
 
Vol.16 平成 25 年 夏号 

株式会社 環境技術センター 
長野県松本市大字笹賀 5652-166 
 0236(27)1606 FAX0236(27)2133 
URL:  http://www.kgc-minnanolab.com 

Photo:shinsuke.ajisawa 

 

～1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物の処分等の改正～ 施行日：平成 25 年 6 月 1 日 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令及び施行規則等の一部を改正する省令が

施行されました。施行により、特定の施設から排出される一定濃度以上の 1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を

特別管理産業廃棄物に新たに指定するとともに、一定濃度以上の 1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんに

ついては、遮断型処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備が行われました。 

(下表は 1,4-ジオキサン以外の物質の改正も表記。また、産業廃棄物を海洋投棄する場合についての改正は、省略) 

①以下の基準に適合しない場合、特別管理産業廃棄物に該当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②管理型最終処分場に埋⽴処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の基準 
(⾦属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の⼀部改正) 

 
 
 
 
 
③廃棄物最終処分場から排出される放流⽔の基準及び廃棄物最終処分場周縁の地

下⽔基準、安定型最終処分場の浸透⽔の基準(⼀般廃棄物の最終処分場及び産業
廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の⼀部改正) 

 
 
 
 
 
※現⾏はシス-1,2-ジクロロエチレン。改正後はシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ

エチレンの合計量 

1,4-ジオキサンとは 

揮発性物質かつ水溶性で、

常温で無色の液体。 

主な用途は洗浄剤、合成皮

革用・反応用の溶剤、塩素

系溶剤、医薬品など。加水

分解性や生物濃縮はないほ

か、土壌分配係数は小さく、

土壌に放出された場合には

地下水にまで到達する。 

また、洗剤などの製品中に

おいても副生し、洗剤など

の製品中に不純物として存

在している。 

人の健康影響としては、

眼、鼻、咽頭に刺激性があ

り、さらに急性中毒として

脳、肝臓、腎臓の障害がみ

られる。

1,4-ジオキサン 1,1-ジクロロエチレン
指定下⽔汚泥⼜は指定下⽔汚泥を処分するために処理したもの
(廃酸⼜は廃アルカリ以外)

0.5mg/L以下
1mg/L以下

(現⾏0.2mg/L以下)
指定下⽔汚泥を処分するために処理したもの
(廃酸または廃アルカリ)

5mg/L以下
10mg/L以下

(現⾏2mg/L以下)
ばいじん⼜はばいじんを処分するために処理したもの
(廃酸または廃アルカリ以外)

0.5mg/L以下

ばいじんを処分するために処理したもの(廃酸または廃アルカリ) 5mg/L以下
廃油を処分するために処理したもの(廃油) 廃溶剤ではないこと
廃油を処分するために処理したもの
(廃酸または廃アルカリ)

5mg/L以下
10mg/L以下

(現⾏2mg/L以下)
廃油を処分するために処理したもの
(廃酸または廃アルカリ以外)

0.5mg/L以下
1mg/L以下

(現⾏0.2mg/L以下)
汚泥もしくは汚泥、廃酸⼜は廃アルカリを処分するために処理したもの
(廃酸または廃アルカリ以外)

0.5mg/L以下
1mg/L以下

(現⾏0.2mg/L以下)
廃酸⼜は廃アルカリもしくは汚泥、廃酸⼜は廃アルカリを処分するために処
理したもの(廃酸⼜は廃アルカリ)

5mg/L以下
10mg/L以下

(現⾏2mg/L以下)

廃棄物の種類

指定下⽔汚泥関係
(規則第1条の２第５項関係)

ばいじん関係
(規則第１条の2第８項関係)

廃油関係
(規則第1条の2第10項関係)

汚泥、廃酸⼜は廃アルカリ
関係

(規則第1条の2第11項関係)

廃棄物の種類 1,4-ジオキサン 1,1-ジクロロエチレン
燃え殻、ばいじんもしくは燃え殻⼜はばいじんを処分するた
めに処理したもの(判定基準省令第1条第2項、第3条第2項)
汚泥、指定下⽔汚泥及びこれらの産業廃棄物を処分するため
に処理したもの(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項)

0.5mg/L以下
1mg/L以下

(現⾏0.2mg/L以下)

1,4-ジオキサン
1,1-ジクロロ

エチレン
1,2-ジクロロ
エチレン※

塩化ビニル
モノマー

放流⽔基準
(管理型)

0.5mg/L以下
1mg/L以下

(現⾏0.2mg/L以下)
地下⽔基準(全処分場共通)

浸透⽔基準(安定型)
0.05mg/L以下

0.1mg/L以下
(現⾏0.02mg/L以下)

0.04mg/L以下 0.02mg/L以下



 Web で   ・ 

当社の分析の一部が、Web で申込可能にな
ます。 

 まずは、「みんなのラボ」で検索し、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような皆様は、Web からの申

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最短２日で報告書を発送いたします。 
＊項目や申込内容によって発送日は異なります。詳しくはホ

 
 

夏
細菌検査 
夏期（６～９月）は細菌が増殖しやすい季節

みつきます。夏にかけて気温が上昇すると、細菌

大切なお客さんに安心して水を使ってもらうた
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
忙しいから採水できない…そんな方には 

こちらから採水にお伺いします。まずはお電話

もっと他に、調べてほしいものがある…そんな方

当社はこの他にも騒音・悪臭・製品の不良故障

調査をおこなっています。詳しくはお電話で

元気な

育てた

安全な食品を

食べてもらい

飲むならやっぱり   

井戸水（湧水）がいい！ 

このような皆様は、Web からの

 食品*2

 土壌
放射能*1

 飲料水

 細菌検
飲料水

 基本的

 地力の
土壌*3

みんなのラボ

   ・    の分析を承りま

 
なりました。いつでも、だれでも、どこからでも

当社ホームページ にアクセスしてくだ

申込が便利です 

 

ホームページをご覧ください（料金も掲載しています）。 

夏のオススメ！！ 

節です。冬場の使用頻度が少ない井戸水や湧水は

菌はますます繁殖します。避暑や帰省でご自宅に

ために、一度検査をしてみませんか？  
～～～～～～～～～～～～ 

話にてご連絡ください。 

方には 

障解析など、様々な分析・ 

ご相談ください。 

*1 NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀを使用

*2 農作物・飲料水・加工食品など測

*3 適正な土壌の管理を行うため、農

的な改善目標と比較できます 

お申込みから分析結

な野菜を

い！ 

を   

いたい！

分析結果（報告書

試料を容器に入れ

お支払い

専用の容器が

「ネット商品」をクリック

TEL：

(株)環境

オススメ!!

の申込が便利です  

2

水簡易10項目

検査

的な性質

の評価

ます! 

も簡単にお申込みでき

ださい。 

は、配管などに細菌が棲

に人が集まるこの季節。

用して測定します 

測定できます 

農林水産大臣の示す基本

結果お届けまで 

書）が届く

れて、送付

い

が届く

ク！お申込手続をする

0263（27）1606

境技術センター



　悪臭防止法は、工場や事業所などの事業活動に伴い発生する「におい」について、必要な規制を行うとともに、住民の
生活環境を保全することを目的として制定された法律です。都道府県知事または市町村長が規制する地域にある工場や事
業場が規制の対象になります。その規制方法は、「特定悪臭物質」と「臭気指数」の２通りがあり、工場や事業場の敷地
境界線、気体排出口、排出水に対して規制基準が設定されています。
　私たちは「特定悪臭物質」の測定・分析と「臭気指数」の測定を行っており、工場や事業場の労働者、また住民の方々
と同じ目線で悪臭・臭気の問題解決に取り組んでおります。今回は当社の取り組みをご紹介いたします。

　悪臭防止法で指定される化学物質（アンモニア、硫化水素など22種類）を現場で測定機器を用いて採取し、ガスクロマ
トグラフなどの機器で分析します。
　工場、事業所など悪臭の原因となっている物質が分かっている場合には、この測定・分析により、不快な原因となる化

学物質の濃度を把握することができます。

　臭気判定試験により、目に見えない「におい」を数値化し、臭気の強さや程度を示します。嗅覚測定法に基づいた、
オペレーター（臭気判定士）と6人の嗅覚パネルによる臭気指数を測定する試験です。現在、多くの自治体でこの臭気
指数による規制を採用する動きが増えています（長野県では松本市が採用しています）。

臭気指数の測定　　～目に見えない「におい」を数値で表す～

悪臭・臭気調査 「不快なにおいの原因を調査いたします」

　特定悪臭物質の測定・分析　　～においの原因物質をあきらかに～

オペレーターが、3個の無臭空気を入れた袋(番

号付)の一つに現場で採取した試料臭を注入す

る。

ラボでの分析現場で測定

私たちは測定・分析技術を生かしてお客様の様々なご要望にお応えできるよう社員一同が知識、技術の

向上を常日頃から心掛けて業務に励んでいます。

においに関するご相談は、在籍する１１人の臭気判定士が対応しますので、お気軽にご連絡ください。

分析結果を基に

報告書を作成し

お客様へ

硫化水素は○○ppm

基準に適合？不適合？

パネルは3個の袋の中のにおいを嗅ぎ、

においがすると思われる袋の番号を

回答する。人の嗅覚でにおいを感じ

なくなるまで試料を希釈して判定を

繰り返し、希釈倍率に基づき臭気指

数を算出する。

においを感じるのはどの袋？

臭気判定試験結果を

基に報告書を作成し

お客様へ



 
 

KGC ヘッドラインニュース 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

一級建築士事務所の登録 
(2013.5.16) 

 
半田實管理建築士の元、わが社は平成 25 年 5 月 16 日に一級建築事務所の

登録を行いました。これにより、今後は一級建築士の管理の下で廃棄物処理施

設関連の設計業務を実施することが可能となりました。そして、登録から 2 ヶ

月あまりを経た平成 25 年 7 月、木曽広域連合発注の「平成 25 年度熱回収施

設建設に係る基本設計業務」を受託させていただくこととなりました。 

 

放射能についての特別授業の開催（松本市菅野小学校） 
(2013.６.20) 

 

松本市菅野小学校の、総合的学習の時間にわが社の取締役宮澤が講師を務め、

放射線の実験教室を開催しました。菅野小 6 年 3 組の生徒へ放射線の仕組みを

伝えたほか、簡易放射線測定器「はかるくん」を用いて、校内のさまざまな場

所で放射線量を測定してもらうなどの体験をしてもらいました。 

 

 

松本ものづくりフェアへの出展 
(2013.7.13・14) 

 

松本大学で開催された「2013 松本広域ものづくりフェア」にブースを出展

しました。フェア自体の来場者も多数でしたが、わが社のブースにも 2 日間と

も数百人を超える来場がありました。ブースでは霧箱を展示し、来場者に肉眼

で放射線の飛跡を見てもらいました。来場は小中学生とその親御さんが主体で

したが、親御さんのほうが喜んでいた様でした。 

 

不動産保証協会の研修会で講演 
(2013.7.16・17) 

 

不動産保証協会長野県本部主催の法定研修会が松本市(7/16)、軽井沢町

(7/17)で開催され、そのなかで土壌汚染対策法に基づく地歴調査・地下埋設物

の調査について、わが社の取締役齊藤が講師を務め、同法について解説をしま

した。両日とも数十名が受講し、熱心に耳を傾けて頂きました。 

 
 

フェイスブックを開設しました。フェイスブックアカウ
ントをお持ちの方は「いいね!」を押してください。 
わが社のホットな情報をフェイスブック上で発信してい

きますが、「フォレスト」についてもぜひご覧ください。
アドレス 

「https://www.facebook.com/kgcminnanolab」 

環境技術センターは

松本山雅ＦＣを応援

しています。 

発⾏:㈱環境技術センター 新聞委員(降幡・寺嶋・藤⽥・中村・櫻井) 


