
㈱アールエフ須坂工場（旧富士通㈱須坂工場）・工場周辺の地下水等の水質（ＰＣＢ）測定結果について 

(1) ㈱アールエフ須坂工場（旧富士通㈱須坂工場）敷地内 
※2017年３月１までは旧富士通㈱須坂工場が測定、2017年４月３日以降は㈱アールエフ須坂工場が測定                                           （単位：㎎/ℓ） 

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2011年 
12月7日 

2012年 
1月20日 

2月20日 3月13日 4月10日 5月29日 6月13日 7月10日 8月8日 9月10日 10月9日 11月8日 12月6日 

① 工場内・東側 

（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

0.0014 0.0015 0.0022 0.0028 (不検出)＊２ 0.0046 0.0046 0.0040 0.0039 0.0210 0.0039 0.0049 0.0038 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） 

不検出 不検出 不検出 0.0006 (不検出)＊２ 0.0007 0.0006 不検出 0.0006 0.0005 0.0042 不検出 不検出 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置 

する観測井戸 
― ― ― 0.0008 (不検出)＊２ 0.0013 0.0011 0.0007 0.0010 0.0013 0.0008 0.0009 0.0011 

④ 工場北側旧社員寮跡地 
（地下水流向下流側） 

― ― ― ― ― 0.0013 0.0017 0.0016 0.0008 0.0006 0.0006 0.0007 不検出 

⑤ 工場内・北側境界中央 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.0013 0.0012 不検出 0.0012 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 
＊２ ( )は「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に基づいた、ろ過後の分析結果。 

                                                                                     （単位：㎎/ℓ） 

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2013年 
1月10日 

2月7日 3月7日 4月4日 5月9日 6月6日 7月4日 8月6日 9月5日 10月8日 11月6日 12月3日 

① 工場内・東側 
（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

0.0023 0.0019 0.0026 0.0029 0.0027 0.0038 0.0032 0.0028 0.0025 0.0029 0.0030 0.0029 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） 

―＊３ ―＊３ 0.0009 ―＊４ ―＊４ 不検出＊６ 不検出＊６ 不検出＊６ 不検出＊６ 不検出＊６ 不検出＊６ 不検出＊６ 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置す 
る観測井戸 

0.0010 0.0016 0.0017 0.0013 0.0009 0.0011 0.0010 0.0007 0.0008 不検出 0.0007 0.0009 

④ 工場北側旧社員寮跡地 
（地下水流向下流側） 

不検出 不検出 不検出 不検出 0.0014 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑤ 工場内・北側境界中央 ―＊３ ―＊３ ―＊３ ―＊３ 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑥ ②の井戸から西側へ約20ｍに位 
置する井戸 

 0.0006 不検出 0.0005 ―＊６ 不検出 不検出 不検出 0.0009 不検出 不検出 不検出 

⑦ 工場内・南東側境界    不検出 ―＊５ 0.0005＊７ 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 

＊３ 観測井戸の地下水位低下に伴い、採水不可となり、分析できませんでした。（冬～夏期間は地下水の水位が低下し、一部採水できない井戸が出ております。） 
＊４ 遮水壁の構築ライン上にあり、工事に伴い閉塞したため、遮水壁の工事完了後に、代替えの井戸を新設する予定です。 
＊５ 定期採取月でなかったため、採取しておりません。 

＊６ 遮水壁の構築影響から既設井戸を閉塞し、より敷地境界に近い位置に代替え井戸を新設し、６月６日採取分より、代替え井戸による監視を開始いたしました。 
＊７ ６月採取分で新たに検出されました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       （単位：㎎/ℓ） 

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2014年 
1月7日 

2月5日 3月4日 4月3日 5月8日 6月4日 7月2日 8月5日 9月2日 10月2日 11月5日 12月2日 

① 工場内・東側 

（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

0.0022 0.0020 0.0022 0.0021 0.0014 0.0012 0.0030 0.0026 0.0011 0.0023 0.0015 0.0024 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） 不検出＊６ 不検出＊６ ―＊３ 不検出 ―＊３ 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置 

する観測井戸 
0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0010 0.0006 0.0010 0.0007 不検出 0.0006 0.0008 0.0012 

④ 工場北側旧社員寮跡地 
（地下水流向下流側） 

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑤ 工場内・北側境界中央 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑥ ②の井戸から西側へ約20ｍに位 
置する井戸 

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑦ 工場内・南東側境界 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 
＊３ 観測井戸の地下水位低下に伴い、採水不可となり、分析できませんでした。（冬～夏期間は地下水の水位が低下し、一部採水できない井戸が出ております。） 

＊６ 遮水壁の構築影響から既設井戸を閉塞し、より敷地境界に近い位置に代替え井戸を新設し、６月６日採取分より、代替え井戸による監視を開始いたしました。 

                                                                                      （単位：㎎/ℓ）     

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2015年 
1月8日 

2月5日 3月3日 4月2日 5月7日 6月3日 7月1日 8月3日 9月2日 10月5日 11月4日 12月1日 

① 工場内・東側 

（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

0.0015 0.0016 0.0022 0.0020 0.0026 0.0019 0.0026 0.0018 0.0015 0.0024 0.0019 0.0018 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置す 

る観測井戸 
0.0010 0.0010 0.0012 0.0010 0.0013 0.0011 0.0008 不検出 不検出 0.0007 0.0008 0.0010 

④ 工場北側旧社員寮跡地 

（地下水流向下流側） 
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑤ 工場内・北側境界中央 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑥ ②の井戸から西側へ約20ｍに位 
置する井戸 

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑦ 工場内・南東側境界 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （単位：㎎/ℓ）       

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2016年 
1月5日 

2月1日 3月1日 4月4日 5月9日 6月1日 7月4日 8月1日 9月5日 10月3日 11月1日 12月5日 

① 工場内・東側 

（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

0.0017 0.0014 0.0013 0.0007 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0015 0.0018 0.0024 0.0013 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） 不検出 不検出 ―＊３ 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置す 

る観測井戸 
0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0008 0.0011 0.0012 

④ 工場北側旧社員寮跡地 
（地下水流向下流側） 

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑤ 工場内・北側境界中央 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑥ ②の井戸から西側へ約20ｍに位 
置する井戸 

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑦ 工場内・南東側境界 不検出 不検出 不検出 不検出 0.0006 0.0005 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 

＊３ 観測井戸の地下水位低下に伴い、採水不可となり、分析できませんでした。（冬～夏期間は地下水の水位が低下し、一部採水できない井戸が出ております。） 

（単位：㎎/ℓ） 

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2017年 
1月4日 

2月1日 3月1日＊７ 4月3日＊８ 5月8日 6月12日 7月3日 8月5日 9月6日 10月3日 11月2日 12月6日 

① 工場内・東側 
（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

0.0014 0.0015 0.0011 0.0023 0.0005 0.0013 0.0009 0.0008 0.0008 不検出 不検出 0.0008 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置す 
る観測井戸 

0.0010 0.0010 0.0011 0.0014 0.0005 0.0009 不検出 0.0005 不検出 不検出 不検出 不検出 

④ 工場北側旧社員寮跡地 
（地下水流向下流側） 

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑤ 工場内・北側境界中央 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑥ ②の井戸から西側へ約20ｍに位 
置する井戸 

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

⑦ 工場内・南東側境界 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.0020 0.0010 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 

＊７ 2017年３月１日までは旧富士通㈱須坂工場が測定 

＊８ 2017年４月３日以降は㈱アールエフ須坂工場が測定 

 

 

 

 

 

 

 



 

（単位：㎎/ℓ） 

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2018年 
1月6日 

2月9日 3月6日 
4月～ 
12月 

① 工場内・東側 

（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

0.0014 不検出 0.0010 ―＊９ 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） 不検出 ―＊３ ―＊３ ―＊９ 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置す 

る観測井戸 
不検出 0.0005 0.0011 ―＊９ 

④ 工場北側旧社員寮跡地 
（地下水流向下流側） 

不検出 不検出 不検出 ―＊９ 

⑤ 工場内・北側境界中央 不検出 不検出 不検出 ―＊９ 

⑥ ②の井戸から西側へ約20ｍに位 
置する井戸 

不検出 不検出 不検出 ―＊９ 

⑦ 工場内・南東側境界 不検出 不検出 不検出 ―＊９ 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 

＊３ 観測井戸の地下水位低下に伴い、採水不可となり、分析できませんでした。（冬～夏期間は地下水の水位が低下し、一部採水できない井戸が出ております。） 

＊９ ㈱アールエフ須坂工場測定未実施 

（単位：㎎/ℓ） 

地下水採取日 
観測井戸 

PCB環境基準値 
＊１ 

2019年 
1月～8月 

9月14日＊10 

① 工場内・東側 

（最初に検出された観測井戸) 

検出されない
こと＊１ 

―＊９ 0.0013 

② 工場内・北東側境界 
（地下水流向下流側の敷地境界4箇所のうち1箇所） ―＊９ 不検出 

③ 上記①・②の井戸の中間に位置す 

る観測井戸 
―＊９ 不検出 

④ 工場北側旧社員寮跡地 

（地下水流向下流側） 
―＊９ 不検出 

⑤ 工場内・北側境界中央 ―＊９ 不検出 

⑥ ②の井戸から西側へ約20ｍに位 
置する井戸 

―＊９ 不検出 

⑦ 工場内・南東側境界 ―＊９ 不検出 

＊１ 「土壌汚染対策法」で定められた分析の定量下限値である0.0005㎎/ℓ未満であること。 

＊３ 観測井戸の地下水位低下に伴い、採水不可となり、分析できませんでした。（冬～夏期間は地下水の水位が低下し、一部採水できない井戸が出ております。） 

＊９ ㈱アールエフ須坂工場測定未実施 

＊10 2019年９月14日より㈱アールエフ須坂工場が測定再開 


