
豊橋市、豊川市同時 

豊川市における地下水汚染について

１ 調査結果の概要 

汚染の継続的な監視をするための調査（定期モニタリング調査）において、

以下の地点及び項目で環境基準を超過しました（これまでの経緯は、参考４

参照）。 

注：調査結果欄の（ ）内は環境基準に対する倍率を示す。 

２ 今後の対応 

豊橋市及び豊川市と連携して、速やかに環境基準超過の原因調査を実施し

ます。 

調査地点 項目 
調査結果 

[mg/L] 

環境基準 

[mg/L] 
用途 採水日 

豊川市伊奈町①
六価 

クロム 

0.03 

（1.5 倍）注

0.02 以下 

生活用 ５月 24 日 

豊川市伊奈町②
0.03 

（1.5 倍）注 生活用 ５月 24 日 

2022 年６月 21 日（火） 

愛知県環境局環境政策部 

水大気環境課 

水・土壌規制グループ  

担当 鈴木、内藤 

内線 3050、3053 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 052-954-6222 

愛知県では、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）の規定によ

り知事が定めた「2022（令和４）年度地下水質測定計画」に基づき、

県内の地下水質の調査を行っています。 

2022 年５月 24 日に豊川市伊奈町
い な ち ょ う

の井戸水を採水し、調査した結果、

六価クロムが環境基準を超過しました。 

隣接する豊橋市の地域でも同様の汚染が判明したことから、今後、

豊橋市及び豊川市と連携して、環境基準超過の原因調査を実施します。 

1



参考１ 2022（令和４）年度地下水質測定計画 

水質汚濁防止法第 16 条に基づき、愛知県内の地下水の水質の測定につい

て、測定すべき事項、測定地点等を知事が定めたもの（調査実施機関は、

愛知県、国土交通省、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び

豊田市の８機関）。 

測定計画における地下水質調査の概要は下図のとおり。 

参考２ 地下水の環境基準について 

環境基本法第16条第１項に基づき定められた、人の健康を保護する上で維

持することが望ましい地下水の水質汚濁に係る基準であり、カドミウム始め

28項目について定められています。 

地下水質に係る六価クロムの環境基準は、2022 年４月１日から 0.05mg/L

から 0.02mg/L に改正されました。 

参考３ 健康影響について 

○六価クロム 

六価クロム化合物の毒性として、溶液にさわったり、非常に細かい蒸気を

吸い込むことによって、手足、顔などに発赤、発疹が起こり、炎症が生じる

ことが知られています。また、鼻の粘膜やのどへも炎症が生じやすく、ひど

くなると鼻中隔の内部の組織にまで炎症が及ぶことがあります。 

（出典：環境省「化学物質ファクトシート 2012 年版」） 
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参考４ これまでの経緯 

地下水質に係る六価クロムの環境基準の改正（2022 年４月１日）に先立ち、

豊橋市が過去に六価クロムの新環境基準（0.02mg/L）を超過していた豊橋市日
ひ

色野町
しきのちょう

の地点において、2021 年７月に改めて調査したところ、六価クロム

0.03mg/L が検出されました。さらに同年７～８月に周辺井戸において調査し

たところ、新環境基準を超過する井戸が確認されました。なお、全ての井戸

で当時の環境基準（0.05mg/L）に適合していました。 

このことを受けて、愛知県は2021年11月及び2022年１月に、豊橋市日色野

町に隣接する豊川市内で、４本の井戸の水質を調査しました。 

その結果、４本の井戸とも当時の環境基準に適合していましたが、そのう

ち２本の井戸で新環境基準を超過していました。 

この調査結果については、豊川市と連携して環境基準超過井戸及びその周

辺井戸の所有者に対して情報提供等を実施しました。 

井戸の水質調査結果（六価クロム） 

調査地点 
調査結果

[mg/L] 

当時の 

環境基準

[mg/L] 

新環境基準

[mg/L] 
用途 採水日 

豊川市伊奈町 0.04 

0.05 以下 0.02 以下 

生活用 2021 年 11 月 1 日 

豊川市平井町
ひらいちょう

<0.01 生活用 2021 年 11 月 1 日 

豊川市伊奈町 0.05 生活用 2021 年 11 月 30 日

豊川市伊奈町 <0.01 生活用 2022 年 1 月 4 日 
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愛知県政、豊川市政記者クラブ同時

報道発表資料

令和４年６月２１日（火）

地下水測定計画に基づく調査について 

 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）の規定により愛知県知事が

定めた「2022（令和 4）年度地下水質測定計画」に基づき、豊橋市日色野

町地内２地点の地下水質の調査を行ったところ、１地点において六価クロ

ムが環境基準を超過しました。 

１ 地下水質調査結果 

調査地点 項目 調査結果 

(mg/L) 

環境基準 

(mg/L) 

用途 採水日 

日色野町① 
六価 

クロム 

0.04 

(2 倍)注

0.02 以下 

その他 

（農業用水） 
5 月 16 日 

日色野町② 0.02 
その他 

（農業用水） 
5 月 16 日 

（注）調査結果欄の（ ）内は環境基準の超過倍数 

（備考）5月 17 日に結果確定し、基準超過を愛知県へ情報提供 

２ 対応状況 

当該井戸所有者に対し、飲用しないように周知しました。 

また、周辺への汚染状況の確認のため、井戸の用途及び水質の調査を

実施し、結果を所有者あて通知するとともに、基準値を超過した場合は

飲用しないよう周知しました。 

なお、原因究明については愛知県と継続して実施していきます。 

＜裏面へ＞ 

問合先 環境部 環境保全課 環境調査センター 所長 松井（電話51-2397）

参考５ 2022 年６月 21 日 豊橋市公表資料 
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＜参考＞ 

〇六価クロム 

・環境基本法第 16 条第１項に基づき、人の健康を保護する上で維持する

ことが望ましい地下水の水質汚濁に係る基準として定められています。 

・六価クロム化合物の毒性として、溶液にさわったり、非常に細かい蒸気

を吸い込むことによって、手足、顔などに発赤、発疹が起こり、炎症が

生じることが知られています。また、鼻の粘膜やのどへも炎症が生じや

すく、ひどくなると鼻中隔の内部の組織にまで炎症が及ぶことがありま

す。 

（出典：環境省「化学物質ファクトシート 2012 年版」）

・平成 30 年 9 月に内閣府食品安全委員会において TDI（耐容 1 日摂取量）

が 1.1μg/kg 体重/日と評価されたことを受け、令和 4 年 4 月 1 日から

環境基準値が 0.05mg/L から 0.02mg/L に改正されました。

〇これまでの経緯 

＜端緒＞ 

・令和 2 年度末、環境省より六価クロムの環境基準値改正にあたり、過

去に日色野町内で新基準値を超過した履歴のある本市に対して状況等の

問い合わせがあり、確認を行うこととしました。 

＜状況確認概要＞ 

・令和 3 年 7～8月、当該地域の発端井戸及びその周囲 500 メートル以内

の井戸について調査したところ、新基準値超過井戸を複数確認したた

め、所有者あて結果通知するとともに、基準値を超過した場合は飲用し

ないように周知を行いました。また、これらの結果について愛知県に情

報提供しました。 

〇調査結果の概要

年度 調査井戸数 

（うち飲用数注） 

0.02mg/L を超過した井戸数

（うち飲用数） 

令和 3年度 70（9） 27（5） 

令和 4年度 61（0） 27（0） 

（注）うがい・調理に使用していた場合も飲用としてカウントしています 

（備考）令和 3年度調査において、当時の環境基準値 0.05mg/L を超過した事例はありませ

んでした。
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