
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 函館市高盛町 0.29 福島県 いわき市四倉町狐塚 0.036
北海道 函館市臼尻町 0.41 福島県 いわき市平下高久 0.047
北海道 旭川市東鷹栖4条 11 福島県 いわき市平上片寄上ノ内 0.0019
北海道 旭川市東旭川北1条 0.85 福島県 いわき市平下片寄 13
北海道 旭川市7条通 1.6 福島県 いわき市平上神谷 0.21
北海道 旭川市神居9条 1.2 福島県 いわき市平中神谷 0.012
北海道 旭川市神楽岡5条 0.070 福島県 白河市北中川原 0.011
北海道 北見市北4条 0.048 福島県 二本松市油井 0.24
北海道 北見市仁頃 0.18 福島県 楢葉町大字波倉 1.1
北海道 留萌市大字留萌村 0.70 茨城県 日立市滑川町 44
北海道 稚内市緑 0.046 茨城県 土浦市手野町 0.86
北海道 稚内市潮見 0.14 茨城県 古河市駒込 3.0
北海道 上富良野町扇町 0.27 茨城県 石岡市嘉良寿理 1.4
北海道 南富良野町字幾寅 0.064 茨城県 常総市向石下 0.22
北海道 和寒町字三和 0.029 茨城県 常陸太田市町屋町 0.28
北海道 浜頓別町 0.018 茨城県 高萩市上手綱 4.0
北海道 礼文町香深 0.065 茨城県 笠間市平町 0.053
北海道 利尻町沓形 0.024 茨城県 取手市寺田 0.083
北海道 幌延町東町 0.0011 茨城県 ひたちなか市牛久保 37
青森県 青森市大野 0.38 茨城県 潮来市潮来 0.16
青森県 三沢市大町 0.26 茨城県 常陸大宮市長倉 1.4
青森県 今別町今別 0.60 茨城県 那珂市中台 4.8
青森県 鯵ヶ沢町舞戸町 0.11 茨城県 筑西市野殿 4.5
青森県 田舎館村大根子 0.11 茨城県 稲敷市上君山 3.4
青森県 野辺地町石神裏 2.5 茨城県 神栖市波崎 0.80
青森県 大間町奥戸 0.084 茨城県 神栖市横瀬 11
青森県 風間浦村易国間 0.27 茨城県 行方市小貫 6.4
青森県 新郷村戸来 0.18 茨城県 茨城町宮ヶ崎 0.28
岩手県 盛岡市東松園 9.9 茨城県 大子町上岡 3.4
岩手県 北上市稲瀬町 3.4 茨城県 大子町高柴柏原 1.4
岩手県 遠野市土淵町 1.1 茨城県 五霞町川妻 17
岩手県 一関市八幡町 2.0 栃木県 宇都宮市篠井町 4.7
岩手県 八幡平市馬場下 0.0095 栃木県 宇都宮市田野町 2.5
岩手県 西和賀町左草 0.25 栃木県 宇都宮市板戸町 1.1
岩手県 野田村大字野田 0.15 栃木県 宇都宮市柳田町 43
宮城県 仙台市太白区茂庭台 0.79 栃木県 宇都宮市氷室町 2.0
宮城県 仙台市太白区泉崎 1.1 栃木県 宇都宮市松風台 2.6
宮城県 仙台市太白区郡山 0.90 栃木県 足利市西宮町 0.00025
宮城県 仙台市太白区東郡山 0.021 栃木県 栃木市境町 3.7
宮城県 仙台市泉区虹の丘 7.5 栃木県 佐野市田沼町 1.8
宮城県 仙台市泉区八乙女 8.5 栃木県 鹿沼市楡木町 0.068
宮城県 仙台市泉区向陽台 1.0 栃木県 日光市足尾町 0.037
宮城県 仙台市泉区歩坂町 2.3 栃木県 小山市三峯 3.4
宮城県 仙台市泉区鶴が丘 2.7 栃木県 真岡市高田 4.0
宮城県 仙台市泉区鶴が丘 5.1 栃木県 大田原市市野沢 0.0013
宮城県 石巻市水明北 0.11 栃木県 矢板市木幡 0.13
宮城県 気仙沼市田中前 0.14 栃木県 那須塩原市共墾社 0.71
宮城県 村田町大字村田 0.0090 栃木県 さくら市喜連川 0.22
宮城県 大衡村大森 0.000033 栃木県 那須烏山市谷浅見 1.9
宮城県 加美町柳沢 0.067 栃木県 下野市小金井 0.90
秋田県 秋田市土崎港西 0.091 栃木県 上三川町石田 0.36
秋田県 秋田市太平山谷 1.2 栃木県 西方町本城 4.2
秋田県 秋田市仁井田横山 1.1 栃木県 茂木町小井戸 3.4
秋田県 秋田市上新城五十丁 0.16 栃木県 芳賀町芳志戸 3.4
秋田県 秋田市河辺北野田高屋 0.96 栃木県 壬生町幸町 5.3
秋田県 秋田市新屋大川町 0.12 栃木県 高根沢町光陽台 0.091
秋田県 横手市雄物川町谷地新田 5.0 栃木県 那須町寺子乙 0.34
秋田県 大館市岩瀬 3.6 群馬県 前橋市三俣町 2.8
秋田県 男鹿市払戸川向 0.99 群馬県 高崎市台新田町 7.4
秋田県 湯沢市若葉町 0.46 群馬県 高崎市中室田町 1.1
秋田県 由利本荘市西目町沼田 0.035 群馬県 高崎市倉渕町 0.0034
秋田県 大仙市協和中淀川 0.13 群馬県 太田市大原町 13
秋田県 大仙市強首 0.27 群馬県 草津町草津 0.88
秋田県 北秋田市本城 0.021 群馬県 高山村中山 7.5
秋田県 にかほ市金浦 0.044 群馬県 片品村鎌田 0.060
秋田県 八峰町峰浜水沢 0.44 群馬県 昭和村森下 0.079
福島県 郡山市富久山町福原 3.9 群馬県 玉村町下之宮 0.47
福島県 郡山市安積町荒井 3.5 群馬県 玉村町上福島 3.2
福島県 郡山市富田町 0.013 群馬県 玉村町福島 0.0054
福島県 郡山市安積町荒井 0.0075 群馬県 玉村町樋越 0.0065
福島県 いわき市山田町林崎前 0.034 埼玉県 さいたま市大宮区上小町 10
福島県 いわき市泉町玉露 0.062 埼玉県 さいたま市桜区栄和 4.3
福島県 いわき市常磐湯本町日渡 0.069 埼玉県 さいたま市南区南浦和 0.75
福島県 いわき市内郷高坂町台 0.015 埼玉県 さいたま市岩槻区古ヶ場 2.7
福島県 いわき市平赤井字田町 0.092 埼玉県 川越市西小仙波町 0.85
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埼玉県 川越市川鶴 2.5 東京都 大田区萩中 3.2
埼玉県 川越市笠幡 1.9 東京都 世田谷区駒沢 1.7
埼玉県 川越市大字渋井 13 東京都 杉並区浜田山 12
埼玉県 川越市南大塚 0.78 東京都 豊島区目白 42
埼玉県 川口市東川口 0.066 東京都 板橋区志村 1.3
埼玉県 川口市東領家 0.42 東京都 足立区谷中 14
埼玉県 川口市芝中田 0.038 東京都 葛飾区奥戸 0.93
埼玉県 行田市大字馬見塚 1.6 東京都 江戸川区松本 5.1
埼玉県 行田市棚田町 3.2 東京都 八王子市裏高尾町 2.6
埼玉県 行田市藤原町 23 東京都 立川市西砂町 4.8
埼玉県 飯能市双柳 1.6 東京都 府中市矢崎町 0.0016
埼玉県 飯能市長沢 0.53 東京都 東村山市恩多町 5.4
埼玉県 飯能市下赤工 0.18 東京都 狛江市駒井町 0.29
埼玉県 飯能市阿須 1.8 東京都 東久留米市中央町 8.3
埼玉県 飯能市上名栗 0.23 神奈川県 横浜市鶴見区馬場 0.039
埼玉県 本庄市児玉町元田 1.1 神奈川県 横浜市神奈川区羽沢町 0.16
埼玉県 羽生市上岩瀬 0.38 神奈川県 横浜市西区藤棚町 0.17
埼玉県 羽生市手子林 1.2 神奈川県 横浜市港南区日限山 0.00093
埼玉県 羽生市弥勒 6.0 神奈川県 横浜市旭区上白根町 0.055
埼玉県 羽生市上新郷 0.045 神奈川県 横浜市金沢区能見台東 0.038
埼玉県 戸田市上戸田 29 神奈川県 横浜市緑区十日市場町 0.020
埼玉県 戸田市川岸 3.0 神奈川県 横浜市都筑区牛久保 0.00066
埼玉県 戸田市笹目北町 60 神奈川県 横浜市瀬谷区阿久和東 0.99
埼玉県 戸田市喜沢南 2.8 神奈川県 横浜市戸塚区秋葉町 0.051
埼玉県 戸田市笹目 2.2 神奈川県 川崎市川崎区藤崎 11
埼玉県 戸田市美女木 3.5 神奈川県 川崎市幸区小倉 26
埼玉県 戸田市新曽 2.2 神奈川県 川崎市中原区井田 4.6
埼玉県 朝霞市大字上内間木 0.20 神奈川県 川崎市高津区下作延 0.61
埼玉県 朝霞市三原 3.5 神奈川県 川崎区宮前区有馬 3.4
埼玉県 朝霞市岡 2.8 神奈川県 川崎市宮前区平 1.7
埼玉県 朝霞市根岸台 3.4 神奈川県 川崎市多摩区菅仙谷 0.78
埼玉県 朝霞市栄町 0.78 神奈川県 川崎市麻生区東百合ヶ丘 2.4
埼玉県 朝霞市大字膝折 0.010 神奈川県 川崎市麻生区早野 1.5
埼玉県 朝霞市根岸台 2.5 神奈川県 川崎市麻生区はるひ野 0.030
埼玉県 朝霞市朝志ヶ丘 6.9 神奈川県 横須賀市湘南鷹取 1.5
埼玉県 朝霞市泉水 1.7 神奈川県 横須賀市上町 1.2
埼玉県 三郷市早稲田 0.068 神奈川県 横須賀市平作 0.32
埼玉県 三郷市番匠免 1.6 神奈川県 横須賀市桜が丘 1.6
埼玉県 坂戸市石井 10 神奈川県 横須賀市馬堀海岸 0.32
埼玉県 坂戸市新堀 19 神奈川県 横須賀市長坂 0.15
埼玉県 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 2.5 神奈川県 横須賀市武 2.4
埼玉県 ふじみ野市武蔵野 82 神奈川県 横須賀市粟田 5.2
埼玉県 ふじみ野市福岡新田 14 神奈川県 横須賀市久里浜台 0.37
埼玉県 ふじみ野市苗間 2.1 神奈川県 横須賀市長井 3.6
埼玉県 ふじみ野市鶴ヶ丘 12 神奈川県 横須賀市長沢 3.2
千葉県 千葉市中央区寒川町 3.4 神奈川県 横須賀市長沢 1.7
千葉県 千葉市稲毛区緑町 2.6 神奈川県 小田原市中里 7.7
千葉県 千葉市美浜区高洲 1.8 神奈川県 相模原市淵野辺 2.6
千葉県 市川市相之川 6.4 神奈川県 相模原市田名 3.4
千葉県 船橋市行田 37 神奈川県 相模原市麻溝台 1.2
千葉県 成田市玉造 0.12 神奈川県 相模原市新磯野 3.2
千葉県 成田市小菅 0.50 神奈川県 相模原市津久井町青山 0.0032
千葉県 成田市伊能 85 神奈川県 相模原市相模湖町与瀬 0.93
千葉県 旭市ロ 1.6 神奈川県 相模原市藤野町日連 0.0023
千葉県 旭市横根 2.5 神奈川県 南足柄市和田河原 0.34
千葉県 習志野市袖ヶ浦 4.2 神奈川県 開成町吉田島 0.83
千葉県 柏市松ヶ崎 2.0 神奈川県 箱根町箱根 30
千葉県 柏市高柳 1.6 神奈川県 真鶴町真鶴 0.21
千葉県 八千代市米本 1.4 神奈川県 湯河原町城堀 24
千葉県 八千代市大和田 5.0 新潟県 新潟市中央区沼垂東 調査指標値未満注１）

千葉県 八千代市高津東 0.0054 新潟県 新潟市江南区五月町 調査指標値未満注１）

千葉県 鴨川市天津 0.055 新潟県 新潟市西蒲区和納 調査指標値未満注１）

千葉県 君津市人見 4.1 新潟県 新潟市東区新石山 調査指標値未満注１）

千葉県 印西市浦部 4.0 新潟県 新潟市南区白根 調査指標値未満注１）

千葉県 印西市草深 0.47 新潟県 新潟市西区内野山手 調査指標値未満注１）

千葉県 南房総市富浦町青木 2.9 新潟県 新潟市北区島見町 調査指標値未満注１）

千葉県 匝瑳市椿 0.32 新潟県 新潟市秋葉区大関 調査指標値未満注１）

千葉県 匝瑳市今泉 1.2 新潟県 村上市中原 0.34
千葉県 香取市川尻 1.2 新潟県 聖籠町大字蓮野 0.60
千葉県 栄町安食台 18 新潟県 弥彦村麓 0.43
千葉県 横芝光町宮川 0.071 新潟県 川口町西川口荒屋 0.66
千葉県 長柄町桜谷 0.11 新潟県 湯沢町大字湯沢 0.20
千葉県 御宿町須賀 1.0 富山県 富山市大泉本町 0
東京都 新宿区下落合 3.2 富山県 富山市水橋開発 0.043
東京都 品川区西大井 0.39 富山県 富山市下飯野 0.032
注１）簡易測定法による分析結果の評価
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富山県 富山市北代 9.8 愛知県 津島市大縄町 0.14
富山県 富山市婦中町羽根 0.027 愛知県 豊田市白川町 0.0016
富山県 富山市八尾町福島 0.053 愛知県 豊田市巴町 0.0068
富山県 富山市上大久保 0.11 愛知県 豊田市田平沢町 0.038
富山県 富山市花崎 0.073 愛知県 豊田市足助町 0.080
富山県 黒部市吉田 0.0018 愛知県 犬山市松本町 0.36
富山県 黒部市前沢 0.0072 愛知県 尾張旭市東本地ヶ原町 1.8
富山県 入善町入膳 0.046 愛知県 岩倉市大山寺元町 3.6
富山県 朝日町沼保 0.16 愛知県 蟹江町学戸 0.083
石川県 金沢市大友 0.0072 愛知県 武豊町字平井 0.21
石川県 七尾市中島町上町 0.029 愛知県 吉良町大字上横須賀 1.2
石川県 小松市芦田町 0.016 愛知県 豊根村上黒川 0.075
石川県 加賀市山中温泉上野町 0.044 滋賀県 大津市緑町 0.062
石川県 白山市市原戊 0.031 滋賀県 大津市際川 0.059
石川県 能美市辰口町 0.072 滋賀県 大津市秋葉台 0.59
石川県 津幡町字横浜 1.2 滋賀県 大津市上田上桐生町 0.93
石川県 志賀町富来領家町 0.34 滋賀県 長浜市高月町東阿閉 1.9
石川県 宝達志水町上田 0.93 滋賀県 守山市三宅町 0.076
石川県 能登町字松波 0.049 滋賀県 甲賀市甲賀町相模 0.0075
山梨県 北杜市長坂町大八田 0.20 滋賀県 東近江市蒲生堂町 0.081
山梨県 北杜市長坂町大八田 0.0041 滋賀県 蒲生郡竜王町綾戸 0.46
山梨県 南都留郡道志村 0.37 滋賀県 犬上郡多賀町富之尾 0.00066
山梨県 南都留郡西桂町小沼 5.7 京都府 京都市北区紫野北舟岡町 0.29
山梨県 南都留郡忍野村忍草 0.15 京都府 京都市上京区郁芳通美福東入主税町 0.0057
山梨県 南都留郡山中湖村平野 0.65 京都府 京都市左京区浄土寺上南田町 0.36
山梨県 南都留郡鳴沢村 0.066 京都府 京都市中京区楠町 0.32
山梨県 南都留郡富士河口湖町大石 0.24 京都府 京都市東山区粟田口高台寺山町 4.3
山梨県 北都留郡小菅村 0.80 京都府 京都市下京区富小路通花屋町下る唐物町 6.8
山梨県 北都留郡丹波山村 0.035 京都府 京都市南区唐橋西寺町 1.6
長野県 長野市稲里 0.21 京都府 京都市右京区西京極葛野町 2.7
長野県 長野市大字川合新田 1.4 京都府 京都市右京区嵯峨野々宮町 7.3
長野県 長野市稲里町田牧 0.19 京都府 京都市伏見区下鳥羽東柳長町 1.5
長野県 長野市屋島 0.26 京都府 京都市伏見区桃山福島太夫北町 2.1
長野県 長野市松代町大室 0.56 京都府 京都市伏見区醍醐大高町 1.8
長野県 小海町大字豊里西馬流 0.032 京都府 京都市山科区勧修寺東金ヶ崎町 2.8
長野県 筑北村西条 0.49 京都府 京都市西京区大原野西竹の里町 0.21
長野県 小川村大字高府 0.11 京都府 舞鶴市 1.2
岐阜県 岐阜市御望 0.018 京都府 宇治市 0.69
岐阜県 岐阜市加野 0.059 京都府 宮津市 1.3
岐阜県 岐阜市岩滝西 0.22 京都府 長岡京市 3.8
静岡県 静岡市葵区竜南 0.00066 京都府 京田辺市 0.11
静岡県 静岡市清水区追分 1.0 京都府 久御山町 0.31
静岡県 静岡市清水区西里 1.6 京都府 精華町 0.51
静岡県 静岡市駿河区下川原 0.00045 大阪府 大阪市西成区北津守 1.6
静岡県 静岡市駿河区向敷地 0.49 大阪府 大阪市北区西天満 0.65
静岡県 静岡市葵区安西 0.80 大阪府 大阪市天王寺区大道 0.26
静岡県 静岡市葵区新富町 0.0011 大阪府 大阪市西区南堀江 0.26
静岡県 静岡市葵区落合 0.37 大阪府 大阪市大正区三軒家東 10
静岡県 静岡市葵区安倍口新田 0.84 大阪府 大阪市鶴見区中茶屋 0.41
静岡県 静岡市葵区足久保口組 1.6 大阪府 堺市堺区浅香山町 6.1
静岡県 沼津市本 7.1 大阪府 堺市中区深井中町 0.18
静岡県 沼津市西浦河内 5.0 大阪府 堺市東区日置荘西町 1.2
静岡県 富士宮市万野原新田 0.00071 大阪府 堺市西区浜寺船尾町西 0.041
静岡県 島田市湯日 0.57 大阪府 堺市南区竹城台 0.037
静岡県 富士市中里 0.048 大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町 2.3
静岡県 磐田市加茂 16 大阪府 堺市美原区小平原 0.087
静岡県 焼津市駅北 0.36 大阪府 岸和田市西之内町 3.8
静岡県 掛川市上土方 1.5 大阪府 豊中市庄本町 4.3
静岡県 下田市敷根 0.27 大阪府 泉大津市小松町 0.044
静岡県 伊豆市小下田 0.11 大阪府 高槻市真上町 0.039
静岡県 東伊豆町稲取 0.71 大阪府 貝塚市加神 0.037
静岡県 函南町平井 0.36 大阪府 枚方市出口 1.3
静岡県 芝川町長貫 1.7 大阪府 枚方市藤阪中町 0.045
愛知県 名古屋市中区栄一丁目 0.0020 大阪府 八尾市美園町 0.77
愛知県 名古屋市港区いろは町 0.19 大阪府 泉佐野市上之郷 0.68
愛知県 名古屋市守山区大字中志段味 0.12 大阪府 藤井寺市野中 1.6
愛知県 名古屋市緑区鳴海町 0.095 大阪府 三島郡島本町青葉 0.38
愛知県 豊橋市緑ヶ丘 1.2 大阪府 泉南郡熊取町長池 0.32
愛知県 豊橋市豊清町 1.4 大阪府 南河内郡太子町春日 0.51
愛知県 岡崎市大平町 0.11 兵庫県 神戸市北区有馬町 0.33
愛知県 岡崎市稲熊町 0.34 兵庫県 神戸市長田区明泉寺町 0.038
愛知県 岡崎市小針町 0.18 兵庫県 神戸市須磨区高尾台 3.6
愛知県 半田市瑞穂町 0.76 兵庫県 神戸市垂水区つつじが丘 5.3
愛知県 春日井市関田町 0.10 兵庫県 姫路市御立中 0.098
愛知県 豊川市一宮町緑 0.012 兵庫県 姫路市林田町下伊勢 0.0021
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兵庫県 姫路市飾東町唐端新 0.11 岡山県 岡山市北区三和 0.55
兵庫県 姫路市網干区新在家 0.15 岡山県 岡山市北区小山 0.058
兵庫県 姫路市白鳥台 0.20 岡山県 岡山市北区平野 0.92
兵庫県 姫路市網干区福井 0.066 岡山県 岡山市南区東畦 0.91
兵庫県 姫路市西今宿 0.49 岡山県 岡山市南区灘崎町植松 0.0094
兵庫県 姫路市船津町 0.78 岡山県 岡山市東区山崎 0.50
兵庫県 姫路市安富町安志 0.00033 岡山県 岡山市東区久保 0.67
兵庫県 尼崎市北城内 0.92 岡山県 岡山市東区瀬戸町下 0.083
兵庫県 明石市王子 0.041 岡山県 岡山市東区君津 0.76
兵庫県 西宮市六湛寺町 1.4 岡山県 津山市西下 0.037
兵庫県 西宮市甲子園6番町 0.0046 岡山県 玉野市山田 0.10
兵庫県 西宮市二見町 0.11 岡山県 笠岡市吉浜 0.39
兵庫県 西宮市大島町 0.016 岡山県 井原市門田町 0.015
兵庫県 西宮市青葉台 1.3 岡山県 総社市宿 0.15
兵庫県 西宮市北六甲台 0.016 岡山県 高梁市成羽町下日名 8.8
兵庫県 伊丹市千僧 8.3 岡山県 新見市哲多町本郷 0.023
兵庫県 加古川市平荘町山角 0.46 岡山県 備前市日生町寒河 0.023
兵庫県 加古川市尾上町養田 0.040 岡山県 瀬戸内市邑久町上山田 1.1
兵庫県 加古川市細工所 1.2 岡山県 赤磐市東軽部 0.018
兵庫県 宝塚市安倉中 0.00096 岡山県 真庭市上蒜山上福田 0.044
兵庫県 三田市あかしあ台 0.0027 岡山県 美作市樽原中 0.087
兵庫県 丹波市柏原町柏原 0.021 岡山県 浅口市金光町占見新田 0.14
奈良県 宇陀市室生区大字下田口 0.55 岡山県 矢掛町横谷 0.41
奈良県 宇陀市室生区大字西谷 2.6 岡山県 新庄村字今井渡り口 0.052
奈良県 曽爾村大字長野 0.055 岡山県 鏡野町奥津 0.012
奈良県 御杖村大字神末 1.1 岡山県 奈義町豊沢 0.0090
奈良県 河合町川合 3.4 岡山県 久米南町上弓削 0.040
奈良県 大淀町大字大岩 3.5 岡山県 吉備中央町上加茂 0.016
奈良県 奈良市椿井町 0.014 広島県 広島市安佐北区亀崎 0.11
奈良県 奈良市古市町 0.045 広島県 広島市安佐北区真亀 0.045
奈良県 奈良市大柳生町 0.0078 広島県 広島市安佐北区落合 0.11
和歌山県 和歌山市中之島 2.2 広島県 広島市安佐北区亀山南 0.10
和歌山県 和歌山市秋月 0.099 広島県 広島市安芸区畑賀 0.26
和歌山県 和歌山市栗栖 0.70 広島県 呉市天応大浜 0.0027
和歌山県 和歌山市西浜 1.8 広島県 呉市宮原 1.9
和歌山県 和歌山市吹上 0.37 広島県 呉市伏原 0.39
和歌山県 御坊市名田町野島 0.74 広島県 三原市本郷町下北方 0.10
和歌山県 田辺市龍神村殿原 0.26 広島県 尾道市瀬戸田名荷 0.11
和歌山県 田辺市下川上 0.059 広島県 福山市金江町金見 0.0020
和歌山県 田辺市中辺路町近露 0.055 広島県 福山市芦田町福田 0.017
和歌山県 田辺市本宮町伏拝 0.29 広島県 福山市東深津町 0.0030
和歌山県 紀の川市中鞆渕 0.043 広島県 福山市箕島町 0.012
和歌山県 高野町東富貴 0.0087 広島県 東広島市安芸津町風早 0.14
和歌山県 有田川町下湯川 0.33 広島県 廿日市市前空 0.081
和歌山県 日高川町寒川 0.87 広島県 府中町山田 0.044
和歌山県 那智勝浦町天満 0.099 広島県 海田町浜角 0.029
和歌山県 串本町出雲 0.33 山口県 下関市豊浦町大字黒井 0.033
鳥取県 鳥取市河原町牛戸 0.025 山口県 下関市豊浦町大字小串 0.18
鳥取県 米子市長砂町 0.0030 山口県 下関市菊川町大字楢崎 0.17
鳥取県 倉吉市余戸谷町 0.060 山口県 下関市菊川町大字古賀 0.27
鳥取県 境港市上道町 0.11 山口県 下関市菊川町大字下岡枝 0.075
鳥取県 岩美町高山 0.73 山口県 下関市大字内日下 0.023
鳥取県 智頭町智頭 0.026 山口県 宇部市大字西岐波 0.050
鳥取県 三朝町穴鴨 0.21 山口県 宇部市松山町 0.024
鳥取県 大山町束積 0.35 山口県 宇部市神原町 0.33
島根県 松江市東長江町 0.10 山口県 宇部市大小路 0.0024
島根県 松江市東忌部町 0.029 山口県 宇部市東小羽山町 0.20
島根県 浜田市後野町 0.16 山口県 宇部市上条 0.086
島根県 浜田市弥栄町長安本郷 0.17 山口県 山口市仁保中郷 0.11
島根県 浜田市金城町波佐 0.012 山口県 山口市下小鯖 0.14
島根県 益田市高津町 3.4 山口県 山口市古熊 0.078
島根県 益田市中吉田町 0.24 山口県 山口市矢原 0.051
島根県 津和野町寺田 0.010 山口県 山口市楠木町 0.11
島根県 吉賀町柿木村大野原 0.014 山口県 萩市川上 0.031
島根県 隠岐の島町有木 0.0084 山口県 防府市大字向島 0.36
島根県 隠岐の島町下西 0.013 山口県 防府市八王子 0.029
岡山県 倉敷市福島 0.034 山口県 防府市東松崎町 0.18
岡山県 倉敷市東富井 0.0063 山口県 岩国市杭名 0.024
岡山県 倉敷市連島町連島 0.014 山口県 岩国市南岩国町 0.055
岡山県 倉敷市連島町西之浦 0.096 山口県 岩国市室の木町 0.11
岡山県 倉敷市児島下の町 0.020 山口県 長門市通 0.22
岡山県 倉敷市玉島柏島 0.044 山口県 周南市遠石 0.46
岡山県 倉敷市真備町上二万 0.063 山口県 周南市周陽 0.067
岡山県 倉敷市真備町妹 0.038 山口県 周南市秋月 0.049
岡山県 岡山市北区楢津 0.18 山口県 周南市大字徳山 0.34
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山口県 周南市大字下上 0.093 長崎県 長崎市香焼町 0.25
山口県 周南市大字戸田 0.075 熊本県 熊本市河内町 0.74
山口県 山陽小野田市大字郡 0.0026 熊本県 熊本市河内町 18
徳島県 徳島市福島 0.075 熊本県 熊本市水前寺 3.4
徳島県 鳴門市大津町 0.083 熊本県 熊本市富合町 0.16
徳島県 小松島市田野町 0.55 大分県 大分市津守 0.096
徳島県 阿南市橘町 0.092 大分県 大分市森 0.10
徳島県 吉野川市鴨島町 0.39 大分県 大分市荏隈 0.025
徳島県 三好市山城町 0.016 大分県 大分市梅が丘 0.28
徳島県 石井町高川原 0.012 大分県 大分市高江 0.011
徳島県 海陽町大里 0.11 大分県 大分市ふじが丘ニュータウン 0.0015
徳島県 藍住町徳命 0.12 大分県 大分市北 0.43
徳島県 つるぎ町半田 7.7 大分県 大分市里 0.034
愛媛県 松山市西垣生町 10 大分県 大分市神崎 3.3
愛媛県 松山市天山 0.27 大分県 大分市竹中 0.012
愛媛県 松山市泊町 1.1 大分県 中津市本耶馬渓町 0.46
高知県 高知市丸池町 0.039 大分県 日田市上津江町 0.063
高知県 四万十市中村大橋通 2.1 大分県 佐伯市春日町 2.1
福岡県 北九州市小倉南区朽網東 0.063 大分県 豊後大野市大野町 1.4
福岡県 北九州市小倉南区朽網東 0.17 大分県 日出町日出 8.1
福岡県 北九州市八幡西区野面大字 0.50 宮崎県 宮崎市船塚 0.35
福岡県 北九州市八幡西区野面大字 0.51 宮崎県 宮崎市池内町 0.076
福岡県 北九州市若松区東二島 0.23 宮崎県 宮崎市阿波岐原町 0.32
福岡県 福岡市東区唐原 0.0078 宮崎県 都城市志比田町 0.18
福岡県 福岡市東区塩浜 0.00052 宮崎県 延岡市稲葉崎町 0.062
福岡県 福岡市博多区金隈 0.051 宮崎県 日南市南郷町榎原丙 0.83
福岡県 福岡市博多区半道橋 0.012 宮崎県 えびの市大字栗下 0.083
福岡県 福岡市中央区赤坂 0.023 鹿児島県 鹿児島市本城町 0.20
福岡県 福岡市中央区平尾 1.8 鹿児島県 鹿児島市本名町 0.85
福岡県 福岡市南区若久 0.50 鹿児島県 南さつま市笠沙町赤生木 2.9
福岡県 福岡市南区大池 0.041 鹿児島県 姶良市加治木町諏訪 0.064
福岡県 福岡市城南区東油山 0.31 鹿児島県 さつま町神子 0.00057
福岡県 福岡市城南区干隈 0.0086 鹿児島県 錦江町城元 0.053
福岡県 福岡市早良区大字小笠木 0.097 鹿児島県 肝付町前田 0.11
福岡県 福岡市早良区西入部 0.0096 鹿児島県 屋久島町宮之浦 0.099
福岡県 福岡市早良区次郎丸 0.018 沖縄県 那覇市 4.8
福岡県 福岡市西区大字飯盛 0.0057 沖縄県 宜野湾市 1.5
福岡県 飯塚市佐興 0.30 沖縄県 浦添市 1.9
福岡県 柳川市昭南町 1.6 沖縄県 豊見城市 0.57
福岡県 八女市上陽町北川内 0.00051 沖縄県 伊江村 0.30
福岡県 八女市黒木町北大渕 0.0018 沖縄県 西原町 4.5
福岡県 大野城市仲畑 0.34 沖縄県 久米島町 1.9
福岡県 大野城市川久保 4.5
福岡県 大野城市白木原 0.37
福岡県 大野城市南ヶ丘 0.12
福岡県 大野城市月の浦 0.55
福岡県 嘉麻市平 0.23
福岡県 嘉麻市下山田 0.61
福岡県 みやま市高田町黒崎開 0.080
福岡県 糸島市二丈町大字吉井 0.15
福岡県 那珂川町大字上梶原 0.014
福岡県 宇美町ひばりが丘 0.023
福岡県 新宮町下府 0.047
福岡県 鞍手町小牧 6.3
福岡県 東峰村大字福井 0.0078
福岡県 苅田町大字新津 0.15
福岡県 上毛町大字上唐原 0.017
佐賀県 佐賀市兵庫町大字藤木 0.031
佐賀県 佐賀市久保田町徳万 0.045
佐賀県 唐津市新興町 0.16
佐賀県 嬉野市塩田町五町田 0.35
佐賀県 上峰町前牟田 0.0022
佐賀県 玄海町諸浦 0.075
佐賀県 大町町福母 0.83
佐賀県 太良町多良 0.065
長崎県 長崎市木場町 0.077
長崎県 長崎市小江原 0.11
長崎県 長崎市城山台 0.15
長崎県 長崎市かき道 0.24
長崎県 長崎市つつじが丘 0.13
長崎県 長崎市ダイヤランド 0.028
長崎県 長崎市三景台町 1.9
長崎県 長崎市平山台 0.016
長崎県 長崎市香焼町 0.070
長崎県 長崎市香焼町 0.73
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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 都道府県 調査地点 毒性等量

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

北海道 札幌市南区常盤2条 0.051 山形県 尾花沢市大字芦沢 0.40
北海道 札幌市東区中沼町 0.033 山形県 尾花沢市大字芦沢 1.1
北海道 札幌市南区石山1条 0.034 山形県 尾花沢市大字野黒沢 9.5
北海道 札幌市白石区東米里 0.21 山形県 尾花沢市大字高橋 0.19
北海道 札幌市東区東苗穂10条 0.0024 山形県 尾花沢市大字高橋 1.3
北海道 札幌市白石区東米里 0 山形県 尾花沢市大字富山 0.67
青森県 青森市柳川 0.98 福島県 郡山市日和田町高倉 4.6
青森県 青森市大字雲谷 1.2 福島県 郡山市横塚 2.4
青森県 弘前市鬼沢 0.94 埼玉県 春日部市大字小渕 4.5
青森県 六戸町犬落瀬 0.040 埼玉県 春日部市大字不動院野 9.8
岩手県 盛岡市玉山区松内 12 埼玉県 春日部市大字八丁目 12
岩手県 盛岡市玉山区下田 7.1 埼玉県 春日部市大字小渕 30
岩手県 盛岡市玉山区松内 4.5 埼玉県 春日部市大字小渕 0.20
岩手県 盛岡市玉山区松内 2.4 千葉県 旭市鎌数 0.97
岩手県 盛岡市玉山区松内 3.0 千葉県 鴨川市成川 1.4
岩手県 盛岡市玉山区松内 1.8 千葉県 君津市三直 17
岩手県 盛岡市玉山区下田 4.2 千葉県 印西市戸神台 2.4
岩手県 盛岡市玉山区下田 4.4 千葉県 栄町須賀 3.7
岩手県 盛岡市玉山区下田 1.4 千葉県 横芝光町古川 3.2
岩手県 大船渡市盛町 49 千葉県 長柄町長柄山 1.0
岩手県 大船渡市盛町 38 千葉県 御宿町久保 3.0
岩手県 大船渡市盛町 16 東京都 品川区八潮 10
岩手県 大船渡市盛町 10 東京都 品川区八潮 13
岩手県 大船渡市大船渡町 5.8 東京都 大田区東海 7.0
岩手県 大船渡市盛町 0.21 東京都 品川区八潮 8.4
岩手県 大船渡市盛町 1.3 東京都 品川区勝島 2.0
岩手県 大船渡市盛町 8.3 東京都 武蔵野市緑町 8.0
岩手県 大船渡市盛町 9.5 東京都 武蔵野市吉祥寺北町 3.1
岩手県 北上市相去町岩の目 1.4 東京都 武蔵野市中町 4.5
岩手県 北上市相去町往還西 0.020 東京都 武蔵野市中町 5.8
岩手県 北上市相去町岩の目 2.7 東京都 武蔵野市吉祥寺北町 3.5
岩手県 北上市相去町 2.5 富山県 朝日町月山 0.13
岩手県 北上市相去町岩の目 1.6 富山県 朝日町舟川新 1.2
岩手県 北上市相去町往還西 0.055 富山県 朝日町三枚橋 0.097
岩手県 北上市相去町往還西 3.5 富山県 朝日町月山 13
岩手県 北上市相去町和田尻 4.8 石川県 小松市那谷町 0.0087
岩手県 北上市相去町往還西 0.094 石川県 加賀市栄谷町 6.1
岩手県 遠野市綾織町上綾織 5.3 石川県 加賀市分校 0.79
岩手県 遠野市綾織町上綾織 0.12 石川県 かほく市大崎東 0.099
岩手県 遠野市綾織町上綾織 2.9 石川県 かほく市指江 1.4
岩手県 遠野市綾織町上綾織 3.1 石川県 津幡町字領家 0.067
岩手県 遠野市綾織町上綾織 35 石川県 志賀町倉垣 0.15
岩手県 遠野市綾織町上綾織 1.7 石川県 志賀町矢駄 0.042
岩手県 遠野市綾織町上綾織 0.71 石川県 志賀町二所ノ宮 0.025
岩手県 遠野市綾織町上綾織 0.24 福井県 福井市下河北町 3.6
岩手県 遠野市綾織町上綾織 0.98 福井県 福井市帆谷町 14
岩手県 二戸市仁左平 8.9 福井県 勝山市鹿谷町保田 2.8
岩手県 二戸市仁左平 0.56 福井県 勝山市北郷町志比原 11
岩手県 二戸市仁左平 1.4 福井県 あわら市自由ヶ丘 0.15
岩手県 二戸市仁左平 1.5 福井県 あわら市菅野 2.6
岩手県 二戸市仁左平 0.00061 福井県 越前市下中津原町 1.7
岩手県 二戸市仁左平 11 福井県 越前市小野町 1.6
岩手県 二戸市仁左平 9.0 福井県 若狭町鳥浜 3.7
岩手県 二戸市仁左平 6.1 福井県 若狭町向笠 0.0097
岩手県 二戸市仁左平 5.2 長野県 長野市豊野町豊野 0.0021
岩手県 奥州市胆沢区若柳 2.4 長野県 長野市七二会 4.0
岩手県 奥州市胆沢区若柳 5.3 長野県 長野市篠ノ井小松原 0.12
岩手県 奥州市胆沢区若柳 50 長野県 長野市大字大豆島 0.75
岩手県 奥州市胆沢区若柳 29 長野県 飯田市八幡町 5.1
岩手県 奥州市胆沢区若柳 4.3 長野県 伊那市日影区新子 5.2
岩手県 奥州市胆沢区若柳 5.1 長野県 千曲市大字八幡 5.9
岩手県 奥州市胆沢区若柳 4.1 長野県 千曲市大字桑原 0.22
岩手県 奥州市胆沢区若柳 4.4 長野県 下諏訪町下屋敷 4.6
岩手県 奥州市胆沢区若柳 2.1 長野県 箕輪町福与 0.14
山形県 米沢市万世町片子 0.53 岐阜県 岐阜市南鶉 1.4
山形県 米沢市万世町片子 4.2 岐阜県 岐阜市東鶉 0.15
山形県 米沢市万世町片子 0.52 岐阜県 岐阜市柳津町北塚 0.0049
山形県 鶴岡市たらのき代 1.3 岐阜県 岐阜市柳津町蓮池 0.061
山形県 鶴岡市羽黒町上野新田 2.2 岐阜県 岐阜市柳津町東塚 0.55
山形県 酒田市穂積 0.16 岐阜県 高山市久々野町久々野 0.39
山形県 酒田市宮内 0.47 岐阜県 高山市久々野町久々野 0.33
山形県 酒田市宮内 0.14 岐阜県 高山市久々野町久須母 0.073
山形県 新庄市松本 7.7 岐阜県 羽島市桑原町西小薮 5.5
山形県 新庄市下田町 2.6 岐阜県 羽島市桑原町小薮 17
山形県 新庄市上金沢 2.0 岐阜県 羽島市桑原町小薮 5.2
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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 都道府県 調査地点 毒性等量

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

岐阜県 恵那市明智町吉良見 0.81 長崎県 長崎市かき道 0.47
岐阜県 恵那市明智町吉良見 8.9 長崎県 佐世保市下本山町 2.2
岐阜県 恵那市明智町吉良見 0.44 長崎県 佐世保市棚方町 0.068
岐阜県 揖斐川町和田 2.3 長崎県 佐世保市田の浦町 0.062
岐阜県 揖斐川町下岡島 3.8 長崎県 佐世保市卸本町 2.2
岐阜県 揖斐川町下岡島 0.57 長崎県 諫早市日の出町 0.036
京都府 宮津市 0.011 長崎県 諫早市福田町 0.030
京都府 亀岡市 12 長崎県 大村市森園町 0.039
京都府 城陽市 3.2 長崎県 大村市松並 9.2
京都府 八幡市 1.5 長崎県 平戸市田平町 0.0051
京都府 京丹後市 0.099 長崎県 対馬市巌原町 0.053
京都府 南丹市 0.0037 長崎県 壱岐市芦辺町 0.028
兵庫県 神戸市東灘区青木 2.7 長崎県 五島市 4.3
兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通 2.8 長崎県 南島原市南有馬町 0.26
兵庫県 神戸市須磨区神の谷 2.5 長崎県 南島原市北有馬町 2.8
兵庫県 神戸市西区伊川谷町小寺 1.3 長崎県 川棚町 0.42
奈良県 宇陀市大宇陀区大字守道 1.2 長崎県 新上五島町 2.8
奈良県 河合町久美ヶ丘 9.7 熊本県 荒尾市府本 0.47
和歌山県 海南市大野中 0.11 熊本県 山鹿市鹿本町下分田 0.014
和歌山県 海南市且来 8.0 熊本県 長洲町大字長洲 0.015
和歌山県 海南市日方 0.95 熊本県 和水町大田黒 0.0027
和歌山県 海南市且来 0.044 宮崎県 宮崎市大字瓜生野 2.4
和歌山県 海南市大野中 0.38 宮崎県 宮崎市大字赤江 0.42
和歌山県 有田川町長谷川 2.3 鹿児島県 鹿児島市宮之浦町 0.037
和歌山県 有田川町長谷川 0.61 鹿児島県 鹿児島市牟礼岡 0.20
和歌山県 有田川町岩野河 0.21 沖縄県 那覇市 6.6
和歌山県 有田川町長谷川 0.94 沖縄県 那覇市 0.56
和歌山県 有田川町長谷川 0.45 沖縄県 西原町 0.13
鳥取県 鳥取市秋里 0.054 沖縄県 与那原町 0.71
鳥取県 鳥取市若葉台北 0.013 沖縄県 南風原町 4.0
鳥取県 米子市旗ヶ崎 1.3 沖縄県 南風原町 3.9
鳥取県 米子市淀江町中間 0.17 沖縄県 南風原町 19
鳥取県 境港市竹内町 0.0087 沖縄県 南風原町 0.035
鳥取県 伯耆町吉長 0.020 沖縄県 八重瀬町 0.40
鳥取県 日野町黒坂 0.39
島根県 松江市八幡町 8.5
島根県 松江市八幡町 1.5
島根県 松江市八幡町 0.32
島根県 松江市八幡町 0.20
広島県 呉市広駅前 0.33
徳島県 徳島市西新浜町 0.60
徳島県 徳島市論田町 0.0090
徳島県 美馬市脇町 0.94
徳島県 美馬市脇町 0.081
徳島県 那賀町木頭助 0.55
徳島県 那賀町白石 0.98
徳島県 那賀町白石 8.5
徳島県 板野町那東 0.039
徳島県 板野町犬伏 0.16
徳島県 板野町犬伏 0.30
香川県 丸亀市土器町東 0.43
香川県 善通寺市原田町 6.7
香川県 善通寺市仙遊町 0.047
香川県 観音寺市柞田町甲 0.11
香川県 観音寺市豊浜町姫浜 0.027
香川県 三豊市山本町神田 3.2
香川県 三木町下高岡 0.12
香川県 宇多津町 2.6
香川県 綾川町西分 0.13
香川県 多度津町堀江 3.4
愛媛県 今治市郷桜井 0.020
愛媛県 新居浜市惣開町 0.81
愛媛県 西条市氷見乙 0.037
愛媛県 伊予市本郡 0.052
愛媛県 四国中央市中曽根町 1.4
愛媛県 東温市南方 0.022
福岡県 大牟田市船津町 0.0034
福岡県 筑紫野市大字山家 0.25
福岡県 嘉麻市牛隈 17
福岡県 久山町大字久原 0.21
福岡県 筑前町安野 0.40
福岡県 川崎町田原 0.68
長崎県 長崎市毛井首町 1.4
長崎県 長崎市木鉢 0.68
長崎県 長崎市かき道 0.89
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平成21年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）
地域概況調査　対象地状況把握調査

都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g)

千葉県 柏市十余二 3000
千葉県 柏市十余二 81000
千葉県 柏市十余二 13000
千葉県 柏市十余二 4900

範囲確定調査

都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g)

千葉県 柏市十余二 1100
千葉県 柏市十余二 1700
千葉県 柏市十余二 11000
千葉県 柏市十余二 2500
千葉県 柏市十余二 4000
千葉県 柏市十余二 15000
千葉県 柏市十余二 8300
千葉県 柏市十余二 2900
千葉県 柏市十余二 7700

継続モニタリング調査

都道府県 調査地点 毒性等量

(pg-TEQ/g)

北海道 江別市角山 1.1
東京都 調布市野水 150
東京都 調布市野水 180
東京都 調布市野水 130
東京都 調布市野水 120
東京都 調布市野水 170

74


