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１．分析試験の対象工事【公表済】  
 

 鉄鋼スラグを出荷した記録があることが判明した４７工事の施工箇所および鉄鋼ス

ラグと類似する材料の混入が認められた９工事の施工箇所（鉄鋼スラグと類似する材

料の混入が認められた２６工事の施工箇所のうち、鉄鋼スラグを出荷した記録がある

ことが判明した４７工事の施工箇所と重複している１７工事の施工箇所を差し引いた

もの）を合わせた５６工事の施工箇所において、有害物質の含有量等について分析試

験を実施しました。 

２．分析試験結果について【公表済】  
 

 分析試験等を行った５６工事の施工箇所のうち、以下の工事の施工箇所において、

「六価クロム」、「ふっ素」が基準※に定める基準値を超えて検出されました。 

 分析試験の結果は次のとおりです。（別添１、２、３） 

 ■２工事の施工箇所において、「ふっ素」の溶出量及び含有量の基準※が定める基 

  準値を超え、「六価クロム」が溶出量の基準※に定める基準値を超えて検出され 

  ました。 

 ■３工事の施工箇所において、「ふっ素」の溶出量及び含有量の基準※が定める基 

  準値を超えて検出されました。 

 ■２２工事の施工箇所において、「ふっ素」の溶出量の基準※が定める基準値を超 

  えて検出されました。 

３．現在の取り組み状況について  
  

 分析試験の結果、基準※に定める基準値を超えた工事の施工箇所については、群馬

県環境森林部に報告するとともに群馬県環境森林部からの助言等を踏まえ、基準値を

超えた工事の施工箇所において、材料の直下の土壌の有害物質の含有量等について、

土壌汚染対策法に準じた分析試験を順次、実施しているところです。 

 また、八ッ場ダム工事事務所の発注工事において、基準※に定める基準値を超えた

工事の施工箇所については、土地の所有者や関係機関の意向を踏まえ、基本的に当該

材料を撤去することで調整中です。 

  

※ JIS A 5015 環境安全品質基準 
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４．今後の予定  
  

 現在、分析試験の結果、基準※に定める基準値を超えた工事の施工箇所において、

材料の直下の土壌の有害物質の含有量等について、土壌汚染対策法に準じた分析

試験を順次、実施しているところであり、２月中には土壌汚染対策法に準じた分

析試験が終了する予定です。 （当該材料を撤去することで調整している工事の施

工箇所の土壌汚染対策法に準じた分析試験は、撤去時に併せて実施予定） 

 

 その後、土壌汚染対策法に準じた分析試験の結果をとりまとめ、群馬県環境森林

部に報告し、助言を得ながら、「鉄鋼スラグに関する連絡会議」において、調整

を図り、適切に対応していきます。 

 

 また、当該材料を撤去することで調整している工事の施工箇所については、調整が整っ

た後、当該材料の撤去に着手します。 

※ JIS A 5015 環境安全品質基準 
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平成３年度以降に施工した群馬県内の直轄工事※1 

約３，８００工事 

鉄鋼スラグの混入の可能性がある材料が 
現時点で露出した状態となっている工事の 

施工箇所を工事完成図等により抽出 

鉄鋼スラグの混入の可能性がある 
材料が現時点で露出した状態となってい

る工事の施工箇所 

９２工事の施工箇所 

鉄鋼スラグと類似する材料の有無を 
判定するための調査 

鉄鋼スラグと類似する材料の混入が 
認められた工事の施工箇所 

２６工事の施工箇所 
（このうち１７工事の施工箇所は大同特殊鋼(株)渋
川工場への聞き取り調査により鉄鋼スラグを出荷し
た記録があることが判明した４７工事の施工箇所と

重複） 

鉄鋼スラグを出荷した記録が 
あることが判明した工事の施工箇所 

４７工事の施工箇所 

大同特殊鋼(株)渋川工場への 
聞き取り調査 

鉄鋼スラグを出荷した記録があることが判明した工事の施工箇所 
および鉄鋼スラグと類似する材料の混入が認められた工事の施工箇所 

５６工事の施工箇所 
≪別添１参照≫ 

有害物質の含有量等を確認するため、JIS A 5015に準じた調査を実施 
材料の使用箇所によってJIS A 5015に準じた調査が実施できない工事の施工箇所については、 

調査方法を群馬県環境森林部へ確認を行い実施 

※1 高崎河川国道事務所、利根川水系砂防事務所、八ッ場ダム工事事務所、利根川ダム統合管理事務所、品木ダム水質管理所発注の工事 
※2 JIS A 5015 環境安全品質基準 

■現在実施している鉄鋼スラグに関する調査の手順 

４７工事の施工箇所 ９工事の施工箇所 

工事の施工箇所直下の土壌について有害物質の含有量等を確認するため、 
調査方法を群馬県環境森林部へ確認し、土壌汚染対策法に準じた調査を実施 

５６工事の施工箇所において有害物質の含有量等の分析試験の結果、 
基準※2に定める基準値を超えた工事の施工箇所 

２７工事の施工箇所 
≪別添１、２、３参照≫ 
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■有害物質の含有量等について、分析試験を実施した工事の施工箇所 

No. 
契約 
年度 

事務所 工事名 

1 Ｈ１０ 八ッ場ダム工事事務所 長野原（久々戸）地区防災ダム工事 

2 Ｈ１０ 八ッ場ダム工事事務所 下田残土置場整備工事 

3 Ｈ１１ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ１１下田仮設道路工事 

4 Ｈ１２ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ１２八ッ場ダム管内維持工事 

5 Ｈ１６ 高崎河川国道事務所 富田改良その８工事 

6 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 半田拡幅改良工事 

7 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 半田改良その４工事 

8 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 田口改良その４工事 

9 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 藤沢川橋下部他工事 

10 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 五代川橋下部他工事 

11 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 荻窪川橋下部他工事 

12 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 漆原舗装その２工事 

13 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 漆原舗装その１工事 

14 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 関根漆原舗装工事 

15 Ｈ２０ 八ッ場ダム工事事務所 付替国道145号久森トンネル工事 

16 Ｈ２０ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２０大沢地区代替地整備工事 

17 Ｈ２０ 八ッ場ダム工事事務所 大柏木地区盛土造成地他工事 

18 Ｈ２０ 八ッ場ダム工事事務所 付替国道145号（中村地区）改良工事 

19 Ｈ２０ 八ッ場ダム工事事務所 小倉地区函渠工事 

20 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 半田舗装その２工事 

21 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 半田舗装その３工事 

22 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 上細井改良その２工事 

23 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 上泉地区他改良工事 

24 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 上細井地区他改良工事 

25 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 半田地区拡幅改良舗装工事 

26 Ｈ２１ 八ッ場ダム工事事務所 二社平地区代替地整備工事 

27 Ｈ２１ 八ッ場ダム工事事務所 付替国道145号（川原畑地区その2）改良他工事 

28 Ｈ２１ 八ッ場ダム工事事務所 付替国道145号（中村地区その2）改良工事 

29 Ｈ２１ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２１大沢地区代替地整備工事 

30 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 前橋赤城線跨道橋下部他工事 

31 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 勝沢横断函渠他工事 

32 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 五代地区改良工事 

33 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 上細井地区改良その３工事 

34 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 小神明地区他改良工事 

35 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 鳥取地区舗装工事 

36 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 五代地区舗装工事 

37 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 上細井地区舗装工事 

38 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 半田地区拡幅改良舗装その２工事 

39 Ｈ２２ 八ッ場ダム工事事務所 三島地区町道付替他工事 

40 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 Ｈ２３管内交通安全施設設置その２工事 

41 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 上細井地区改良舗装工事 

42 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 小神明上細井舗装工事 

43 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 上泉地区舗装その２工事 

44 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 Ｈ２３みなかみ地区防災工事 

45 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 上武道路橋梁下部その２工事 

46 Ｈ２３ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２３大沢地区代替地他整備工事 

47 Ｈ２４ 高崎河川国道事務所 上武道路上細井改良工事 

48 Ｈ２４ 高崎河川国道事務所 白狐橋下部他工事 

49 Ｈ２４ 高崎河川国道事務所 上武道路函渠その他工事 

50 Ｈ２４ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２４上湯原地区防災ダム（R-10）他工事 

51 Ｈ２４ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２４大沢地区代替地他整備工事 

52 Ｈ２４ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２４上湯原地区代替地他整備工事 

53 Ｈ２５ 高崎河川国道事務所 上武道路関根改良他函渠工事 

54 Ｈ２５ 高崎河川国道事務所 上武道路日輪寺改良工事 

55 Ｈ２５ 高崎河川国道事務所 上武道路田口改良工事 

56 Ｈ２５ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２５温井沢流路工外工事 

：有害物質の含有量等が基準に定める基準値を超えた工事の施工箇所 

 別添１  



横壁 

ＪＲ吾妻線付替 

No.27 付替国道 １４５号（川原畑地区その２）改良他 工事 
( 調査箇所：道路 ( 路盤 )) 

No.15 付替国道１４５号久森トンネル工事 
( 調査箇所：道路 ( 路盤 )) 

No.19 小倉地区函渠工事 
( 調査箇所：道路 ( 路盤 ) 排水暗渠 ) 

No.50 Ｈ２４上湯原地区防災ダム（Ｒ－１０）他工事 
( 調査箇所：道路 ( 路盤 )) 

No.51 Ｈ２４大沢地区代替地他整備工事 
( 調査箇所：道路 ( 路盤 )) 

No.26 二社平地区代替地整備工事 
( 調査箇所：道路 ( 路盤 ) 排水暗渠 ) 

川原湯 

川原畑 

林 

長野原 

三島 

N 

No.28 付替国道１４５号（中村地区その２）改良工事 
( 調査箇所：道路 ( 路盤 )) 

No.16 Ｈ２０大沢地区代替地整備工事 
( 調査箇所：押え盛土 ) 

No.2 下田残土置場整備工事 
( 調査箇所 ： 工事用道路 ( 砕石舗装 )) 

No.3 Ｈ１１下田仮設道路工事 
( 調査箇所 ： 工事用道路 ( 砕石舗装 )) 

No.18 付替国道１４５号（中村地区）改良工事 
( 調査箇所：進入路 ( 敷砂利 )) 

No.46 Ｈ２ ３大沢地区代替地他整備工事 
( 調査箇所 ：資材 置場 ( 敷砂利 ) 、 道路 ( 路盤 )) 

No.56 Ｈ２ ５温井沢流路工外工事 
( 調査箇所 ： 資材置場 ( 敷砂利 )) 

No.52 Ｈ２４上湯原地区代替地他整備工事 
( 調査箇所 ：資材 置場 ( 敷砂利 ) ・埋戻部 ( 不陸整正 ) ・進入路 ( 敷砂利 )) 

No.1 長野原 （久々戸）地区防災ダム工事 
( 調査箇所：工事用道路 ( 敷砂利 )) 

No.4 Ｈ １２八ッ場ダム管内維持工事 
( 調査箇所：道路 ( 砕石舗装 )) 

No.29 Ｈ２１ 大沢地区代替地整備工事 
( 調査箇所：道路 ( 砕石舗装 )) 

No.39 三島 地区町道付替他工事 
( 調査箇所：道路 ( 砕石舗装 )) 

46 - ② ､ ③ 

52 - ③ 

46 - ① 

52 - ② 
52 - ④ 

52 - ① 
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※国土地理院1/25,000から作図 

 ■有害物質の含有量等について、分析試験を実施した工事の施工箇所 
   位置図（八ッ場ダム工事事務所） 

 別添２  

：有害物質の含有量等が基準に定める基準値を超えた工事の施工箇所 

調査箇所図（広域図） 

No.17 大柏木地区盛土造成地他工事 
(調査箇所：道路(路盤)) 

：有害物質の含有量等が基準に定める基準値以内の工事の施工箇所 

調査箇所図（拡大図） 
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 ■有害物質の含有量等について、分析試験を実施した工事の施工箇所 
   位置図（高崎河川国道事務所） 

※国土地理院1/50,000から作図 

N 

至：新潟 

No.12  H20 漆原舗装その２工事 
（調査箇所：路盤） 

No.13  H20 漆原舗装その１工事 
（調査箇所：路盤） 

No.23  H21 上泉地区他改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.6  H20 半田拡幅改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.7  H20 半田改良その４工事 
（調査箇所：盛土） 

No.10  H20 五代川橋下部他工事 
（調査箇所：盛土） 

No.21  H21 半田舗装その３工事 
（調査箇所：路盤） 

No.11  H20 荻窪川橋下部他工事 
（調査箇所：盛土） 

No.24  H21 上細井地区他改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.36  H22 五代地区舗装工事 
（調査箇所：路盤、盛土） 

No.43  H23 上泉地区舗装その２工事 
（調査箇所：路盤、盛土） 

No.45  H23 上武道路橋梁下部その２工事 
（調査箇所：盛土） 

No.44  H23 Ｈ２３みなかみ地区防災工事 
（調査箇所：その他） 

No.48  H24 白狐橋下部他工事 
（調査箇所：盛土） 

No.40  H23 Ｈ２３管内交通安全施設設置その２工事 
（調査箇所：盛土） 

【拡大図参照】 

No.49  H24 上武道路函渠その他工事 
（調査箇所：盛土） 

No.22  H21 上細井改良その２工事 
（調査箇所：盛土） 

No.9  H20 藤沢川橋下部他工事 
（調査箇所：盛土） 

No.34  H22 小神明地区他改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.35  H22 鳥取地区舗装工事 
（調査箇所：盛土） 

No.37  H22 上細井地区舗装工事 
（調査箇所：盛土） 

No.55  H25 上武道路田口改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.41  H23 上細井地区改良舗装工事 
（調査箇所：盛土） 

No.14  H20 関根漆原舗装工事 
（調査箇所：盛土） 

No.33  H22 上細井地区改良その３工事 
（調査箇所：盛土） 

No.53  H25 上武道路関根改良他函渠工事 
（調査箇所：盛土） 

No.47  H24 上武道路上細井改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.8  H20 田口改良その４工事 
（調査箇所：盛土） 

No.25  H21 半田地区拡幅改良舗装工事 
（調査箇所：盛土） 

No.38  H22 半田地区拡幅改良舗装その２工事 
（調査箇所：路盤） 

No.31  H22 勝沢横断函渠他工事 
（調査箇所：盛土） 

No.30  H22 前橋赤城線跨道橋下部他工事 
（調査箇所：その他） 

No.5  H16 富田改良その８工事 
（調査箇所：盛土） 

No.20  H21 半田舗装その２工事 
（調査箇所：盛土） 

No.32 H22 五代地区改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.54  H25 上武道路日輪寺改良工事 
（調査箇所：盛土） 

No.42  H23 小神明上細井舗装工事 
（調査箇所：盛土） 

至：東京 至：東京 
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調査箇所図（広域図） 

調査箇所図（拡大図） 

：有害物質の含有量等が基準に定める基準値を超えた工事の施工箇所 

：有害物質の含有量等が基準に定める基準値以内の工事の施工箇所 



■有害物質の含有量等について、分析試験を実施した工事の施工箇所のうち、基準に定める 
  基準値を超えた工事の施工箇所の分析試験結果 
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※ JIS A 5015 環境安全品質基準 

No. 
契約 
年度 

事務所 工事名 枝番 
試料 

採取箇所 

分析項目 溶出量（mg/L） 含有量（mg/kg） 

試験項目 
カド 

ミウム 
鉛 

六価 
クロム 

ひ素 水銀 セレン ふっ素 ほう素 
カド 

ミウム 
鉛 

六価 
クロム 

ひ素 水銀 セレン ふっ素 ほう素 

環境安全 
品質基準 

0.01 
以下 

0.01 
以下 

0.05 
以下 

0.01 
以下 

0.0005 
以下 

0.01 
以下 

0.8 
以下 

1 
以下 

150 
以下 

150 
以下 

250 
以下 

150 
以下 

15 
以下 

150 
以下 

4,000 
以下 

4,000 
以下 

1 Ｈ１０ 八ッ場ダム工事事務所 長野原（久々戸）地区防災ダム工事   
工事用道路 
（敷砂利） 

分 
 

析 
 

試 
 

験 
 

結 
 

果 

<0.001 <0.001 0.061 <0.001 <0.0005 0.002 5.1 0.05 <5 <5 1 <5 <0.05 <5 11,000 <100 

2 Ｈ１０ 八ッ場ダム工事事務所 下田残土置場整備工事   
工事用道路 
（砕石舗装） 

<0.001 <0.001 0.22 <0.001 <0.0005 0.003 5.3 0.04 <5 <5 3 <5 <0.05 <5 15,000 <100 

3 Ｈ１１ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ１１下田仮設道路工事   
工事用道路 
（砕石舗装） 

<0.001 <0.001 0.005 <0.001 <0.0005 0.006 3.7 0.05 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 12,000 <100 

4 Ｈ１２ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ１２八ッ場ダム管内維持工事   
道路 

（砕石舗装） 
<0.001 <0.001 0.047 <0.001 <0.0005 0.002 5.5 0.05 <5 <5 1 <5 <0.05 <5 14,000 <100 

6 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 半田拡幅改良工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 0.001 1.9 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,800 <100 

7 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 半田改良その４工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 0.002 <0.0005 0.002 0.83 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,000 <100 

8 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 田口改良その４工事   盛土 <0.001 <0.001 0.007 0.001 <0.0005 <0.001 2.6 0.07 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 3,400 <100 

12 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 漆原舗装その２工事   路盤 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 0.99 0.03 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,400 <100 

13 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 漆原舗装その１工事   路盤 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 0.87 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 840 <100 

14 Ｈ２０ 高崎河川国道事務所 関根漆原舗装工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 <0.001 2.0 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,400 <100 

18 Ｈ２０ 八ッ場ダム工事事務所 付替国道145号（中村地区）改良工事   
進入路 

（敷砂利） 
<0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 <0.001 1.2 0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 3,000 <100 

24 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 上細井地区他改良工事   盛土 <0.001 <0.001 0.008 0.002 <0.0005 0.002 1.9 0.06 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,800 <100 

25 Ｈ２１ 高崎河川国道事務所 半田地区拡幅改良舗装工事   盛土 <0.001 <0.001 0.009 0.001 <0.0005 0.001 2.0 0.06 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 3,200 <100 

31 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 勝沢横断函渠他工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.4 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 920 <100 

33 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 上細井地区改良その３工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.6 0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,400 <100 

34 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 小神明地区他改良工事   盛土 <0.001 <0.001 0.010 0.002 <0.0005 <0.001 3.7 0.05 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,600 <100 

35 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 鳥取地区舗装工事   盛土 <0.001 <0.001 0.007 <0.001 <0.0005 <0.001 2.5 0.07 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 3,400 <100 

36 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 五代地区舗装工事 

  路盤 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.0 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 800 <100 

  盛土 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.6 0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,700 <100 

37 Ｈ２２ 高崎河川国道事務所 上細井地区舗装工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 <0.001 1.2 0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 750 <100 

41 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 上細井地区改良舗装工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 2.3 0.03 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,300 <100 

42 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 小神明上細井舗装工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 <0.001 2.4 0.02 <5 20 <1 <5 <0.05 <5 1,400 <100 

43 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 上泉地区舗装その２工事 

  路盤 <0.001 <0.001 0.006 <0.001 <0.0005 <0.001 1.3 0.05 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,100 <100 

  盛土 <0.001 <0.001 0.005 0.001 <0.0005 0.001 1.9 0.03 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,200 <100 

  盛土 <0.001 <0.001 0.005 0.003 <0.0005 0.003 2.4 0.03 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,500 <100 

45 Ｈ２３ 高崎河川国道事務所 上武道路橋梁下部その２工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 0.001 1.0 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 940 <100 

46 Ｈ２３ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２３大沢地区代替地他整備工事 

46-① 
資材置場 
（敷砂利） 

<0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 <0.001 1.5 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,100 <100 

46-② 
道路 

(路盤) 
<0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 0.86 0.03 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 3,100 <100 

46-③ 
道路 

(路盤) 
<0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 0.84 0.04 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 4,900 <100 

52 Ｈ２４ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２４上湯原地区代替地他整備工事 

52-① 
資材置場 
（敷砂利） 

<0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.6 0.03 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,700 <100 

52-② 
資材置場 
（敷砂利） 

<0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.3 0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,200 <100 

52-③ 
埋戻部 

（不陸整正） 
<0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.3 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 2,500 <100 

52-④ 
進入路 

（敷砂利） 
<0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 <0.001 1.4 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 1,200 <100 

55 Ｈ２５ 高崎河川国道事務所 上武道路田口改良工事   盛土 <0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 <0.001 1.6 <0.02 <5 7 <1 <5 <0.05 <5 800 <100 

56 Ｈ２５ 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２５温井沢流路工外工事   
資材置場 
（敷砂利） 

<0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 <0.001 0.93 <0.02 <5 <5 <1 <5 <0.05 <5 790 <100 
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断面図 
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■分析試験を実施した工事の施工箇所 分析試験の試料採取箇所（事例１） 

現地写真 

試料採取箇所 



■分析試験を実施した工事の施工箇所 分析試験の試料採取箇所（事例２） 
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断面図 

歩道 副道 車道

CL

（下り線） （上り線）

（将来車道予定地） 歩道副道

50cm

試料採取箇所

試料採取箇所

現地写真 

 別添４  



参考資料 
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出典：「自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン（案）」（平成16年7月）環境省資料 
    を基に作成 

■土壌汚染対策法における基準値について 



－9－ 
出典：「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」（平成20年6月）環境省資料を基に作成 

参考資料 

■ふっ素について 

■六価クロムについて 



議題１

１ 群馬県の取り組み状況【公表済】

※記者発表資料
平成２７年１月２６日

建設企画課技術調査係

問合せ先：内線３５３１

大同特殊鋼(株)への聞き取り調査の結果について

大同特殊鋼㈱渋川工場への聞き取り調査を受け、県工事において新たに
２５工事に鉄鋼スラグを含む材料の使用が確認されました。全ての工事で、
環境基準に対する品質規格証明書が提出されていました。

群馬県では、大同特殊鋼（株）渋川工場に対し、鉄鋼スラグの出荷記録について
聞き取り調査を実施し、鉄鋼スラグを含む材料の使用工事箇所の調査を行いました。

１．大同特殊鋼からの聞き取り調査により、新たに平成２１年度以降の県施工４３
工事への出荷記録がありました。

① その内２５工事については、設計書や工事関係書類により鉄鋼スラグの使用が
確認されました。全ての工事で、環境基準に対する品質規格証明書が提出されて
いました。

② 残りの１８工事については、設計書や工事関係書類により使用が確認できない
ことから、今後、業者等に追跡調査を行います。

２ 今後の進め方

１．大同特殊鋼からの聞き取り調査により不明な箇所については、今後、追跡調査
を行う。

２．引き続き他の公共工事事業者と情報共有を行う。

－１－

群馬県



1 H22 羽場坂地区　管路工事 渋川市赤城町北赤城山

2 H22 羽場坂地区　管路工事 渋川市赤城町北赤城山

3 H24 萩生川西地区　区画整理 東吾妻町萩生

4 H20 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町北下

5 H20 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町北下

6 H21 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町南下

7 H21 (一)南新井前橋線BP 北群馬郡吉岡町大久保

8 H22 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町南下

9 H22 (主)前橋伊香保線 北群馬郡吉岡町上野田

10 H22 (一)下久屋渋川線 渋川市赤城町津久田

11 H23 (主)大間々上白井線 渋川市赤城町溝呂木

12 H23 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町上野田

13 H23 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町南下

14 H23 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町上野田

15 H24 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町小倉

16 H24 (主)高崎渋川線BP 北群馬郡吉岡町小倉

17 H24 (一)津久田停車場前橋線 渋川市赤城町滝沢

18 H24 (国)353号外 渋川市赤城町上三原田外

19 H25 (国)353号祖母島箱島BP 渋川市祖母島

20 H21 (主)中之条草津線 吾妻郡中之条町大字上沢渡

21 H23 (都)3･4･4 稲荷城金井線 吾妻郡東吾妻町原町

22 H21 (一)川原畑大戸線 吾妻郡長野原町大字川原湯

23 H21 (一)川原畑大戸線 吾妻郡長野原町大字川原湯

24 H22 （一）林岩下線 東吾妻町大字三島

25 H22 （国）145号 東吾妻町大字松谷

大同特殊鋼（株）の鉄鋼スラグを含む砕石の使用工事（H27.1.26公表箇所）

 混合砕石

NO. 契約年度 地区名 箇所名 材料区分

農　政　部
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材料区分

 混合砕石

県土整備部

NO. 契約年度 路線・河川名 箇所名



渋川市 議題１

１ 群馬県渋川市の取り組み状況【公表済】

大同特殊鋼㈱の鉄鋼スラグの使用状況及び分析試験結果について

■ 渋川スカイランドパーク第２、第６駐車場補修工事に際し、路盤材と

して使用されていたスラグ砕石に基準値を超える「六価クロム」及び

「ふっ素」が含まれていることが判明。

■ 市がこれまでに行った工事において、スラグ砕石が使用されている箇

所を調査したところ、市内の全３８工事でスラグ砕石の使用が確認さ

れ、全３８工事のスラグ砕石と土壌に含まれる、六価クロム及びふっ

素の分析試験を行った。

■ ３８工事のスラグ砕石及び土壌について分析試験の結果、スラグ砕石

では３５工事、土壌については２８工事において、六価クロム又はふ

っ素が環境基準を超過していることが判明。（スラグ砕石使用実態調

査結果一覧参照）

調査結果を群馬県環境森林部に報告。

■ 群馬県環境森林部環境保全課により、市が調査した３８工事中、土壌

から基準値を超えるふっ素又は六価クロムが検出された、２８工事周

辺約２，０００戸を戸別訪問、飲用井戸の有無を調査。飲用井戸及び

周辺井戸４３本の水質検査を実施し、環境基準値内であることを確認。

２ 現在の調査状況

大同特殊鋼㈱への聞き取り調査等について

■ 現在、国、県と同様に、大同特殊鋼㈱への聞き取り調査により鉄鋼ス

ラグが混入した砕石の使用箇所調査のほか、鉄鋼スラグと類似する材

料が使用されている新たな工事箇所の追加調査を実施中。

３ 今後の予定
■ 大同特殊鋼㈱への聞き取り調査による鉄鋼スラグが混入した砕石の使

用箇所調査の結果、同社から鉄鋼スラグを出荷した記録があることが

判明した工事の施工箇所において、必要に応じて分析調査を実施する。

■ 調査結果については、これまでと同様群馬県環境森林部に報告し、助

言を得ながら本連絡会議と連携し対応したい。
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鉄鋼スラグに関する連絡会議 規約

（名 称）

第１条 本会議は、「鉄鋼スラグに関する連絡会議」（以下、「連絡会議」という。）と称

する。

（目 的）

第２条 連絡会議は、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷された鉄鋼スラグに関して、国、

県及び関係市町村の各公共工事事業者が、相互に情報共有等を図り、連携した対応

等を行うことを目的とする。

（会議事項）

第３条 連絡会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について連絡調整する。

（１）鉄鋼スラグについての情報共有に関すること。

（２）鉄鋼スラグの使用工事箇所の調査に関すること。

（３）鉄鋼スラグの処理及び対応に関すること。

（４）その他、必要と認められる事項。

（組 織）

第４条 連絡会議は、第２条の目的を達成するため、群馬県、渋川市及び国土交通省関東

地方整備局の各公共工事事業者で組織する。また、新たに参加を求める公共工事事

業者があった場合は、本連絡会議の承認を得て構成員となることができる。

２．連絡会議の構成は「別紙－１」のとおりとする。

（事務局）

第５条 連絡会議の運営に係わる事務を行わせるため、事務局を群馬県県土整備部建設企

画課に置く。

（規約の改正）

第６条 本規約の改正等は、本連絡会議の審議・承認を得て行うことができる。

（情報の公開）

第７条 会議資料の公開にあたっては、個人情報や企業経営に影響のある事項等の記載が

ある場合、一部非公開とする。

（その他）

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。

（附則）

本規約は、平成２６年１１月２６日から施行する。
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別紙－１

鉄鋼スラグに関する連絡会議 構成員

群馬県 県土整備部長

県土整備部 技監

県土整備部 建設企画課長

渋川市 市民部長

市民部 環境課長

建設部長

建設部 土木管理課長

建設部 都市計画課長

関東地方整備局 企画部長

企画部 技術調整管理官

企画部 技術調査課長
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