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15 土壌汚染対策 

 

15－1 かんがい水の汚濁対策 

都市化の進展に伴い、かんがい水質の汚濁が進行し、水稲の栽培を著しく不安定にして

いる。かんがい水の汚濁には、生活排水、工場排水、家畜ふん尿などが関係し、排水の性

質により、汚濁の程度と質が異なっている。 

水稲に対して広範囲に影響を及ぼしているのは、主に窒素濃度の増加である。窒素過剰

による水稲の被害には、過繁茂、倒伏、登熟不良、病害虫多発等がある。かんがい水中に

は、種々の形態の窒素が含まれているが、水稲の生育に最も影響があるのは、アンモニア

態窒素と有機態窒素である。アンモニア態窒素は速効性であり、かつよく吸収される。 

かんがい水質のＢＯＤの増加は、かんがい水中の溶存酸素を低下させる。有機物含量の

多い汚水が水田に流入すると、有機物の分解のために土壌中の酸素が消費され、酸化還元

電位が低下し、各種の還元性有害物質が生成されることにより、水稲の根の健全な発育が

妨げられ、養分吸収機能が低下する。 

窒素と有機物含量の高い汚水が流入する水田では、次のような対策が必要である。 

① かんがい水の水質調査結果に基づき、施肥量を減らす。特に影響の大きいのはアン

モニア態窒素である。かんがい水のアンモニア態窒素1ppmは、10ａ当たり１kgの窒素

量に相当する（水稲栽培に必要な用水量を10aあたり1,000tとして換算）。用水のアン

モニア態窒素濃度に応じて、表15－１のように減肥等の対策を行う。 

②ケイカルや含鉄資材等の土壌改良資材を10ａ当たり300kg程度施用する。 

③リン酸やカリは施肥基準量を施用し、必要に応じて微量要素を補給する。 

④強稈、短稈で耐病性の強い優良品種を導入する。 

⑤間断かんがい等による合理的な水管理を行う。汚水流水量をできるだけ少なくするた

め、かんがい水の使用量を水稲の生育に支障がない程度になるべく少なくする。 

⑥病害虫の防除は、特にイネツトムシ、紋枯病、いもち病の対策を重点的に行う。 

 

表15－１ 用水中のアンモニア態窒素濃度と水稲の肥培管理の目安 

  ｱﾝﾓﾆｱ態            

窒素濃度     水稲の栽培管理目安 

(mg/L) 

    ４以下 通常の肥培（施肥）管理とするが、肥沃土壌の場合は基肥を減らす。 

    ４～５ 基肥を概ね半減し、間断かん水を基本とし、かけ流しかん水しない。 

    ５～８ 原則基肥無施用、節水栽培を基本とし、原則追肥はしない。 

    ８以上 一般的には栽培困難。耐倒伏性が強い品種を用い、無肥料栽培、間断かん水。 

神奈川県水稲栽培の水管理（平成18年 神奈川県農業共済組合他）より 

 

  県内各水域の水質に関する最新データは、下記のホームページより入手可能である。 

  http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/joukyou.html 

（公共用水域、地下水の水質測定結果（神奈川県環境農政局環境部大気水質課）） 
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表15－２  農業（水稲）用水基準 

農業用水基準値 

  ｐＨ 6.0～7.5 

 ＣＯＤ    (mg/Ｌ) 6以下 

 ＳＳ      (mg/Ｌ) 100以下 

 ＤＯ      (mg/Ｌ) 5以上 

 Ｔ－Ｎ    (mg/Ｌ) 1以下 

 ＥＣ      (mS/cm) 0.3以下 

 Ａｓ      (mg/Ｌ) 0.05以下 

 Ｚｎ      (mg/Ｌ) 0.5以下 

 Ｃｕ      (mg/Ｌ) 0.02以下 

 Ｃｄ      (mg/Ｌ) 0.03以下 

 Ｎｉ      (mg/Ｌ) 0.07以下 

 Ｍｎ      (mg/Ｌ) 5以下 

 ＡＢＳ※   (mg/Ｌ) 5以下 

 Ｃl        (mg/Ｌ) 100以下 

 重油      (Ｌ/ａ) 5以下 

 軽油      (Ｌ/ａ) 2以下 

※アルキルベンゼンスルホン酸  農林省公害研究会（1970年） 

 

畑地かんがい用水には、明確な水質基準はないが、塩素については200～250mg/Ｌが許

容限界とされている。また、塩基集積の起こりやすい施設で用いる場合には、カルシウム

濃度は約40mg/Ｌ、ナトリウム濃度は46mg/Ｌが限界とされており、これらの濃度より高

いかんがい水を使えば、土壌に塩類集積が起こり、作物生育にも影響すると考えなければ

ならない。 

鉢物（洋ラン）栽培で塩類濃度の高い地下水をかんがいした場合、ナトリウム濃度が30m

g/Ｌ以上の水を６ヵ月以上用いると、品種によっては葉先枯れが発生したという事例があ

る。また、カルシウム濃度が30mg/Ｌ以上の地下水をミスト冷房や頭上かん水に用いた時、

炭酸カルシウムの結晶ができ、葉の表面に白色汚斑が発生した事例もある。このため、塩

類濃度の高い地下水を長期的に使用する場合は、土壌診断と合わせて水質の診断を実施す

ることが重要である。 

【参考文献】 

農文協刊「土壌診断の方法と活用」 
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15－２ 有機質資材等の施用と土壌中の重金属 

(1)  有機質資材等に含まれる重金属 

農業生産に使用される有機質資材のうち、重金属についての規制は、肥料取締法の普

通肥料である汚泥肥料に有害重金属（カドミウム等６元素）の最大許容量が定められて

いるのみである。ただし、特殊肥料のうち、「堆肥」と「家畜及び家きんのふん」につ

いては、銅、亜鉛の量の表示が義務づけられている。また、有機質資材ではないが、リ

ン酸肥料についても、肥料取締法において有害金属の最大許容量が定められている。 

肥料取締法改正前に生産された下水汚泥肥料中及び家畜ふん堆肥中の重金属含量を、

それぞれ、表15－３、表15－４に示す。汚泥肥料については、法改正以前に生産された

ものではあるが、カドミウムとクロム以外は、最大値が最大許容量を上回っている。法

改正後は、規制値以下の製品のみ、流通、販売が許されているが、使用にあたっては、

重金属類がある程度含まれていることを念頭におかなければならない。また、この最大

許容量は、人間に対する毒性でなく、通常の施用量で作物に対する生育障害が起こる限

界から定められた値であるので、昨今問題となっている、環境保全、食の安心・安全の

面における影響も考慮する必要がある。 

一方、家畜、特に豚は、成長促進を目的として、銅、亜鉛が飼料に添加されているた

め、豚ぷん堆肥中の銅、亜鉛の含量は、他の家畜ふん堆肥と比べて、かなり高くなって

いる。このため、豚ぷん堆肥を主として連用しているほ場では、これらの重金属の蓄積

に注意する必要がある。 
 

表15－３ 下水汚泥肥料中の重金属含有量（mg/kg）（旧環境庁土壌農薬課，平成４年） 

   試料数   平均値   最大値   最大許容量1)  
 水 銀 

 カドミウム 

 砒 素 

 鉛 

 ニッケル 

 ク ロ ム 

   132 

   132 

   132 

    76 

    40 

    58 

     0.7 

     1.4 

     4.2 

    32.0 

    46.0 

    28.8 

     6.9 

     4.9 

    53.0 

   162.0 

   312.0 

   360.0 

        2以下 

        5以下 

       50以下 

      100以下 

      300以下 

      500以下（６価） 

              1) 改正肥料取締法における汚泥肥料の最大許容量 

 

表15－４ 家畜ふん堆肥中の重金属含有量（mg/kg）      （折原，2002） 

 

 重 金 属 

 牛ふん堆肥 

 試料数：112 

 平均値    最大値 

 豚ぷん堆肥 

 試料数：32 

 平均値    最大値 

 鶏ふん堆肥 

 試料数：83 

 

 平均値  最大値 

 亜 鉛 

 カドミウム 

 水 銀 

 銅 

 砒 素 

  257.99 

    0.38 

    0.06 

   72.62 

    1.46 

 3197.78 

    2.87 

    0.28 

 1335.68 

   18.74 

  629.89 

    0.50 

    0.09 

  184.80 

    0.63 

 1166.67 

    1.33 

    0.44 

  414.67 

    2.55 

  379.24 

    0.57 

    0.09 

   43.03 

    1.24 

  741.42 

    3.94 

    0.69 

  105.84 

   11.56 
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(2)  農耕地土壌中の重金属 

ア 農耕地における重金属類の規制 

我が国における農耕地における重金属類の規制については、「農用地の土壌の汚

染防止等に関する法律（農用地土壌汚染防止法）」において、特定有害物質として

カドミウム、銅及びヒ素が規定され、その中で、汚染防止対策地域の指定要件の基

準として水田に限り、銅125 ppm、ヒ素15ppmの規制値が設けられている。また、再

生有機質資材の利用に伴う土壌中の重金属等の蓄積防止に係わる管理基準値が、乾

土１kgについて亜鉛120mgとして設けられている。亜鉛に限定されているのは、水

銀、カドミウム、ニッケル、クロム等の重金属も、亜鉛に連動して自ら規制される

という考え方による。 
 

表15－５ 農用地土壌の重金属蓄積に係る規制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 神奈川県における農耕地中の重金属 

県内農耕地土壌の重金属含量の平均値を表15－６に示した。本県は、腐植含量が

高く、重金属類の吸着能が大きいアロフェンを多く含む黒ボク土（火山灰土壌）が

広く分布するため、元来、農耕地土壌の重金属類の濃度が比較的高い。これに、投

入された肥料や堆肥中に含まれる重金属類が蓄積される。また、果樹園においては、

重金属を含む農薬が長期にわたって使用されたため、亜鉛、銅等の濃度が他の地目

より高くなっている。しかし、土壌中に有害重金属が存在していても、それが不溶

性あるいは難溶性であれば、植物による吸収量は少なく障害は出にくい。土壌中で

の重金属の溶解性は、土壌条件や他の共存元素の濃度などによって著しく異なる。 
 

表15－６  神奈川県における農耕地土壌中の重金属含有量の平均値（mg/kg） 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、汚泥肥料に限らず、堆肥等であっても品質表示票等で重金属含

有量を確認し、その濃度が高いものについては、そのほ場の土壌の状態と、施用す

る肥料の施用量や連用年数等に十分留意した上で使用することが望ましい。 

規制対象物質
農用地の土壌の汚染防止等に関する
法律(昭和45年法律第139号)

農用地における土壌中の重金属等の蓄積
防止に係る管理基準(昭和59年環境庁)

カドミウム及び
その化合物

米中のカドミウム濃度が1ppm以上
(硫・硝酸分解法）

銅及び
　その化合物

土壌中の銅濃度が125ppm以上
(0.1Ｎ塩酸抽出）

砒素及び
　その化合物

土壌中の砒素濃度が15ppm以上
(１Ｎ塩酸抽出）

亜　鉛
　乾土1kg中120mg
（強酸分解、原子吸光法）

塩酸
1)

全
1) 塩酸 全 塩酸 全

水田 0.5 0.75 15 122.9 14.2 106.8

畑 0.4 0.43 16.7 98.4 4.8 126.3

樹園地 0.4 0.53 53.8 171.2 29.7 176.2

1)「塩酸」は0.1N塩酸抽出、「全」は過塩素酸分解による全量分析。

カドミウム 亜鉛 銅
地 目　
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表15-７ 土壌の汚染に係る環境基準 

平成３年８月23日環境庁告示第46号  

最終改正 平成 26年３月 20日 環境省告示第 44号より抜粋  

項    目 環 境 上 の 条 件 

カドミウム 

 

検液1Ｌにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては米1kgにつき 

0.4mg以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん）注 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液1Ｌにつき0.01mg以下であること。 

六価クロム 検液1Ｌにつき0.05mg以下であること。 

砒（ひ）素 

 

検液1Ｌにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌

1kgにつき15mg未満であること。 

総水銀 検液1Ｌにつき0.0005mg以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 

ジクロロメタン 検液1Ｌにつき0.02mg以下であること。 

四塩化炭素 検液1Ｌにつき0.002mg以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液1Ｌにつき0.004mg以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液1Ｌにつき0.1mg以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1Ｌにつき0.04mg以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液1Ｌにつき1mg以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Ｌにつき0.006mg以下であること。 

トリクロロエチレン 検液1Ｌにつき0.03mg以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液1Ｌにつき0.01mg以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液1Ｌにつき0.002mg以下であること。 

チウラム 検液1Ｌにつき0.006mg以下であること。 

シマジン 検液1Ｌにつき0.003mg以下であること。 

チオベンカルブ 検液1Ｌにつき0.02mg以下であること。 

ベンゼン 検液1Ｌにつき0.01mg以下であること。 

セレン 検液1Ｌにつき0.01mg以下であること。 

ふっ素 検液1Ｌにつき0.8mg以下であること。 

ほう素 検液1Ｌにつき1mg以下であること。 

   注) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 
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15－３ 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土の取扱いについて 

 

平成31年３月１日現在、肥料等については、平成23年8月1日農林水産省通知により暫 

定許容値（400ベクレル/kg）以下であることを検査等により確認した上で生産・流通・

販売を行うこととなっている。 

   また、本県の腐葉土・剪定枝堆肥については、現在、原則として生産・出荷・施用を 

控えるよう指導している。 

   なお、肥料等の取扱いについては、今後、変更される可能性があるので、次のホーム 

ページや問合せ先で最新の情報を確認して利用する。 

   

《問合せ先及びホームページＵＲＬ》 

  

（１）神奈川県  

（放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土の取扱いについて） 

環境農政局農政部農業振興課 

 ホームページＵＲＬ ； http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f417415/ 

          

（２）農林水産省  

 （放射性セシウムを含む肥料･土壌改良資材･培土及び飼料の暫定許容値の設定について）

 ホームページＵＲＬ；http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html 

   ・肥料について  

      消費・安全局農産安全管理課肥料企画班,肥料検査指導班 

       ダイヤルイン：03-3502-5968 

   ・土壌改良資材について 

       生産局農業環境対策課土壌環境保全班 

       ダイヤルイン：03-3502-5951 

   ・培土について 

       生産局農業生産支援課資材効率利用推進班 

       ダイヤルイン：03-6744-2111 


