


西暦
工場又は
作業場名

面積 作業内容 使用有害物質 総量 特定根拠

1945～1977年
（昭和20～52年）

名称不明
（射撃場）

対象地全域

（8,800m
2
）

射撃 鉛 不明
米軍基地時代
の地図、住宅地
図等

有害物質の使用及び排出状況

（１） 有害物質の使用一覧表

（２） 使用及び排出の状況

対象地における有害物質の使用及び排出状況は、上記の表のとおり、1945 年～1977

年の米軍基地時代にかけて、射撃場（SKEET RANGE）として鉛（鉛弾）を使用してい

た疑いがある。また、有害物質の使用量及び排出量については不明であった。
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（４） 土壌汚染状況調査（概況調査）項目及び設定根拠

・第一種有害物質（VOC） 11 項目（10～19,23） 土壌ガス調査 

（東京都土壌汚染対策指針（平成 15 年 2 月 14 日東京都告示第 150 号）に基づく） 

・第二種有害物質（重金属等）10 項目(1,2,4,5,6,7,8,24,25,26) 土壌溶出量、土壌含有量 

（東京都土壌汚染対策指針（平成 15 年 2 月 14 日東京都告示第 150 号）に基づく） 

・第三種有害物質（農薬等） 5 項目(3,9,20,21,22) 土壌溶出量 

（東京都土壌汚染対策指針（平成 15 年 2 月 14 日東京都告示第 150 号）に基づく） 

（５） 既往調査結果の活用について

対象地では、現土地所有者である財務省による「土壌汚染概況調査」（平成 21 年 12 月

～平成 22 年 2 月）及び「土壌汚染詳細調査」（平成 22 年 7 月～平成 22 年 9 月）が指定

調査機関により既に実施され、環境確保条例第 117 条の調査内容を満足するために、立

川市による追加土壌分析（平成 22 年 10 月）が実施されている。 

本報告書では、上記調査結果を用いて報告書を作成する。財務省が行った上記の調査

報告書については、別冊資料とした。なお、上記調査では、調査対象地以外の対象地東

側範囲も調査対象としているが、調査対象地以外の範囲については、本報告書の対象と

していない。



土壌汚染状況調査（概況調査）の調査区分図及び調査地点図

（１） 土壌汚染状況調査（概況調査）の調査区分

土地利用履歴調査の結果、対象地内において、過去に有害物質取扱事業者は存在しな

いものの、SKEET RANGE（射撃場）として鉛弾を使用していた疑いもあることから、

土壌汚染のおそれがないとは言い切れず、「鉛」のみ土壌汚染のおそれが少ないものと考

える。これより、当該地の調査区分は、「第二調査区分地」と判断した。

（２） 土壌汚染状況調査（概況調査）の調査地点図

土壌汚染状況調査（概況調査）の調査地点図を次頁に示す。

区分 第一調査区分地 第二調査区分地 その他の区分地 

定義 

「第二調査区分地」、

「その他の区分地」に

該当しない土地（汚染

土壌が存在するおそれ

がある土地） 

汚染土壌が存在する

おそれが少ないと認め

られる土地 

 汚染土壌が存在する

おそれがないと認めら

れる土地 
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土壌汚染状況調査（概況調査）結果の一覧表

（１） 結果概要

土壌汚染状況調査（概況調査）の結果、一部の鉛含有量が処理基準を超過する結果と

なった。 

（２） 土壌汚染状況調査（概況調査）結果の一覧表

土壌汚染状況調査（概況調査）結果の一覧表は下記のとおりである。 

調査項目は、処理基準で規定されている全項目を対象とした。 

表２ 土壌汚染状況調査（概況調査）結果

対象物質
（東京都土壌汚染対策

指針に基づく）
調査結果の総括

第一種有害物質

（表９）

全ての単位区画において、土壌ガスは検出されなかった。した

がって、当該地に VOC による土壌汚染は存在しないと考えら

れる。

第二種有害物質

(表７、表８) 

鉛の含有量が一部の区画で処理基準を超過した。超過した区画

の最大含有量は 910(mg/kg)であり、処理基準の約 6 倍であっ

た。他の含有量・溶出量は全て処理基準を満足した。

第三種有害物質

(表７、表８) 

全ての単位区画において、含有量・溶出量とも処理基準値は超

過しなかった。したがって、当該地において、農薬等による土

壌汚染は存在しないと考えられる。
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有害物質土壌汚染状況（概況調査）調査結果（平面図）

（１） 結果概要

土壌汚染状況調査（概況調査）の結果、調査対象地内の 7 つの 30m 区画で鉛含有量が

処理基準を超過した。その他の物質は全て処理基準を満足した。 

（２） 有害物質土壌汚染状況調査結果（平面図）

有害物質土壌汚染状況調査結果（平面図）を次頁に示す。 

（３） 30m 格子内の汚染範囲確定のための追加的試料採取について 

財務省が実施した概況調査及び詳細調査では、30m 格子内の汚染範囲確定のための追加

的試料採取が実施されておらず、鉛含有量が処理基準を超過した 30m 格子内の全単位区

画にて深度 5m までの詳細調査（ボーリング調査）が実施されている。そのため、多摩環

境事務所と協議の結果、立川市による追加土壌分析を実施した。詳細は別紙３に示す。 

※ 調査実施写真及び濃度計量証明書（写）については別冊報告書に掲載した。 
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（５） 既往調査結果の活用について

対象地では、現土地所有者である財務省による土壌汚染概況調査（平成 21 年 12 月～

平成 22 年 2 月）及び土壌汚染詳細調査（平成 22 年 7 月～平成 22 年 9 月）が指定調査

機関により既に実施され、環境確保条例第 117 条の調査内容を満足するために、立川市

による追加土壌分析（平成 22 年 10 月）が実施されている。 

本報告書では、上記調査結果を用いて報告書を作成する。上記の調査報告書について

は、別冊資料とした。なお、上記調査では、調査対象地以外の対象地東側範囲も調査対

象としているが、調査対象地以外の範囲については、本報告書の対象としていない。



土壌汚染状況調査（詳細調査）の調査地点図

（１） 土壌汚染状況調査（詳細調査）の調査地点図

土壌汚染状況調査（詳細調査）の調査地点図を次頁に示す。

鉛含有量が処理基準を超過した 30m 格子内の全単位区画（対象地内 54 箇所）にて深度

5m までの詳細調査（ボーリング調査）を実施した。 
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GL-0
～5cm

GL-5
～50cm

GL-0
～5cm

GL-5
～50cm

-4 320 － No.8 -9 180 －

-8 360 － -1 － 220

-2 220 － -3 680 －

-3 160 － -6 610 －

-4 210 － -9 1300 4300

-5 370 － -1 1300 －

-7 580 － -2 480 －

-9 420 － -3 480 350

-2 230 － -4 2300 －

-3 240 － -1 200 －

-6 550 － -3 1500 －

-7 580 － -6 2500 －

-9 500 －

区画

鉛含有量（mg/kg）

－：基準値を満足した試料

No.33

No.34

No.5

No.6

No.7

No.21

鉛含有量（mg/kg）

区画

土壌汚染状況調査（詳細調査）結果の一覧表

（１） 結果概要

土壌汚染状況調査（詳細調査）の結果、対象地内の全 54 単位区画中 25 単位区画で鉛

含有量が処理基準を超過する結果となった。超過深度は何れも浅く、深度 0.5m 以浅の範

囲であった。深度 1.0m 以深の範囲については全ての試料で処理基準を満足した。 

（２） 土壌汚染状況調査（詳細調査）結果の一覧表

処理基準を超過していた対象地内の全 25 単位区画の深度 0.5m 以浅の分析結果一覧表

を下記に示す。超過箇所のみ抜粋した。深度 1.0m 以深の範囲については全ての試料で処

理基準を満足した。詳細は次頁以降に示す。 

表２ 土壌汚染状況調査（詳細調査）結果

別紙３



















有害物質土壌汚染状況（詳細調査）調査結果（平面図）

（１） 結果概要

土壌汚染状況調査（詳細調査）の結果、対象地内の全 54 単位区画中 25 単位区画で鉛

含有量が処理基準を超過する結果となった。超過深度は何れも浅く、深度 0.5m 以浅の範

囲であった。深度 1.0m 以深の範囲については全ての試料で処理基準を満足した。 

（２） 有害物質土壌汚染状況（詳細調査）調査結果（平面図）

有害物質土壌汚染状況（詳細調査）調査結果（平面図）を次頁に示す。 

（３） 柱状図

有害物質土壌汚染状況（詳細調査）調査の結果得られたボーリング柱状図を下記の代

表箇所のみ以降に示した。 

掲載柱状図：No.5-5,No.6-5,No.7-5, No.8-5,No.21-5,No.33-5, No.34-5 

（４） 30m 格子内の汚染範囲確定のための追加的試料採取について 

財務省が実施した詳細調査及び詳細調査では、30m 格子内の汚染範囲確定のための追加

的試料採取が実施されておらず、鉛含有量が処理基準を超過した 30m 格子内の全単位区

画にて深度 5m までの詳細調査（ボーリング調査）が実施されている。そのため、多摩環

境事務所と協議の結果、立川市による追加土壌分析を実施した。 

※ 調査実施写真及び濃度計量証明書（写）については別冊報告書に掲載した。 
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（５） 追加土壌分析の目的

財務省が実施した概況調査及び詳細調査では、30m 格子内の汚染範囲確定のための追加

的試料採取が実施されておらず、鉛含有量が処理基準を超過した 30m 格子内の全単位区

画にて深度 5m までの詳細調査（ボーリング調査）が実施されている。 

追加土壌分析は、概況調査の複数地点混合法にて処理基準を超過し、詳細調査にて全

深度で処理基準を満足した 29 の単位区画を対象として実施する。分析方法は、30m 格子

内の汚染範囲確定のための追加的試料採取方法と同様に、表層 0～0.05m の試料と 0.05

～0.5m の試料を均等混合した試料を用いて鉛含有量を分析した。 



追加土壌分析の調査地点図

（１） 追加土壌分析の調査地点図

追加土壌分析の調査地点図を次頁に示す。土壌試料は、詳細調査時の残試料を用いた。

調査地点数は、対象地内の 29 単位区画となった。 
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鉛含有量 鉛含有量

（㎎／㎏） （㎎／㎏）

-1 71 -5 5.8

-2 66 -6 87

-5 6.5 -7 5.6

-7 7.8 -8 37

-1 36 -2 9.5

-6 5.2 -4 33

-8 29 -5 10

-1 75 -7 19

-4 9.9 -8 47

-5 28 -5 6.5

-8 28 -6 14

-1 36 -2 8.2

-2 86 -4 7.5

-3 64 -5 4.3

-4 15

No.8

試料名

No.34

試料名

No.7

No.6

No.21

No.33

No.5

No.8

追加土壌分析結果の一覧表

（１） 結果概要

追加土壌分析の結果、実施した全 29 単位区画で処理基準を満足する結果となった。 

（２） 追加土壌分析結果の一覧表

追加土壌分析結果一覧表を下記に示す。 

表 追加土壌分析結果一覧 
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追加土壌分析結果（平面図）

（１） 結果概要

追加土壌分析の結果、実施した全 29 単位区画で処理基準を満足する結果となった。 

（２） 追加土壌分析結果（平面図）

追加土壌分析の結果、処理基準を超過した単位区画は確認されなかったため、有害物

質土壌汚染状況（平面図）は詳細調査時と同様となる。 
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地下水の状況

（１） 対象地における地形・地質概況

本調査地は、JR 中央線西立川駅より北北東約 1.9km の昭和記念公園に隣接する陸上自

衛隊立川駐屯地の北部に位置している。

東京都の地形は、西半分は関東山地東南部に、東半分は関東平野南部に位置し、西部

から東部へ山地、丘陵地、台地および低地の 4 つに区分され、今回の調査地の地形はこ

の内、武蔵野台地と呼ばれる台地部に相当する。

武蔵野台地は地形面の高低関係から、高位から低位へ、武蔵野面、立川面、拝島面の

三つに分類されている。本調査地はこのうち、立川面に相当している

本調査地は、厚さ 2～3m 前後の表土・関東ローム層によって被われており、その下位

には厚さ 5～10m の立川礫層が分布している。なお、No.7-6 地点付近にて実施された地

質ボーリングにおける孔内水位は GL-5.56m であった。 

（２） 対象地における地下水概況

調査地の浅層の主帯水層は立川礫層であり、地下水位は深度 5.5m 前後で、立川礫層内

で不圧地下水を形成している。不圧地下水は周辺の地形の影響を受けやすいことから、

本調査地の地下水流向きは、北西から南東の方向に流れていると考えられる。
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ボーリング柱状図（No.7-6 地点付近） 出典：立川市 HP 

関東 

ローム 

武蔵野 

礫層 

地下水位

GL-5.56m



実施者 立川市 

内容 土地利用の履歴等調査 

結果 

対象地内において、過去に有害物質取扱事業
者は存在しないものの、SKEET RANGE（射撃場）
として鉛弾を使用していた疑いもあることか
ら、土壌汚染のおそれがないとは言い切れず、
土壌汚染の可能性があるものと考える。 

実施者
財務省（現土地所有者：土地資産価値把握を
目的として実施）

内容 土壌汚染状況調査（概況調査）

結果
調査対象地内の7つの30m区画で鉛含有量が
処理基準を超過した。その他の物質は全て処
理基準を満足した。

実施者 立川市

内容 追加土壌分析

結果

概況調査及び詳細調査では、30m 格子内の汚
染範囲確定のための表層土壌の追加的試料採
取が実施されておらず、概況調査で処理基準
を超過した 30m 格子内の全単位区画にて詳細
調査が実施されている。
追加土壌分析は、概況調査の複数地点混合法
にて処理基準を超過し、詳細調査にて全深度
で処理基準を満足した29の単位区画を対象と
し、表層 0～0.05m の試料と 0.05～0.5m の試
料を均等混合した試料を用いて鉛含有量の分
析を実施した。
その結果、全調査地点で処理基準を満足した。

実施者
財務省（現土地所有者：土地資産価値把握を
目的として実施）

内容 土壌汚染状況調査（詳細調査）

結果

全 54 単位区画中 25 単位区画で鉛含有量が処
理基準を超過する結果となった。超過深度は
何れも浅く、深度 0.5m 以浅の範囲であった。
深度 1.0m 以深の範囲については全ての試料
で処理基準を満足した。

全範囲で土壌汚染の可能性ありと判断 

7つの30m区画で鉛含有量が処理基準を超過 

25単位区画で鉛含有量が処理基準を超過 

全調査地点で処理基準を満足 

土地利用の履歴等調査届出書 

土壌汚染状況調査報告書 
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調査結果の総括



追加土壌分析結果の計量証明書

追加土壌分析結果の計量証明書を次頁以降に掲載する。
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