
欝式第十六(第六十一条第一項関係)
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添付書類3
汚染土壌の運搬の方法
L運搬プロ一国

蟻酸前曲遜璃株式会社随搬隻謎辞】∴ 

廉恵都浩区白金台5受宴璃 

荷琵ダンプトラフ〆÷シート掛臣 

※運搬離負割協力会社姫縫付委細の通り 

樹蕾章保管施設:三井埠頭採或会社

神奈川県川崎市川崎区扇町91

海退部日通籠稼業集散【轟敬愛託番手 

、東前部繕慶白金輔車如まく′’ 

荷姿:船舶いッ才が農村う、 

鴇運搬謝発着偶力会社)ば添付資料5あ通り 

揺替・綜管施絞こ露杉興業雄武会社

大阪府岸和田市地織湊町1 11

観替・礪管施鞭②;東亜蹄物裸武会社

大阪市大正隆南恩加島4-3

陸運;前節道路株式会社腫搬受醒剛 

東 ∴市碇:.ダ 丼I79Eｨ,ﾒ�白金台打壊-重さ 

ナトラック　十　シー闘・ 

※通船約角番陥刃金挫)は添付裔封車の通り 

処理施駁:襟或会社山階砂利商店途中工場

蘭県大津市伊香立途中印字西山糊5他

揺額:諦化等処理逓説く抽出噛親処理)

浄化等処理施淡く抽出一化学覗鞠

許可琵号三党裏裏6工的00裏2卓∵

2.運搬体制

運搬受託者:前田道路株式会社

協力会社及び使用する自動革等の-陶ま、添付資料も5のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出属出番 劔京 :葦∴‾二審 

平成28年号月甲日 

東京都知事　殿 

闘者千楽聖整囲碁　ひび野1小事 
新　本題詞撰臨調園田 

代窪圏蔭盗鶴　　見　寛 

の繋溌縞誓磐籍l項の規定によ。、醗罷職勧ら　　帖　饗につ↓ 

要措置区域等の所在地　　　　東京都堅田区東蜜四二千郎了番、腿番2、機番職、β8番場 剋� 

汚染土壌の特定有害物質によ　鉛及びその化合物(土壌含砥基準不適合) 7　-I」る 汚染状態 �-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7俐ﾉv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

幣謹幽埠添付蕗灘のと辞筆書　　　　看臆臆 

汚染土球の爛　　桝的・? �ｹ�IWHｶ8ｾ�8-9y靄ﾂ��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:竟B�����8暮L���IIR��越H�8暮L�一�:竟B��
※詳細は添付聾灘のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���

獲喜喜喜喜漢・ 

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 儿ｨ檍��jye�7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所裡 飽 凉IN�y�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋騏ｸﾈ��ﾈ-�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���ﾈﾈ���ｴ�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���(ﾈ�(ｽ靹8�(�"�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Hﾈ陋����

運搬の用に供する自動革等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 �69nﾈ�ﾂ�
※添付話頭生島のとおり 

積替えを行う場所の所花壇並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) ����ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i4ﾙ*ﾃ壷���
(岸和田)鵜杉興業㈱　大阪府岸和田市地蔵浜町l日 

(木浦川)東亜貨物㈱　大阪市大正医南恩加島十3 

※詳細は添付書類6のとおり 

保管施設の所在地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(保 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ���

篤諜讃蕩講諜諾篭諾霊1‾1-2 
紬仁号 　( 管施設を用いる場合に限る○) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Iych,ﾈ,h*�.�����������������?ﾈ淞�

認 ��施政菩前 郷寮課 

化 

考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を語載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

く連絡先〉　新日本建設株式会社　工軍部　担当:田丸利之　でEし: 043-213葛1452.

言おう未、困圏閏困



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

形質変更時要届出区域

東京都壁用区舞堅田二丁目15番重3号

鉛(含有蜜) 、ふっ素(溶出畳)汚染土壌運搬

運搬:大葬工業株式会社置運搬受託剖埼玉馴旧市並木4-15-ぜ 

荷姿:ダンプトラジク　十　シート掛け 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-工

運搬 道�Y�(ﾔ鮎hｩH�檍����餃��9�Y78ﾞ仂ｨﾊy�ﾉ?ｨ�9¥�m茜��Rﾓb�:∴ 荷姿:船舶十ハッチカバー 

頼替・保管:燕杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵浜町Il-l

穏替・保管:東亜常物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

運搬 道�YwXﾔ鮎hｩH�檍����餃��9�X�(�ｨﾞ仂ｨﾊy�ﾈ��9¥�m員ﾈ咾Rﾓb�

荷姿 萄5�987h6x8�6(4������5h���ｧﾈ*��

処理:株式会社山崎砂利筒底途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類:浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

許可番号:第工16100101老母

2運搬体制

運搬受託者:大藩工業株式会社

協力会社及び使用する自動車等の・-一騎は、添付資料4、畠のとおり



様式第十六(第六十一条第二一項関係)

¥

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔(“号 辞 

平成28年3月　8日 
東京都知苺　殿 

住所　　東京都荒川区東尾久七丁目2番地 

届輯氏名大林’大雅期企業■ 

土壌汚染対策落第16条第l項の規定により、要措罷区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 　　　　　　◆ �8ﾈｹ�78ﾗ)�ﾈｾi8ﾉOhｷh�)ｩm｣�MI&�,ﾂﾙYH��)MI&H,ﾂﾙYB� 

(住居表示) 

東京都荒川区東尾久七丁目2833番工の一部、2833番28、 

2833番29の-部、2833番9の一部、2939番1の-部、 

28認番18の一部、1330番1の-部(地番表示) 

汚染土撥の特定有害物質によ る汚染状態 仂��吋i�握��
鉛及びその化合物　　含有量160~1,100観g/kg/ 

ふっ素及びその化合物寄港出費　0.9へ2舟g/し 

※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の体積 �"ﾈ+��I:�2�

※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 �7�8ｸ6x5(987�4��愛8補��IIR��愛8補��Hｷ(�越I�r一�:竟B��ベルトコンベア→海運(船舶)→海運(船脚 

※詳細は添付書類4のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 乘H�檍��,x*ｲ�

又は名称 倅�IWY:ｨｩH�檍���

京 
∴∠額づ.　8 

7轍臓第啓 
環播局環捷改善 

娼弼轍対鰯巳 



汚染土嬢を処理する者の氏名 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5�� 

又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5��

汚染土壌を処理する施設の 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5�7)(hﾔ��｢�滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他 

所在塊 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5畏)�靫��｢�

大阪府高石市南砂l丁目11番5号 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���8ﾈ���#Y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Xﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���hﾈ���#�?｢�

汚染土撥の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���hﾈ���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��{�ﾗ�ﾃx,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) �7���Hｷ(,x*ｹ8ﾈｹ�78ﾗ)�ﾈｾi8ﾉOhｷh�)ｩmｩv339MI&賈_��b�三井埠頭株式会社　神奈)l腺川崎市川崎区扇町9-1 

兼杉興業株式会社　大阪府岸和田市地蔵浜叩上上 

東亜貨物株式会社　大阪府大阪市大正区南恩加島4-釜 

※詳細は添付8のとおり 

保管施設の所在地並びに所有 �7���Hｷ(,x*ｹ8ﾈｹ�78ﾗ)�ﾈｾi8ﾉOhｷh�)ｩm｣#�39MI&賈&��b�三井埠頭株式会社　神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 佶9�仆ｸｼhｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ��ﾘﾔ��

東亜貨物株式会社　大阪府大阪市大正区南恩加島4-3 

※詳細は添付8のとおり 

【連絡先】大林・大木建設共同企業体　東尾久JV工事事務所 
氏名こ　　　　　　　　　　　　　　囁話番号;03-6458「2821 

考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



汚染土壌の運搬方法

41　運搬フロー図

(l)批素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬フロー図工

形質変更時要届出区域

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l他

枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬

稽替施設ニーシレトコンベア

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1

大林・大木建設共同企業体(特)

積番場保管施設;土運船

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l地先

運搬株式会社どき【運搬受託者】東京都港区港南5-l-27 

荷姿:土連勝十　シート掛け 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町㌻l

運搬三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎制帽区扇町尊王 

荷姿こ船舶レ→ツチカバー 

運搬商瀧海運株式会社他9社(添付書灘参照)【運搬請負者】 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿:船舶帝、ツチカバー 

積替農保管;荒杉興業株式会社

大阪府鞠田市地蔵湊町11-1

運搬三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区扇町9-l 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

運搬こ株式会社山崎砂利商店他27社(添付書類5参照)【運搬請負者】 

滋賀県大津市浜大津4-了-6 

荷姿;ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類;浄化等処理施設(抽出一流浄処理)

許可番号;第I161001012号



(2)批素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬フロー図2

形質変更時要届出区域

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1他

批寮、鉛、ふっ素汚染土壌運搬

積替施設:ベルトコンベア

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l

大林章大木建設共同企業体(特) 東京都荒川陸東尾久七丁

積替・保管施設:士運船

東京都荒川区東尾久七丁目芝833番1地先

運搬:株式会社どき【運搬受託者】東京都藩区港南5-1「雷7 

荷姿;土運船　十　シート掛け 

積替青保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9暮l

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈)i腺川崎市川崎区扇町9-l 

荷姿こ船舶十ハッチカバー 

運着駅百瀬海運株式会社他9社繰付書類6参照)【運搬請負者】 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿:船舶いツチカバー 

稿替事保管:東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大五区南恩加島生3

運搬三井埠頭株式会社【運搬受託者】神薫訓刺旧市川崎区扇町9-1 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

運搬株式会社山崎砂利商店他27杜(添付書類5参照)【運搬請負者】 

滋賀県大津市浜大津4ヤー6 

荷紫ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理:株式会社山醐講店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類こ浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

許可番号:第116100101老母



(3)枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬フロー図3

形質変更時要届出区域

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1の一部他

枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬

積番施設:メソレトコンベア

東京都荒川区東尾久七丁目2穂3番l

大林◆大木建設共同企業体(特〉　東京都荒川区東尾久七丁目2番地

積善・保管施設:土連絡

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l磁先

運搬株式会社どき【運搬受託都東京都港区港南5十22 

荷姿士踵船十　シートかヾ」 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-l

運搬 鐙蓼鯖WY:ｨｩH�檍����餃��9�X�(�ｩ��=��ﾈ渧Jh�9�ﾈﾞ粟i�駭ｲﾓ��

荷姿 �+��IIX�6�6(6�4ｨ6��ｲ�

運搬西瀧海運株式会社他9粗く添付書類鯵騎)【運搬請負者】 

大分県津久見市港叩番18号 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

処理:株式会社ハーモニックス高石工場

大阪府高石市南砂l丁目Il番5

種類:浄化等処理施設

処理方法;浄化(抽出一洗浄処理)

許可番号:第027 1 00 1004号



様式第十六(第六十一条第・一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成捧7月b。 

東京都知寧　　撥 � 

届描擬態糞蒜e 剪�

土壌汚染対築港第16粂第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土蟻にづいて、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 儉(ｻHｾi(hｭｹ*ﾈ蟹MCh��)MCr� 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 刔ｨ廁4�8ﾘ8���i?�v頽��Hｮ顏�W94ｸﾘr��
ほう索(土壌溶出量基準不適合) 

※詳細は添付資料1のとおり 

汚染土壌の体積 ��ﾔィ纖-忠�壓4�8ﾘ8�｣澱ﾃIz�-�*I�cｦﾃ�B纖dr�
※詳細は添付資料2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:竟B��愛8�8暮L���IIR��越H�8暮L�一�:竟B��
※詳細は添付資料尋のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 倅�IWY:ｨｩH�檍����ｩH�檍���(ﾞ維ｹy淫I5��

汚染土嬢を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5����7)(hﾔ��｢��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��Xﾈ靼fﾉ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��xﾈ�?�&駑｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋韃佇���(i?ｨ���

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋����ﾈ���皷m｢�

運搬の用に供する自動車等の 亦�

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{���X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ俤vﾂ�
びに所有者の氏名又は名称及 宙ｭﾙ��62佶9�仆ｸｼhxｨ���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾄ鳴ﾖﾂ�

び連絡先(運搬の際、積替え 忠�Y�8ｾb�8ﾈ恢�Z�ｨ���Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在砲並びに所有 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=笆ﾉﾍｹ�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ椿ﾂ�

者の氏名又は名称及び連絡先 宙ｭﾙ��62佶9�仆ｸｼhxｨ���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾄ鳴ﾓ��

(保管施設を用いる場合に限 忠�Y�8ｾb�8ﾈ恢无Z�ｨ���Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

る㌦) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

【連絡先事 担当者所属株式会社セロリ 担当者氏名 竃話番号046-222-0雛7 FAX番号046-222-044了 艇饕(�(��ﾈ�h�b��ｨ�ｸ�R�ﾉEc��{定璽b�

凝轟馳埋却 凍溺譲歩 ��

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法
人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



添付書類3

汚染土嬢の運搬の方法

1運搬フロー図

搬出場所

東京都板橋区中丸町2番6、 2番7

木偶クロム、ほう索汚染土壌運搬

運搬三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

荷姿:ダンプ帝ック　十　シート掛けは価拒ム」ほう素) 

積替・保管こ三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託剖　神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

荷姿:船舶十ハッチか†- 

積替■保管:兼杉興業株式会社

大阪府岸和田市埋蔵浜町1十l

積番場保管:東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

運搬:株式会社山階砂利商店【運搬受託者】滋賀県大津市浜大津4-了-6 

荷姿こダンプトラック十シート掛け(六価クロム、ほう索) 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類:浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

許可番号:第1 161001012号

2運搬体制

運搬受託者:三井埠頭株式会社、株式会社山崎砂利商店

協力会社及び使用する自動車等の-《轍ま、添付資料4、 5のとおり



様式第十六(第六十一条窮一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

練都嫡殿　　　　　　　　　　　平舷g年ク月/日 

届出者　住所東京都渋谷区宇田川町l番1号 

氏名　渋谷区長長谷部健　　㊥ 

土壌汚染対籠法窯場粂第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次のとおり届け 

出ます。 

要措置区域等の所在地 �(ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78��$ｨｾiJh9i$｣))ｩm｣C)MI&��b� 

(堪番),東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目壊」2ト郡上 
42置質一部)書捜-20(-部),42-25ト部), 

汚染土壌の特定有害物餓こよる汚染 ��h,俎8.ﾘ.ｨ+ﾙ�雕xﾔ磯hｪ驅仞h刺,ﾉ7��ｸ,X*�.�*｣)D隴H8(6ｨ5��

状態 �8ｨ984����(h,ﾈﾆ��¥�液ｩ{h�ｾh刺,�*�+ﾘ.�+ﾘ-���Y7�,h+X,B�

搬出する。※添付資料2のとおり 

汚染土蟻の体積 僖hﾝxｽ驅�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:竟B������8暮L���IIR��越H�8暮L�一�:�5ｲ�
※詳細ま添付資料4∴のとおり 

汚染土額を運搬する者の氏蜜又は名称 倅�Hｬ(ｺｸｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又名称 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5�7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所在地 俾�棹ﾊy�YLｸ�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾉ�ﾈ�#ツX､��ﾂ�

汚染土壌の搬出の若手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ�#9?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ8ﾞ靫以陌"��������������ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨｨｸ�ｨ�ｨ�ｵ��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉIｸ�8ﾈ������儼i<x蠇ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 ��S3�D韶8������5�Z��,�唏魎�

運搬の周に供する自動車等の所有者 ��i5儻H�(,ﾈ,h*�.�����Dh�yioI�ﾂ�
の氏名又は名称及び連絡先 

積替えを行う場所の所在地並びに所 倡��ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｩ��=��ﾈﾊy�ﾉ8育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ壷'R�

有者の氏名又は名称及び避結集(運 宙ｭﾙ��62�ﾉ�仆ｸｼhxｩ�Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ��

経の際、積替えを行う場合に限る。 忠�Xﾞ2�8ﾈ恢无Z�ｩ�Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

※詳細は添付轟6のとおり 

傑管施設の所在地並びに所有者の 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｩ��=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

氏名又は名称及び連絡先(保管施設 宙ｭﾙ��62佶9�仆ｸｼhxｩ�Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾄ鳴ﾓ��

を用いる場合に限る。) 忠�Xﾞ2�8ﾈ恢�Z�ｩ�Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾh畠Yx��8sBﾓ2�

※詳細は添付番類6のとおり　　　　了 

備考ユニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

2氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を罷職し、押印することに代えて、本人(法人にあっては、

務軍籍欝離凝
0ろセ雄一雛箪龍雄虹重職合



4-1運搬フロー図

【形質変更区域】

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目42番地(住居表示)

東京都渋谷区躍ケ谷2丁目42-2(一部),娘-7(細部),42-之0(一部)`42-25ト部)章

【運搬土壌】

区域指定区域土壌(対策工事終了後における2年間モニタリング継続中)

陸運三好環境株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区束田町8番地 

荷姿:ダンプトラック十バラ 

積替事保管:三井埠頭株式会社神奈川県川崎市川崎区扇町9置↑

(添付書類6-1寄掛【稿替事保管場所‡

海愚三好環境株式会社【運搬受託割 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

積善青保管:①寮杉興業株式会社大阪府岸和田市地蔵湊町1ト1

②東亜貨物株式会社大阪府大阪市大正区南恩加島4細3

(添付書類6-2、 6葛奪参照) 【積善・保管場所】

陸運三好環境株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区束田町8番地 

荷姿:ダンプトラック十パラ 

処理施設:株式会社山崎砂利商店途中工場

住所:滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

撞類:浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

許可番雷第116100「012号



犠式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成28年　も月坪日 剪�

東京都知事　殿 

届 � 

土壌汚染対策法豹6粂第1項の親遠に 凾謔閨A要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次の 

とおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �(inﾈｾi(inﾉ?�)ｩm｣���MCx,ﾈ自YI'儁IUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有害物質による汚染状 �B渥ﾉtﾉ|｣ｩ���%糲����

態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NMﾙ}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 涛X�,(ｧ以ﾃ2��
※詳細は添付雷類蜜のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H�9/ﾈ薊*ﾘ齷:齏(�愛8�8暮L�e�IR��越H�8暮L�一�:竟B��
※詳細蹄添付器類3の運搬フローを参照 

汚染土壌を運擁する者の氏名又は名称 乘H�檍��5h7ﾘ5��

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所痩地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉvS吋���{佇����4x8ﾒ�

汚染土撥の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以���84x8ﾒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ)vYD���佇���ﾄH�ｩ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ���茁�?｢�

運搬の用に供する自動車等の使用者の ��i5儻H��}紿��抱,ﾈ,h*�.��

氏名又は名称及び連絡先 

積替えを行う場所の所在地並びに所有 倅�IWY:ｨｩH�檍����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ儁Fﾈﾘb�ﾊｩ�仆ｸｼhｩH�檍���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ"�

者の氏名又は名称及び連絡先(運搬の際 
東亜貨物株式会社　大阪市大正区南恩加島4-3 

、積替えを行う場合に限る。) 
※鮮細は添付審類6のとおり 

保管施設の所在堪並びに所有者の氏名 倅�Hﾞ�:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ儁C�ﾘb�
蒸杉典薬株式会社　大阪府岸和田市地蔵湊町1l-2 

又は名称及び連絡先(保管施設を用いる 
東亜貨物株式会社　大阪市大正区南恩加島4-3 

場合に」限る。) 
※詳細は添付書類6のとおり 

〈連絡先〉 

西松建設株式会社　中野区画整理出張所 

担当;獲臆臆園丁軋03-6304-8038　　　　　　　　　　芝親鳥24 

l農重富と職。輸-。」 

備考1この用紙の大き茎は、日本工業 　2氏名(法人にあってほぞの代表 　人にあってほぞの代表者)が署名 刹K格A4とすること。‾望聖撃墜辛苦骨 ‡窯謀計、脚する等騙醸璃 



添付器類3

汚染土壌の運搬の方法

l　運搬フロー図

要措置区域等構築士擬搬出場所)

中野区中野二丁目10エ番7の一部(地番表示)

鉛(含有)汚染土壌

運搬:株式会社シマダ【運搬受託者】東東都江東区大島2-30-$ 

荷姿:ダンプトラック　十　シート掛け 

運搬:有限会社丸幸三栄商事金弱社騎付蕾類4参脚【運搬請負者】 

東京都中野区野方1-l-l 

荷姿;ダンプトラック十防塵シート掛け 

稿替富保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9農l

運搬三井埠頭株武会社【運搬請負者】神奈)書惧月順市)I幡区扇町9輸1 

荷姿;船舶坪、ヅチカバー 

運搬:西瀧海運棒式会社全10社(添付書類5参照)【運搬請負者】. 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿;船舶十ハッチカバー 

積替・保管:蒸杉興業株式会社

大阪府岸和田市塊蔵浜町1 l-工

穣替青操管:東亜貸物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

運搬藩式会社山崎砂利商店【運搬請負者】滋賀県大津市浜大津4-7-6 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

運搬嬬式会社カネスギ運輸金28社勝村書類4参照)【運搬請負者】 

大阪府岸和田市松蔵浜町1l置l 

荷姿:ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理;株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

穏類:浄化等処理施設(抽出一読浄処理)

許可番号;第116工00ユ01雷号

2運搬体制

運搬受託者:株式会社シマダ

※協力会社及び使用する自動車等の-寛は添付資料4、船舶の置覧表は添付資料5のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 劍6�6ﾕ�487R�

平成28年草月土工日 

東弼知事殿　　　　　　　〒10弼502 

輯議藷認諾読書 剪�

獲賀鵜喜喜臆喜漢 

土壌汚染対簾法剃る条第事項の規定により、-要措置区域等から搬出する汚染土額について、次 

のとおり届け出ます㌧ 

要措置区域等の所在地 �(ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79fｸｾig��C))ｩz3�ﾘﾝr� 
(地番表示)東京都北区堀船2丁目2叶l、20-9、弱14の各一都 

汚染土壌の鱒定有蕾物覿こよ る汚染状態 �6x8ｨ4�4�4x6�8ﾈ92�7��ｹv頽��Hｮ顏�W94ｸﾘx�Y�i?�ｮ顏�4ｸﾘr��
鉛は壌含有塾基準不適合、土壌踏出量基嘩不適合璃二基準適合) 

枇寮(土壌溶出曇基準不適合"第二基準適合) 

セレンは壌溶出畳基準不適合◆第二基準適合) 

※詳細は別紙工に示す。 

汚染土壌の体積 伜ﾙTﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98/�ｭﾈ-��3�#(�S8萼2���������������h�ｨﾝx-ﾉ¥ｩ�ﾆﾈ,俾h+x�"�

汚染土蟻の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:霈���､8�8暮L���}8ｷ"�
※詳細は別紙密に示す。 

汚染土壌を運搬する者の氏名 倅�IWy:ｨｩH�檍���

又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵(,俾h+x�"�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍���)��ｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

又は名称∴ ��h�ｨﾝx,ﾙ¥ｩz3(,俾h+x�"�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋韶84�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��)IY]��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔3�ﾈ駮�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 ��Y[ﾙ�ﾃ#僖�8ﾈ�#9?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 兔ｨ鐵(,ﾈ�SB阨餃�ｧi{ﾈ�Y�IIX8ｨ5�6x�h,俾h+x�"�

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��8��ﾞﾘ蓼鯖WY:ｨｩH�檍����ｶｩ�)dX6s332ﾓS3�B�

〒2工叶0867　神奈川県)富幡市川崎区扇町9-1 

【岸和田】熊杉興業株式会社　Tel:07乞-鵜2-5023 

手駒6輸的15　大阪府岸和田市地蔵湊町1l1 
保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 

【大　開東亜慣物株式会社　T合工的6-6さ52-313工 

〒輔宣「)023　大阪府大阪市大正区恩加島叶3 

※詳細は別紙4に示す。 

備考lこの用紙の大きさは、日 　塞氏名(法人にあってはそ 　人にあってほぞの代表者) � 亅2�?��Vｨ�����������



要措霞区斌および形質変更時要届出区域:北区堀船二十日20-1の-卸地番表示)

株式会社大林組琉粛本店　TSネットワーク玉子工事事務所

鉛、批薬、セレンによる汚染土壌 トリクロロエチレンによる汚染土壌

陸運:三井埠頭練武会社腫搬受託者】 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け※1 

陸運:三井埠頭株式会社【運搬受託者】 

荷姿:ダンプトラック十プレコン(内袋有〉 

十シート掛け漆工 

韻替・保管施設:三井埠頭株式会社
川駒胡l噸区扇町9-重

海運:三井埠頭株式会社【運搬受託削 
荷姿‥船舶(′、γチかく-郡 

海避:三井埠頭株式会社【運搬受託者霊 

荷姿:船舶(ハッチカバー郡 
十プレコン楠授有) 

轍替・保管施設;熊杉興熊揮式会社
大阪府岸和田市地蔵湊町重工l

溺替・保蟹施設:荒亜貨物株式会社※2
大阪市大正区南恩加島4-3

陸運:三井埠頭株式会社睦搬受託削 
荷姿:ダンプトラック十シート掛け　※l 

陸運:三井埠頭株式会辻【運搬受託者】 

荷姿:ダンプトラック十プレ讐ン梱袋有) 

十シート掛け※1 

処理施設二株式会社山鱗砂利商店　途中工場 

滋賀県大津市伊香或途中町字西山865他 

軽　　類:浄化等処理施設 

処理方法:浄化抽出一諾削 

鶉1:陸上運搬に用いる暗面は、ダンプトラックではなくセミトレーテ、フルトレーラコンテナ又は
アームロール車とする場合もあります「∠上軍師・紳輔リスト参照」)。荷台に謹付きコンテナ

を用いる場合は、シート掛鮎ま行いません。
※2:鉛だけによる汚染土壌を対象にした頓替“保管施設とします。

図2十　汚染土壌の運搬フロー図



様式第十六(第六十一乗務一項関係)

汚染土藤の区域外搬出屈曲審

平成28年　す月Iゴ日

東京都知母　斑

輔憲醗緩藷酷電

土壌汚染対詩法組6条第l項の規定により、襲轄霞区域勤、ら搬出する汚染土緻こついて、次の

とおり届け出ます。

巽措置区域等の所狂地 �(inﾈｾi(inﾉ?�)ｩ�c�y驅�,ﾈ自YH*ﾙ&餉IUﾈ鹵��

汚染土蟻の特定有雪物質による汚染状 �B渥ﾉtﾉ|ｨ+33�ｭit(ﾕｲ��
売価クロム(溶出畳:0.ユ1加gル 

熊 

※鮮細は滞付萬類工のとおり 

汚染土顎の体積 亶(蒭･ﾒ�H茯ﾌｩ&騙ｸ��僣��廁4�8ﾘ8�4册�2��
※鮮細は添付書類紬とおり 

汚染土蟻の避轍の方法 凛H�8暮L�H�:琇R��愛8�8暮L���IIR��越H�9�餃�H�:竟H�"�
灘鞠脱添付蟄頴筆の運搬フローを湊照 

汚染土控を運搬する者の氏名又は名称 乘H�檍��5h7ﾘ5��

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 乘�Y�檍���)KXﾛｹy永ｩ5���7)(hﾔ��｢�

汚染土撥を処理する施設の所狂地 俾�棹ﾊy�Y�ﾙ��俘�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�)�ccY�ﾂ�

汚染土毅の搬出の薗手予定日 兌ﾙ�ﾉ�9vYD���hﾈ���ﾉ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉjyvYD��溢hﾈ���xｸ�ｩ?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈｺ颯���{佇��闇(�ｩ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�吋���佇���#�?｢�

運搬の用に燐する自動車韓の使用者の ��i5儻IIiIｳH��xｸ,ﾈ,h*�.��

氏名又蹄名称及び運絡先 

積替えを行う掲所の所在地並びに所有 倅�IWX�8ﾜﾈ�檍�(����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈｵ(ｾi��*ﾃ冕s�ﾘb�
雑種興業株武会社　大阪府岸和田市地蔵漸)・11細密 

者の氏名又は名称及び遵絡先随鞭の燦 
東亜貨物株式会社　大阪市大亜麻蒲原加島4-3 

、積替えを行う場合に限る。) 
※静細は添付書類6のとおり 

能管施設の新都地並びに所有者の氏名 倅�IWY:ｮ掣Y�ﾇﾈ�8����=��ﾈｼ��I?ｩ*價hｾhｦi*ﾃ儁Fﾈﾘb�
鵜杉兜鵜擬武会社　太陽時岸和田市地蔵湊町1l一室 

又は名称及び連絡先膿蟹趨股を別、る 
譲渡濁物株式会社　大阪市大正睦南恩加島4-容 

場合に限る。) 
※詳細は添付蟄類6のとおり 

〈連絡先〉 

西松建設株式会社　中野区画整理田螺所

抵当:音　　　　一皿　0郎304-80謎

備考 l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

l　運搬フロー図

要措置区域等(汚染土壌搬出場所)

中野区中野二丁目101番7の一部(地番表示)

鉛(含有) 、六価クロム(溶出)汚染土壌

運搬:探式会社シマダ【運搬受託者】●東京都江東区大島2-30置5 

荷姿;ダンプトラック　十　シート掛け 

運搬:有限会社丸幸三兼高碁会弱紅く添付書類鯵照)【運搬請負者】 

東京都中野区野方工-1-1 

荷姿:ダンプトラック十防塵シート掛け 

頼善事保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町91

運搬‥三井埠頭株式会社【運搬請負割　神奈川県川崎市I(崎区扇町91 

荷姿:船舶早、ツチカバー 

運搬西瀧海運株式会社全10祉(添付蕾糞諦参照)【運搬詩負者】 

大分県津久見市藩町2番18号 

荷姿こ船舶十ハッチカバー 

稿番場保管;兼杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵湊町I l-l

横替・保管:東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島生3

運搬藩式会社山崎砂利商店【運搬諮負者】滋賀県大津市漠大津4-7-6 

荷姿 �5�987h6x8�6(4頷ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*��

運搬:株式会社カネスギ運輸金28社(添付書類4参照)【運搬諮負者】 

大阪府岸和田市地蔵湊町1l-1 

荷姿;ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類;浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

許可番号:第11610010工2号

2運搬体制

運搬受託者:株式会社シマダ

※協力会社及び使用する自動車等の一覧は添付資料4、船舶の一覧表は添付資料5のとおり



様式第十六(第六十条第_項関係,　　　　　　　　十才

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔 

平成28年弱作目 

東京都知事　殿 

届出者東懸擢器崇 ��

土壌汚染対策法第15条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79?ｩgｸｻIJ�ﾞ�*ﾉ&餉C���:�C�,ﾂﾙYB�&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有膏物質による ��X傳�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx�"�

汚染状態 ��h���ｨﾝx,ﾙ5儻H��}靫�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 鉄b陷�ⅹ}3｣3��葷x企?｢�
※詳細は、添付書類2の通り 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補一�:竟B��
※詳細は、添付書類8の通り 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 冦ｩ&���ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍�����(ﾞ維ｹy淫I5����

汚染土壌を処理する施設の所在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツX､��

汚染土報の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉv9.从霾韭盈｢�

汚染土接の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ繁D�7Xﾈ霰ﾉ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ��吋�4����?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾘs吋顫ｨﾈ���?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 �4ﾙ�yWH��}��cX,ﾉ,ｨ.��

積替えを行う場所の所在地並び 倅�IWY:｢茜B�����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ���*ﾃ蔦��

に所有者の氏名又は名称及び連 佶9�仆ｸｼb茜B����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ���S"�

絡先(運搬の陳、積替えを行う揚 �8ﾈ恢无ZｈｩB����Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ��

合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾘ��5儻Ixｸ訳h,ﾉ,ｨ.��

保管施設の所在地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(保管 施設を用いる場合に限る寄) �8ﾘ蓼鯖WY:｢�8���R漠g��ﾈﾞ���Ji��*ﾃ��S��
口恭杉興業(株)　大阪府岸和田市地蔵湊町11-2 

東亜貨物(株)　大阪府大阪市大正区南恩加島4・3 

※　詳細は、添付書類6の通り 

考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

2　氏名健人にあってほぞの代表者の氏名)を諒醸し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

目地株式会社　担当:　　　　曹避L:‾‾ ‾

二害



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都中央区日本橋箱崎町塊番8、同番9の一瓢塊番)

鈴汚染土壌運搬

運搬拍地株式会社【運搬受託都　千築県袖ヶ浦市塙王台11オ4保田鞠レ2F 

荷姿:ダンプトラック　十　シート掛け 

稿替■保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9- l

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

荷姿;船舶十ハッチカバー 

積替■保管:蒸杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵湊町1ト1

積替・保管:東亜貸物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

運搬子株式会社山崎砂利商店【運搬受誰者う∴滋賀県大津市浜大観十6 

荷姿;ダンプトラック　十　シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類:浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

許可番号:第1161001012号

2運搬体制

運搬受託者:目地株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料4、 5のとおり



様式第十六(第六十--粂第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出韓　　　　　　　　　　、 

平成28卒寿中日 
東京都知事 
坤添∴緊・殿 

土壌汚染対籠法第l繚窮l項の規定により、要措置区域案から搬出する汚染土壌について、次 
のとおり届け出ますも 

要措置区域等の所在堪 �8ﾈｹ�79yi)(ｾh貶,)m�ｩ)ｩW�#�窺C#�､�xﾟ忠�3C丶鋳�&餉B�� 

汚染土嬢の特定希書物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｩW94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の休稿 的4舒齏"�HﾜI4帝tｲ��
※詳細ま添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮��:竟B��愛8暮}迂R��越H補一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土接を運搬する者の氏名 又は名称 冲ﾈﾌ�檍��蓼ﾔｸ�ｴ��

持薬土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(ﾞ一Yy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�)~綛､��

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ吋鞆hﾈ雜h�2�

汚染土蟻の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ)�yD纔ﾈ餉C�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ繝��Y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉNYD���ﾈ�#�?｢�

運搬の用に供する自動再等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}��cX,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍�����2曝覈�俐I�h5ｨ985��ｲ�

ぴに所有者の氏名又は名称及 ��x��Gﾘ湜�綿�9�y+�*ﾃ�B�

び連絡先(運搬の際、積替え 侈ｩ�儘鮎hｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ"�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍�����9�ﾉ7��ｸﾜI�h5ｨ985��ｲ�

者の氏名又は名称及び避繚先 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�B�

(保管施設を用いる場合に限 佶9�儘鮎hｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ�ﾔ��Yz"�

る。) ��h�ｨﾝx-ﾉ5儻H�)}緝,ﾈ,h*�.��

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規榛A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を罷載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

戸田・安藤細岡建設共同企業体

京成電鉄堪節連立1工区工事作業所　担当∴ ‾ ‾　“音調虹



添付聾類軍

汚染土壌の運搬の方法

1.汚染土壌処理フロー

搬出現場:東京都葛飾区四つ木

銃汚染土壌
陸運;三幸重機株式会社 

荷姿:iダンプトラック十シート掛け 

積替保管基地:

五洋建設㈱市川土壌再生センター

市川市千鳥町1 4

・土壌集積

・岸壁から船舶へ土壌積込

船舶輸送　499型船舶(約15○○t積み。他物件の土壌と合積み予定)

海運:西濃海運株式会社 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

市川浩一阪南港〈兼杉興業㈱岸壁)

積替保管基地:

兼杉興業㈱

大阪府岸和田市地蔵浜町1十2

船舶から岸壁へ、水切り積み降ろし。

陸上輸送ダンプ車への積込
陸運:繋杉興業練武会社 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:

㈱山崎砂利商店

滋賀県大津高浜大津4-了-6

許可番号:箋1 161〇〇〇〇〇1

青浄化　抽出十弗浄処理(分級洗浄処理工法)】 



謹式第十六(第六十-一条籍一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出奮 劔了 

平成さ8年4月章日 
東 仍�79&ﾘ��

鉢練　繁一　殿 

届出若干薬爆市川市八幡三帽31号 　京成邁熊株式会社 　取締役社長三校紀 

土壌汚染対簾法第16粂第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

玖　王手 

要措彊区域等の所護地 �8ﾈｹ�7>Mﾘ�ﾈ�8貶,)m�ｩ)ｩmｨ･s�窺C��(ｨｵ�*ﾙ�8ｭｒ�&餉B�� 

汚染土額の特定有害物質によ �B�7仂�ｭﾉtﾉ|ｩW94ｸﾘr��YN�ﾘﾈ*ﾙv頽�ﾈｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��hﾘﾈﾝx,ﾙ5儻H菱��,ﾈ,h*�.��

汚染土蟻の体積 ��ヲ綛ｶ(*陌C｣��"繪h���O閲�+�ｾﾂ驅�-鋳�
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮��:韭｢��永�;ﾙ4��"��越H補一�:竟B��
※詳細は添付蕾灘のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �Y}x��既5��

汚染土壌を処理する者の氏名 一又は名称 乘H����(��y��)7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 桂地 俾�棠�)�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#闇#X､��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ��吋靉ﾘﾈ駛s�?｢�

汚染土擬の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾘ鷓d���ﾈ�3�?｢�

汚染土擬の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋靫�ﾈ靜�4R�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿��肺,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍�����&ﾉ7亰ﾘﾜI�h5ｨ985��ｲ�

びに所有者の氏名又は名称及 ��yo(ﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�B�

び連絡先(運搬の隙、積替え 侈ｩ�儘鮎hｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9d���Vﾉ*ﾈﾟｲﾓ"�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 仂ｩ,8ﾉｩｬｨｩH�檍�����9�ﾉ7��ｸﾜI�h5ｨ985��ｲ�

者の氏名又は名称及び連絡先 ��yo(ﾊy�y���y+�*ﾃ�B�

(保管施設を用いる場合に限 る。)’ 仂�ｦ�ﾆHﾆCi�駅I��68�8ｶ�j�*ﾃ"ﾈﾋ餽��

柵復縁甜柄嚇接 劍�ﾘb�
事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　　　　　　　‾喜均母機ヽ’事U恢ヽ′農▼ ヽ 2氏名(法人にあって散 人にあってほぞの代議者) 凾ｻ諾繋窯業量することに代え鶉擬 刳r繋謡 寵 

<連絡先>

戸田†安藤筆問建設共同金策体

東成電鉄萬飾連立1工区工寧作薬所　担当;∴∴∴∴∴記しO蜜-3餌-2092



添付蕾類3

汚染土壌の運搬の方法

1.汚染土壌処理フロー

搬出現場:東京都葛飾区四つ木

鉛汚染土壌・批素汚染土壌
陸運:三幸重機株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

積替保管基地:

玉津蓮設㈱市川土壌再生センター

市川市千鳥町1 4

審土壌集積

・岸壁から船舶へ土壌積込

船舶輸送　499型船舶(約15〇〇七積み。他物件の土蟻と合積み予定)

海運:西濃海運梯武会社 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

市川潜一阪南港燦杉興業㈱岸壁)

積蓉保管基地;

蒸杉興業㈱

大阪府岸和田市地蔵湊町1十2

船舶から窪壁ノ¥水切り績み降ろし。

陸上輸送ダンプ輩への積込
陸運:諌杉興業株式会社 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

処理施設:

㈱山崎砂利商店

滋賀県大津市浜大津4てこ6

許可番号こ第1 161〇〇〇〇〇1

・浄化　【抽出-一洗浄処理(分級洗浄処理工法)】 



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔迄���x�X���+R�ﾈ����"�霰ﾈ耳�b�

平成渚年　3月2テ　ロ 

東京都　知事　殿 

届輯翳鶉塞震翳薫10㌫芳 剪�

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�7>Mﾘ�ﾈｾi�ﾉ�h抦ｮ(蕀)ｩm｣##��MHﾔ磯c(麌+X.�X,ﾈ自YB� ��

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92益頽�｢���6X6x8�4�8ﾙ?ｨﾔ�6�8ﾂ�ン(溶 .三蟄軋 団長)、鉛(第二溶出量、含有量主意偲ク農至」賃 　　　　　　　t⊆○,"〇〇〇t}. 

量)、ふっ素(溶出畳)　　埋　骨葱謹茅常雰据茸 仂#�尸����〃●　_ 
〇㌢→-ノブ重み・高二れ“種〇二「`お′こ1 ※詳細は添付資料1のとおり　一陣「録・場二㌢糖誓 �+�ﾈ)���."�� �,ｹ69F(�X6ﾒ�

汚染土壌の体積 涛Sh�S�-����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�(,ﾈ,h*�.��X+9mｨﾔ��R�’ラ●鯵基案一馨 し.1」ヽ」 ��赫〃 探し。○○〇一 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H暮Hﾉ:���儘���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�8,ﾈ,h*�.��岬′の 
「ヴ′“∽l. 豚�ﾅ�� 

喜喜喜喜鵜 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 倅�IWY:ｨ��ｩH�檍��� 

汚染土壌を処理する者の氏名 伜(ﾞ維ｹy淫I5���ｩH�檍��� 

又は名称 忠7)(hﾔ��｢��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(h鬨ﾘ(�#ツY�ﾂ�l号 4-3 l号 生-3 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋霰霍ﾈ,ﾙ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���以雍�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���佇���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔3��ﾈ���ﾘY?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育2綿ﾞ粟i��*ﾃ儁B�

びに所有者の氏名又は名称及 宙ｭﾙ��62佶9�仆ｸｼhxｨ���Xﾞ9Wｸｭﾙ��69Wｩ&陏�Vﾄ儘���

び連絡先(運搬の際、穏替え 忠�Xﾞ2���8ﾈ恢无Z�ｨ���Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8r�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��{�,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ儁B�

者の氏名又は名称及び連絡先 宙ｭﾙ��62佶9�仆ｸｼhxｨ���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾃ��ﾖﾂ�

(保管施設を用いる場合に限 忠�Xﾞ2���8ﾈ恢无Z�ｨ���Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8r�

る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

芝　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を親裁し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

株式会社シマダ　営業第一部　担当臆臆書冊03-3636葛4084



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1運搬フロー図

形質変更時要届出区域

基準超過土壌運搬(※)

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託都　神奈川県川崎市川崎区扇町9-工 

荷姿:ダンプトラック十　シート掛け 

運搬;有限会社丸幸三栄商事他5蜜社煽付書類鯵膿)【運搬請負者】 

東京都中野医野方工丁目工-l 

荷姿;ダンプトラック十防塵シート掛け 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-l

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市)l崎区扇町9-1 

荷姿;船舶十ハッチカバー 

運搬:西瀧海運探式会社他10社(添付書類5参駒【運搬請負者】 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿:船舶〃ヽツチカバー 

穣替・操管:兼杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵湊町1 1-1

積替章保管二束亜貨物株式会社

大阪府大阪市大亜区南恩加島4-3

運搬藩式会社山崎砂利商店【運搬受託者】謹賀県大津市浜大津4-7-6 

荷姿;ダンプトラック　十シート掛け 

運搬株式会社カネスギ運輸他尋雅(添付書類4参照)【運搬請負者重 

大阪府岸和田市地蔵湊町1l-1 

荷姿:ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類;浄化等処理施設(浄化(抽出一法浄処理) ) 、浄化等処理施設(浄化(抽出一化学脱着) )

許可番号:第I 161001012号

芝運搬体制

運搬受託者:三井埠頭株式会社

協力会社及び使用する自動車等の輸踵は、添付資料4、 5のとおり

※みなし基準超過土授仏l-7、B卜5タ8,9区画の置部)については、搬出馳こ汚染のお 

それのある特定有害物質の公定分析を行い嶋法16条届出書添付の汚染土接処理委託 

契約書に詩談のない物質の基準不適合が認められた場合は工事を中止し、法12条、 
工6条の再届出後に工事を再開する。 



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出審 

平成28年　q月即日 

東京都知事殿 

届出者籍撥攫蒸籍淫二隷鼎‾ 
取締役副社長支店長今木鶏 氏名又は名称及び住所並びに法人 にあっては、その代表者の氏名 

土壌汚染対策法第1さ条第l項の規定により、費措置区域等から搬出する汚染土掛こついて、 

次のとおり届け出ますこ 

< 冽i�ｹO仞h司9�,ﾈ�ｨ�&��住所表示:東京都品川区東大非五丁目2婚2蚤,23番37 ��

地番表示:東京都品川区東大井五丁目6工5番10暮　620番2,620番8 

の各一部 

汚染土壌の特定有蕾物質による 汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
六価クロム(土撰溶出量基準不適合) 

詳細は添付箆料1に示す。 

汚染土嬢の僻顧 冲畏ﾃ2�

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:����愛8補��IIR��越H補一�:竟B��

汚染土嬢を運搬する者の氏名又 は名称 倅�IWY:ｨｩH�檍���

汚染土嬢を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍���(､ｸﾛｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所荘 地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#渥��ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋闍9)ﾈﾈ�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ���?｢�

汚染土嬢の遥般若了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��kﾈﾈ��;｢�

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋靫�(ﾈ�3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 �5儻H��{�,俾h+x�"�

頼替えを行う場所の所在壇並び に所有者の氏名又は名称捷び連 絡先(運搬の陳、積替えを行う 場合に限る。) 倅�IWY:ｨｩH�檍������=��ﾈ���ﾎ��9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ椿ﾂ�

鵜杉興業株式会社　大阪府岸和田帝地蔵湊町Il-l 
※詳細は添付書類8に示す。 

保管施設の所在地並びに所有者 倅�IWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ椿ﾂ�
の氏名又は名称及び連絡先(保 佶9�仆ｸｼhｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9d���j�*ﾄ綿活ﾔ��

管施設を用いる場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}繹,俾h+x�"�

連絡先>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箆 

馨瞥工露豊郷輔弼紫郎　　蟹嘉蒜講 
備考葦欝議諾謹告謹詳細すること麗藤懸琉人 



添付資料3

汚染土壌の運搬の方鰊

3・1運搬フロー図

要措置区域等

東京都品川区東大井五丁郎1轄10, 620番2,施0番8の各一一部(地謡表示)

鉛及びその化合物　汚染土壌

六価クロム化合物　汚染土壌

陸運:三井埠頭株議会紅 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

積替・保管施設:三井埠頭株式会社

神奈川県)l崎耐自崎区扇町9・1

海運:三三四蔀翻武舎紅 

荷姿両軸自十ハッチカバー 

穂替筆保管施設;謙杉興業株式会社

大阪府閥和田市地蔵浜町11章1

陸運;三井船頭株式会社 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

処理施殻こ株式会社山醐商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山8粥他
種類さ浄化等処理施設

処理方法:浄化抽出一洗浄触鄭

3・2　運搬体制

運搬受託者:三井埠頭株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一馳ま,添付資料4のとおりである。

3・l



4農3　兼杉興業株式会社から株式会社山崎砂利商店途中工場(陸運)

・運搬受託者:三井埠頭株式会社

自動韓等の 使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�草体の形状 ���Y7��ﾈ,ﾈ顥}��飛散姉止を防止する撥造 

株式会社山崎砂利商店 ��{途ﾓc#8�S#�#��ダンプ �Bﾉm噂�4�8ﾘ8��直接十シート靭ナ(ポリエステル控等) 

株式会社城南開発興発 ��ssBﾙ�3Rﾓ3塔��舛イブ �Bﾉ�OX4�8ﾘ8��彊蔽十シー職即す(ポリエステル馳謝 

株式会社ヤマゼン運輸 ��X蹌ﾘ*ｳ������ダンプ �Bﾉ�壓4�8ﾘ8��覆轍十シート押す(ポリエステル製等) 

株式会社翻心 ��y{壷�9{釘ﾓ###r�ダンプ �B驟ｨ壓4�8ﾘ8��薗積十シート掛け(ポリエステル幾等) 

株式会社ナガケン ��sC"ﾓc2ﾓSi{迭�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8��直積十シート軸ナ(ポリエステル製等) 

大同挫殺工欒採式会社 ��S迭ﾓ&ﾂﾓ�絢ﾒ�ゾル 冩��壓4�8ﾘ8��輔+シート勘ナ(ポリエステル接辞) 

株式会社コスモテック ��{���SSx�Sラhモ�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8��亜種十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社大関 ��s#�ﾓ32ﾓSssR�ダンプ �B驟ｨ壓4�8ﾘ8��砲徴十シート掛け閉りエステル興箆) 

株式会社近畿産業 ��y{�6s#蔦CS3��.∴ダンプ �ITﾙ�廁4�8ﾘ8��匝頒十シート鮒すくポリエステル雛等) 

有限会祉西秀 ��s"ﾓ33Bﾓ##3b�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社福田建材 ��sRﾙ��8+S��xｲ�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8��薗頼十シート掛け(ポリエステル鯉等) 

有騒会社沢井建設 ��{砺ﾉ'S#Bﾙ{田�2�・ダンプ 偬Y�x�h廁4�8ﾘ8��薗穣十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社北斗 ��sRﾓh9�2ﾓ�������ダンプ �Bﾉ�廁4騙ｸ8��瞳蜜十シート掛け(ポリエステル裂く翻 

抹式会社彩噂工諜 ��bﾓC田�ﾓs閲迭�∴ダンプ∴ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8��直穣十シート拙すくポリエステル投等〕 

株式会社森組建殺工業 ��{都�ﾓ(ｩ�茜��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8��直積十シート掛け(ポリエステル控等) 

株式会社小南興繋 ��{度��ﾓ�(5｣sCr�∴　ダンプ; �Bﾉ�w�4�8ﾘ8��薗積十シート掛け(ポリエステル腱等) 

有限会社板東建設興業 ��{�rﾘ*ｸ.几壷{塔s��∴ダンプ. �H5驟ｨ廁4�8ﾘ8��垣稲十シート掛け(ポリエステル塊等) 

株式会社ゲイアイ ��{凉�43夷3閲都��ダンプ ��Bﾉ�廁4�8ﾘ8��直積十シート掛け(ポリエステル艶鞠 

有限会社松湘建材 ��yjx��ゴ冲�Ec袷8ﾘr�;ダンプ∴ �Bﾉ�壓4�8ﾘ8��直鎖十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社カネスギ運輸 ��{�"ﾓC3y'S���ダンプ 冤�m��4�8ﾘ8��匝頼十シート掛け(ポリエステル鶴等) 

雅杉運送棒式会社 ��y¥ﾒﾙo�蔦9o�ﾂ�ダンプ �H駟�壓4�8ﾘ8��笹願十シート即す(ポリエステル徴笹)・ 

株式会社国中法螺工欒 ��s&ﾂﾓ�2ﾓ��B�ダンプ �Bﾉ�壓4�8ﾘ8��直敬十シート掛け(ポリエステル製鱒) 

行建設有限会社 ��y�y8胃�9t�Sc#R�ダンプ �H���壓4�8ﾘ8��直鎖十シート掛け(ポリエステル操等) 

株式会社ヨシオカ ��S�sCBﾓC)t��S�R�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8��直紹十シート掛け(ポリエステル鰻簿) 

中村建村有」限会社 ��s)t�IvX���3���ダンプ �Bﾉ�壓4�8ﾘ8��直積十シート掛け(ポリエステル捜徳) 

株式会社乾建材 ��svﾂﾓ){蔦#CCr�ダンプ �Bﾉ�,�4�8ﾘ8��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社ネタサス ��s"ﾓ#c2ﾓs3夷｢�ダンプ �Bﾉ�壓4�8ﾘ8��直栂十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社畝本給藁 ��s"ﾙjツ�ﾓ#3���ダンプ �Bﾉ�壓4�8ﾘ8��直積十シート掛け(ポリエステル艶等) 

有5



様式第十六簡六十一条第-一項関係)

汚染土蟻の区域外搬出届出書 

平成28年　宮　月工在日 

東京都知事　殿 

届出宥 

土壌汚染対窮法親6条籠1項の規定により、襲措澄区域等から搬出する汚染土塊こついて、次 
のとおり届け出ます。 

要措露区域等の所狂地 �8ﾉ�)YILｸ�8蟹�H自)ｩm｣)gﾈﾄH��-8��4i��� 

汚染土壌の特定有雷物郵こよ �B�7��ﾈｭﾉtﾉ��ｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}頽H,ﾈ,h*�.��

汚染土蟻の体横 �+"緝����
※詳細ま添付聾灘のとおり 

汚染土壌の運搬の方縫 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補一�:竟B��

汚染土懐を運搬する者の氏名 又は名称 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(､ｸﾛｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土蟻を処理する施設の所 在地 俾�棹ﾊy�Y,8�堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#一)�ﾂ�

汚染土蟻の搬出の若手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋譏ﾈ��ﾉkﾙ?｢�

汚染土蟻の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋騏ｸﾈ馘ｹ?ｨ���������������(iUﾉ)�ｿ�t��

汚染土壌の邁搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�僖�6ﾘ4霾馘ｹ?ｨ�������������4I�9�ｸ��ｲ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�9D�6ﾔｨﾈ�6H���������������(鞴�8��*ﾘ.��

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �����������蛻ﾎ洩�6IO(ｷ"���5儻Ixｹ}韆�,ﾈ,h*�.�����翌� 

積替えを行う場所の所狂地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、櫛替え を行う場合に限る。) �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍������=��ﾉxi�ﾈﾞ育9�ﾈ､��9�Y�ﾉ*ﾆﾂﾓ���

謙杉興業株式会社　大阪府篇和田前掲翻親日 

※詳細は添付馨頼6、了のとおり 

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び避絡発 く保管施設を用いる場合に限 る。) �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍������=��ﾉ>厥��ye粟i�Y�ﾉ*ﾃ�ﾓ���

兼杉興業株式会社　大阪府辟和田市地蔵浜Iト1 

※詳細は添付書類6、7のとおり 

考1この用紙の大きさは、日本工業規椿A4とすること。 

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏都を謁識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

<連絡先>

株式会社竹中土木東京本店工事部土壌環境グループ　捏当園　　　　鵬L : 03-6810-6401



添付番頭3

汚染土額の運搬の方津
1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域
一丁目2 3急(地番)

陸運:有限会社寮京プランニング 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

積善裏保管施設:日興サービス株式会社
崎区大川町子1 0

〇〇〇_ 

;　∴こな　　　思　フ。ノ二〇二/ 

荷 倡�ｩ�IIR�6�6(6�4ｨ6��ｹWB��

穏営農保管施設:兼杉興業株式会社
地蔵浜「 1-1

陸運:有 荷姿:ダ ��h���B�社東京プランニング 

蒜 ラック十シート掛け 

処理施設:妹式会社山崎砂利商店途中工場
滋賀県大津市

種類:浄化等処理施設

2,連投体制

運搬受託者:有限会社東京プランニング

協力会社および使用する自動車等の一覧は,添付蕾類4書5のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出薗 

東京都婿殿　　　　　　　　　平成生む牢∴蜜月　う日 

東京都藩医赤坂l丁目4番嘉0号 

舶看護法器離農 

土壌汚染対策法訊6粂窮工項の規覿こより、要措置区硬筆から搬出する汚染土撥について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhﾟy�i*ﾉ?�)ｩm｣S���MH,ﾈ自YH佶MB�� 

汚染土壌の特定有害物覿こよ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｩW94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �3S津c�ﾇR�
※詳尭鞘ま添付轟窺2のとおり 

汚染土蟻の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補一�:�5ｲ�
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 倅�IWY:ｨｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(､�ﾛｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬨柯�(蹐Y�ﾂ�

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以��y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(*ｹD���以�#i?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇�#9?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ｨﾈ�#�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿��衒,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 倅�IWY:ｨｩH�檍������=��ﾉ>俥育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

ぴに所有者の氏名又は名称及 佶9�仆ｸｼhｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9hI��j�*ﾈ������

び連絡先(運搬の陳、蘭替え 傀��ﾘ无Z茜H�檍�����Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Xﾅﾘｾi>ﾈ嬋��8xｸﾓ2�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Hｭ厭緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在抱並びに所有 倅�I&I:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ椿ﾂ�

者の氏名又は名称及び連絡先 俎)�仆ｸｼhｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾖﾂ�

(保管施設を用いる場合に限 �8ﾈ恢无Z茜H�檍�����Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻IMI:｣h��x,ﾈ,h*�.��

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってばその代表者の氏名)を誼鼓し、押印する

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



添付書類3

汚染土擬の運搬の方法

1運搬フロー図

琵措擾区域等

東京都世田谷区域新町二丁目513番

鉛(含有量)

運搬 萄蓼鯖WY:ｨﾜﾈ�檍����餃��9�Y78����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�饐｢ﾙz��

荷姿:ダンプトラック　十　シート掛け 

運搬:有限会社丸浩三架蔵帝他馳杜騰付番頭4参駒腫搬請負者】 

東京都中野区野方1-山 

荷姿:ダンプトラック十防塵シート掛け 

積善暮保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9十

運搬三井埠頭株武会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区扇町㌻1 

荷姿:船舶廿、ツチカバー 

運搬:西瀧海運株式会社他9社(添付書類5参酌【運搬話負者】 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿;船舶十ハッチカバー 

顧番・保管:鵜杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵浜町I l-l

積善・保管:東亜貨駒株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4輸せ

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託著】神奈川県川崎市川騎区扇町9-l 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

運搬:株式会社山階聯蠣席他㍗往く添付轟頴穆翻施搬請負都 

滋賀県大法市浜大津4丁目7-6 

荷姿:ダンプトラックヰ防塵シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山朗5他

穏類:浄化等処理施設(抽出一班浄処理)

許可番号:舞I161001012号

2運搬体制

運搬受託者:三井埠頭株式会社

協力会社及び使用する自動車簿の一環は、添付資湛山、 5のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出督 

平成28年中月か日 
東 仍�79&ﾘ馼��ｮ��

土壌汚染対策法覿6条第l項の規定により、要措壇区域等から搬出する汚染出勤こついて、次 
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在勉 �8ﾈｹ�78�(�ﾈｾh貶,)m�ｩ)ｨﾚ�#��iMC#�､�儉ﾒ��3C兔r忠&餉B�� 

汚染土壌の特定有昏物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾈﾜyW94ｸﾘr���N�'ｨ�Y�廂h�-8*ﾙ7��ｹv頽�姥94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��(,ﾈ,h*�.��

汚染土接の体積 �)�s��僂｣闇(馗�(���N�JﾙxｳB纔ﾍﾉ�廂es｣s偵兀ｲ�
※詳細は藤村電離のとおり 

汚染土壌の運搬の方態 凛H補一�:竟B��越�竕�IIR��越H補一�:竟B��
※詳細は添付朝鮮のとおり 

汚染土蟻を運搬する者の氏名 又は名称 冲ﾈﾌ�檍��蓼ﾔｸ�ｴ��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(ﾞ宇ｨｷ�ⅹ5���7)(hﾔ��｢�

汚染土蟻を処理する施設の所 轟地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�(�3X､��

汚染土嬢の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3以靫姐��

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�Y��(ﾈ闍x,ﾒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�%ｸ���x���IR�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔3(ﾈ顏�+x�����

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H仡}紿��ｷX,ﾈ,h*�.��

撹替えを行う場所の新経理並 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍����-ﾘﾅ��7��ｸﾜI�h5ｨ985��ｲ�

ぴに所有者の氏名又は名称及 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8訷����ﾔィ�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��hﾝx,ﾙ5几��<渥痔~<�*ﾉ;r�

保管施設の所整地並びに所有 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍�����9�ﾉ7��ｸﾜI�h5ｨ985��ｲ�

者の氏名又は名称及び連絡先 ��ywHｵｹ�yvh������B�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��hﾝx,ﾘ�8���x,ﾎ<�)�<�<�*ﾈ萪�

備考l　この用紙の大きさは、日本工業視線A4とすること。

2　氏名(津人にあってほぞの代表者の氏名)を寵哉し、押印すること

人におっではその代議者)が署名することができる。

<連絡先>

戸田・安藤・聞建設共同企業体

京成電鉄鶉飾連立l工区工轟作業所　担当こ



添付曹類3

汚染土壌の運搬の方法

上　溝染工壌処理フロー

・土壌菜種

弓睾壁から船舶へ土壌積込

船舶輸送　499型船舶(約15○○t積み。他物件の土壌と合積み予定)

海運:西濃海運株式会社 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

市川港~阪南港(兼杉興業㈱岸壁)

頼替保管基地:

兼杉興業㈱

大阪府細田市地蔵湊町1十2

船舶から岸壁へ、翻り積み降ろし。

陸上輸送ダンプ葦への積込
陸運:兼杉興業株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

豊器害漠親串青砥頓坤勘統
許可番号:纂11610001

・浄化　【抽出「洗浄処理(分級洗浄処理工法)】 



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

東京酬　届出者撥蒜詰る 

土壌汚染対策落第16条第l項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi]ｹm渥H自)ｩm｣#)MD忠�6ﾉjｒ�&餉B�� 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��i?�v頽�ｸｮ顏�W94ｸﾘr��
トリクロロエチレン(第二溶出瑳基準不適合) 

シスーl諸-ジクロロエチレン(第二溶出量基準不適合) 

ふっ素及びその化合物(溶出蜜基準不適合) 

※別紙2のとおり 

汚染土壌の体積 鼎c(�X�����i¥ｨ鐵(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B�-h､8補��IIR�-izH補一�:竟B��
※別紙3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在砲 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ナ&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ��)?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ賈?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��H��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3��ﾈ��I?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 ��i¥ｨ鑄.�X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ���
ぴに所有者の氏名又は名称及 忠�Xﾞ2�8ﾈ恢无Z�ｨ���Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

び連絡先(運搬の際、積替え 宙ｭﾙ��62侈ｩ�仆ｸｼhxｨ���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�8�)��Vﾉ*ﾃ��ﾖﾂ�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵h,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限る。) 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��
(大阪)東亜貨物㈱　大阪府大阪市大正区南恩加島4吋 
(岸和田)兼杉興業㈱　大阪府岸和田市地蔵湊町1l1 
※詳細は別紙6のとおり 

絡先　所　属　ランドソリューション株式会社　環境ソリューション部門　対策部 

氏　名　獲臆臆臆漢 

電話番号　03「5412-6700 

(ファクシミリ番号　03-5412-6了01) 

(麗子メールアドレス 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A在とすること。

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法



汚染土壌の運搬の方法

針工　運搬フロー図

形質変更時要届出区域　こ　東京都足立区保木間1-22-19

運搬鰹運)藩式会祉東立テクノクラシー【運搬受託者】臆愛知県瀬戸市山路町1純番地1 

荷姿:ダンプトラック十フレキシブル蜜シテナ偶餐あり) 

積番◆保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市11幡区扇町9-1

運搬(海運):株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】愛知県瀬戸市山路町134番地l 

荷姿こ船舶十フレキシブルコンテナ(内袋あり)十ハッチカバー 

積替▼保管:発杉興業株式会社

大阪府岸和田市埋蔵湊町1 1-l

瀬替・保管;東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島生3

運搬(陸運)‥株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】愛知県頭声市山路町13錯地l 

荷姿こダンプトラック十プレキシカ麻ンテナ(内畿劫) 

処理;株式会社山崎山醐商店途中工場

鞍賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類:浄化等処理施設(抽出一流浄処理) (抽出一化学脱着)

許可番号:第116100宣0工2号

図暮3　搬出フロー図

3・2　運搬体制

・運搬受託者こ株式会社粟立テクノクラシー

使用する自動車の一藍は別紙4のとおり

使用する船舶の一覧は別紙石のとおり

・処理会社:株式会社山崎砂利商店　途中工場

別紙31



<運搬車向一覧表>

(岸和田裏大正区一滋賀県大津市)

N0.1株式会社山鳩砂利商店　　　連絡先こ07了-52雷ゼ821 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔事体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 俾�椶�100 �,ﾒ�330 �5�987b�俄)山噛砂利商店 俾�棹ﾊy�Y,8�9I��Y,3I)ｩmｨ蘒b�

2 俾�椶�工00 �,ﾒ�1078 �5�987b�㈱山崎砂利商店 俾�棹ﾊy�Y,8�8ｻY�Y,3I)ｩmｨ蘒b�

3 俾�椶�11 �."�4681 �5�987b�㈱山噂砂利商店 俾�棹ﾊy�YLｸ�9Vﾉ�Y,9^�)ｩmｩ��b�

4 俾�椶�130 �,"�8008 �5�987b�㈱山噛砂利商店 俾�棹ﾊy�Y,8�9Vﾉ�Y,3I)ｩmｨ6sb�

5 俾�椶�130 �+ｲ�輔0 �5�987b�㈱山峨砂利商店 俾�棹ﾊy�Y,8�9Vﾉ�Y,3I)ｩmｨ蘒b�

NO.2株式会社城南開発興業　　　連絡先;0774-55-3980 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 俾�椶�131 �,B�1001 �5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&貭�

2 俾�椶�130 �,B�1002 �5�987b�㈱城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&貭�

尋 俾�椶�工30 �+��1003 迄5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

4 �h椶�130 �+ｲ�1004 �5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&貭�

き 俾�椶�130 �+ﾒ�1005 �5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺Iyﾘﾔ��

6 仍�72�ユ00 �,ﾒ�191昌 �4�耳耳8��ﾉt�8ｲ�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

了 俾�椶�100 �,ﾒ�1920 �5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&貭�

8 仍�72�100 �,ﾒ�2006 �5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

9 仍�72�100 �,ﾒ�20務 �4��ｸ8�8ﾘ�ｸ5ﾈ8ﾂ�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨⅸ駟69)ｨ��ﾏｳ窺I_��

裏0 仍�72�100 �,ﾒ�2036 �4��ｸ8�8ﾘ�ｸ8ｲ�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&貭�

裏1 仍�72�100 �,ﾒ�2037 �4���'X8�8ﾘ�ｸ8ｨ8ﾂ�〈株〉城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

1ま 俾�椶�100 �,ﾒ�2108 �5�987b�鯛南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

工3 俾�椶�100 �,ﾒ�2109 �����5�987h�ｲ�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

14 俾�椶�100 �,ﾒ�2110 �5�987b�絨滅菌開発異義 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

15 俾�椶�100 �-ﾂ�211l �5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&貭�

16 俾�椶�100 �,ﾒ�2宣12 �5�987b�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

17 仍�72�130 �+2�2201∴ �4�耳�ｨ8�8ﾘ�ｸ8ｨ8ﾂ�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�99��)ｨ訷ﾏｳ窺I&���

18 仍�72�100 �,ﾒ�2752 �4�耳��8�8ﾘ�ｸ988ﾂ�(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&�8b�

19 仍�72�100 �,ﾒ�2209 �5�987b�㈱城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�99��)ｨ訷ﾏｳ窺I&靫��

20 俾�椶�130 �+r�2205∴ �6x8�4�5��㈱城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

21 仍�72�100 �,ﾒ�221思 �6x8�4�5��(株)城南開発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

22 仍�72�100 �.B�99 �4顏���ｸｨ*(,2ﾒ�(株)城南駒発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&���

23 仍�72�130 �+r�3001 �5粨ﾛﾃx5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�㈱城南駒発興業 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I�儘��

NO.3株式会社ヤマぜン運輸　　　連絡先ニ0毒95-轡91080 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l 倅�B�100 �-ﾂ�7 �5�987b�鯨)ヤマゼン運輔 倅�Hﾊx堅棹�8��ﾔHｧy�ﾈ�#s��MI&�,ﾃ��

2 倅�B�工31 �-ﾂ�100 �5�6(7h5ｨ7�6x6x+ﾂﾒ�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ琶(因�#s��MI&�,ﾆﾂ�

3 倅�B�130 �,｢�101 �5�6(7hｭ�6x*(*Bﾒ�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾃ��

4 倅�B�130 �,b�102 �5�6(7h,h7�8ｸ�ｸ8��ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��ﾔH駟U8�#s��MI_�,ﾈ-ﾂ�

5 倅�B�13工 ��X,"�103 �5�6(7h5ｨ7�6r��X�X,9t��㈱ヤマぜン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ琶(因�#s��MI&�,ﾃ��

6 倅�B�工30 �+ｲ�104 �5�6(7h5ｨ7飃籀8��ｲ�(株〉ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ鬩U8�){���MI&�,ﾆﾂ�

7 倅�B�130 �+ﾒ�105 �5���*(,2ﾒ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ琶(因�){���MI&�,ﾆﾂ�

8 倅�B�1呂0 �+��106 �5�6(7h5ｨ7饋｢ﾘ8��ｲ�(棟)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ琶(因�#s��MI&�,ﾃ��

9 俾�椶�130 �+ｲ�1006 �5�987b�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩U8�#s��MI&�,ﾃ��

10 俾�椶�工30 �+��1007 �5�987b�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ琶(因�#s��MI&�,ﾆﾂ�

11 俾�椶�工尋0 �,"�∴1008 ���5�987h�����㈱ヤマ・ぜン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ琶(因�){���MI&�,ﾃ��

12 凉IN��130 �+r�工009 �5�987b�(昧)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾉ��U8�#s��MI&�,ﾆﾂ�

1雷 ����ﾂ�100 �,ﾒ�1844 �4�饕ﾘ8�8ﾘ�ｸ6ﾘ92�蛛)ヤマゼン運輸 倅�hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ詹�ﾈ�){���MI&�,ﾆﾂ�

14 倅�B�130 �+2�2206 �6x8�4�5������㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩lｨ�-ﾉ{���MI&�,ﾆﾂ�

1き 倅�B�130 �,��2207 ���6x8�4�5������(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8����U8�#s��鞁&H,ﾈﾔ��

16 倅�B�180 �+2�2008 �6x8�4�5��(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾉ��U8�#s��鞁&H,ﾃ��

17 倅�B�130 �+2�2210∴ ���6x8�4�5��㈱ヤマゼン運輸　_ 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�j�4��MI&�,ﾈ4r�

18 倅�B�130 �+2�2211 �6x8�4�5��㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾃ��



<運搬車向一覧表>
(岸和田"大正区一滋賀県大津市)

NO.3株式会社ヤマゼン運繭　　　連絡先.沌5粥-39-1080　　　　　　　　　　　　　　　T 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔事体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

19 倅�B�130 �+2�2蜜12 �6x8�4�5����ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�#s��MI&�,ﾃ��

20 倅�B�130 �+��22工轡 �6x8�4�5��(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ琶(因�)wﾓ�MI&�,ﾃ��

21 倅�B�100 �,ﾒ�2691 �5�987b�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩�ﾉ63#s��MI&�,ﾆﾂ�

22 倅�B�100 �,ﾒ�5009 �4��ｸ8�8ﾘ��ﾒ�8ﾂ�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��ﾔH駟�ﾉ63#s��MI&�,ﾃ��

23 倅�B�100 �,ﾒ�5016 �5�987b�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾃ��

24 倅�B�100 �,ﾒ�5018 �5�987b�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ琶(因�#s��MI&�,ﾆﾂ�

25 倅�B�100 �,ﾒ�5062 �4�耳�ｨ8�8ﾘ�ｸ8ｲ�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾆﾂ�

26 倅�B�100 �,ﾒ�5254 �4��ｸ�X8�8ﾘ�ｸ8ｲ�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾉ���ﾈｼ溢ｳ��MI&�,ﾈﾔ��

27 倅�B�100 �+2�7000 �4��ｸ8��ﾈﾝx8ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾆﾂ�

28 倅�B�100 �.ｲ�8000 �4��ｸ8�8ﾘ�X8ｲ�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩�ﾈ�#s��MI&�,ﾃ��

29 倅�B�100 �,ﾒ�5697 �6x8�4�5��(株)ヤマゼン運職 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ琶(因�#s��MI&�,ﾆﾂ�

30 倅�B�100 �.B�219 �4��h�86vﾈ�X�ｨﾘbﾒ�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾃ��

31 ����ﾂ�100 �,ﾒ�l酌婦 �4�耳��8�8ﾘ�ｸ8ｨ8ﾂ�(株〉ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾃ��

32 ����ﾂ�100 �,ﾒ�1846 �4��ｸ8�8ﾘ�X8ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ鬩U8�#s��MI]x,ﾃ��

33 ����ﾂ�100 �.B�37 陶���ﾈ6�6�4�8ｸ6x8ﾈ�ｸ4��㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�){����)yﾘ,ﾆﾂ�

34 俾�椶�130 �,ｲ�1010 �5�987b�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩�ﾉ69jss��MI&�,ﾃ��

35 俾�椶�工30 �,"�工011 �5�987b�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ詹�ﾉ63#s��MI&�,ﾆﾂ�

36 俾�椶�130 �+2�101乞 �5�987b�㈱ヤマゼン運輸〉 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩lｨ�#xｷ)MI_�,ﾆﾂ�

NO書生株式会社別心　　　　　　連絡先的77-574ゼ227 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ�"�使用者の住所 

1 俾�椶�130 �+��空12ユ ��h5�987b�(株油小心. 俾�棹ﾊy�Y,9>ﾉgｸﾉ�63))ｩmｩ{蔦#��

2 俾�椶�130 �+r�313l �5�987b�(味〉創心∴ 俾�棹ﾊy�Y,8�9gｸﾉ�63))ｩmｩ{蔦#��

3 ��ｸ椶�130 �+ｲ�5151 �5�987b�(株)創心 俾�棹ﾊy�Y,8�9gｸﾉ�63))ｩm｣rﾓ#��

4 俾�椶�130 �+r�軌61 �5�987b�(株)創心 俾�棹ﾊy�Y,8�9gｸﾉ�63))ｩmｩ{蔦#��

N0.5株式会社ナカケン　　　　　連絡先雪0准2-63-56了5 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 �=驂r�100 �*��60 �5�987b�㈱ナカケン �=驂xﾊy=驂x�9�X��魑�)ｩm｣�蔦bﾓ#�R�

2 �=驂r�102 �*"�工事1 ��h5�987b�(株)ナカケン �=驂xﾊy=驂x�9�X��鮓ﾉ)ｩmｨﾔヲﾓh�c#�R�

尋 �=驂r�130 �*��147 �5�987b�(株)ナカケン �=驂xﾊy=驂x�9�X��魑�)ｩm｣�蔦bﾘ5ｳ�R�

4 �=驂r�130 �*��掩8 �5�987b�㈱ナカケン �=驂xﾊy=驂x�9�X��鮓ﾉ)ｩm｣�蔦h5｣�R�

5 �=驂r�130 �*b�369 �5�987b�(株)ナカケン �=驂xﾊy=驂x�9�X��魑�)ｩm｣�蔦bﾓ#�R�

6 �=驂r�130 �*��3113∴ �5�987b�(株)ナカケン �=驂xﾊy=驂x�9�X��魑�)ｩm｣�蔦it�)e��

7 �=驂r�130 �*��4∴l14 �5�987b�(株)ナカケン �=驂xﾊy=驂x�9�X��魑�)ｩm｣�蔦bﾓ#�R�

NO,6大同建設工業株式会社　　　連　　的595-21-0056 

自動車登録番号 又は輌番号 劔草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiI)�kﾈ��使用者の住所 

1 倅���宣30 �,ﾂ�16 �5�987b�大同建設工業㈱ 倅�Hﾊx堅棹�8�9nﾈｭｹEi>���{��

2 倅�B�130 �+ｲ�180 �5�987b�大同建設工業㈱ 倅�Hﾊx堅棹�8�9nﾈｭｹEi>���{��

3 倅�B�100 �,ﾒ�5374 �5�987b�大同建設工業㈱ 倅�Hﾊx堅棹�8�9nﾈｭｹEi>���r�

∴4 倅�B�100 �,ﾒ�5536 �5�987b�大同建設工業㈱ 倅�Hﾊx堅棹�8�9nﾈｭｹEi>���{��



様式第十六鷹六十一条第一項関係)

汚染土撥の区践外搬出届出書 

平成2咋千月　百日 

東京都知事　毅 

闘書幅大崎ト1き-留　光村ピル8階 

清水・鴻池・竹中土木農名工建設 

工事共同企業体 

軸寄書■　　　● 

土壌汚染対揺法第16条窮l項の規定によ生要措蟹区域等から搬出する汚染土譲について、次 
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 宙�ｸ�ｸ鹵竸9YIV冽�ｾifｹV��ﾈ賈)ｩm｣���h.俘b� 
(地番表示)東京都品川区北品川四丁目28了密事 

汚染土甥の特定有蕾物質によ る汚染状態 �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��i7���ｭﾉtﾈｿ�ｮ顏�W94ｸﾘr��
幾詳細は鯨付徳頼1のとおり 

汚染土蟻の体積 �*H.x��u��������i�����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L��鴇上運搬 
※鮮細は寵付曹類容のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩCｩkx檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 亊n,H5x4�8ﾈｩH�檍����gｸ��ﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施殿の所 在地 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾉVﾉ*ﾆﾈ鞁&H,ﾆﾂ�

汚染土額の搬出の若手予定日 兌ﾙ�ﾃ(ﾟ�uｸﾈ�9�IR�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋莓ﾈﾈ�3�?｢�

汚染土鞍の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ朱D靫�(ﾈ駮�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ肘D貶ﾈ驗顫R�

運搬の用に供する自動車等の所有 者の氏名又は名称及び重患し ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並びに �8�ｹ�79�Y68ｾhｹ�6�8s2ﾓRﾓ"�
所有者の氏名又は名称及びTEし健 菱ｷｸﾌ8���9t�3xﾄC�ﾙ{鼎���

被の陳、積韓えを行う樹謝こ限る。) �?ｨ毎蝌ﾄ�H�檍���

保管施設の所在地並びに所有者の �8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�
氏名又は名称及び’記し脂璃施設を 疋(+X+���ｩｲﾓ3s��ﾓsC���

用いる場合に限る。) �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍���

【Tたし】清水・鴻池▲竹中土木・名工建設工事共同企業体 

氏名:臆臆　竃話番号;03-師19-6281 

考　ユ　ニの用譲の大きさは、日本工謀規硲iA任とすること。 
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法人
にあってほぞの代表者)が署名することができる。



添付資料昌

汚染土接の運搬の方法

l.運搬フロー図

運搬フロー図を下図以降に示す。

・関竃ジオレ㈱　本社工場

形質変更時要届出区域

東京都品川区北品川四丁目2 8了番1 (理香表示)

陸運:成友興業株式会社 

荷姿:ダンプ十シート掛け 

《協力会社》 

株式会社オン・タイム 

有限会社秋山開発 

株式会社秀和 

騎乗運送株式会社 
ェステートサービス株式会社 

積替書保管:東京都大田区京浜島3置5-2

日栄蔑業株式会社

海陸:成友興業捷鵡会社 

荷姿:ガット船十天藍 

《協力会社》 

御前崎清遊株式会社 

処理施設:関寵ジオレ株式会社　本駈工場

兵庫県尼崎市東浜町1番地のl

種類こ浄化等処理施設(浄化(抽出一沸浄姓田)

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

2.運搬体制

処理施設 �餃��9�X�"�

関電ジオレ㈱　本社工場 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

使用する自動車等の一覧は,添付資料尋のとおりである。

3.運搬等の方法

(1)運搬に伴う有害物質鱒の飛散籍及び地下浸透を陳止するための措置

・汚染土接の搬出時には章運搬車両のタイヤを清掃し汚染土壌の流出妨止に努める。

8-1



添付資料4

運搬の用に供する自動車簿の使用者の氏名又は名称及び連絡先

l.陸上運搬

汚染土壌の処理場及び積替保管施設向け運搬車両の使用者の名称と連絡先を以下に示す。

汚染土壌の確類上鉛

飛散を防止する構造:直積み十トラックシート(ポリエチレン製鞠

・積替保管施設(日栄産業株式会社)

運搬受託者:成友興業株式会社

4・1



様式第十六(第六十一条第一項関係事

憧染土壌の区域外搬韻届出書 

平成28年　千月上　目 

東京邪知寧殿 

軸者欝繋讃題輩籠 
氏名又は名称及び住所並びに漣人 にあっでは,その評議者の氏名 

土壌汚染対詩法第16条第l項の規定により、要措蜃輔から搬出する汚染土壌について、 

次のとおり届け出ます」 

< 冽h傾ｩ霎h司9�,ﾉ:��'"�錠前表示:東煎部品用区東大井五丁離3翻尋霊梯番急7 ��

地辞表示‥東京都馴惟東大新玉丁即15番姓音620番芝事620番8 

言の各∴-部∴ 

汚染土蟻の輯蓮藤物質による 汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��六価ク瞳ムく土壌藩邸量基準不適合) 

詳細は添付資料1に示す。 

汚染土壌の体穣 訂;8��劜*｢�

持薬土壌の選殻の方法 凛H補一�:霑ｘ�愛8補��IIR��越H戊陌:竟B��

汚染土嬢を運搬する者の氏名又 は名称 倅�Iy�:ｨｩH�檍���

汚染土嬢を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍���(ﾞ宇Y$Y8x��7)(hﾔ��｢�

汚染土嬢を処理する施艶の所毎 價ﾈ棹ﾊy�Y,8�9EﾉMｹzy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#案I&��

地 

汚染土嬢の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉ�yDｩ�9&ﾙ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ)]鞁�h��

汚染土壌の運隅完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(鳧.(ﾈ��9�ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定周 兌ﾙ�ﾃ(柯唏ﾈ餾Y?｢�

運蟻の脚こ供する自動輩等の所 有者の氏名則ま名称及び連絡先 �5儻H��{�,俾h+x�"�

積替えを行う場所の新庄地祇が に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) 倅�IWY:ｨｩH�檍���hｯi=��ﾉIｩ�ﾈﾞ育9��*ﾃ偖ﾂ�

謙杉興業株式会社　大阪府岸和田布施蔵湊町1ト1 
※詳細は添付書類貯示す。 

保管施設の新注壇乾びは所有者 倅�IWY:ｨｩH�檍ﾆﾘ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育94ﾙ*ﾈ.ｨﾔ��
の氏名又は名称及び連絡先繰 佶9�仆ｸｼhｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�8�)��j�*ﾃ�H2�

管施設を用いる揚部こ限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H仡��.x,俾h+x�"�

連絡先> ��

緒水建設株式会社エンジニアリング事業本部土壌環境寧薬師 

担当;臆■■　TEしO3一誌 吐ﾈ自Y3�2�

繍考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名　〈法人にあってほぞの代表者の氏名)を寵搬し、押印することに代えて、本人(法人
にあって屯その代表者)が署名することができるで



添付資料轡

汚染土壌の運搬の方法

3・1運搬ブロー図

要措置区域等

東京都品川区衆大井五丁目615番10, 620番2,轡20番8の各一部(地番表示)

鎗及びその化合物　汚染土壌

陸運こ三脚嘲醐試会智 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

積替・保管施設:三井埠頭練武会絶二

神奈川県川崎市川崎区扇町9・ 1

海運:三井埠頭練武会社 

荷姿、:船舶十ハッチカバー 

積番場保管施設こ隷杉興業株式蕪雑
大阪府岸和田市地蔵湊町11-l

陸運;三井蝶頭株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設こ株式会社山崎砂利商店途中工場

滋賀県大抵市伊香立途中町字西山務も他

穣頼:浄化籍処理施設

処理方法:浄化(抽出二洗浄繊

参・蜜　運搬体制

運搬受託者:三井埠頭株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一勤ま,添付資料在のとおりである。

き・1



自動車等の 使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�事体の形状 刮��y報の種類 儖(藝f育�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

株式会社塑倍トラスト �,ャ�ﾓ6ﾂﾓ�����弟ヴ 刮� ����ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ,�9鋳�

京和工業株式会社 �*繹耳��ほ74鳴�∴　ダンプ∴ 剴� �+ﾉ��ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｹ9鋳�

有限会社北井藤拳 �,モﾓsx4儉�澱�砕 ��鉛 �+ﾉ��ﾈ5h�ｸ6xｧﾉnｸ7ﾈ8ｩ�9m�6h8ｹ�ｹ9鋳�

株式会社でツナガ �,モﾓs3bﾘ�h氾迭�タン ��鉛 �+ﾉ��ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｹ9鋳�

有限会社湘南オートサービス ��Cbﾓ�#x43移��∴ダノブ∴ 刮� �+ﾉ��ﾈ5h�ｸ6y�ﾈ*�,�8ｨ4h5�6�8ｹ�ｹ9鋳�

株式会社米蒲興業 �4悼'Y^3x耳ｵ�迭�一ダンプ　∴ 刮� �+ﾉxｨ�5h�ｸ6xｧﾈ*�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｹ9鋳�

有限会社南野建材 �%�ﾙU�,XﾝyDiDﾂ�_ダンプ 刮� �+ﾉ�8�5h�ｸ6xｧﾈ*�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｹ9鋳�

株式会社晃諦 ��CふHﾈ){蔦�<｣Xﾔ��ダンプ 刮� �����5h�ｸ6yf�+��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｹ9鋳�

輯友興繋株式会社 �,ヨ�c�=bﾓS#vﾂ�∴ダンプ 刮� �+ﾉ��ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*�y�4x5�6X8ｹ�ｹ9鋳�

大福輸送株式会社 ��CふcSC�田2�∴ダンプ∴ 刮� ��雑(�5h�ｸｧﾈ*�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｹ9鋳�

揺式会社蹄建興業 ��ﾖsScCrﾓS丑R�∴　タンナー 刮� �+ﾉ��ﾈ5h�ｸ6y'�6宙7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�H*ｸ涬�

争2　三井埠頭株式会社から蒸杉興業株式会社(海運)

◆運搬受託者二三井埠頭株式会社

自動串等の 使用者の氏名等 �ｩO���h爾�汚染土壌の穏類 儖(藕ｦ�鉅/�f育�+x.��ｹ�"�

西瀧海運株式会社 ��都"ﾓ�(5｣S�"�鉛 ��hｺ���-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

松栄株式会社 ���2ﾓsh�Eﾈ褪�鉛 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

正栄海運株式会社 ��2ﾓ9jィﾙL�Vﾂ�鉛 �+ﾉI8-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

住若海運株式会社 册�ふc湯ﾙ^3#"�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6ﾘ6(6�,�.h.冕y¥"�

有限会社富士海運 �$S3�5｣2ﾓhﾝﾙ*��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕噂"�

宮山港湾運送株式会社 册�ﾙlSx�Xｩ�B�鉛 �&Hﾍｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

第一中央汽船株式会社 ��ﾒﾘ�9D���S#�兎��鉛 �(悦ｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

東海運株式会牡 册�耳�穆&ﾉ'S##3��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

大道埠頭株式会社 ��h�i'倬fﾈ�c)^6ﾂ�鉛 ��������������������)��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

太平洋セメント株式会社 ��9'SY^6ﾂﾓs3唐�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"��

※船舶の構造図(例)を次貴に示す。
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l、● {　　　　　　一、　! 劔dﾈ�"�

言一・j　　　　　　ノ　・、〇・! 劔 

紺六鮒_翻関碗,　高　　畠信書 

汚築土凄み区域外搬職届出宙 　　　平成垂8隼雄弓上吉日 � 

東京都知率　　鞍 

東京都新宿区市谷本村町5-l 
届出者　妨衛省大臣官爵　　　　　　　　印 

会計線度　　　片　桐　攫 

ー 土攫汚染対掩法第1さ条揺1項の規定により蜜措輯区域等から絞出する汚欒量感について茨のと即届け出ます 

、兜 

要措擾区域等の所在地 弌98ﾉ79�h�ｾh�9$ｩgｹ�ｩ*ﾈｴ)z6ﾈ,ﾈ�ﾅ9'冰X�72� 
鬼京都新宿区市母衣討同町1　　(柱居表鞠 

汚染土壕の特定宥替釣即と ��ﾘ,ﾙﾛｨｭﾉtﾉ|ｨｮ騫餮94ｹYB�

よる汚染状態 ��i�靹xｷ(椈,ﾈ,h*�.��
・∫l 

汚染土壌の渉較 �,ﾙ¥ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

汚染土該の選抜の方法 凛I�xｸﾉ:陞�����､8暮}引8耳��zI�ye逢ﾈ�"�
※詳細は却譲のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏、名文は 名称 囘�69;刋影�陞����z仍韈支B�

汚染土接を処理する者の氏名又は 名称 乘H�檍���(�8ﾛｹy�/ｩWｸ��7)(hﾔ�;ﾂ�

汚袈土壌を処理する施設の所桂飽 凉IN�y�Y,9Wｨ堅ﾘ�zy7)(i�ｨ詹�ﾈ�)8ﾘ*ｹ�ﾂ�

汚染上様の搬出の醇手予定日 兌ﾙ�ﾈ.)D韈�5��hu�$�?｢�

汚染土控の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾄ颯��ﾈ騏�?｢�

汚染土噂の運触完了予定日 兌ﾙ�ﾉ.ﾙD苻ﾈ讖�"�

結集土壌の処理完了予違畠 兌ﾙ�ﾈﾅ雕ﾘ��ﾈ���ｼｨﾗﾂ�

避蛾の用に供する自動車賓の所有 者の氏名又は名称抜び連絡先 ��i¥ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

積替えを行う揚所の所在地並郵こ 倅�IWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈ癖�9�h鳧ｾi��*ﾈｩ�ﾂ�

所有者の氏名又は名称及び蓮縁先 俾ｹ�仆ｸｼivﾈ�檠ﾖh���X�Wｸｭﾙ��68�9]~u99)*ﾈ��t���

鰹接の陳、輔番えを行う螢台に限 �X恢ｦﾉZ茜H�檍����Xﾞ9Wｹ�霎ﾈｯ��Y�8ｾi>ﾉYyD�nyD��

る。) 仂8艙Eｸ-ﾉ¥ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

保管施設の斬密地連呼に所有者の 氏名又は名称及び連絡先く保管輯鞍 を用いる場合に限る。) 倅�IWY:ｨｩH�檍�����9=��ﾈ�)�ﾉ/ｸ�9�ﾈﾞ粟i:�*ﾈv����
索杉興業株式会社∴大阪府岸和田市絶勝湊町工l十 

舞狂翻弼拭会社　大阪府大隈市大正区南恩加島仰 

※詳細!韻l輝のとおり 

備考　ユ　ニの用紙の大きさ聴、日本工業規格A在とすること。

碧∴氏名(法人にあってはその特表者の氏名)を罷職しな押印することに代えて、本人(法人にあってはそ

の代諒者)が署名することができろ。

瞥鼠1日露3
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汚染土域の運搬の方法
1.蓮搬“男卑一助

形質時変製頚風地味域

孫で・手薄類3

蕗前納新韓匠諦俗本村鞠2醒まの ・翰(地籍衆赤〕

鈍確証購塊靭帯輔輔弼襲、具:様

艦齢擁開道路株式条礼腿指雪轟描宣 

般東都繭尿r虚台喜一泌・職 

術鱒:ダ手持ラ申　す　シー・ト掛け 

熊離艦補綴薄く脇ヵ条的松涛付踏粕可の通幽 

積鱒・保欝施遭: 三井堪頼経璃祉

紳斜l陳I書麟市川嫡

締逃;前田道路練薫会社【避搬焚鋒朗 

噴水郁強ば日成脅す宣雷一握 

荷繁繍粒、曹骨かく弓寸) 

蕪雑搬諦紳甘く物か隷掴ま翻す弦糾軟か瑚直 

槻持場鰊常雄膿:波形熊襲株式条枇

大阪雌擢和職鉦的撥湊町喜仁王

寓亜鱒勃株式会社

太股箱人並隊商風加塙ま3

随敬一約脇道離株式震細胞轍受品駒 

薄霧鰯世陣患金串紅詑12 

都瞭リンfトラック　すシ弓、融† 

藷態触融線肯他力会社植樹・鱗酌の通り 

処理施濃こ株式会社山峨砂利繭暗途中一禦揚‾
捜怨騎大押市棚諾意途中印章蹄出離5触

概説:浄化埼姓瑞穂緩く抽粗・洗浄処脚

浄化等抵環施撒く拙硯弓と単勝軍靴

鮮可読ぢ:鰊青圃000012号

急逝繊体制
.避搬蕊轟軒1翫耶靖路標九.無し

脇力霊i璃待樹冊子渦動舟鮮明・騨†、勘、璃掴.轟のとおt)
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汚染土壌の区域外搬出届出書
平成28年11月　4　日　で

東京都知事
埼玉県さいたま市緑区大字高畑69馨番

届出者　株式会社ブツカン　　子

代表取締役　星合　明

土壌汚染対籍法第重6条籍1項の規定によれ要措置区域等から搬出する汚染土壌について、

次のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地　. ��yxh6s��#98ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ(自)ｩ?｣XﾗｩMB�&餉B梯�

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 倚ｸ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘs��S�c絢���S3ywﾙz�+R��
シスーl,2ジクロロエチレン土壌溶出量基準不適合0・04餌富仙 

*詳細は別途添付書類lのとおり 

汚染土壌の体積 塔9E���-��
*詳細醐J途添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8戊*ﾙ�IIR��越H暮H�:�����

汚染土壌を運搬する者の氏名 �/ｨ雇;刋�｢�

又は名称 ��ﾘ�ｨﾝy+)�ﾉ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 �ｨ�(ﾞ援�=9Xi7)(hﾔ��ｨ���(峪9傀謁ﾘ郢�ﾒ�

叉は名称 冓�嶌��(ｨ���嶌ｧy$Y(R��

汚染土壌を処理する施設の �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5�7)(hﾔ��｢�

所在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾃ)vYD����imB�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3��z8魵�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋霰ﾘﾈ�8葢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3�ﾟ�#椅"�

運搬の用に供する自動車等の所 ���69;刋�ｨ���〒108∴8643　東京都藩医白金台灘212 

有者の氏名又は名称及び連絡先 肘jH+Ye�ﾓオ�cふ##6ﾂ�

・*詳細ば那途添付書類4、5のとおり 

積替えを行う場所の所在地並び に所有者の氏名又は名稀及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う場 合に限る。) ��蓼鯖WY:ｨｩH�檍���
②　兼杉興業株式会社 

③東亜貨物株式会社 

騨細は別途添付書類3十アロー図による) 

保管施設の所在地並びに所有者 �倅�Iy隧H筋檍���⑨　蒸杉興業株式会社 

の氏名又は名称及び連絡瑞∵ �(��8ﾈ恢ｯiZ茜H�檍���

(保管施設を用いる場合に限る。) 宙�ｨﾝx,ﾙ¥ｩ7)5儻Hﾗ�>Rﾘ4x7H8ﾘ�ｹ�ﾘ,�.h.鋳�

備考1この用紙の大きさ牢、日本工業規格A4とすることo

2　氏名鰭人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人

(法人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



添付書類3細工

汚染土壌の運搬の方法
l,運搬フロー図

要措置区域等

東京都篤郎医東新小治l丁目5鈍番塊馳番)

陸運:前田道路 乘H�檍����鞁����読者事 � 
′東京都港 仞iI(ｾ��Hﾅ"ﾙ���R�剩J �� 

八㌧ク　　あり 荷姿;ダンプトラ ※運搬諦負若槻 �4�ﾈ8��フ事 

′会社)は �� �� �.��
付瑳誰壇の 

稿番場保管施設:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川幡区扇町9書l

海諒 僞h�H�h������ﾍY�2�劔� 

東京都港区 僮(ｾ�ﾊ�Rﾘ挟�ー寝、 � �� ��ﾂ�

荷姿こ ��IIX*�6(6��������竟"�+ﾂ�一バー付)∴ ��料 �� ��ハ妨(内報あり〉 

※運 刮�ﾐ)は添イ 

積善・保管施設;蒸杉興業株式会社

大阪府岸和田市埋蔵湊町Il寸

積善・保管施設②;東亜貨物株式会社

大阪市大正区南恩加島4「3

陸運;前 剪騏);刋茜B�式会社 凵y運輸 假9�X�&ﾃ｢� ��

.∴　ヽ　　　ヽ一高 劍�h������越x�X���直言≒∴ハ ����

料 � 倆"絢i|ﾒ� �� �� �� �� 会社) 凾ﾜ離村賢棚の通 剪� 

2喜連搬体制

運搬受託者:前田道路株式会社

協力会社及び使用する自動車等の-鷺は、添付資料的のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土蟻の区鴎外搬出届出書 

平成28年　ノダ月ユダ　日 

東京都知事　　殿 
東京都沈見直‡ノ:;㌻一丁勘享!号 

軸者　饗骨盤串鳶講壇 
葛葛臆「 

土壌汚染対策法第16粂第1項の規定により、要措置区域鞠、ら搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾖ�ｾh蟹8h自)ｩmｩDﾉu���38��窺C津��MC2� 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx-ﾉ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 田�繝x塊�
※詳細は添付書類愛のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補或ｹ:竟B��

汚染土壌を運搬する著の氏名 又は名称 ��h+y�y5HｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在池 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ナ&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋糘�靂ｹ68�h�����������ｪﾘ�W����

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋糘�駮ｹ?ｨ������������*(+�*ｸ蓼ﾖ(���

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ.僖霾霾�7X5�?ｨ���������+(蓼蓼v�ﾉ~ﾈ蔗ﾘ-ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ9ID�8hﾈ馘ｹ?ｨ����������%I:ﾉ�ｸ謌.(�g��

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �ｸｵｸ掣�x畔ﾙhｯ��.(."�

※添付書類4、紛とお。　　　　鰯騨課 

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の陳、瀬替え を行う場合に限る。) �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ�;ﾙ�Y�ﾉ�h�c��

蒸杉興業株式会社　大阪府岸和田帯地蔵撰1日 

※詳細は添付書類6、7のとおり 

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育4曝ｩｨｾi�Y�ﾉ$�ﾓ���

兼杉興業株式会社　大阪府岸和田市地蔵浜工l-1 

※詳細ま添付書類6、7のとおり 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Å4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

<連絡先>

株式会社竹中土木東京本店工事部土壌環境グループ　担当　　　　　　職し; 03・6810-640l



添付書類3

汚染土題の運搬の方法

l章　運搬フロー図

形質変更時要届出区域
海区愛宕一丁

陸運:岡 ��建興 プトラ 俾陞����X4頷ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*��

荷姿:ダ、 

積善置保管施設:日興サービス株式会社

海運三岡 荷姿;船 ��ｨﾉｨｻｸｩB� 俾陞���4ｨ6��ｹWB��

舶(ハツ 

積替・保管施設:兼杉興業棒式会社
地蔵浜1 1置す

陸恐岡村建興株 荷姿:ダンプトラで 俾陞���6H4頷ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*��

処理施設:株式会社山崎砂利商店途中工場
滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類こ浄化等処理施設
処理方法:

2.運搬体制

運搬受託者;岡村建興株式会社

協力会社および使用する自動車等の-一覧は、添付書類4、 5のとおり



②蒸杉興業株式会社→株式会社山臓砂利商店

No.. 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾈ��kﾉ9��運搬 ��員ｨ�｢�事体の、 穆撹 ���Y7��ｲ��ﾉL｢�飛散篭を防止する構造 

1 乘H�檍���)��ｹ9顫I5��D7了・窃獅セ8まf 俾�棹ﾊy�X戊ｮ�Y�Y,3I)ｩ�bﾓb�ダンプ �B�適穣み十トラックシート (ポリエステル1曲 

之 �ｹY�檍����>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�07職・モ5-8拘0 俘)O9WｹNﾙ(韈9�ｩu(��訷ﾏｸ�ﾉ-�(��ダシブ ��B�固積み十トラックシート (ポリエステル製) 

3‾ 冓X�檍��8H7ﾘ5ｸ98暮t��’(馬的卜識-洞的 倅�Hﾊx堅棹ｮ�穎ﾈ訷ｯ�ｧﾈﾋi4儁I&�,ﾆﾂ�ダンプ �B�哩暗み十トラックシート 閉りエステル蜜) 

4 儻ﾘ�檍�����2�寄77づ乃唆7“ 俾�棹ﾊy�Y,9>ﾉgｸﾉ�63))ｩmｨ詹-��ダンプ 侏ﾂ�屯強み+トラックシート ・(ポリエステル製) 

寧 ��I�Xﾅﾘﾖ儘�｢�主婦術づ悶1脚 �=驂xﾊy�hｾ阯ｹ��$�^9Tｨﾗ�)ｩ�hｽ��ダンプ �B�直積み+トラックシート (ポリエステル製) 

6 �<俾陞��6�4ｨ5�92�寄74女様出郷粥 �=驂xﾊy�i�育9�X��鮖Kﾉ)ｩ��X���Y4��ダンプ, ���芭積み十トラックシート (ポリエステル製) 

了 ��Y:�&yFx益o)iX�檍���節9㌻21瑚 倅�Hｾ�.Y.��9nﾈｭｹEh�)$��ダンプ 俚ﾒ�屯積み+トラウクシート (ポリエステル襲) 

亀 ��ｸⅸ饕�鴨95やさ-13841 冕�4俶��9WXﾌｹ.�+#sr�ダンプ �B�珊み十トラックシート (ポリエステル製) 

き �<俾陞��5(5�8(6X6(4��調伸■57-関的′ �i+xﾜY�Y����(ﾘ)9ｸ鯖*ﾉ�ﾈ訷�ｲ�タカ ����宙積み十トラックシート (ポリエステル製) 

10 冓X�檍��ｽ�ﾈ蝌ｼb�077ト29-45的 仍�79WｸｵI6978岑渇69*ﾈ賈)ｩm｣&�Hﾅ(ﾘb�ダンプ ��B�寝積み+トラックシート (ポリエステル製) 

11 冲ﾈﾌ�檍��ｯi68ﾉｨﾝ��o7轟的ト100之 仍餾HｸX､Xｾhｷh曵�靈H.)MI'r�ダンプ“ ��B�密撮み十トラックシート (ポリエステル製) 

12 冲ﾈﾌ�檍���(皐偀淞�、077ト糾-7納 �8ﾉdﾙ�96I:�8憙ﾋI9ﾉ*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ･�>�l(ｻ�&��ダンプ �B�髄論み十トラックシート (ポリエステル襲) 

18 �(Xｮ�檍��fｹ6ﾂ�075-命的-9のり9 仞ﾈ諄�9�ｷ(*ﾘ�ｼ�4x4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾈ�2�ダンプ 僵R�暗積み+トラックシート (ポリエステル製裏 

14 ���:�ﾅﾘﾝ��075」5〇十1鈍4 �8ﾉYIWｨ�(怏{����鮖~)Ys�ふB�ダンプ 儼B�屯凍み十トラックシート (ポリエステル製) 

1葛 况ｸ�檍��抦畑ｻｸｼb�α771融備 俘)79Wｹ�H鯖=��$�xｽ�ｩy�ioY�inﾈ+3�ｹﾓ�Eb�ダンプ ��傳�直旗み十トラックシート .財的雪ス手ル襲) 

16 冉ｹoXﾉｨﾝ靫鮎b�o77ト8糾0碕 �8ﾉ79vi�H皐ﾅ8彿$�x.)zy69�Yx隴i'S2�ダンプ �B�匝積み+トラックシート (ポリエステル製) 

17 �(iEｩ�ﾘﾉｨ���“07叩調書机18 仍�79Wｸｶ�ｵ��9�ﾈｹ霎i�Xｵｩj逢ﾈ�#8自Eｲ�ダンプ �B�哩概み十トラックシート (ポリエステJ重々撮 

18 冑YJﾘ檍�����xﾉｨﾝ靫鮎b�o叩予納-6的2 �I79WｸｵH圸�IM�*ﾉNﾙ8Y4y}�ｭB�ダンプ �B�珊み十トラックシート (ポリエステル製) 

18 俘(ｻI6Hｴ��調で4■約〇l書雷4 ��ｩlY��.�ﾖ��9{Inﾉ*ﾉ�ｸ�(ﾙ�ｸ蜒2�:ダンプ∴ 豫���浬積み+トラックシート (ポリエステル塑) 

20 冓X�檍��ﾜｩ_Hﾔ員r�00」9倍0「8了5 兌ｨﾌ侈y?(畔�9694�)ｩmｨ�5｣"�ダンプ �B�匝積み十トラックシート (ポリエステル製) 

幻 冲ﾈﾌ�檍����}�ﾉｩ��ｹe��072「鱗討て京的 ��Xﾞ9Wｹvﾉ_ｸ�8燁[ﾙnﾉ$�ﾘ�*ｲ�ダンプ �/"�援撮み十トラックシート (ポリエステル製) 

ま2 儻ﾙwｸ檍��5�484�42�0了4醐778 ��Xﾞ9Wｸ貶ﾍｨ�968ﾋI�H*������S��“ダンプ �B�適積み十トラックシート (ポリエステル製) 

.23 冲ﾈﾌ�檍��鉙葺ﾉｨﾝ��07之-種的-28筏 ��X､�Wｹhﾙtﾉ<Y,968倬69)ｩXﾉEｸ�c#"�ダンプ ���ｪ��直病み十トラックシート (ポリエステル製) 

ま4 們(�檍��4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��競争的7巧的7i ��Xﾞ9Wｹ~i��68ﾘ)&霄8ｼ9+(�2�ダンプ �B�蜜膿み十トラックシート .(利エステル製) 

曇ら 佶8�(ｻｸｼhｩH�檍���び椎-439「狭め丁　′ ��XﾄyWｸｭﾙIX�)m映ｹ68."�ダンプ 刋r�睦瞳み十トラックシート (ポリエステル製) 

如 ��8�(ﾉｨﾝ��07争・儲嬉重9き9 ��Xﾞ9Wｸ����?ｩ>ﾈ燁$�蔦�"�ダンプ 定鈐�噴積み十トラックシート “(ポリエステル敦) 

27 �6�5顫I5��o72弓28丁3787 ��Xﾞ9Wｸ､ﾈｨ��9Kﾈｿ渥B�ダンプ 倅��噴穣み十トラックシート (ポリエステル製) 

里8 俎8��N)tﾈﾌ�檍���調2七約七磯野 ��YLﾉWｸﾞH�8ﾞH�8ﾖ)N9F�*��ﾓ�b�ダンプ �B�直楕み十トラックシート (ポリエステル製) 

負9 伜)�ﾈｺ9�ｨ��爾�077-鳩2-3脚ロ 竸9Tｩgﾈ皐詹^8鋹�ﾉ:)~纈�ダンプ 艇傳�直撮み十トラックシート 【ポリエステル製) 

9ロ 儷x�檍��8�5h4�4｢�0744-嶋2「1s肪 �=驂xｬﾙJﾙWｨ�9Ehｷｸ�s��ダンプ �B�直積み十トラックシート (ポリエステl咄) 

3書 乘H�檍��69(iFy+8ﾔ鮎b�07さ1一榔-15調一 ��Xﾞ9Wｶﾅﾉ|倡9e盈�,ﾉgｳY)ｩmｩ�ﾂ�ダンプ �B�喧積み十トラックシート (ポIノエステル製) 

32 俘),8ﾉｨﾝ�+�筋檍���例2十778-0210 兌ｨﾌ侈x嫌$�8ｧ9nﾃi)ｩm｣S��ダンプ �B�頂積み十トラックシート (ポリエステル製】 

容3 冲ﾈﾌ�檍��ﾆxｵ��舶冊的0章 冕(�{ｸｹ��Xﾞ8�9+yoc�)ｩm｣2ﾘ���ダンプ �&"�捌み十トラックシート (ポリエステル蟹) 

34 �+��ｨ檍��5ｸ5�6r�0職七狸-43弼 ��Ye��8�ｨｾi(iEh�9�ﾃ���ﾙ+"�ダンプ∴ 竸ﾒ�・噴撮み十トラックシート (ポリエステル製) 



〈連絡先〉

村中建設株式会社(仮称)オーケー橋場店新築工事作業所

担当確臆臆　‾‾‾‾‾、電話番号:03-68舷-3275

埴輪十ス珂揮IU _臆∴‾‾‾‾‾　館一角館引出



添付資料3

3.汚染土壌の運搬方法

3. 1運搬フロー図

形質変更時要届出区域:東京都台東区橋場1丁目202番1

鉛(溶出・含有) ・根菜(溶出)書ふっ素(溶出)汚染土壌

運搬受託者
シグマテック株式会社

東京都中央区日本橋富沢町5番4号

1次運搬 (腫上輸送) �餃���倆"�添付資料4夢殿 

荷　　　姿 �5�987h6x8�6(4頷ﾉf���5h�ｸ6xｧﾈ*ﾘ+r�

積善・保管
三井埠頭株式会社

抽奈川県1重霊前市川噸区扇町9-1

2次運搬 (海上輸送) �餃���倆"�添付資料萎参照 

荷∴∴∴姿 ��IIX�6�6(6�4ｨ6��ｲ�

読替・保管
兼杉提案裸式会社

大阪府岸和田市地蔵浜町1十1

3次運搬 (陸上輸送) �餃���倆"�添付資糾参照 

荷　　　姿 �5�987h6x8�6(4頷ﾉf���5h�ｸ6xｧﾈ*��

抹式会社山崎砂利商店

処理施設 途中工場

処理受託者 施設所在弛 滋賀県大津市伊香立途中町宇西山865他

施設の種類 浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

許可番号 第1 161的101芝号

ネ2運搬体制

運搬受託者:シグマテック株式会社

協力会社及び使用する自動車等の-翳は、添付資料生5のとおり



様式第十六(第六十一条窮→項関係) 

汚染土壌の区域外搬出屈曲萬 

平成」汚年　去月　6　日 

東鶉鯛　殿 

・6粂第l項の規経によ 凾閨@襲鰭霞区域簿から軸する汚染:蟻について、次のとおり届け出ます 

励 剏`質変調撥弱擾区域等の開至地 做福Y����8�.��)ｩTﾈｾﾃX���8褸��*��Xｧ9�x�蔚�� 

東鶉諏工東区翻帥閏藤‖駐居琵討 

手轢二蝶の特定轟塞物質ぼる, 汚染状態 �H�X����������gﾉIXｴ��8ﾉﾉkﾘｬXﾎﾉTｩW94ｸｵ����)���軸鍬醐・腿靭ふっ素は撥駈睦謹準不適合1・6喝几) 

鶏鞠輔弼紬笹領事やとおり 

汚染土壌の依頼　　　　　両脇 ��(ｶ8ﾄ��袙�����hｾ�,ﾙgﾈﾅ)e厭韲X,ﾈ,h*�.��

汚染土撥の運搬の方法 ���zH戊齎ｪ�:驀h�愛8戊ﾔ��IIR����y��陌+ｨｪ��
③④陸運綿覿鞠　　　※詳細は添毎憶類3のとおり 

汚染土壌報轍する者の氏名 又は名称 乘H�檍��7X48�鵜��X6ﾘ�ｸ6x6��ｸ5��

汚染土嬢を処理する者の氏名 ��ｸﾕIV��:偸Xｼ8ﾈｲ�
ー　②特輯約東亜テクノクラシー 

又は名称 �����^8��x擠Jﾈ���
④彊書籍描蜂社 

汚染土嬢を処捷する施設の繭娃拙 佩ﾙ(h圷鋹�ﾈ�#ナ&��
②愛知嫌輔弼叫駒鳴聴取118観 

⑧翻帽薗浜二手凱齢鴫の「郭 
④草薙騎耐1臨ヨ細工 

汚染土蟻の搬出の寄手予定日 俘9����ﾔ僖ｨ��ｸ霾���ｷｹ62�

汚染土嬢の搬出完了予連日 兌ﾙ�ﾉEi�ﾉD�6ﾓHﾈ���xｳ�?｢�

瀬染土壌の適艦轟丁子清田 兌ﾙ�ﾇｨﾚ�D鬻佇���ｭ�?｢�

特製士壕の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ利揶�V僞hﾈ���ｴ�?｢�

運搬の用に供する自動車等の援用者の 氏名又は名称及て理経先 ��i5儻H��{���･�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所軽膣観覧所有 者の氏名又は名称及び連絡党政 隊擬替えを行う場合に限る言 ��ﾓ�ﾇﾈｾ靼ﾈﾎﾘ､ｨ檠�YH�:聒ｺ��ｹ�x･8�鈷蹣+ﾂ�
①セ蒲関鵡閉試案牲欄鵠和田掃迦顧瀬畑l十重 

⑪や　　　　　め　弱渉調味腕前大正国難湘島的 

②-1熊饗弼弼或曇杜的察刑閑欄間訓胴囲覇町1糾 

㊨ゼ　自発躍闘桧社掠詩離太田陸京浜紳 
㊧七　郎的トービス縄菜会社鵬訓l卿的輔訓騎区大川叩10 

②寸　’　　み虹愛知県右脚礪睨地莞 
蒸器紳輔離璃頸6、了のとおり 

保管施設の所在地並びに所有者の氏名 又は名称及び連絡先で縁管施設を用い る場合に限る。) �bﾓ�ﾎﾙﾖH�ﾝy�^�8ﾅ�k��ﾙgﾈ�ﾖﾂ� 
①ゼ　蒸繍瞬会社大鵬湘繹和田市馳駆翻れ工-l 
①ぜ　醐　醐商恩加萬鵜 
⑧-1醐神勅l卿脂剛崎圏翻れ紳 
②ゼ　日栄踵諾捷鵡婁娃東熊鄭大田区京浜蔀卜雅 

②甘日興サービス株諦観鱒寿凱I卿(蠣市川崎匿刺l叩10 

㊥ヰ　ー細　　膳・愛知県名詞諦聞合見町軒番地地先 

※詳細缶輔弼箇頼6、7のとおり 

ユ　ニの用紙の大きさ胎、日本工 �+9:ﾉjt�u�,h+x.�+�,h�"�

2　氏名繰入にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人

者)が署名することができる。

<連絡先>

株式会社フィー申告パートナーズ　抵当: : 0㌻離郎掲?



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

㊤株式会社山崎砂利繭庸

形笛変更時襲届出区域 劔8ﾈｹ�78ﾕﾙ)ﾘｾitﾉk頽H�X��z�-ﾈｽ靹8ｼｨ��^U���,ﾂﾒﾙ72�&餉IUﾈ鹵��剪�

窺京都肛粟区有明1丁目3番5ぐ住居表示) 

鎗熔出窓仁含有亜)、批寮ぐ溶出掻)、ふっ暴く溶出怒) 

(ダンプトラックによる陸運) 

運搬受託膏 刳博ｮ会社フィールドィパートナーズ �� 発禁都繕隈虎ノ門l-芝-8　虎ノ門琴平タワー工0階 

荷姿;ダンプトラック+シート掛け 

;三滴膿話使者(協力会紺は添付詩碑4のとおり 

頼営・棍雷施譲 劍tﾂﾘﾔ���蓼鯖WY:ｨｩH�檍�2�
神奈川県川崎市川崎区駒町9-1 

(船舶による鯨運) 

運搬聖経者 刳博ｮ会社フィールド・パートナーズ �� 窮京都避区虎ノ囲l-2-8　虎ノ門琴平タワー10階 

荷姿こ船舶(ハッチカバー輔 

宮越撼離角番他力会社湿添付衡村5のとおり 

繭替中程管施設 劍tﾂﾓ(���Y�ﾔ鮎hｩH�檍���剪�
大阪府岸和田市地蔵湊町1ト1 

⑬-3　東亜貨物株式会社 
大阪府大阪商大正区南恩加島4-3 

(ダンプトラックによる陸運)ノ 

運搬受託者 剪�ｮ会社フィールド章パートナーズ �� 東京都港区虎ノ門上2-8　虎ノ門琴平タワー10階 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け ��

金運轍鮒負者偶力会社極添付箆鮒怠のとおI) 

処理施設 劍tｨｩH�檍�����(ﾞ維ｹy淫I5���7)(hﾔ鞍b�劔 滋賀 侈y�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾉDｩ�ﾈ�#��ﾉ�ﾂ�
謡頴:浄化等処理施穀(抽出一洗浄処理) 

=こ====ここ=こ=こここ=こここ菖冨∃ここEここ;ここ=巴 



②株式会社　寮立テクノクラシー

形質変更時要届出区域 劔8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾉ;ﾙtﾉk賈)ｩ?ｩh渥�)h�������,ﾂﾙYB�&騙ｸ������ 

一再宮野 儘為(夊尸¥ｩ)ｨﾙ�6H�);ﾉJYXh�亟�

鋳(溶出蜜・含有壇上批索-(溶出轟)、ふっ難く溶出怒) 

(ダンプトラックによる陸運) 

運搬, 假9�X�"�株式会社フィールド事iパートナーズ ��東寮諦港燈魔ノ門,1-2-8　虎ノ門琴平タワー10階 

荷姿;ダンプトラック十シート排す 

羅運搬請負者偶 刄J食掛は樹す競料互のとおり 

積寄・椀管施設 劍u8�｣�8ﾉvﾙWY:ｩvﾈ�檍査��鰄�迚5��

神奈川県川崎市川陶区顧町吋弓 
珍-2　日韓産業株式会社 

荒京都太田区帝漢郎一犯 
∴専手車　∴ 凭8ｻｸ5H�ｸ7(5渥�������w�ﾞ畏ﾈｬ(��

神勅1朝雄噛耐章幡駆期間工1種 

く船舶による謳淫) 

運搬 假9�X�"�株式会社フィールド“パートナーズ ��煎京都鴻陪席ノ軸一空輸8　虎ノ門琴平タワー10謄 

荷姿:船舶小字才力ノト付) 

震運搬璃負普鴨力会組は鮒媚粗肴のとおり 

繊替・弓畏管施設 劍t)t�B�琵細海遊株式会社　人骨地現策所 
愛知県名古軽薄捲区船見町郎番地地先 

(ダンプトラクタによる陸運) 

運滋受託者 刳博ｮ会粘フィールド{パートナーズ ��恵京都藩区虎ノ軸-2-8　虎ノ門琴平タワー1o臍 
荷姿:ダンプトラック+シート勘ナ 

薫翻請負吾鴫み会祉滑藤村瑳斜亀のと捕り 

処理施綾 劍x茜H��会牲∴指立テクノクラシー　本社事業所 麗知 僭ﾙ�8�9Kx�%ｹ*ﾉf�MC8��倬i(窺C��
種類 陶Zｩ¥ｨ靼¬yﾘ郢�ﾒ�
処理方法:分別 



㊨株式会社菓興開発　/砂泉工業株式会社

形質変更時要届出区域 劍ﾗ)8ygﾈﾔ烏�MYtﾉk賈)ｩm｣YIh-ﾉh���YMC��,ﾂﾙYB�&餉IUﾈ麌�｢�� 
帝京都子 儘�/Hｾitﾉ�i)ｨ糞9MCX�(ﾄ�Uﾈ鹵��

∴鈴子(∴溶 倬8��Xｭﾉtﾈｧﾈ�����ﾘﾈ��*ﾙv頽�(馼�X-H+�駟��;R��

(ダンプトラックによる陸運) 

避搬受託者 剽ﾖ式会社ア音イールド・パートナーズ ��環京都縫直暁子輝子2置鍵　虎ノ門琴平タワー工櫨階 
荷繋:ダンプトラック十シート掛け 

磐避駆寄負、者鴨. 剽ﾍ碧紺は勘寸甑神主のとおl} 

処理施設 劍t(ｵｸ�檍��8ﾎ､xｭioH�育9�ﾈ冑ｵｸ唏���

千築 侈x�9�ﾉWｨｩ9i�?�)ｩmｩ�ﾉMCbﾈｫ�ﾃな,ﾂﾘﾅ2�

種類 陶Zｩ¥ｩ9傀謁ﾘ鄒,B�

処理. 兩ｹd�ｩv�Z飲ﾈｸ���ｭﾉ�Yzigﾈﾇ��
⑯泉エ… ���ｩH�檍�����9Kｸ.���5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

干薬 佗韈9�ﾈ�9?�i9�i*ﾉ=ﾘ�ﾙd3��

種類;分別零処理鬼綬 
処理 兩ｹd�ｮ､yZ飲ﾈｸ���ｭﾉ�X揄yhｭ��
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様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成2韓(三月ユI日 

東京都知事　　殿 

届出 ���8ﾈｹ餠ﾙ(ﾙ��,��悦(自�yMH皦ﾜ俘h�R��(��ｧｨ曲�Y�ｨﾋ驃ﾈﾘﾉ^��

土壌汚染対策法第15粂第1項の規定により,要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 � ��

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79Lｸ�8蟹8h自)ｨﾙﾈ��H��xｸ���X��3�,ﾈｦX自YH�����2番2轡、粥、8番9言l番轡 

汚染土壌の特定有蜜物質による汚 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘxｷ�-�7��ｹv頽��Hｮ顏�W94ｸﾘr��

染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土蟻の体積 �##��#���
※詳細は添付戦勲のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補一�:竟B��

汚染土壌を運搬する者の氏名又は �ｩ�ｨﾉｩ5HｩH�檍���

名称 

汚染土壌を処理する者の氏名又は 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

名称 

汚染土壌を処理する施設の所在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ナ&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉyﾘ馘佇���ﾖ)62�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ$�D苻ﾈ颱h5�?ｨ���������h�ｸﾘ(4X6ｨ7S��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾋi�8ｸ霾馥)D�������+X-hｨ���^9e�ﾋ�-h���

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ$�D頷ﾈﾈ靫侏�������%�蓼ｮﾘ既9抱�8蓼蓼���

運搬の用に供する自動車等の使用 ��x��%H.�-�+握8-ﾙ*ﾈｺｹI亥��
※添艦難、占のと即　　　㈱鵬 

者の氏名又は名称及び連絡先 

積替えを行う場所の所荘地並びに �?ｨｻｸ5B�ービス株式会社神勅憬川崎市I咽区大川町日0 

所有者の氏名又は名称及び連絡先 
兼杉興業株式会社　大阪府屋稲田市地蔵浜1日 

(運搬の際、積替えを行う場合に 
※詳細ま添付書類6、7のとおり 

限る。) 

保管施設の所在地並びに所有者の �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾉ*ﾃ�ﾓ���

氏名又は名称及び連絡先(保管施 佶9�仆ｸｼhｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾈ�3�ﾘ咤�

殻を用いる場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�gﾈ��x,ﾈ,h*�.��

鰭考l　この用紙の大きさぼ　日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

<連綺先>

株式会社竹中土木東京本店工事部土壌環境グループ　担当　音　　音音音‾--十倍L : 0呂〃6810・6401



添付書類蜜

汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域“東京都藩医愛宕-丁目2番4、 5、 15、 31の各一都

陸運こ岡 荷姿:ダ �� 况��式会社 、ク十シート掛け 

トラ 

積善・保管施設:日興サービス株式会社

海運:岡 荷姿三船 ��興 俾陞���

いツ チカ/単一付) 

積善置保管施設:兼杉興業株式会社

陸運 �ｩ�ｨﾉｨｻｸｩH�檍���
荷姿 �5�987h6x8�6H4頷ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*��

処理施設:株式会社山略砂利商店途中工場
滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類:浄化等処理施設

2、運搬体制　　　　　　　　　　　　　　　　　で

運搬受託者:岡村建興株式会社

協力会社および使用する自動車等の一覧は、添付書類4、蚤のとおり



②兼杉興業株式会社一株式会社山醐商店

関o. 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾈ��kﾉ9��連絡先臆 剌Z所 �����ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�∴汚築土虹 の糧懸/臆 儖(藕鞁�ｩf育�+x.俔ﾉ�"�

1 僞��檍���(ﾞ�+ｹy閲ﾉ.��07ナ事闘セ821 剄剔ﾊ津高浜大約丁即一瞥 �5�987h�r�館 �+ﾈ韋-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�b��

2 僞��檍���丶ｩJﾘｻｸｼb�臆077瑚980 刹椏s好調鳴禽奇蹟十千日8筆削 ��ｸ6ﾘ7R�鉛 冕y<x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

奮 乘H�檍��8H7ﾘ5ｸ98暮t��o蜜 �9=ﾂﾘ*DI4��三填県伊賀市予野手西的0境地の- �5�987b�鉛 佝ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

4 冓X�檍��v9�2�’肋置574「之227 剋｠賀県大津や本朝托す冒すセ9 �5�987b�鉛 �+ﾈ薊-ﾘ9�6x8�6(4�5h�ｸ6r���7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾌﾂ��

5 ��I�Xﾖxｯ慰鮎b�07伽4一審1脚 剴ﾞ良県軸蝕的町珪痩寺神目1調 �5�987b�’鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ��*ﾙT畑4x5�6X8ｹ�ｲ閉�

寄 凅x�檍��6�,ｸ5�92�くけ4宴-的-s6了5 剴ﾞ良県乗員市大安部丁目l汁2騰 　　　　　一　㌦ �5�987b��鉛 凭8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r���7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

・　7 ��Y:���ﾔ鮎i<俾陞���櫛9㌻21『856 剋O重県伊珊上野丸之軸17 �5�987b�鉛・ 亳ﾙ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

a 冤ﾘﾘ)�｢�脂鱈-3い13機上 剋O重碍伊賀市上柚戸4約一877 �5�987b�館　1 兒ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9 冤ﾘ�檍��5(5�8(6�6(4��肋脚-8飾き 剴ﾞ良県大和都心市価井田147可 �5�987b�鉛 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ･｢��

10 冓X�檍��uhｴX蝌ｼb�′ロ77裏-29イ5紬. � �5�987b�鉛“ 檜�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��倆ｲ�4x5�6X8ｹ�b��東邦帰亀田市下乗田町四丁昌2昭弼 

丁1 冲ﾈﾌ�檍��､968ﾉｨﾝ��075-さ31-1002　∴ 剪骼寛s林見区久我右脚的藷的 �5�987b�鉛 �-���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1雷 冲ﾈﾌ�檍���(皐ﾉｩL｢�調71セ杏7部費 刹椏s府節市河風脚柵原轍垣内†弼粗 �5�987b�餌 �+ﾈｼ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ����

13 冲ﾉ�ﾈ檍��fｹ6ﾂ�075『43-可0脚 刳ｳ穂綿照区久雄駁欝か即事粕的セランス向日的膜音 ���5�987h���脇 ��|H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

軍4 ���:�O�ﾝ��の7両0叶う捌鵜 剌�s市担群村勧僻事冷尻凋-4 �5�987b�壷 伜�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

書5 凅x�檍��(hﾘ)vx��1調子臓を部了 剄ｑ兜{船脚蒲豊満生野か喜子之 �5�987b�鉛 俶ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ,b��

1寄 冉ｹ�ｨ茯ﾔ鮎b�“働け1」枕-1015 剴兼s府船井都求職珊駐口水落脚や �5�987b�・　鍛 �=ｩ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｩD�5�6�8ｹ�鋳�

17 �(i,9�ﾙ�����(柳5吋31-湘I寄 剴剣舶{東部市西京区大技蜜掛軸1合-3○9 �5�987b�船 �:ｩ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�ﾈ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1寄 冓X�檍���ｨﾊhⅹﾝ靫鮎b�“調 �ﾙ�(ｷ$�"�療勧府亀田市統町穣翻11 �5�987b�睦 勞ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

19 俘(ｻH�ｴ��ノ研け〆43-1重3寄 剔笊{宇治市広郷箕面富373 �5�987b�鉛 佩�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ����

20 凅x�檍��ﾜｩ_Hﾔ鮎b�06-の馬(ト787$ 剳ｺ庫県居館市田的丁郎一波 �5�987b�鉛 侘���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��4�6ﾘ4x5�6X8ｹ�ｲ��

蜜1 冲ﾈﾌ�檍��ﾚｩx榎俤霆ｸｼb�07と一瞬7「了87寄/ 剔蜊纒{彼方市指平捌町6-1雷 �5�987b�.料 伜�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｩ��5�6�8ｹ�ｲ��

22 佗儂���5�484�42�“/調43輸了8一雄778 剔蜊纒{四鯛市田原告†丁目13-10 �5�987b�’鉛 �.ｩ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

23 冲ﾈﾌ�檍��鉙蕗����の72輸撃駆将8披 剔蜚ﾑ府枕的蹄哺即丁目そ7セ2 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ����

24 凅xｴﾘ檍緩|ﾘ6ﾈ5�4ﾘ暮t��心7オ瑚可的7 剔蜊纒{細田耐蝕張抑-「 �5�987b�∴:船 佶i��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

蜜5 ��h昆5Io)hﾘ�檍���0花寸押「製町1 剔蜊纒{膳畑市大北田-3 �5�987b�紺 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�穎�4x5�6X8ｹ�ｲ��

芝8 ��8�(ﾉｨﾝ��調2「寄れ的的( 剔蜊續葺a田高調町拘置-2 �5�987b�∴缶∴ �.ｩ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

之7 �6�5顫I5����調 唐ﾙ��ビ�大阪婦負綜市拳如き1 �5�4ｲ�鎖 ���+ﾉ~H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

ま寄 俎9��靖tﾈﾌ�檍���‡け2・事23-竜025 剔蜊纒{堺市棟区申斐西を1一同 �5�987h���鉛 冕井(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨﾘ�*h6X8ｸ夢��

芝8 伜)�ﾈﾉｨﾝ粐�o乃ヰ垂や0的 刹ﾎ府指事瑚車珊瑚塊根的 �5�987b�紛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�4�4x5育�8ｹ�ｲ��

30 冓YN���8�5h4�4｢�∴074寄-42叶印5▼ 剿ﾆ的桜済南上之宮旬8 �5�987b�飴 �����-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ.悦ｸ5�6�8ｹoｒ�

31 冓X�檍��u)(i/io(ﾔ鮎b� 凵戟@大隈碕ノ!恩両前木の軸丁目絢 �5�987b�館 儺9��-ﾘ�6x8�6(4�5h�X6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ,b��

32 俘),8��ﾝ駟X�檍���07む7乃-021寄 剳ｺ庫鮒野市翻打胃弱 �5�987b�鉛 �+ﾉIh-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ7B��

寄3 冲ﾈﾌ�檍��:8ｵ��事賜 ��Y�Y+(���大阪府ま大隈市遅灘即丁目郎 �5�987b�鉛 佶i��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b�｢�

種4 冑Y¥���5ｸ5�6r�.種7 �ｩH經R�大阪府堺市堺区中之町酎-1瑚 �5�987b�鉛 �+ﾈ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｩ2����



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

1.船舶の使用者一覧

糾o. 俶yw��(,ﾈ��kﾈ-ﾈ+ﾘ,ﾙkﾈ��∴運縮先∴ ����員ｨ����劔刮�ｭ車嬉 ∴の種馬∴ 儖(藕ﾅ)78�8+x.俔ﾉ�"�

1 ��ﾈﾗX､8暮iYN����瑚7食-寄2-瀦02 �� 兒ｩ�),8ｷhﾊ��俟�*ﾉj窺C��俘b�“船 俯�･H-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y/ｲ�迂��(���,i:�竰�

色 傴ﾈ傚<俾陞���6餅卜761-櫨榔2 ����両県北九州高著 劍鉙ｾi�y&8�"�刮� 仄���-ﾘ�6�68��+�.h.俐H､｢�葦��(���,i:�竰�

3 囘�愛9;冓Xﾛ�檍���・鎚-雷454農的51 ��兔浦B��� 剌¥バ 僮X､ｲ�鱒 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�区海尉丁畠狂 

寄 丼���､8暮iX�檍���o聞言開9一博22 傚Hｯ�ﾊyor���8ｬ�ﾈｵｩD��儻2�野宇八叫聞細さ置博 剔g �.ｩ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕x､｢���*ﾘ繁�(���,i:�竰�

5 ��.0傭8-2雪面駕4 �� �� 剴�r�鈴音 �hﾖX-ﾘ�6�69��+�.h.凩ｩ¥"�ﾂ易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�有限会社雷士海運 劔 ���ｧY�Xﾝ亥�(h匍8�ｨ5��

8 �5�488�4Y該�IiY┷檍���06置鱒4○○3ペ婚 ����Xﾍ(�fｸｾb�儁h*ｲ�-ト1“1 刮� 俔�薊-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"��$�,x���,i:�韜b�

7 儻亥(ﾖ���暮�y-h�檍���“0京-救7ト5381 ����東帝都中央区 ��ﾂ�ト7: 刎ｨ���‾鉛 �i��-ﾘ+x6�6(6�,�.h.冕y¥"��;ﾉ�(���,i:�竰�

8 ��h自(h匣ｴI�Ilﾘ�檍����ﾂ�oれ翰40セ096 偬ﾂ�佝"� 剳倹逍ﾈ時子: 刮� 處I5�-ﾘ�6�6(6�,�.h.�(葵B���苹�(���,i:�竰�都申失　新書 

き �8ﾈ､8暮hX�檍���連れ62之十全231 ���8ﾉ79(h匣ｾi�Y+｢�劍ｯ�8ｩEi$�*����}ｨ繁Jb�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y���ｩ�(���,i:�竰�

10 ��Y;儻Y:ｨ艙N����/0唇二部1う-2既1 兌｢�剏ﾉ県尼崎市道欝吋7丁目 剴x5｢�鉛 �.ｩ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�����|)�(���,i:�竰�



様式第十六(第六十--条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 � 

平成　28　年　上⊇月　エ0日 

東京都知事　殿 

届出者 

土壌汚染対荒淫第16条第l項の 刹｣走によ生要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78��$ｨｾiJh9i$ｩ?�)ｩmｩY8��ﾃH+9MCH,ﾈｦX自YB�&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土壌の符定有害物質によ ��Xｾ):�63����諟ﾔ���ｭﾉtﾃch裵�r鎚傳渥ﾉtﾃ33�uiW�ｹ���

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}靫�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 ��X8h5紊��萼8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮Hﾉ:竟B��愛8補��I"��越H補一�:竟B��
※詳細は添付書類3の通り 

汚染土壌を運撼する者の氏名 �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5����

又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�8,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を処理する者の氏名 �ｨ8H7ﾘ5ｸ92�

又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾘ�9WH��{�8,ﾉ4�.��

汚染土壌を処理する施設の所 倅�Hﾊx堅棹�8��ﾙ�鬨5h6h6ﾙm�(ﾛ��MI&�,ﾆﾂ�

在地 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�8,ﾉ,ｨ.�����������������ｶ5����

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�僖��8ﾈ苹?ｨ�����������������ｨｬ��ﾈ�ｨ�X�ｨ���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ~ﾓ僖讓ﾈ韶T�68���������������ﾘｭX椹~I¥ｨ撮�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉfYD颯霾�+)?ｨ��������������.���ｩYyfXｺ8ｵ｢� 

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(鳧*ﾈﾈ餠ﾙ*ｸ��ｨｸ��������������ﾉO�¥xｭI>｢�

運搬の用に供する自動車等の �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5�����棹ﾊy�Y,8�9Vﾉ�Y,96ﾉ{蔦h���ﾂ�

所有者の氏名又は名菰及び連 絡先 ��i5儻H��}��h����,ﾉ,ｨ.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈｺ扱(�2��DHｾi��*ﾃ蔦��

他　全3社 

※詳細は添付書類6の通り 

保管施設の所重砲並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 忠�ﾈ椈蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ椿ﾂ�

他　全も社∴ 

※詳細は添付書類6の通り 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

蕎播駒病霞、



添付書類3

汚染土嬢の運搬の方法

1.運搬フロー

形質変更時要届出区域一顧替保管施設①一諦替保管施設②③へ㈱ヤマゼン上野エコセンター

形質変更時要届出区域

(住居表示)東京都渋谷区播ヶ谷2丁目蕪番1

(理香表示)東京都渋谷区騒ヶ谷2丁目魂番工、槌番4の各一部

第2種特定有事物質(水銀、鉛)汚染土壌

運搬:㈱山鳩砂利商店【運搬受託者】 

謹賀 侈y�Y,8�9Vﾉ�Y,8�蘒h����������������������b�

荷姿;ダンプトラック十フ晴男うぬンテすく内袋あり亘防塵シート 

遜触㈲丸幸三兼高容態全5拙く諦付詳細参鮒随髄軸都 

東京都中野区野方ト1-1　　　　　　　/ 

荷姿;ルナトラック十プレ球ウ栃ンテナ(内袋あ朔十防塵シ十 

璃蕾・保管施設①:三井埠頭㈱

靖奈川県川崎市川騎区扇町9葛l

運搬:㈱山崎砂利商店【運搬受託者】∵ 

滋賀県大津市浜大津帥-6、 

荷姿 陶�IIX�7h8ﾈ4ﾈ5h6仗�5h6X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

運教酒馳滞理㈱他室青0杜煽村蜜穎鯵照)工連坪駒貴者】 

大分県津久見市港町218 

荷姿;船舶十プレキ汚◆肪ン升(内袋あり) 

額替・保管施設⑳:鵜杉興業㈱ 椄xｽ顋�]ｸｬx郢�ﾘt#ｩ8ﾈ恢无Z�｢�

大阪府岸和田市地蔵浜町Il-1 ��Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8x5�Ch6s��

運搬 鐙xｨ�(､ｸﾛｹy淫I5���餃��9�X�(�｢�

滋賀県大群市浜大津㌻7輸8 

荷姿ガンフ十ラッかワ咋シカ陶シテすく内装あり)十防塵シ十’ 

運搬㈱山階砂利商店砲金37社(添付蜜離参照)【避織女割 

滋賀県大津市浜大津4-7-6 

荷姿:ダンブ障ック十ア壇シブルコンテナ(内袋あり)覇塵シ十 

箋灘譜籠諾霧罵霊誌1
種類;埋立処理施設　　〆
許可番号;窮02400 1 1002号



汚染土嫌の遜嫌の用に供する自動軸こ関する唾簿

(関西浩一処理施政) 

会社名 偖ｨ��避絡先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�佩ｩ�ｹ7俔H,ﾈ寤ｧｲ�飛散等を防止する稲造 

No.1 刧渇謌ﾃ砂利商店 俾�棹ﾊy�Y,8�8ｻY�Y,3I)ｩm｣rﾓb�α汀・5粧-2臓1 �5�987b���Xｾ(�X傳�プレキ ��h7X8ｸ,(5h6X+x*ﾙ>�l�*�,ﾂ�

No.2 �(掃裁南開発駆蒸 仍�79WｹNﾙI育8鮖69)ｨ��ﾏｳ窺I&頽B�0774-5鼻「3980 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ���Xｾ(�X茣�プレキ ��h7X8ｲ��5h6X+x*ﾙ>��X*�.ｒ�

N0.3 刧潟с}ゼン運輸 倅�ﾘﾊx嫌}ｨ�8��ﾔHｧy�ﾉ63#s��MI&�,ﾉ���0的尋-寄9・1080 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ���Y�ｸ�Y]r�プレキ ���986X+x*ﾙ>��ﾈ*�.ｒ�

N0.4 刧椛n心 俾�棹ﾊy�Y,8�9gｸﾉ�63))ｩm｣rﾓ#��0?7-57㌦2ま2了 �5�987b���Xｾ(�X傳�プレキ ��傲�*��R�>��ﾈ*�.ｒ�

No.5 剞ｴ水蕊技工雑 �=驂xﾊy�hｾ�4�L�KY*ﾉd�{(魑))ｩmｨｮﾃ�ﾓr�的場-74十3“IO8　, �5�987b���Xｾ(�X傳�7′キ ��h8ｲ�忠>��ﾈ*�.ｒ�

o.6 �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺宣丁目19一紅205 ���(自�csR�ダンプ 剞�竅E鉛 �7h8ﾈ4ﾈ5h7H�b�刄eすく内袋あり) 

o.7 ��X圷ﾉｩ&(ﾔ衣I4��三亜蛇伊賀市.也野丸之内事17 ��S店自�x璽���b�ダンプ 剞�竅E鉛● �7h8ﾈ4ﾈ5cx�b�刄Vテナ(内竣あり) 

o.8 冽xｶ8饕�三舷軽暖市上押芦衛的-877. ��攣WX�v��9/"�ダンプ 剞�ｾし鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｲ�刄Vテ手(内袋あ朔 

o.9 �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井調章47置l ��sI���閲坪ｯ�ゴつ�ダンプ 剞�竅E蛤 途���4X7H8ｲ�刄Vテナ(内袋あり) 

.10 丶ｩ,ｨ襌7溢B�療都府也同市下矢田町田丁目20涯さ母 ��sv��Yjﾘ�4���‾ダンプ・トレーラー 剞�竅E鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｲ�刄vチナ(内袋あの 

.11 �ｸ櫑68ﾉｨﾝ��窟都市伏見区久我石原町3番地29 ��yh��Xｧ3�ﾘ���(�R�ダンプ �,水銀・鉛 �7h8ﾈ棈琪7H8ｸ5(986X6忠>��ﾈ-�.ｘ���

.重2 �ｹ�(皐��Iﾒ�京都府亀岡市河原称町河原尻北垣内章5番地 ��v��ペ4�2�ダンプ 剞�竅E鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�フ ��ン乃・(内袋あり) 

.章8 �ｹfｹ6ﾂ�窟都両軸瞳久地軸o割勘霧クセランス的口寄切2 ��{�*ｸ,I��89�����ダ ��水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ� ��シテすく内装あり) 

.重4 冰i��ﾉｨﾝ��京都市山科精励修寺冷房18-4 ��sX���ﾙ�S�/��ダ ��水鏡・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�ブ 刄eすく内袋あり) 

.15 �ｸ抦畑ｻｸｬ��京都府船井耶窟丹波町蒲生蒲生野214-12 ��sx6s�"ﾘ�3sCr�ダンプ 凵�@水銀・舟 �7h8ﾈ4ﾂ�ん 刄Vテナ(内袋あの 

鳩 冉ｹ�ｨ¬�慰維��焼却府船井捌京丹波町豊田水落鎚鴫 ���6y&(耳���*ｸ���ダンプ 剞�竅E鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｲ�刄Vテナ(内袋あり) 

.重7 ��ﾉ���ﾙ�ｲ�癖部府京都河西欝区大技直掛叩3-3○91 ��+yF�ﾙ�ﾃ�ﾘｴ����ダンプ 剞�竅E鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�ブル 剪�E〈内袋あり) 

果o.裏8 刧叶X組連投工紫 仍�79WｸｵH圷�9z�*ﾉ�駑ｹ4y}�����07了1-24-8858∴ �5�987b���Xｾ(�X傳�プレキ ��iIX5h6X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.工9 剔U国連旗工業㈱ 仍�78�9lｨｾhｷi�)�(贓�ﾉ*ﾃ8*ｳyMHｪﾂ�Q76一鮮オ7細工　「 �5�� ��Xｾ(�X傳�ブ巧 �7X8ｲ��5h6X+x*ﾙ>��ﾈ-�.ｒ�

No.20 剄ｋｴ重機 仍�79Wｸ派���8ﾔﾉnﾉ*ﾉ�ｸ�#I'S9^B�伸で4・亀合・11富4’ �5�� ��Xｾ(�X傳�プレキ �8ｲ��986X+x*ﾙ>��ﾈ*�.ｒ�

N寄.2重 刧轄ﾊ峰工発 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育969/s9)ｩm｣Bﾓ(�將�0き「儀的0-了87寄 �5�987H�r���Xｾ(�X傳�プレキ ��h/���6X+x*ﾙ>��ﾈ*�,ﾂ�

No`22 刧牛ｪ来逮材興業 ��Xﾞ9Wｹhｩ_ｸ�8燁/�[ﾙnﾉ*ﾈ*�*ｳ��0了毘-857イ870 定��5�987b���Xｾ(�X傳�プレを �7X8ｲ��6X6忠>�乖*����

No,23 刧潟Qイアイ ��Xﾞ9Wｸ貶壑>ｸ�968ﾋI�Fﾉ)ｩmｨ�86s���������卵43十8-轡7穐 ���5�� ��Xｾ(�X傳�フレ年 �8ｲ��5h6W"�>��ﾈ*�.ｒ�

受4 �ｸ鉙葺ﾉｨﾝ��木板府槙方布津国旨町重丁目27-22 �����X�ｳ蔦(�(�"�’　ダ ��水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾈ5h7B��4ｨ7X5h6X6忠>��ﾈ*�,ﾂ�

No.25 剌纈縁､店 俟Y79Wｹ<x��YH皐訷*�H訷抦ｧxﾘ);�6ﾘﾝｹ<b� �5��プ ��Xｾ(�Ymr�プレキシフ 刄泣Rンテナ(内袋あり) 

N轟猫 刧潟Jネスギ運棺 ��Xﾞ9Wｸｷ)XｩWｩ&闌hｨ9*ﾈ馭ﾂﾓ��o72可37-85耽 �5�� ��Xｾ(�X僣�r�プレキシフ 剄ﾝ �984�6忠>��ﾈ*�.��"�

対0.27 剿�刹ｻ藁㈲ ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9I�蹣��,R�0花一掬9-秘o工 �5��ブ ��Xｾ"(傳�プレキ �7B�ル �6X+x*ﾙ>��ﾈ*�.ｒ�

No.28 剌緕R産材 ��Xﾍ)Wｸｭﾙ��68�9zﾙ*ﾃ�坪�-ﾂ�0了2-4掬H泊89・ �5�� ��Xｻ��Y~��ブ舛 ��ル �5h6X6忠>��ｨ*�抜�

.紗 �6�5顫I5��大阪府貝塚市拳闘631 ��v�ﾙM葵ﾂﾓ3sビ�ダ ��水銀・鉛 �7i�85h7X8ｲ�刄eナ(内袋あり)ふ 

.30 俎9��8ｨxｲ�大阪府堺市堺庭中嬰西3二十I6 ��{�(自{3#8,3c(ｧ��ダ ��水銀・鈴 �4�5h4ﾈ5h7H�b�刄Vテナ(内袋あり) 

.3宣 伜)�ﾈ顥�｢�寮都府鐙喜郎井手町井手前諾坂39 ��{�,X�#�"ﾓ3�4��ダ ��水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ� �8ｲ�シテすく内袋あり) 

種2 倅ｨ8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮4勉 ��+以�(h�ﾓ�U｣R�ダンプ 剞�ﾕ・鉛 度5h4ﾂ� ��ンアナ(内袋あり) 

33 �ｩ69(i�I�Hﾔ��R�大阪府八尾市高木の本吉丁目49 弍�s#��Y�ﾂﾓ�YZﾂ�○　○ダンプ 剞��"鉛 �7h8ﾈ4ﾈ5h7B��/��シテすく内袋あの 

No.34 剄ｒﾃ建材㈱ 兌ｨ�8ﾎﾘ�9Hｹnﾃi)ｩm｣S��0了2-7鳩十泡工0 �5�� ��Xｾ(�X傳�ブ塙シフ’距シテナ(内袋あり) 

No.35 刧許r諦 ��驂IWｸｭ��Xﾞ8ﾘ(ｧｩhﾘﾘ)jy)ｩm｣�"�06-678蚤輸0的裏 �5�� ��Xｾ(�Y~��フレキシブルコンテナ(内袋あり)‾ 

No.36 剳繝[スト ��Xｭi�ﾘﾞH�8ﾞI.ｹ(h/�*ﾈﾎ�6x6s���07糾泌2-43輔、 �5�987b���Xｾ(�X傳�フレキシブルコンテナ(内袋あか 

博の37 刧居ｸ和 ��Xﾞ9Wｹ�Xﾞ9>ﾈﾖ�ｾi69(h-��ﾓ��08-6577-弱55 �5�987b�痛�Xｾ(��B�プレキシ7加シテナ(内袋あり) 


