
別添 ［法第８条の３第２項］                                                                    作 成 日：平成 29 年 3 月 29 日 
               水水水水    質質質質    検検検検    査査査査    結結結結    果［一般廃棄物最終処分場］果［一般廃棄物最終処分場］果［一般廃棄物最終処分場］果［一般廃棄物最終処分場］                   施 設 名：浜田市不燃ごみ処理場 

※ ダイオキシン類の採取日平成28年11月18日、測定結果が得られた日平成29年3月29日  
 

 

水質の区分 放   流   水 地   下   水   等 採取場所の略称 浸出水処理設備吐口 基 準 値 （１ﾘｯﾄﾙにつき） 採取場所の略称 旧埋立地上流側井戸 旧埋立地下流側井戸 新埋立地上流側井戸 新埋立地下流側井戸 基準値（廃止基準） （１ﾘｯﾄﾙにつき） 採取年月日 平成 28 年 7 月 14 日 採取年月日 平成 28 年 7 月 14 日 平成 28 年 7 月 14 日 平成 28 年 7 月 14 日 平成 28 年 7 月 14 日 測定結果が得られた日 平成 28 年 9 月 13 日 測定結果が得られた日 平成 28 年 9 月 13 日 平成 28 年 9 月 13 日 平成 28 年 9 月 13 日 平成 28 年 9 月 13 日  1 アルキル水銀化合物 定量下限値未満 ０．００５ ㎎/ｌ以下  1 アルキル水銀 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 ０．００５ ㎎/ｌ以下  2 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 定量下限値未満  ０．００５ ㎎/ｌ以下  2 総水銀 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００００５ mg/ｌ以下  3 カドミウム及びその化合物 定量下限値未満  ０．００１ ㎎/ｌ以下  3 カドミウム 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００１ mg/ｌ以下  4 鉛及びその化合物 定量下限値未満  ０．００５ ㎎/ｌ以下  4 鉛 0.002 0.028 0.003 0.002  ０．００１ mg /ｌ以下  5 有機りん化合物 定量下限値未満  ０．１ ㎎/ｌ以下：  5 六価クロム 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００５ mg/ｌ以下  6 六価クロム化合物 定量下限値未満  ０．０４ ㎎/ｌ以下  6 ひ素 定量下限値未満 0.002 0.003 定量下限値未満  ０．００５ mg/ｌ以下  7 ひ素及びその化合物 定量下限値未満  ０．００５ ㎎/ｌ以下  7 全シアン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 ０．1 mg/ｌ以下  8 シアン化合物 定量下限値未満  ０．１ ㎎/ｌ以下  8 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 ０．０００５ mg/ｌ以下  9 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 定量下限値未満  ０．０００５ ㎎/ｌ以下  9 トリクロロエチレン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００２ mg/ｌ以下 10 トリクロロエチレン 定量下限値未満  ０．００２ ㎎/ｌ以下 10 テトラクロロエチレン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００５ mg/ｌ以下 11 テトラクロロエチレン 定量下限値未満  ０．０００５ ㎎/ｌ以下 11 ジクロロメタン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００２ mg/ｌ以下 12 ジクロロメタン 定量下限値未満  ０．００２ ㎎/ｌ以下 12 四塩化炭素 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００２ mg/ｌ以下 13 四塩化炭素 定量下限値未満  ０．０００２ ㎎/ｌ以下 13 1・2-ジクロロエタン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００４ mg /ｌ以下 14 1・2-ジクロロエタン 定量下限値未満  ０．０００４ ㎎/ｌ以下 14 1・1-ジクロロエチレン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００２ mg/ｌ以下 15 1・1-ジクロロエチレン 定量下限値未満  ０．００２ ㎎/ｌ以下 15 シス-1・2-ジクロロエチレン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００４ mg /ｌ以下 16 シス-1・2-ジクロロエチレン 定量下限値未満  ０．００４ ㎎/ｌ以下 16 1・1・1-トリクロロエタン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００５ mg /ｌ以下 17 1・1・1-トリクロロエタン 定量下限値未満  ０．０００５ ㎎/ｌ以下 17 1・1・2-トリクロロエタン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００６ mg/ｌ以下 18 1・1・2-トリクロロエタン 定量下限値未満  ０．０００６ ㎎/ｌ以下 18 1・3-ジクロロプロペン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００２ mg/ｌ以下 19 1・3-ジクロロプロペン 定量下限値未満  ０．０００２ ㎎/ｌ以下 19 チウラム 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００６ mg/ｌ以下 20 チウラム 定量下限値未満  ０．００６ ㎎/ｌ以下 20 シマジン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．０００３ mg/ｌ以下 21 シマジン 定量下限値未満  ０．００３ ㎎/ｌ以下 21 チオベンカルブ 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００２ mg/ｌ以下 22 チオベンカルブ 定量下限値未満  ０．０２ ㎎/ｌ以下 22 ベンゼン 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満  ０．００１ mg/ｌ以下 23 ベンゼン 定量下限値未満  ０．００１ ㎎/ｌ以下 23 セレン 定量下限値未満  定量下限値未満 定量下限値未満 定量下限値未満   ０．００１ mg /ｌ以下 24 セレン及びその化合物 定量下限値未満  ０．００２ ㎎/ｌ以下 24 ダイオキシン類 0.13 0.09 0.43 0.24 １ｐｇ－ＴＥＱ以下 25 ほう素及びその化合物 1.1 ０．０２ ㎎/ｌ以下 33 溶解性鉄 定量下限値未満    ０．１ ㎎/ｌ以下 26 ふっ素及びその化合物 0.2 ０．１ ㎎/ｌ以下 34 溶解性マンガン 定量下限値未満    ０．１ ㎎/ｌ以下 27 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 2.3  ０．０５ ㎎/ｌ以下 35 全クロム 定量下限値未満     ０．１ ㎎/ｌ以下 28 ﾉﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油類） 定量下限値未満  ０．５ ㎎/ｌ以下 36 大腸菌群数 400    
１ｃｍ３につき日間平均３０００個以下 29 ﾉﾏﾙﾍｷｻﾝ（動植物油脂類） 定量下限値未満  ０．５ ㎎/ｌ以下 37 全窒素 17    
１２０mg/ｌ（日間平均６０）以下 30 フェノール類 定量下限値未満  ０．２ ㎎/ｌ以下 38 全リン 0.05    
１６㎎ /ｌ（日間平均８）以下 31 銅 定量下限値未満  ０．０１ ㎎/ｌ以下 39 ダイオキシン類 0.00010    １０ｐｇ－ＴＥＱ  以下 32 亜鉛 0.26  ０．０１ ㎎/ｌ以下        


