
 

 

 

 

 

 

旧深谷通信所における土壌調査（詳細調査）の結果について 

～南関東防衛局から調査報告書を受理しました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 詳細調査について 

  南関東防衛局は、平成 26 年６月の返還以降、土壌調査の第 1 段階の調査である資料等調査、第 2

段階である概況調査を実施し、平成 27 年７月及び平成 28 年 4 月に、本市に対して調査結果の報告

が行われています。 

  今回の詳細調査は、最終段階の調査に相当し、「基準不適合」等と判定された区域において、汚染範

囲の特定及び汚染の有無の判定のため、地表面から深度方向への土壌及び地下水の採取、分析を行い

ました。 

 

２ 詳細調査の結果 

注１） 旧配管下調査で不適合基準であった 43 区画のうち 40 区画はボーリング調査の結果、土壌ではなく

廃棄物であることが確認されました。 

注２） 土壌汚染概況調査の結果、ベンゼンが検出された２区画において土壌溶出量試験を行ったところ、 

溶出量基準適合が確認されました。 

※ 調査内容や調査結果については、添付の「旧深谷通信所に係る土壌汚染詳細調査の結果（南関東防衛局

作成）」をご参照ください。 

報告書は、５月 15 日から南関東防衛局のホームページ（URL http://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/）  

に掲載されます。また、基地対策課の窓口にて閲覧できます。 

本調査に関する南関東防衛局の窓口は、管理部施設管理課（045-211-7105）です。 

調査内容 
第二種特定 

有害物質調査 

第二種特定 

有害物質調査 

[旧配管下調査] 

ダイオキシン類 調査 

対象場所 囲障区域内 通路及び野球場の一部 囲障区域内 

基準 

不適合 

鉛及びその化合物 

（土壌含有量）  １区画 

基準不適合深度：深度１ｍ 

鉛及びその化合物 

（土壌溶出量）  １区画 

基準不適合深度：深度 6ｍ 

ダイオキシン類 1 区画 

基準不適合深度： 

深度 0.05～0.2ｍ 

措置状況 

上記区画は、囲障区域内にあるた

め、一般の方の立入りが制限されて

います。 

上記区画は、十分な土被り（50cm 以

上）があり、また、地下水分析で基準

適合が確認されましたため、現地での

措置は講じていません。 

上記区画は、囲障区域内にあるた

め、一般の方の立入りが制限され

ています。 

5 月 1２日、南関東防衛局から、昨年度実施した旧深谷通信所における土壌調査（詳細調査）の

結果について、報告書を受理しましたのでお知らせします。 

 今回の結果では、2 区画で「鉛及びその化合物」、1 区画で「ダイオキシン類」が土壌汚染対策

法等の基準を超過して検出されました。 

なお、汚染物質が確認された区画は、一般の方の立入りが制限されていることや汚染されていな

い土壌に覆土されていることから、直ちに周辺に健康被害が及ぶものではないと考えますが、引き

続き、国に対して適切な対処を求めていきます。 

平成 29 年 5 月 15 日 
政 策 局 基 地 対 策 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり  



 

 

（参考１）土壌調査の流れ（旧深谷通信所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）土壌調査（南関東防衛局実施）の経過 
  平成 27.1.14～27.3.27  資料等調査（平成 27.7 に本市に報告） 

  平成 27.10.22～28.3.31 概況調査（平成 28.４.14 に本市に報告） 

  平成 28.7.30～29.2.28  詳細調査（平成 29.5.12 に本市に報告） 

 

（参考３）旧深谷通信所の概要 
 本市では、平成 26 年 9 月に公表した「旧深谷通信所跡地利用基本計画の考え方」に基づき、「緑でつながる魅力的な円形

空間」をテーマとし、現在、地域の意見・要望等を踏まえながら跡地利用基本計画の策定を進めています。 

また、返還後、国から承認を得て、施設内の一部を、市民生活上必要な通路や周辺の皆様が利用している広場のほか、   

野球場等で暫定利用しています。 

 

所 在 地 泉区和泉町、中田町 

面   積 77.37ha（国有地 100％） 

経   過 昭和 20. 9. 2  旧日本海軍通信施設を米海軍が接収 

      平成 16.10.18 日米合同委員会において、返還方針合意 

      平成 26.6.30  全域返還 

 

＜旧深谷通信所位置図＞ 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

政策局基地対策課担当課長  村上 一徳 Tel 045-671-3790 

資料等調査 

資料やデータの収集・分析により、汚染の可能性を推定します。 

概況調査 

現地で採取した土壌等を分析し、汚染の可能性がある区域を絞り込みます。 

詳細調査 

汚染の可能性がある区域について汚染の有無を調査するとともに、汚染が判

明した区域について、ボーリング調査等により、汚染範囲を特定します。 

汚染のおそれが否定できない区域 汚染のおそれが無い区域 

汚染の可能性がある区域 

汚染が判明した区域 

調査終了 

汚染が無かった区域 調査終了 
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南関東防衛局 

平成２８年４月 

旧深谷通信所に係る土壌汚染詳細調査の結果 

 

 

１ 土壌汚染詳細調査について 

（１）調査業務の概要 

調査場所：旧深谷通信所 

   履行期間：平成28年7月30日から平成29年2月28日まで 

   目  的：対象地内において土壌汚染詳細調査を行い、土壌汚染の深度を把握することを目的とする。 

 

（２）調査内容 

  ア 第一種特定有害物質 調査（２区画（うち１区画は第二種特定有害物質調査区画と重複する。）） 

    地表面から１ｍ毎に１０ｍまでの土壌溶出量試験を実施。 

 

  イ 第二種特定有害物質 調査（１５区画） 

    地表面から１ｍ毎に１０ｍまでの土壌含有量試験を実施。 

  

ウ 第二種特定有害物質 調査［旧配管下調査］（４３区画） 

    地表面から１ｍ毎に１０ｍまでの土壌溶出量試験と土壌含有量試験を実施。 

また、土壌溶出量の基準が超過した地点については、地下水が検出されたため、地下水分析を実施。 

  

エ ダイオキシン類 調査（１区画） 

    表層５ｃｍ～１０ｃｍ、１０ｃｍ～１５ｃｍ、１５ｃｍ～２０ｃｍ、２０ｃｍ～５０ｃｍ、１ｍ及び２ｍ

の深度の土壌含有量試験を実施。 

〔参考〕 

・土壌溶出量試験：土壌から地下水等に溶出する有害物質の量をはかる試験 

・土壌含有量試験：土壌に含まれる有害物質そのものの量をはかる試験 

 

 

２ 土壌汚染詳細調査の結果 

（１）第一種特定有害物質 調査結果  

土壌汚染概況調査の結果、ベンゼンが検出された２区画（各区画１０ｍ×１０ｍ格子）の地表面から１ｍ毎

に１０ｍまでの土壌溶出量試験を行ったところ、溶出量基準適合が確認されました。 

   

調査結果概要表 

調査対象物質 調査結果 

第一種 

特定有害物質 
ベンゼン 基準適合 － 

 

（２）第二種特定有害物質 調査結果  

土壌汚染概況調査の結果、鉛及びその化合物の分析値が基準不適合であった１５区画（各区画１０ｍ×１０

ｍ格子）の地表面から１ｍ毎に１０ｍまでの土壌含有量試験を行ったところ、１区画の深度１ｍにおいて、「含

有量基準不適合」（※）が確認されました。 

 

（※）基準は土壌汚染対策法の定める「汚染状態に関する基準」。 

  

平成２９年５月 

南関東防衛局 
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調査結果概要表 

調査対象物質 土壌調査結果 

第二種 

特定有害物質 
鉛及びその化合物 基準不適合 

不適合項目：含有量 

基準値：150mg/kg 

分析値：1500mg/kg 

不適合区画数（10m区画）：1区画 

 

・基準不適合が確認された範囲 

   対象地において、分析値が基準不適合であった範囲は、巻末のとおり。 

 

（３）第二種特定有害物質［旧配管下調査］ 調査結果  

土壌汚染概況調査の結果、鉛及びその化合物・ふっ素及びその化合物・ほう素及びその化合物の分析値が基

準不適合であった４３区画（※１）（各区画１０ｍ×１０ｍ格子）のボーリング調査を実施したところ、４０

区画について、土壌ではなく廃棄物であることが確認されました。 

３区画の地表面から１ｍ毎に１０ｍまでの土壌溶出量試験を行ったところ、１区画の深度６ｍにおいて、鉛

及びその化合物について、「溶出量基準不適合」（※２）が確認されました。また、地下水の分析を行ったとこ

ろ、基準適合が確認されました。 

   （※１）鉛及びその化合物・ふっ素及びその化合物・ほう素及びその化合物が重複している区画は１区画と

する。 

（※２）基準は土壌汚染対策法の定める「汚染状態に関する基準」。 

 

調査結果概要表 

調査対象物質 土壌調査結果 

第二種 

特定有害物質 
鉛及びその化合物 基準不適合 

不適合項目：溶出量 

基準値：0.01mg/L 

分析値：0.019 mg/L 

不適合区画数（10m区画）：1区画 

 

・基準不適合が確認された範囲 

   対象地において、分析値が基準不適合であった範囲は、巻末のとおり。 

 

（４）ダイオキシン類 調査結果 

土壌汚染概況調査の結果、ダイオキシン類の分析値が基準不適合であった１区画（１０ｍ×１０ｍ格子）の

表層５ｃｍ～１０ｃｍ、１０ｃｍ～１５ｃｍ、１５ｃｍ～２０ｃｍ、２０ｃｍ～５０ｃｍ、１ｍ及び２ｍの深

度の土壌含有量試験を行ったところ、表層５ｃｍ～１０ｃｍ、１０ｃｍ～１５ｃｍ及び１５ｃｍ～２０ｃｍの

深度において「含有量基準不適合」（※）が確認されました。 

   

（※）基準はダイオキシン類対策特別措置法の定める「土壌の汚染に係る環境基準」。 

 

調査結果概要表 

調査対象物質 土壌調査結果 

ダイオキシン類 基準不適合 

基準値：1000pg-TEQ/g 

分析値：1100～2400pg-TEQ/g 

不適合区画数（10m区画）：1区画 

 

・基準不適合が確認された範囲 

   対象地において、ダイオキシン類の分析値が基準不適合であった範囲は、巻末のとおり。 

 

 

（５）措置状況 

   対象地において、分析値が基準不適合であった区画は、柵に囲まれ出入り口も施錠された区域内の第三者の

立入ができない場所又は汚染されていない土壌に覆土されております。 

これらの状況により、第三者への健康被害が及ぶものではないと考えております。  
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対象地の基準不適合等範囲図 

 

 
 




