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                                                            水水水水    質質質質    検検検検    査査査査    結結結結    果果果果［［［［一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場］］］］                施 設 名：浜田市不燃ごみ処理場 
 

  水質の区分              放   流   水                                         地   下   水      等 

  採取場所の略称    採取場所の略称 地下水 周辺水（下流）  

  採取年月日  平成 22年 7月  9日   採取年月日  平成 22年 7月   9日  平成 22年 7月   9日  平成  年  月  日 

  測定結果が得られた日  平成 22年 7月 26日 

 

 

  基 準 値 

 （１ﾘｯﾄﾙにつき） 

  測定結果が得られた日  平成 22年 7月 26日  平成 22年 7月 26日  平成  年  月  日 

 

 

  基準値（廃止基準） 

  （１ﾘｯﾄﾙにつき） 

   １  アルキル水銀化合物 定量下限値未満  検出されないこと    １  アルキル水銀 定量下限値未満 定量下限値未満    検出されないこと 

   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   ０．００５ｍｇ    以下    ２  総水銀 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０００５ｍｇ   以下 

   ３  カドミウム及びその化合物 定量下限値未満   ０．１ｍｇ      以下    ３  カドミウム 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０１ｍｇ      以下 

   ４  鉛及びその他化合物 定量下限値未満   ０．１ｍｇ      以下    ４  鉛 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０１ｍｇ      以下 

   ５  有機燐化合物 定量下限値未満   １ｍｇ        以下    ５  六価クロム 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０５ｍｇ      以下 

   ６  六価クロム化合物 定量下限値未満   ０．５ｍｇ      以下    ６  砒素 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０１ｍｇ      以下 

   ７  砒素及びその化合物 定量下限値未満   ０．１ｍｇ      以下    ７  全シアン 定量下限値未満 定量下限値未満    検出されないこと 

   ８  シアン化合物 定量下限値未満   １ｍｇ        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    検出されないこと 

   ９  ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 定量下限値未満   ０．００３ｍｇ    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    ０．０３ｍｇ      以下 

 １０  トリクロロエチレン 定量下限値未満   ０．３ｍｇ      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    ０．０１ｍｇ      以下 

 １１  テトラクロロエチレン 定量下限値未満   ０．１ｍｇ      以下  １１  ジクロロメタン 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０２ｍｇ      以下 

 １２  ジクロロメタン 定量下限値未満   ０．２ｍｇ      以下  １２  四塩化炭素 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．００２ｍｇ     以下 

 １３  四塩化炭素 定量下限値未満   ０．０２ｍｇ     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    ０．００４ｍｇ     以下 

 １４  １・２－ジクロロエタン 定量下限値未満   ０．０４ｍｇ     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    ０．０２ｍｇ      以下 

 １５  １・１－ジクロロエチレン 定量下限値未満   ０．２ｍｇ     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    ０．０４ｍｇ      以下 

 １６  シス－１・２－ジクロロエチレン 定量下限値未満   ０．４ｍｇ      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    １ｍｇ         以下 

 １７  １・１・１－トリクロロエタン 定量下限値未満   ３ｍｇ      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    ０．００６ｍｇ     以下 

 １８  １・１・２－トリクロロエタン 定量下限値未満   ０．０６ｍｇ     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    ０．００２ｍｇ     以下 

 １９  １・３－ジクロロプロペン 定量下限値未満   ０．０２ｍｇ    以下  １９  チウラム 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．００６ｍｇ     以下 

 ２０  チウラム 定量下限値未満   ０．０６ｍｇ     以下  ２０  シマジン 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．００３ｍｇ     以下 

 ２１  シマジン 定量下限値未満   ０．０３ｍｇ     以下  ２１  チオベンカルブ 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０２ｍｇ      以下 

 ２２  チオベンカルブ 定量下限値未満   ０．２ｍｇ     以下  ２２  ベンゼン 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０１ｍｇ      以下 

 ２３  ベンゼン 定量下限値未満   ０．１ｍｇ      以下  ２３  セレン 定量下限値未満 定量下限値未満    ０．０１ｍｇ      以下 

 ２４  セレン及びその化合物 定量下限値未満   ０．１ｍｇ     以下  ２４  ダイオキシン類 0.057 0.090   

 ２５  ほう素及びその化合物 0.33  ５０ｍｇ（海域２３０） 以下  ３３  溶解性鉄含有量 定量下限値未満   １０ｍｇ         以下 

 ２６  ふっ素及びその化合物 0.2  １５ｍｇ（海域以外）  以下  ３４  溶解性マンガン含有量 定量下限値未満   １０ｍｇ         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 16   合計量２００ｍｇ   以下  ３５  クロム含有量 定量下限値未満    ２ｍｇ         以下 

 ２８  ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 16   ５ｍｇ       以下  ３６  大腸菌群数 定量下限値未満   １ｃｍ３につき日間平均３０００個以下 

 ２９  ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） -   ３０ｍｇ      以下  ３７  窒素含有量 定量下限値未満   １２０ｍｇ（日間平均６０）以下 

 ３０  フェノール類含有量 -   ５ｍｇ       以下  ３８  燐含有量 定量下限値未満   １６ｍｇ（日間平均８）  以下 

 ３１  銅含有量 -   ３ｍｇ        以下  ３９  ダイオキシン類    １０ｐｇ－ＴＥＱ     以下 

 

 ３２  亜鉛含有量 
- 

  ２ｍｇ        以下 
     

 

           
 


