野 7.9 三重県 朝日町 170
福島県 大熊町大字小入野 2500 三重県 朝日町 130
福島県 大熊町大字小入野 180 三重県 朝日町 280
福島県 大熊町大字小入野 130 三重県 朝日町 210
福島県 大熊町大字小入野 870 三重県 朝日町 200
福島県 大熊町大字小入野 180 三重県 朝日町 250
福島県 大熊町大字小入野 47 三重県 朝日町 550
福島県 大熊町大字小入野 75 三重県 朝日町 540
福島県 大熊町大字小入野 7.1 三重県 朝日町 250
福島県 大熊町大字小入野 7.7 三重県 朝日町 160
三重県 朝日町 190 三重県 朝日町 130
三重県 朝日町 240 三重県 朝日町 150
三重県 朝日町 290 三重県 朝日町 200
三重県 朝日町 250 三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 290 三重県 朝日町 100
三重県 朝日町 780 三重県 朝日町 230
三重県 朝日町 360 三重県 朝日町 65
三重県 朝日町 500 三重県 朝日町 120
三重県 朝日町 640 三重県 朝日町 190
三重県 朝日町 580 三重県 朝日町 130
三重県 朝日町 410 三重県 朝日町 230
三重県 朝日町 440 三重県 朝日町 240
三重県 朝日町 460 三重県 朝日町 200
三重県 朝日町 380 三重県 朝日町 120
三重県 朝日町 270 三重県 朝日町 120
三重県 朝日町 350 三重県 朝日町 170
三重県 朝日町 300 三重県 朝日町 220
三重県 朝日町 510 三重県 朝日町 140
三重県 朝日町 310 三重県 朝日町 200
三重県 朝日町 160 三重県 朝日町 170
三重県 朝日町 86 三重県 朝日町 320
三重県 朝日町 69 三重県 朝日町 130
三重県 朝日町 84 三重県 朝日町 160
三重県 朝日町 95 三重県 朝日町 170
三重県 朝日町 220 三重県 朝日町 340
三重県 朝日町 190 三重県 朝日町 330
三重県 朝日町 96 三重県 朝日町 400
三重県 朝日町 93 三重県 朝日町 230
三重県 朝日町 82 三重県 朝日町 400
三重県 朝日町 34 三重県 朝日町 420
三重県 朝日町 77 三重県 朝日町 390
三重県 朝日町 34 三重県 朝日町 450
三重県 朝日町 36 三重県 朝日町 320
三重県 朝日町 43 三重県 朝日町 590
三重県 朝日町 71 三重県 朝日町 680
三重県 朝日町 110 三重県 朝日町 1000
三重県 朝日町 100 三重県 朝日町 880
三重県 朝日町 100 三重県 朝日町 560
三重県 朝日町 140 三重県 朝日町 670
三重県 朝日町 150 三重県 朝日町 460
三重県 朝日町 660 三重県 朝日町 440
三重県 朝日町 190 三重県 朝日町 350
三重県 朝日町 630 三重県 朝日町 370
三重県 朝日町 580 三重県 朝日町 530
三重県 朝日町 330 三重県 朝日町 540
三重県 朝日町 120 三重県 朝日町 240
三重県 朝日町 200 三重県 朝日町 290
三重県 朝日町 200 三重県 朝日町 480
三重県 朝日町 100 三重県 朝日町 430
三重県 朝日町 180 三重県 朝日町 220
三重県 朝日町 190 三重県 朝日町 310
三重県 朝日町 210 三重県 朝日町 270
三重県 朝日町 380 三重県 朝日町 240
三重県 朝日町 420 三重県 朝日町 230
三重県 朝日町 110 三重県 朝日町 260
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範囲確定調査

都道府県 調査地点 毒性等量 都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

三重県 朝日町 140 三重県 朝日町 99
三重県 朝日町 210 三重県 朝日町 180
三重県 朝日町 200 三重県 朝日町 49
三重県 朝日町 200 三重県 朝日町 46
三重県 朝日町 140 三重県 朝日町 35
三重県 朝日町 520 三重県 朝日町 300
三重県 朝日町 200 三重県 朝日町 100
三重県 朝日町 470 三重県 朝日町 150
三重県 朝日町 87 三重県 朝日町 100
三重県 朝日町 68
三重県 朝日町 52
三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 73
三重県 朝日町 150
三重県 朝日町 140
三重県 朝日町 210
三重県 朝日町 590
三重県 朝日町 330
三重県 朝日町 220
三重県 朝日町 400
三重県 朝日町 1500
三重県 朝日町 280
三重県 朝日町 400
三重県 朝日町 170
三重県 朝日町 280
三重県 朝日町 260
三重県 朝日町 54
三重県 朝日町 65
三重県 朝日町 32
三重県 朝日町 16
三重県 朝日町 52
三重県 朝日町 69
三重県 朝日町 17
三重県 朝日町 16
三重県 朝日町 16
三重県 朝日町 19
三重県 朝日町 23
三重県 朝日町 42
三重県 朝日町 57
三重県 朝日町 180
三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 100
三重県 朝日町 98
三重県 朝日町 50
三重県 朝日町 200
三重県 朝日町 240
三重県 朝日町 290
三重県 朝日町 600
三重県 朝日町 220
三重県 朝日町 520
三重県 朝日町 400
三重県 朝日町 410
三重県 朝日町 150
三重県 朝日町 170
三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 120
三重県 朝日町 71
三重県 朝日町 120
三重県 朝日町 73
三重県 朝日町 150
三重県 朝日町 200
三重県 朝日町 430
三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 200
三重県 朝日町 180
三重県 朝日町 110
三重県 朝日町 95
三重県 朝日町 130
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対策効果確認調査

都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g)

三重県 朝日町小向 420
三重県 朝日町小向 330
三重県 朝日町小向 460
三重県 朝日町小向 450
三重県 朝日町小向 790
三重県 朝日町小向 430
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