
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蕾 刪ﾞ 書1ヽ 童 子「 買 二線 筆置ヽ 鼠 

平成28年7月19日 

東　京　都　知　事　　殿 

」●"-〇〇〇〇〇ヽiさ寒、∴t置一農事叫● 

重言吉子　∴’ 剪�

主〇千二∴ 劍尨���ﾂ�

土壌汚染対籠転筋16条璃1項の 刹K定により、翼騒鴎鞠嶋搬出する汚羅刹嬉詩語 ��
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在鬼 �8ﾈｹ�79fｸ�8唔�x蕀)ｩm｣yMI���,ﾈ自78��'儁IUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有蜜物質によ �B�7俘ytﾉ¥xｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻I'�:ｦﾈ,ﾈ,hｪ��

汚兜士撥の体積 �#｣S弍�薰�
紫詳細は添程書類芝のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:雜b�
※鮮細は添付薄類蜜のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名∴称 冲ﾈﾌ�檍����*�-ﾈ*ﾘ.xｻｸｼb�

汚染土壌を処理する者の氏名 儿ｨ檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸｪ�8h�ｸ5x8x92�

又は名称 ��Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 荏地 ���=��ﾈ�8�YVﾈ�9-�仞i�imi�(5ｹe��8ﾌ｢�

汚染土壌の搬出の着手予定留 兌ﾙ�ﾃ#吋ｨ��以��m9mｨ���

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇����~2�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�怨8��佇���ﾉ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉg繪D��ｯ�ﾈ���y?｢�

運搬の用に供する自動車等の 冲ﾈﾌ�檍������*�-ﾈ*ﾘ.xｻｸｼb�

使用者の氏名又な名称及び遵 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.���ｬ偉�檍��4�8ﾘ5�7冦�,ﾈ鋹{ﾈ.�諍w���

絡先 ��

積替えを行う場所の所在地並 的こ所有者の氏名文は名称及 び連絡先鰻鮫の際∴積替え を行う場合に限る。) ��

保管施談の所在堪並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 僞ius�h,R�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��xﾎﾙ�Yk�.b�茯尨��N�;ﾘ�2�

ゼ瞥ゝ′　戚瑞も,も 

花拳鈎鱒討鵜 <欝義藍警備局武欝鮮経輔撥盤礪 

籍A葦韓諾建設直撃轟‾5蜜猶042 
担当▲ 

鰭話　0紅聯十6706 



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

東京都北区王子三丁目7番約の一郭(地番)

陸運:有限会社かまくら興業 

祷勢ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社ダイセキ環境ゾリェーション

横浜リサイクルセンター

神奈川県横浜市鶴見区生麦2-芝036-約

種　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整

2.運搬体制

運搬受託者:　　有限会社かまくら興業

協力会社及び使用する自動車等の一覧は添付書類也のとおり。



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蜜 

手強お年　宵　月∴7　日 

東京都知寧　殿 

届出者 剪�

土壌汚染対錬法第16粂第1項の 刹K定により、′要措置区域等から搬出する汚染土嬢について、次 

のとおり屈け出ます。、 

醸揺踵区域欝の所鮎喰 �8ﾉ8ﾉ79�)69$ｨ,ﾘ��捧)､�,ﾘ��s�vス,ﾈ自��&餉H塰gﾂ� 
東京都雌田谷は桜三丁日塞3謡日宇の一郎(諏焼袋示) 

汚染土境の鮮麗在善物珊こよる �>xｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��越ｩ�ｩ�ﾘｮ餾IW94ｸﾘr��

汚染状態 冓Y;ﾈ�(,ﾙ5冑陌��h,ﾉ,ｨ.��

汚築上域の休耕 鉄C偵(ﾈﾃ2�
繋絆細は添付薄顆雷の遜り 

汚染土域の運搬の方法 �5�987h6x8�6(4�,�.h.�����ﾖｩ4��
数緯櫛剛剖締付謡鰯の通り 

汚染土斑を趣搬する背の氏猪又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾉy��ｨ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処髄する奇の氏名又は名称 冓X�檍��5�485ｨ4ﾉ8��ﾈ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚鶏上板を処楳する施紋の陣窮地 ���=��ﾈﾊyL�f�9-�佗僭��y?�)ｦﾈ8�#�ﾄ�ｾﾈ.��

汚拙土蟻の搬出の選手予定口 兌ﾔ儉�吋纖�i?｢�

汚染土接の搬航亮子千姫円 兌ﾙIY�s凛9$R�

汚染土壇の運搬完了予窟円 兌ﾙ�ﾃ#吋纖z8ｭB�

汚染土蟻の処理売子予勘l 兌ﾙ�ﾃ#吋苹;wHﾝr�

迎樹の剛二供する宙馴鴨の使耶許の 氏名又は名称及び迎絡蒐 偸YWIwy�(,ﾉ,ｨｴ��

穣謡えを行う噛所の新藤堪並びに所得 哲の氏名又は名称及び遜緒先(避臓の際 、械騎えを行う峨執こ駁る。) �����*h,�+R������������ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ���ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢簫�

陳曹施設の所在地並びに所有者の氏名 兢ｸｬx,�+X��������������ViVh4��

又は名称及び漣籠先(燐施設を用いる 勘合に限る。) �5��8ｸy�H將��ﾈ�(�X耳�ﾈ耳�ﾂﾘ�ｸ�ｲ�"粨�ﾈ��t��

上薬竜馬環捜敵番商 
¥比寄物押対照課 

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　氏名鰹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】

北野建設株式会社　　　　　　　　担当確臆臆臆臆臆臆臆　　二　丁軌口脇郎62一槻73

株式会社ダイセキ環境ソリューション　担当;、　　　‾　昭重:鵬・鎚翰-2801



添付資料　3

汚染土壌の運搬方法

上　達毅フロー図

形質変更時襲届出区域 

東京都世田谷区桜三丁目470番Sの一部棚番表示) 

東京都世田谷区桜三丁目鵜番1号の-郡(住居表示) 

汚鵜ミニ蟻の区域外駿船蔵輯範閥

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壌

管理票

にて管理

陸運:株式会社ダイセキ環境ソリューション 

荷姿:バラ積み十飛散闘士シート 

処理:株式会社ダイセキ環境ゾ」ユーション
横浜リサイクルセンター

横浜市鶴見区生麦二丁目2036番地50

題額;分別等処理施設
処理方法:分別等処理

2,運搬醐

運搬受託者:株式会社ダイセキ環境ソリューション

協力会社及び徳用する自動車等の一覧は∴添付資料4の通り。



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

平成28年　蜜月　項目

芸瞬e
届出者　住所　東京都藩医港南二丁

氏名　大東建託株式会社

代表取締役　熊切直英

東京都知事　殿

土壌汚染対荒淫窮16条第1項の規定により、要措置区域鄭重搬出する汚染土擬について、次
のとおり届け出ます。

形質変更時要届出区域の所粧塊 �8ﾈｹ�79V��ﾈｾhⅹV冽�賈)ｩmｨ����������員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都剛区商品用園丁日56藩6購67番銃(拙番表示) 

汚染土壌の特定有宮物質による汚染状 �6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�7��ｹv頽�Xｮ顏�W94ｸﾘr�� 

態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,ﾈ,hﾄ�.��

汚染土域の体瀬 儂｣��｢� 

汚染土域の運搬の方法 凛H贓t��r一�:�5ｲ� 
※詳細は謡付寧類3の運搬ブローを参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���

汚染土撥を処理する者の氏名又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾉz駟�5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x98��Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985����

汚染土壌を処理する施設の所在地 ���=��ﾈﾊylﾙVﾈ�9-�仞i�hﾊ�?�)ｩ��3iz3��

汚染土接の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ祢D��ﾈ��y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ緊D���ﾈ靫侏��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�ﾘ�YD�,Xﾈ韭盈｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ]僖���ﾈ���?｢�

運搬の用に供する自動車等の使用者の �5儻Ij厭紿,ﾉ,ｨ.��

氏名又は名称及び連絡先 

積替えを行う場所の所在抱並びに所有 ����h*h/�ﾗ8.ﾘ,�*"�

者の氏名又は名称及び連絡先(運搬の際 

、韻番えを行う場合に限る。) 

保管施設の所在地並びに所有者の氏名 兢ｸｬx/�ﾗ8.ﾘ,�*"�

又は名称及び連絡先(保管施設を用いる 

場合に限る。) 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすることa

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(法人にあってはその

代表者)が署名することができる。

<連絡先>

大東建託株式会社馴慣店　担当こ設計繰、　　昭重用3-5461-4753



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

†.運搬フロー図

乞運搬体制

連破受託者;シグマテック㈱

※協力会社および使用する自動膏の-賢は、添付欝頴4のとおり

3「



案式第十六(第六十一条第一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔¥ 

平成28年l月尋日〆 

東京都知事　殿 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定 凾ﾉより、要措霞区域等から搬出する汚染土勘こついで次 

のとおり届け出ます。 

形質変更時賽届出区域の所往地 �8ﾈｹ�79V��ﾈｾi>ﾈﾟﾈ�ｸﾉ)ｩ�hｨCXﾘh��������員ｨｸ�ﾈ鹵��臆 
東京都馴憾南別個丁耶鵬郎4・棚番鎚(地番表示) 

汚染土壌の措定希書物質による汚染状 態 �6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�7��ｹv頽�.xｮ顏�W94ｸﾘr��

※詳細ま添付資料lのとおり 

汚染土壌の体積 冩�B一x�Δ�

汚染土儀の運搬の方法 凛H�9t��yHﾉ:靼R�
※詳細ま添付書類3の運搬フローを参照 

汚染土壌を運搬する哲の氏名又は名称 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 乘H�檍�85�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x98��Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所在地 ���=��ﾈﾊxｧｩVﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣)e�iMCS��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉ�ﾈ�ｩD苻�ｨﾈ���?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉT��ｩD貶�ｨﾈ顋�詹?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ祢D�%9��+X�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ?僖�(hﾈ�,ﾙ?｢�

運搬の用に供する自動車詩の使用皆の �5儻I�)}紿,ﾉ,ｨ.��

氏名又は名称及び連絡先 

穣替えを行う場所の所在地並びに所有 曩)�h*h/�ﾗ8.ﾘ,�*"�

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。) 

保管施設の所桂地並びに所有者の氏名 兢ｸｬx/�ﾗ8.ﾘ,�*"�

又は名称及び連絡先(保管施設を用いる 

場合に限る。) 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規緒A4とすること。

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を溺験し、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>

大東建託株式会社品)1肢店　担当:設計課　　　　　富思し: 03-54軸互了53



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

形質変更時雲届出区域 ��

東京都馴脾南馴園丁郎6了番鉦567番65 

;土壌運搬∴ 

陸運;シグマテック株式会社 

荷姿:ダンプトラックワレコシ(内袋あの 

汚染土壌処理施設

処理施設こ株式会社ダイセキ環境ソリューション瞭浜リサイクルセンター

神奈川県続浜市鶴見区生麦二丁目2036吾50

撞類:浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一化学脱賛)

乞運搬体制

運搬受託者:シグマテック㈱

※協力会社および使用する自動車の-寛は、添付書類4のとおり

3「



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眉出番 

平成28寧Iユ〇月　ユ.日 
東京都知事　殿 � ��

軸者饗擦親猿謹 
代表取締役　　佐藤　健-、 

土壌汚染対藤津箆16薬袋1項の規定により、襲措置区蟻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��68ｾi[h扎自)ｩ��儁H������������員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都壁間区文花-▲丁目1番22の一部　　(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物矧こよる 汚染状態 �,ﾙ$�4x6�ﾛｸ,ﾘ�ｹv頽��Hｮ顏�W94ｸﾘr����i5儻H��}貶����

汚染土壌の体積 祷�SI�H*ﾘ6y+ｨｪ逸H8ﾈ92����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H顋}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 �4x5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍���

汚染土擬を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x99��ﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所在 堪 ���+ｩ�(��Vﾈ�9-�仞i�iI�))ｩm｣#�3iMI&經��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�ﾂI.(-�頽���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�D���D�+X�)?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 ��ｸ��[ﾙ�ﾈ緊D���vXﾈ���鳬?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ&ｩMｨ��.�ﾈ�*H�ｩ?｢�

運搬の用に供給する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連絡 先 ��i5儻H��}紿,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邁 仍��

縁先(運搬の際、積替えを行う ��c#り�ﾉ�����Y?��

場合に限る) 侏Hｶ�ﾂ粨ｬﾘ���h��ｶ8沓�

保驚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殴る) 兔ｵ�ｼ(柧郵ﾘI�ｸ��ﾖ$���b�
桑撹局環撹改善斬 

鱒物鰯陳藩 

連絡先;佐藤建築株式会社 ��

担当こ　　　　　　　　T重し;　03-3302-弱95 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

名　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を紀載し、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。



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29年/月i日 

東京都知事殿 土壌汚染対策法第16条第工項 剄�ﾒ東籍護憲饗緋 �*��

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 

り届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi�ﾉ]ｹm渥I?�)ｩm｣�cSyMC�,ﾈ自YB� 

汚染土壌の特定有害物質によ �5h6ｸ�ｶﾂﾃ(耳5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��i?�v頽�舒陜ﾉW94ｸﾘx�"�

る汚染状態 �6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92��i?�v頽��顏�W94ｸﾘr���ﾆﾘﾝx,ﾙ5儻I6I}��,ﾉ,ｨ.��

汚染土擬の体積 田�xｹ6B�5h5�ｨﾜBﾘ5x4�ｨﾏｸ4x6�8ﾈ98�X6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��
*詳細は添付書類2の通り 

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊6ﾒ一�:霑ｘ�一ｨ�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾉ,ｨ.��

汚染土按を運搬する者の氏名 又は名称 �4h5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｸ4�H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x98����Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��s#3�ﾓ��S(��咬=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣#�3bﾓS��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���(ﾈ苹?ｨ��������������������

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�3�?ｨ�������R�6ｨﾙX+5ﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�3�?ｨ���������������ﾈ���8靍�'RﾕT��

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(�ｩD���8ﾈ�3�I(����������Z依ｹ:ﾉL��i=Vxﾘb�

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蓮 竸8�(-ﾉ5乖ﾘ鑓�(,ﾉ,ｨ.�������,X菱ｵｸﾅ�^ｲ�

絡先 ��

積替えを行う場所の所在砲並 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。) ��

保管施設の所在塊並びに所有 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。) ��

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。

く連絡先)

新日本工業㈱　都住西保木間作業所　　臆　　　0容事809-61砧

エコシステムエンジニアリング(採)



添付書類3 -l

1.運搬フロー図



様式第十六鯨六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 ��

職玉島年　tL月　に日 

東京都知尊　厳 

∴盾出者∴ ��

土壌汚染対錬転読脆薬努l項の 剽ﾎ樹こより、要措置区域翻嶋搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

憂措陪区域等の所在地 ��y¥�79fｸｾh����H�ｩ)ｨﾌ8���ﾄ�ｨH,ﾂﾙwy��Uﾈ鹵�� 
東京都北珪十条台-丁駆動勧一部(住居表示) 

汚染土壌の特定有客的鰍こよる �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����冲ﾉl8��W94ｸﾘr��

汚染状態: �>YmIhﾉ�WHｭ��4佩ﾈ.��

汚染土蝶の体請 ��閲386ﾘ���ｦｸ�ｨﾝx,ﾘﾘﾉWI^3(,ﾉ,ｨ錚�

汚無上餞の逆紐の方法 �5�987h6x8�6(4�,�.h.叺ｩ4ｹe�4��｢��
※輔細は添付瑳類碧め頭骨 

汚染土謀を避掛する者の氏名又轍名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾉ�ｹ��5ﾈ8ｨ甁ﾘ5x8x92�

汚染土操を処理する哲の氏名又は名称 况一陞��5�485ｨ4ﾈ靼ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5i¥�92�

騎士撥を処理す桑施続の離地 ���+ｨ自�yK(ﾇy���Hﾊ仞i�iI�?�)ｩmｨ�8艀顋��R�

汚染土壌の搬出の静手予定員 兌ﾙ�ﾉj��)+ﾃI?｢�

汚捜士概の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(ﾇ僖霾駮�?｢�

海藻王様の運施完了予定日 兌ﾙ�ﾈ吏D颯霾駮ｹ?｢�

汚染土桜の処理完了予定日 俯)v9D�(h孰�2�

踵艇の用に供する自動車等の徳用者の 氏名又は名称及び遜綺先 �>ｩWHﾟ凅ｨ咬,ｩo��

積韓えを行う謁所の所在地並的こ所有 者の氏名又は名簿及び連絡娃(運搬の擬 ���ﾘ*h,�+R�

、積替えを行う域合に瞑る。) ��5�饋Hﾘﾈ���B�

保管施設の所窪地並びに所有者の氏名 兢ｸｬx,�+X������������������ｿ浦X������

又は名称及び連絡先鴨哲輔謁を用いる 緒合に限る。) ��

‾‾′◆　　　　　"′ 

備考　ユ　ニの用紙の大きさは、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。

【連絡先】

ヨ蝿曜蝦株式会社　　　　　　　　　　　担当:　　　　　　皿: 08・85銘-7筑穂

株式会社ダイセキ環境ソリューション　　担.当∴　‾‾‾‾‾‾‾‾‾　Ⅲ狂言03・鎚56翠801



様式第十六(第六十一条第一項関係)
l 汚染土壌の区域外搬出届出書 � 

平離9年瑚　碗 

東京都知事　殿 

東京都中央区日本橋湊町2丁目23番5号 

∴届出者∴ ��

土壌汚染対策法第16条第1項の 刹K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。 � 

要措置区域等の所荘抱 �8ﾈｹ�79�Y68ｾifｹ~I*ﾃふ��員ｨｸ�ﾈ鹵��■ 
東京都大田区北嶺町7番21(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ �6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98����益頽�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 ����X葮vX�����������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �6x�ｸ4x49&齏�H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ��8h�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する施設の所 在抱 ��Vﾈ�9-�仞i�iI�))ｩm｣#�3iMI����

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉz#僖���*Hﾈ���.�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���+8ﾈ���9?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���*Hﾈ���*I?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8��8ﾈ���8ｹI"�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名秘及び連絡先 �5儻H��}靉ﾘ,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 び連絡先健撥の際、積替え を行う場合に限る。〉 �,�+R�

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。) �,�+R�



様式第十六(第六十一一条第~項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成29年　さ月　章亨日 
(あて先) 

東京都知事　殿 

輔犠鰹醗豊お園 ��

土壌汚染対鮨法第1擦第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�79fｸｾi�ﾈ*ｨｷS9)ｩm｣�Y8�MC#(,ﾈ自YB� 

汚染土壌の特定有書物欝によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��#�����r��

る汚躾状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �)�(���
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:韋ﾂ�
※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 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ4h�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾘ�I�儼ﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣#��ﾙMI&經��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖駑H��8葢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔9���)ﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�8ﾅ)gｸﾈ���I?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖韶8��(葢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者ゐ氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H･ﾙ}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又娘名称及 び連絡先縄機の際、積替え を行う場合に限る。) 丼�9ik2�

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。) 丼�9ik2�

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

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>

株武会社前田産業　東京支店　担当:　　　　連絡先:03-駆寄6-6690



汚染土壌の運搬方法

運搬フロー図

汚染土壌の搬出場所

東京都北陸西が丘3丁目1442番22 (地播)

鉛及びその化合物　含有盈基準値超過土壌

隠避:株式会社ダイセキ環境ソリュ一一ション 

荷姿:バラ積み十礫緻防止シートまたはプレコン詰め 

汚染土壌処理施設
処理:株式会社ダイセキ擬境ソリューション

横浜リサイクルセンター

所痩地;横浜苗鶴見区豊譲二丁国20挿番地50

種類:分別等処理施設
処理方法:分別等処漑

許可番号:横浜市第0851001001号



(3)錨仁馳寮・ふっ素単独又は複合汚染土壌

襲措置区域等

東京都品川区北品川五丁同館0番1,撚0番了, 428番1, 438番1, 4紡番轡の各一部(地番表示)

鉛及びその化合物　汚染土壌

馳繋及びその化合物　汚染土壌

ふっ素及びその†拾物　汚染土壌

陸運:練武会社聾信トラスト 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:雷二栄産業株式会社 

汚染土壌再資源化処理プラント 

神弄馴関川鴫制帽区扇町 

5・8,彊1タ5・細事輔弼・蝕万-8鎚鴫6 

種類:浄化轡処理施設 

処理方法;浄化(抽出灘処理) 

処理施設:早来工営株式会社川崎工場 

神討l惧川崎市川崎区溺町飢1 

種類:分別等処理施設 

処理方法:分別籍 

3置2　運搬体制

鉛及びその†拾物　汚染土壌

硝薬及びその柁金物　汚染土壌

ふっ素及びそのI拾物　汚染土壌

陸運:株式会社小一モセレ 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設;株式会社東興開発嗣l随浜工場 

手業媒酌l怖施浜二丁目 

16番6,了,8 

種類:分別等処理施設 

処理方法こ分別等 

運搬受託者 ��;処理施設 

関電ジオレ株式会社 亊iy�5x4�8ﾈｩH�檍��gｹEﾈﾔ��｢�

株式会社甚信トラスト 傅i?�o(蝌ｼhｩH�檍��刮�Y7��ｸﾜH��ﾋ�ｸ�yﾘ7h8�986r�早来工営株式会社月騒工場 

株武会社ダイセキ環境ソリューション横浜リサイクルセンター 

株式会社ハ一千セレ 乘H�檍��ﾘ�5H､ｩJﾘ�9�ﾈ冓Vﾈﾔ��｢�

協力会社の-賢は,添付資料在のとおりである。

3-包



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28年年月I日日

〒 105-0004

東京都藩医新橋王1-9 30

届出者　株式会社フィールド・パ

代表取締役福永健二良

東京都知事殿

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 �(ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79�Y68ｾi�Y���ﾈ蕀)ｩm｣�MILﾘﾘb�(地番表示)東京都大田区大森西三丁目鋸3番1、3、4、了の各一部・ 

汚染土壌の特定有害物質による汚 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98�����7��ｹv頽��Hｮ顏�W94ｸﾘxﾜXﾘ)o~Xs���8�(ﾋ糴:��
テトラクロロエチレン　(土壌溶出壇基準不適合最南淡度0.039皿g几) 

宣トジクロロエチレン　(土壌溶出蛋基準不適合最高濃度0.046唯几) 
染状態 �5h5��ｳ�頽�5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��i?�v頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘxﾜXﾘ)Eｩ7ゴ�uh*�+R��

※詳細は添付書類lのとおり 

汚染土壌の体積 �#��萼2�
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付書類轡のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ)Oｨ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾘ8ｨ8X�ｸ5hﾋ�92�

汚染土壌を処理する施設の 所在地 ���=��ﾉ��L)Vﾈ�8�(ﾊ仞i�iI�?�)ｩm｣#�3bﾘ涬�

汚染土壌の搬出の着手予定国 兌ﾙ�ﾉ5ｩD���(｣�8ﾒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ)�x��ﾎﾘ��9;r��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ^僖����8ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ���3�?｢�

運駿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,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。) �,�+R�

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。) �,�+R�

備考1この用紙の大きさは、日本工業規掩A4とするこむ

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

代表者)が署名することができる。
く連鮮先>株式会社フィールド・パートナーズ担当「臆臆臆臆臆臆臆　臆一間3-6268-8857 28筆418

瑚雌静



添付書類3

添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

轡-1運擬のフロー図

形質変更時要届出区域こ

東京都大田区大森西三丁目363番l、 3、 4、了の各一部(地番表示)

汚染土壌:

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

l,トジクロロエチレン、シスーl,2-ジクロロエチレン

陸運:株式会社ダイセキ環轟ソリューション 

荷姿;タンク車(天蓋密閉型)又はフレコン(内袋あり) 

処理施設:株式会社ダイセキ環境ソリューション積浜リサイクルセンター

神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目2036「50

種類:浄化等処理施設(浄化)

処理方法;抽出一化学脱着

3-2運搬体制

運搬受託者:株式会社ダイセキ環境ゾリェーション

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付蕾類4のとおり寄



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 

弾幕年　ラ　月幻日 

東京都知事　　殿　　　　　　　　東京都港区三田4丁目7希27母 

株式金程日比谷アズニス 

軸脊髄搬)」、林定夫■ 
土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域韓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 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾉ霎h�楓ﾉ)ｩm｣�iMI&�,ﾈ自YB� 
(地番表示)東京都港区芝浦1丁目6ト1の一部、62の一部 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �B�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
枇素(土壌溶出畳基準不適合) 

ふっ素(土壌溶出蟄基準不適合)*詳細は添付資料1のとおり 

汚染土嬢の体積 鼎"綛��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h,�.h.凛H�8暮L��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍����5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍����5�485ｨ4ﾈｬ(ｬ(5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

又は名称 ��Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｸ���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 冤ﾙVﾈ�9-�仞i�iI�))ｩJ�#�3bﾓS��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋紿ﾈ陷�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋韶33�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ�3�?｢�

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 �5儻H��{�,俾h+r�

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、積替え を行う場合に限る。) �,�+R�

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。) �,�+R�

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)を誕哉し、押印することに代えて、

あってはそ言蒜籍筆書書

中0う/函一明l



添付資料" 8

汚染土壌の運搬方法

3-1運搬フロー図

合ゼ　運搬体制

運搬受託者:株式会社　ダイセキ環境ソリェーション

協力会社及び使用する自動車等の一覧は添付資料4の通りである。

8・3　運搬などの方法

1)運搬に伴う有害物質等の飛散など及び地下浸透を防止するための措置

・汚染土壌の搬出時には運搬車両のタイヤを清掃する。

◆汚染土顎の運搬中の飛散防止を図るため荷台のシート養生を行う。

・運搬中の土壌の流動化による流出防止▼現下浸透防止のため、積込時には土壌の性

状を確認し、運搬車面の積載部位の施錠状況を確認する。

2)運搬に伴う悪臭、騒音及び振動による生活環境保全上への支障を防ぐ措置

・荷台へのシート養生は荷台全面を覆うことで蜜開催を高め悪臭対策とする。

・住宅地などの狭小な道路を避けアイドリングストップを励行ことで騒音・摂動対策

を行う。



様式第十六(第六十一条第・-項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成28年・㌻月/日日 

東京都知事　撥 

〒10蚤00了5東京都千代田区三番 

拙者株式銑松槻頼支店　　　　ル 

土壌汚染対無法簿1る条第1項の規定によ牡要措澄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。 

要措置区域等の所在抱 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾉG�8ﾈﾛｸ+�+y?ｨ�ｶh,ﾈ自YB�&餉IUﾈ鹵�� 
兼京都江東区摺砂二丁即2番82号の一都〈住居表示) 

汚染土壌の特定有畜物質による 汚染状態 刔ｨ廁4�8ﾘ8�嶌ﾘyZ����7��ｹv頽�xｮ顏�W94ｸｪ��
ふっ素及びその化合物　(溶出畳及び含有轟基準不適合) 

批素数びその化合物　(溶出露基準不適合) 

鉛及びその化合物∴(合宿電基準不適合) 

※詳細は添付報謝の通り 

汚染土壌の体積 �-ﾂﾃ#妬*�+)Tﾘ���h�ｨﾝx,ﾙ5儻ILﾙx｣(,ﾉ,ｨ.��

汚染土接の運搬の方法 �5�987h6x8�6(4�,�.h.凛No宙齷:竟B����i/yWH�(ｾ�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 ��i5儻H��}紿ﾛｹ,ｩ�ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名又 ��ｩH�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

は名称 �h5�484x5�8�4898ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 抱 ��鏸�檍��ｸｨ+凅hｾ隰ﾈｮ��ﾘ���*ｸ��Vﾈ�8ｼ位仞i�iI�?�)ｩm｢�
2036番50 

②ゲイエスライン株式会社∴∴手続県香取郡多古町千田字轟輔6番 

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ(�9zH齪ｸﾂ�

汚染土蟻の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��纔ﾈ齏(ｸﾂ�

汚染土壌の運毅完了予定日、 兌ﾙ�ﾃ#吋�4冩�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋頽I�Yo�?｢�

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 �7ｹ99WH��{�ﾘ,ﾈ,h*�.��

読替えを行う場所の所在堪並び に所有者の氏名又は名称及び連 ����h*h,�+R�

緒発く運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) 

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 管施設を用いる均合に限る。) 兢ｸｬx,�+R�

連絡先　株式会社　松村組　東京支店　土木部　■ 

電話番号　0鍾210珪157　勅勘番号　03置壷21叶61約 

電子初弾◆掠 

備考1　この用紙の大きさは　日本工業規格Å包とするとと。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し章押印するこ

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3

汚染土壌の運搬の方法

1重　運搬フロー図

フロー1

区分① (州や、 A十6、俄輸1)

形質変更時要届出区域 ���Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���<ﾘ�Lﾘ股�

東京都江東区東砂二丁目31番蜜の一部(壇番表示) 

東京都江東区東砂二丁目12番32号の一部鰹居表示) 

ふっ寮及びその化合物　溶出壁基準値超過土壌

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壌

陸運璃式会社ダイセキ環琵ソヴェーション 
荷姿こバラ謡み十飛散随止シー �6r�

処理こ株式会社ダイセキ環境ソリューション

横浜リサイクルセンター

彊類;分別等処理施設
処理方法;分別等処理

汚染濃度により処分受託業者を区分している。

12



フロー2

区分② (B十1両手巧、寄巨竜、 B十6、即十、駿-1、 c1虫、鋤-3、 〇十毒、 c十6、 cト8、 01-9、

c2-2、 c2鴨)

形質変更時要届出区域 

東京都江東区東砂二丁目茸1番3の-部(勉番表示) 

東京都江東区東砂二丁目12番3密書の-部(住居表示) 

汚染土壌の区域外搬出届出範囲

六億クロム化合物　溶出量基準値超過士撥

ふっ素及びその化合物　溶出蟄及び含有量基準値超過土壌

枇繋及びその化合物　溶出量基準値超過土壌

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壊

管理票

にて管理

陸運:株式会社ダイセキ環境ゾリェーシ夏ン 
荷姿;バラ積み十飛散防止シート 

処理:ケイエスライン株式会社

香取土壌浄化施設

種類:浄化等処理旛諾
処理方法:浄化等処理

1ヨ



フロー1

区分③ (A汁1、最十1、削書4、 B「七、鼠1-6、朗十、 B2十、 cl「2、削十㌦餌もcト唇高手8、

c十9、 c2曳、駿一針のケーシング硯削分

形質変更時要届出区域 ���Y7叨ｸ,ﾉ{(刺､���<ﾘ�Lﾘ股�

東京都江東区東砂二丁目尋1番3の一部(地番表示)・ 

東京都江東区東砂二丁日工2番3雷号の一都(住居表示) 

六価クロム化合物　溶出塞基準値超過土壌

ふっ素及びその化合物　溶出畳堤び含有壇基準値超過土壌

批素及びそのイ拾物　溶出珪基準値超過土壌

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壌

管理票

にて管理

’陸運∵YAMAテック　株式会社 

荷姿:バラ積み十飛散防止シート 

処理:ケイエスライン株式会社

香取土擦浄化施設

種類:浄化等処理施設
処理方法:浄化等処理

2.運搬体制

運搬受託籠者1 :株式会社ダイセキ環境ソリュ」ション

運撮受託業者2 : YAMAテック　株串会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料在の通り。

14
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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28寧十月/王国

東京都知事　殿

闘者東籍護憲壁上正

土壌汚染対簾法第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、

り届け出ます。

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾh�]ｹm渥I?�)ｩm｣�ｭ度ﾇ��,ﾂﾘ自YB���

汚染土壌の特定有寄物餓こよ �5h5��ｶﾂﾈ�ﾘ5x5�8ﾘ8ﾘ�h6�8ﾈ98�?�v頽�hｮ鞜冏ｹ4ｸﾘr����

る汚染状態 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��i?�v頽�ﾈｮ陜ﾉW94ｸﾘr���ｨ�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}��,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 鼎Crﾉ{俘ﾈ*ﾘ5h5��ｳ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ99�(6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����率鮮細は添付薗類2の通り 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:隴��(�����ｨﾝx,ﾙ5儻H�}�8,ﾉ,ｨ.����

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �4x5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍�����

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x98����Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ���

汚染t二懐を処理する施設の所 在地 ��s#3�ﾘ+S��'H����=莓ﾉg��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣#�3bﾓS����

汚染土壌の搬出の着手予定鞠 兌ﾙ�ﾃ#吋���Xﾈ�*盈｢���

汚染土壌の搬出完了予定日 汚染土壌の運搬完了予定日 汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�3�?｢���

平成29年　3月3〇日　　　　/.28-与I1之　ヽ � 

平成29年　3月3工‡　　　物遮撞艦精上D号1 � 

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 ������������ぺ���������b�ﾎﾘｷ(�3H,ﾉ,ｨ.���6Iz8稗�

穣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。) �� 

保簡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。) � 

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　氏名膿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

人にあってはその代表者)が署名することができる。

〈連絡先〉

新日本工業(株)都住西保木間作業所　　　　　　　　“

哩デコンステムエンジゴリング(粉、 ‾　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾=



添付書類3 -1

1,運搬フロー図



様式第十六(第六十へ輸粂窮一項関係)

汚染土壌の区域外搬出屈出番

平成⊥β年′　月/土日

東京都知事　殿

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。

要措置区域簿の所在地 ��偖ｨｸ�ﾈ麌�ｩ8ﾈｹ�78�8�ﾈｾhﾝy639)ｩm｣窺C8ﾘh��俘b�

【堪番表示】東京都拷飾区細田町田75館3、76瞬l、770寄主 

ヤア0番2、7了工番工、7了2駒、了了7番、778番1、778番3、 

了了9番2、了8幡工、781番4 

荒京都鶉飾区細田吋77瞬工、780番1の各一部 

汚染土壌の特定有害物樹こよ る汚染状態 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 田�������+｢�

汚染土壌の運搬の方法 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��,9nﾈⅹ5��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-��9�iI�))ｩm｣#�3iMCS�ﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨8��(ﾈ��*ｸ��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨8��Hﾈ�3���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋ｨ��Hﾈ���xｳ���?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�吋���X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 乘H�檍��ｭﾙnﾈⅹ5���D(+S｣�CRﾓ��"ﾓ�#�h���ﾉ5儻H��{�,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。) ���-ﾙ�h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

28.工1与 

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。) 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�(��ｼ8ｶ8ﾘﾂ�

連諮先:マックスエンジニアリング株式会社 

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)を寵賎し、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。



㊥ ③。 l緒籠蓮翳⑳遷駿の露盤

3-1.運搬フロー図

要抱囲区域等 ��偖ｨｸ�ﾈ麌�ｩ8ﾈｹ�78�8�ﾈｾhﾝy639)ｩm｣鮎�ﾓ��
地雷表示】東京都萬銃座細帥丁目754番3外1嘩 

六価クロム化合物重シアン化合物一鉛及びその化合物小磯索及びその化合物、汚染土渡

運搬 乘H�檍��ｭﾙnﾈⅹ5ｈ暮L��9�X�"��

荷姿 �5�987h6x8�6(4�8H5h�婢+r�

積賛;行わない

処理:株式会社ダイセキ環境ソリューション

措浜リサイクルセンター

検浜市超克区生賽2丁目的3億番50号

許可番号こ横浜市纂ロ851001 00†号

種類:分別等処理施設

※シアン混じり汚染土壌は、 2次処理施設が異なるため管理票を別とした。

3-2,運搬体制

株式会社津野積層

神奈川県韻浜市泉区弥生台7-1 6

皿: 0生昌-802-1216

※協力会社及び使用する自動車等の一瞬は、添付欝科「自動車等の使用者の氏名等及び連絡

先・自動専一琵表」参照。

9



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土擬の区域外搬出届出書 ��

平成28年　1月　29日 

東京都知事 
舛添要一　　　殿 

、東京都豊島区東池袋五丁目24-4 

届輯アイサワ工業賦会社東菖業所 

土壌汚染対策法第16粂第1項の 刹K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堪 �8ﾈｹ�79;�8xｾi8ﾉ')�ﾈ賈)ｩmｩlゴyMC3"愛�Tﾒ�� 

汚染土壌の特定有害物質によ �I�h�8ｭﾉtﾈﾉ旭顏�W94ｸﾘr���傳�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 �4ｨ6�ｸ8��7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｹ�����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �#���S8ﾚ����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:韋ﾈ���h�ｨﾝx-ﾉ5儻I_�>�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する施設の所 在壇 ���+ｩﾉﾈ��Vﾈ�9-�仞i�iI�"ﾓ#�ﾄCbﾓS��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���(ﾈ��Y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定願書 兌ﾙ�ﾃ#囲���xﾈ�#�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨9�xﾈ�#�?ｨ���

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇��8�ｩ?｢�

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 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*"�

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。) 

保管施設の所在塊並びに所有 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 兢ｸｬy��^8*(,�*(���������-���/�?���

軽蹴鰯岨 
る。) ���+ｨｴY7ｸｻ����

漢書　　は田は繭蛋 

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。



添付資料3-1

汚染土壌の運搬方法

1.運搬フロー図

形質変更時要届け出区域

【地番表示】東京都盟島医薬池袋を丁目梯57番3之

東京都豊島区東池袋4丁目3認3番10

東京都豊島厚東池袋4丁目3387番工8

東京都堂島区東池袋4丁昏32地番37

東京都堂島匪東池袋5丁離50番9

鉛汚染土壌〈土壌含有量基準　不適合　2500鵬/k富)

(土擁溶出量基準　不適合　0.0鋤mかし)

カドミニウム汚染土壌〈土壌溶出量基準　不適合　0タ0約Ⅲ官Iし)

陸運;株式会社ダイセキ環境ソリューション

荷姿:ダンプトラック十シート執ナ

処理施設;株式会社ダイセキ環境ソリューション

横浜リサイクルセンター

(許可番号第08蚤10照的01号)

神奈川県横浜市鶴見区生麦密-2鵬6竜0

種類:分別等処理施設▼浄化等処理施設

処理方法;分別等処理

処理施設:株式余程デイ・シイ

川崎市川崎区浅野町1・l

種　類:セメント原料化(焼成)

処理施設:住友大阪セメント株式会社　高知工場

高知県須崎市押岡1里3番地

種　類:セメント原料化(焼成)

処理施設こオオノ開罷株式会社　東温草葉所

愛媛県東温市河之内事大小屋乙6蜜8番地1

種　類こ埋立処理(簡理型)



様式第十六(第六十一条第一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠　言も 

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔 

平成‡宮年去月合田 

東京都知事　殿 

神祭If惧横浜市戸塚区川上町85・3SSビル5階 

届腫　積水ハウス賦会社種 

臆臆■ 
土壌汚染対策法第16粂第1項の規定により、要措置区域等かさ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�79V��ﾈｾi�YJh蕀)ｩm｣�sYMFﾈ,ﾂﾙYB�&餉B�� 

汚染土壌の特定有害物質によ �6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �2��H���※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h6x8�6(4�,�.h.凛I�r�※詳細ま添付薄類3のとおり 

汚染土壌を運搬する著の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｹ(b�8h�ｸ5h8�92�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x98����Vﾉg�49$�5h5��ｲ�

又は名称 ���Y7��ｸ�yﾘｼhｹh�#ｨ��Vﾉ��ﾉS闇�4�����ﾘb�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩ��9Ji&經��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ���ﾉD���ｸ霾颱h益?｢�

汚染土饗の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉEh.)K���9hﾈ���6ﾙ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉz�D�4霾糴?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ.c吋�.(ﾈ糴?｢�

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 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}繆,ﾈ,h*�.亥���

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。) ��

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。) ��

備考1この用紙の大きさは日本工業規格A4とすることo 

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、

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>積水ハウス株式会社横浜支店　建築課　　　/T丑し川45-826-661 1
芝8章6,一8



運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都別個大崎三丁即75番1の暮部(地番表示) 

東京部局間熔大崎3丁目17番11号(住居表示) 

添付書類3



様式第十六(第六十一乗算一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　一幸

汚染土嬢の区域外搬出届出書 凵�黶戟� 多葦 

載廿年　七月　古　田 

東京都知事　殿 

拙者獲臆漢　　　書 

土壌汚染対策法第重6粂第1項の規定によ虹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[hｹ霎i�y�ｩmコﾓ(ｨｳ2員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都文京区千駄耗一案案臆漢籍表示)多重月か午 

汚染土壌の特定有害物質によ �6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98�����

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{��,ﾈ,h*�.��

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

汚染土撥を処理する者の氏名 又は名称 刎x��I�.ｩ4i�i*ﾈ4ｨ7Y%ｹv8晳�ﾈ+Y$�ﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 儂ｩ��ﾈ鵫*�9,ﾘ-騅兔x.ﾒ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�(ﾈ�4�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾘ邉吋�(ﾈ韭盈｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋齏Xﾈ�-�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ茲�?｢�

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 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,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(運搬の蝶、積替え を行う場合に限る。) ����h*h,ﾘ��邵+X,�*"�

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 兢ｸｬx,ﾘ��邵+X,�*(�������������������������iEc����ﾂ�

(保管施設を用いる場合に限 る。) 掠5�Z�ﾂ�

一。〇、"一重食○○.回置 

圏繍● � 
備考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規椿A4とすること。　　　　　　　　∴「「‾ 

芝　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を寵識し、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曾　　　　　　　告了　′ノ・.

短帝位了パテム訴彊庄

園■■



添付資料2

汚染土接の運搬方法

L　運搬フロー図

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

いた運搬を行う。

○テトラクロロエチレン

【区域指定地】
東京都文京区千駄木ざ1しま4

テ峠チクロロエチ

レン汚染土壌

【運嬢受託者】 
連理;○○WAエコシステム抹式会社 

荷姿:フレキシブルコンテ門脇袋あり上- 

【処理】 

裸式会社ダイセキ環境ソリューション 
横浜リサイクルセンター 
横浜市櫨星置生麦2丁目那弼蹄0 

軸番号;蒋0鳩1001001号 

種　　類:浄化等処理施設 

処理方法:浄化脊処理(抽出一化拳勝着) 


