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記者発表資料

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会

令和４年８月１７日１６時００分発表

秋田県鹿角市における廃水の流出について（第 報）６

１３日、秋田県鹿角市尾去沢字笹小屋地内の尾去沢坑排水処理所にお

いて、廃水（未処理水）の流出がありました。

これを受けて、関係機関で情報共有をしながら対応しております。

各機関の対応状況及び水質調査の結果についてお知らせします。

１．事故概要及び対応状況

・発生場所：①尾去沢坑廃水処理所 鹿角市尾去沢字土沢地内

②中沢ピット 〃 笹小屋地内

（事業者：エコマネジメント株式会社 尾去沢事業所）

※別紙位置図を参照

・発生日時：令和４年８月１３日 ２：１５頃～２時４５分頃

・流 出 物：廃水（未処理水）

【カドミウム、鉛、銅、亜鉛、溶解性マンガン、溶解性鉄、ひ素

が含まれている可能性があります 】。

・流 出 量：調査中

・事 象：①尾去沢坑廃水処理所

落雷発生後に処理所が全停止し、豪雨の中で復旧できない状況になった

ため処理水があふれ出たもの。

②中沢ピット

豪雨によりピット天端から廃水があふれ出たもの。

２．発生源での対応

・対 応：①尾去沢坑廃水処理所

、 。１３日 石灰による中和作業を実施 ２１：２０手動制御により応急復旧

②中沢ピット

１３日 石灰による中和作業を実施。

１４日 全量尾去沢坑廃水処理所に導水。

・水質試験の結果（エコマネジメント株式会社）

尾去沢坑廃水処理所の放流水（パックテスト） 採水① 8/14 8:54
ｐ ： （現地測定）H 7.7

（銅） ： ℓ以下Cu 0.5mg/
（鉄） ： ℓ以下S-Fe 0.2mg/
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（亜鉛） ： ℓZn 0.5mg/
（ﾏﾝｶﾞﾝ） ： ～ ℓS-Mn 2 5mg/

（鉛） ： ℓPb 0mg/

②中沢ピットからの越流水（パックテスト） 8/13 14:30採水

ｐ ： （現地測定）H 7.8
（銅） ： ℓ以下Cu 0.5mg/
（鉄） ： ℓ以下S-Fe 0.2mg/
（亜鉛） ： ℓZn 1mg/
（ﾏﾝｶﾞﾝ） ： ～ ℓS-Mn 0.5 1mg/

（鉛） ： ℓPb 0mg/

１５日夜の降雨による影響なし。

ｐ ： （現地測定：尾去沢坑廃水処理所）H 7.8
ｐ ： （現地測定：尾去沢坑廃水処理所）１７日 H 7.4

３．関東東北産業保安監督部の対応状況

事故発生後、溢流水等の水質分析や復旧を指示。

１５日及び１６日の降雨に対し、被害拡大防止に向けた応急措置及び体制確保等

の実施状況を確認している。

４．水道施設対応状況（大館市・能代市）

１３日 排水処理事業者からの廃水流出の一報を受け、浄水事業所において水質確

認実施のうえ取水。

１５日 簡易検査の結果、水質基準値以下であったため供給を継続中。

１６日 大館市、能代市とも通常通り取水している。

１７日 大館市、能代市とも通常通り取水している。

５．米代川に関する状況及び水質試験結果（秋田県）

１３日 採水及び水質試験を実施。

秋田県

名　　　称 ｐH

SS
（浮遊
物質
量）

Cd
（カドミ
ウム）

Pb
（鉛）

Cu
（銅）

Zn
（亜鉛）

d-Fe
（溶解
性鉄）

d-Mn
（溶解
性マン
ガン）

As
（ひ素）

赤金川　蟹沢橋
(赤金川　米代川と
の合流地点)

7.0 67 0.0037 0.056 0.37 0.43 <1 0.19 <0.005

米代川　神田橋
6.9 520 0.0013 0.022 0.07 0.12 0.5 <0.05 0.011

単位 ： mg/L ( pH を除く )

環境基準 6.5～8.5 25以下 0.003以下 0.01以下 - 0.03以下 - - 0.01以下

令和４年８月１３日分
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１５日 県管理区間の尾去沢から下流部の巡回実施の結果異常なし。

１５日 採水及び水質試験を実施。

１６日 県管理区間の尾去沢から下流部の巡回実施の結果異常なし。

１６日 以降の水質採水試験は、増水・濁水流下により当面見合わせ。

６．米代川に関する状況及び水質試験結果（能代河川国道事務所）

１３日 米代川水系水質汚濁防止対策連絡協議会、関係機関に情報提供。

直轄管理区間の河川巡視を実施。

採水及び水質試験を実施。

１４日 １３：００ 災害対策支部（水質 「注意体制」を設置（能代河川国道））

１５日 直轄管理区間上流部の河川巡視を実施の結果異常なし。

採水及び水質試験を実施。

名　　　称 ｐH
Cd

（カドミ
ウム）

Pb
（鉛）

Cu
（銅）

Zn
（亜鉛）

d-Fe
（溶解
性鉄）

d-Mn
（溶解
性マン
ガン）

As
（ひ素）

十二所橋 6.7 0.0035 0.185 0.460 0.41 2.20 0.12 0.016

新真中橋 6.7 0.0039 0.187 0.461 0.39 2.20 0.14 0.014

鷹巣橋 6.6 0.0049 0.226 0.318 0.44 2.27 0.18 0.014

二ツ井 6.6 0.0020 0.093 0.102 0.22 2.41 0.12 0.010

能代橋 7.0 0.0005 0.020 0.035 0.075 0.46 0.03 0.006

単位 ： mg/L ( pH を除く )

環境基準 6.5～8.5 0.003以下 0.01以下 - 0.03以下 - - 0.01以下

令和４年８月１３日分

秋田県

名　　　称 ｐH

SS
（浮遊
物質
量）

Cd
（カドミ
ウム）

Pb
（鉛）

Cu
（銅）

Zn
（亜鉛）

d-Fe
（溶解
性鉄）

d-Mn
（溶解
性マン
ガン）

As
（ひ素）

赤金川　蟹沢橋
（赤金川　米代川と
の合流地点）

7.0 10 0.0024 0.025 0.34 0.29 <0.1 0.23 <0.005

米代川　神田橋 7.2 31 <0.0003 <0.005 0.01 0.017 <0.1 0.06 <0.005

単位 ： mg/L ( pH を除く )

環境基準 6.5～8.5 25以下 0.003以下 0.01以下 - 0.03以下 - - 0.01以下

令和４年８月１５日分



4

１６日 以降の水質採水試験は、増水・濁水流下により当面見合わせ。

１７日 直轄管理区間上流部において河川巡視中。

《米代川水系水質汚濁防止対策連絡協議会では、関係機関に情報提供しております》

※ 現在、河川での異常は確認されていませんが、魚の死骸等を発見された場合は、

下記に連絡をお願いします。

［事故に関する問い合わせ］

エコマネジメント株式会社 尾去沢事業所
電話：０１８６－２３－３０８１

所 長 佐々木 純一

経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部
電話：０２２－２２１－４９６５

鉱害防止課長 佐々木 光朗

［水道に関する問い合わせ］

大館市 建設部 水道課
電話：０１８６－４３ー７１３８

水道課長 佐々木 金仁

能代市 都市整備部 水道課
電話：０１８５－５２－５２２１

水道課長 内藤 誠

［河川及び水質に関する問い合わせ先］

秋田県 生活環境部 環境管理課

能代河川国道事務所

名　　　称 ｐH
Cd

（カドミ
ウム）

Pb
（鉛）

Cu
（銅）

Zn
（亜鉛）

d-Fe
（溶解
性鉄）

d-Mn
（溶解
性マン
ガン）

As
（ひ素）

十二所橋 7.2 0.0004 0.007 0.019 0.054 0.26 0.05 0.002

新真中橋 7.1 0.0003 0.006 0.018 0.041 0.27 0.04 0.002

鷹巣橋 7.1 0.0003 0.006 0.016 0.036 0.28 0.04 0.002

二ツ井 7.1 <0.0003 0.005 0.013 0.027 0.18 0.03 0.001

能代橋 7.0 <0.0003 0.005 0.013 0.025 0.35 0.03 0.001

単位 ： mg/L ( pH を除く )

環境基準 6.5～8.5 0.003以下 0.01以下 - 0.03以下 - - 0.01以下

令和４年８月１５日分
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電話：０１８－８６０－１６０３
環境管理課長 石川 亨

大気・水質班
副主幹兼班長 藤井 隼

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

電話：０１８５－７０－１００１（代表）
河川管理課長 中野 博英 （内線３３１）



【位置図】

凡例： 廃水流出箇所

米
代
川

↑

↑

→

①尾去沢坑廃水処理所
秋田県鹿角市尾去沢字土沢地内

②中沢ピット
秋田県鹿角市尾去沢字笹小屋地内

出典：地理院地図に廃水流出箇所を等を追記して掲載

発生箇所：①尾去沢坑廃水処理所：秋田県鹿角市尾去沢字土沢地内

②中沢ピット ：秋田県鹿角市尾去沢字笹小屋地内

パックテスト採水位置（尾去沢坑廃水処理所放流水）

パックテスト採水位置（中沢ピット越流水）

秋田県採水位置（赤金川 蟹沢橋）



【位置図】

秋田県採水位置（米代川 神田橋）


