
様式第十六(第六十一条第一項関係)
∴; 劍��vB陏B������運ｨ���

汚染土蟻の区域外搬 劔�������������������������������<ﾘ����

′ 東京都弼殿一 土壌汚染対策法第事6条第l境の ���<ﾘ��若 妻措 �����2�-��奈) 義 兌ﾙ�ﾈ秤D���肩ﾈ���%X��ﾙ�� 

規定によ生 劍ｾh司9�*�.yL��+x.���Y7��ｸ,�,(*(,I�(ﾈ��

のとおり届け出ます。 剪���

要措置区域等の所醇腿 俔ﾙ8ﾈｾi8ﾈﾛｸ��丁目了0 剩ｦ13の農部　飽番表示) � 
鰭一毅卜粗描-了35) 

汚染土壌の特定有害物質によ 凭忠7��ｸｭﾉtﾂ�童、土壌溶出賓不適倉上批薬、シアン、ふっ 

る汚染状態 倚R�7��ｹv頽��軽不 �4ｲ�合 �+8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 嶋�)j井ﾘ*ｸ���h���俤x,ﾙ5儻NU�xｨﾆ�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮H�:��及び陸運拍動翰→海運燐榔→陸運 
※詳細は添木 豫y}�2��,ﾈ,h*�.��

汚染土轟を運搬する者の氏名又は名菰 儖��ｸ�et���･�52�シ �6R�ム株式会社 

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �4x5(5h5���8�� 凵f’A’’ 
オオブ開稜棟 俾��蜜 ��東温事業所 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 亰�*��8�ｦﾘｾ韈��旦操 兔B�館市 �H圸*ﾈ駟�Xｶ�(屮i�2�
オオノ闘醸 ����B�儖ｩU�ﾊy8ﾈ孰�8憖Ei>�鬨ﾊ(抦夊�8ｾﾉ:��

/“一迫　臆 ��∴◆∴∴ 傀�ｶ�-xｼ��I>倅霎i�9nﾉ*ﾉFC�ﾘb�
武舎　アイ �5h42�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋苻8hﾈ���6ﾘ4�?｢�

汚染土壌の搬出完了予薄日 兌ﾙ�ﾃ)d��YD霾����ﾂ�国 ��

精製土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖陋鎚+r�舟 度���日、 

汚染土壌の処理完了予窪窟 兌ﾙ�ﾃ(�ﾋ�5��月! ����日 

運搬の用に供する自動車等の使 ��i5儻H��}��h��~ﾈ,ﾂ�凾ﾆ ���*x.Δ�

用者の氏名又は名称及び連絡先 ��

積替えを行う場所の所在抱並 �8ﾉ�餮Y:ｨｩH��∴会社二言 剞_奈川県川崎市川崎匿扇町131 

びに所有者の氏名又は名称及 妊��,｢�運棟試会 刪� �+8�68ﾊy&ｨ��ﾈﾙ�w�ﾉ�>厂x���##���

び連絡先樋撥の際、頼替え �4�4�6ﾘ､ｮ8xｩH�ﾊ｢�剞迪ｾ 夢臆 り �IU�ﾊy�ﾈ���9fｸ��iFC2�

を行う場合に限るo) ��i5儻H��}綯�のとお 

保管施設の所在勉並びに所有 帝8ﾉvﾙWY:ｨｻ����会社 鐙�ﾈ���尨���神奈川県j嘉嘩制帽区扇町1雷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。) ���������������ﾒ�凵[　　　　　　　抑　　i岳■　　　8 

オオノ開撥株式会社 剪��儺ﾘ�����u��愛媛県西条市北条粥轄3 

※添、も　ら �,ﾈ,h*���.��B�

連絡先 ��� ��

担当者所属　風趣建設株式会社 ��h蓼馼ｼiYB� 

担当者氏名　　　　　　　　寵 刎)MHﾘh�����I'俑��#ヨ��d�窺Hﾘh���I4c3(椒SSヲ�

備考　ユ　ニの用紙の大きさ張、日本工業規格A4とすること。　　　　　　　　　　詩 

蜜　氏名　幡人にあってほぞの代表者の氏名)を 劔倬���+X��咥�8+x.�+�,h,僵���,IEh�"ﾈﾖ���

人にあってほぞの代表部が署名するこ 劍,h*ｨ,X*ｸ.�.(����������y馮ﾉ5�ｼ�Ib�

璽譲讃 劔劔4r�薬離‾ 鶉 
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様式第十六(第六十一条舞一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出審 

平成秤年/〇月　厚田 

頼都知事殿　輔離績欝憲通商一 　　　　　　書臆 

土壌汚染対策法第裏6条鶉l項の規定によか、襲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。 

要措置懐域等の所在堪 俔ﾙ8ﾈ�98ﾈﾛｸ�)ｩ�hﾟｹMC�8,ﾂﾙYH���&餉IUﾈ鹵�� 

汚繰土壌の特定有畜物質によ る汚染状態 �B闇ﾉ�ｨｭﾉtﾉ|ｨ��7��ｹv頽��IW94ｸﾘr��
批素、シアン、ふっ素(土壌溶出賓不適合) 

※詳細は添付蕾類工のとおり 

汚染土壌の体積 况冲ｲ餽ﾈ��萼8���h�ｨﾝx-ﾉ5儻H��}�(,ﾈ,hﾍh.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊陌z9��坪���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土嬢を運搬する者の氏名 又は名称 妊��4x5(5h5�6X8�ｩH�檍���

汚染土壌を処理する番の氏名 �4x5(5h5�6X8�扎圷ｩH�檍����鉙ﾞ慰��ｨ������*ｩ&�-駟ﾈ爾�

又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾉ�ｸｺｸ戉8h�ｸ5h8x98���9Vﾈﾔhﾔｲ(ｫ���ﾔｲ�

汚染土蟻を処理する施設の所 �4x5(5i�Xﾊ�:�IY��ｪ咽�68ﾊy�Xｭ�794�*ﾈ駟�Y�亥(岔4坪��

証地 乘H�檍ｪ俛��ﾙ霎隰ﾉv鐙咬=��ﾈﾊxﾆyVﾈ�9-��;ﾙ�i:�)ｩm｣)��c��

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��)ﾈ��jb�

汚染土撥の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ��靼(ﾈ���.俛���

汚染土蟻の運搬完了予蓮田 兌ﾙ�ﾉo�D��i�9$�ﾝym｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��Dｨ�迂(ﾈ�<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��}��h��X,ﾈ,hﾍh.��

積替えを行う場所の所確堪並 びに所有者の氏名又は名称及 が連絡先(運搬の擦、積替え を行う場合に限る。) �餃�,ﾉ�ｩ���*h,ﾘ��邵+X,�*"�

保管施設の所在地並謝こ所有 者の氏名又は名称及ボ連絡先 �餃�,ﾈﾝｸ��]ｸｬx,ﾘ��邵+X,�*(������������z��

(保管施設を用いる場合に限 凅ｸｹｸ,HｵC�B�

る。) ����8ｨﾘ�*�,��ｸ�ﾈ�ﾈｽr� 

琵鵬風趣鍛練会社第三轢部　　　叢義務藩 
担当者氏名　　　　　　　電話番号　0蕪一端2-弱88　FAX番号　0ヰ蚤・2独・ 

備考　l　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。



添付書類尋

汚染土欝の運搬の方法

1.運搬フロー図

汚染土嬢は以下のフロー及び運搬ルートに基づいて、現壇から処理工場まで車両を用

いた運搬を掃う。

0鉛、シアン、枇素、ふっ素　汚染土壌

形質変更時要届出区域

東京都江東区東砂7丁目7調香的(地番)

汚染土堆く寛之溶出里基準以下)

陸運:DOWAエコシステム株式会社 

荷姿蒋ン外ラック十シート掛け、 

平ボディ串十シ÷ト即す 

処理施設:橡式葺雑釣セキ環境ソリ諦ヨン

横浜リサイクルセン寧一

拍条理県椋浜市鶴見区豊受渡は6一抑

種類:分別等処理施殴

処理方法:分別処理

汚染土抜く萬乞溶出毒基準不適合)

陸運 妊��4x5(5h5�6X8�ｩH�檍���

荷姿 侘�987h6x8�6(4頷ﾈ5h�u�+x���

平ボディ車十シート掛け 

処理施設:エコシステム花岡株式会社

松蜂工培

秋田県大鰐市花岡即事大森山下術-1

種類:浄化等毅理施設

処理方法;不溶化処理

運搬フロー図



様式第十六(第六十一条第一・一項関係)
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添付書類箆

汚染土壌の運搬の方法

う　運搬フロー図

形質変更時要届出 劔_���9�)ｩm｣傚��ﾙ_X��tﾈ團�IMC�,ﾈ自YB�

東京都濃 ��

汚染土壌(基準不適合土壌)

陸運亡運搬受託者] 

珊岨エコシステム株式会社　シオデツタ事業部 

東京都千代田区外神田四丁目14番1号 

荷姿:フレキシブルコンテナ(内袋あ明らフレキシブルコンテナ十防じんシート 
※協力会社については、添付書類利こ記載 

薮替・保管施設 東洋埠頭株式会社J 册育�5��

押奈川県川崎市川頓 ���*ﾃ�8�R�

海運工運搬受託者] 

DO槻エコシステム抹式会社　ジオテック事業部 

東京都千代田区外神田四丁目14番1号 

荷姿さ垣積み十ハッチによる密閉 
※協力翁闘こついては、添付審類5に記載 

積替・保管施設 
恥WA通達抹式会社　大舘営業所 

秋田媒大館市清水四丁目尋番補号 

隆運工運搬受託者〕 
DO甑エコシステム棒式会社　ジオテック事業部 

東京都千代田区外相田四丁目14番1号 

荷姿:フレキシブルコンテナ(内籠あ卵、フレキシブルコンテナ十防じんシート 
※怯力会社については言添付書類4に罷載 

処理施設:エコシステム花岡株式会社 

秋田県大館市花田町手軽沢42 

種類;浄化等処理施設、分別等処理施設 
処理方法:浄化善処軽く別と、不溶化)、分別等処理煤物除去、含水率飼整) 



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 ��丁事 

増年含　月　〃　日 

東京都知専　殿 � 

輯器類饗畿綱 

土壌汚染対策法第16条第l項の 刹K定により、要措置区域等から搬出する汚染土　しっ、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ﾕﾙ8ﾈｾi6�ci)ｩmｩ&�>��(ｸ�ﾈ鹵��l 

汚染土壌の特定希書物質によ る汚染状態 �7�985ｸ92�7��ｹ�i?�v頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr�5h4�98��O��h��僣���
水銀、、六価クロム、カドミウム(土壌第二溶出畳基準不適合 

、土壌含有量基準不適合))　※詳細は添付資粗の通り 

汚染土壌の体積 釘緜&ﾓ2�

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�(,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 妊��H4x5(5h5�6X8�iX�檍���

汚染土接を処理する者の氏名 又は名称 �4h5(5h5�6X8�y8ｩH�檍沓�

汚染土壌を処理する施設の所 做�68ﾊy�Xｭ倡8扞:�*ﾈ鬩/�沓�

在地 僥Iv���6II��ﾘ*��

汚染土壌の娩出の若手予定日 兌ﾙ�ﾈﾔH馼*H�m｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�ﾉD��以餉ｨｿﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繹ﾈ�9kﾙ?｢�

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｫ倆H顗ﾈ霈�?｢�

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��{�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 やこ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。) ��h･�9h,�+R�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名叉は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に眼 ��h･�9h,�+X����������������������(ｶﾂ�

認靴搬 �(q　号 

る。) 儘ik飫y�B�冽)/ｲ�′憩・ � 

備考1　この用紙穆大きさは、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。

性語先〉　フジタ・白井建設企業体　担当　　　　　　　　　　　　　Ⅲ重工調を櫛もサ08了7



添付資料　3
汚染土様の運搬方法

十　運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都江東区堂洲6丁目地内(住居表示) 

汚染物質

ベンゼン(第二溶出壇基準超過)

シアン、批素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム(含有量、第二溶出塞基準超過)

陸運こDOWAエコシステム株式会社 

荷姿:トラック十フレコン詰め十勝産シート掛け 

処理施設:エコシステム花岡株式会社 

松峰工場 

秋田県大館市花同町事大森山下館-1ほか 

種類;浄化等処理施設 

処理方法;乾式磁力選臥不溶化処理、生石灰混合処理 

(


