
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 

東京翻事撰　　　　　　　　　平成螺準毎坤 剪�

土壌汚染対籍連第1繚窮l項の親 凵@輔溺醸欝l三園m 排より、要措置匪賊等摘出す捕染職種病めと �*��
り届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ霎陂�ｼｸ9hｷX自)ｩ4儁H�(ｸ����� 
東京都地区桐ヶ丘二丁目1鎚5酌の一部範番表示) 

汚染土壌の特定有畜物鷺による 汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ陜ﾉW94ｸﾘr����i5儻H��}貶����

汚染土壌の体積 �#�?����+(*H���i5儻H肘}顯伜�xb�

汚染土壌の運搬の方捷 凛H補一�:������i5儻I^ｹ^ｳ8����

汚染土壌を運搬する者め氏名又 は名称 ��i5儻IMI:｣ILｸ��

汚染土壌を処理する者好氏名又 は名称 乘H�檍��6h48�5h48���ﾈﾞ慰��｢�

汚染土嬢を処理する施設の所在 ���=��ﾉ>曠H�9�ﾉH粟i�9nﾉ*ﾆﾃ��

地 

汚染土擬の搬出の着手予定国 兌ﾙ�ﾉT�尸D�(iUﾈﾏｹkﾙ?｢�

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�D��hﾈ騷ｸ��?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ皦彧D���ｹ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ?���94Y?ｩ?｢�

運搬の用に供給する自動車等の ��inﾉWH��}�������

使用者の氏名又は名称及び連絡 先 

積替えを行う場所の所窪地並び に所有者の氏名叉は名称及び連 ��

綺先能駿の陳、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綜 鳴�ﾙEi�ﾃb�#��

管施設を用いる場合に限る) �/况壱.巍�痛�ﾘ捧^｢�

連絡先;大谷建輿株式会社 　職しO盤密-玉蜜-8エ6l ��ﾈ������������������ﾒ�
擬海馬縁飽譲繊 

撮畿飽常補綴亀 

備考1　この用紙の大きさは、日 剿{工業規輯A在とすること。 

包　氏名(法人にあってほぞの代議者の氏名‡を記載し言甲印するごとに代えて、本人繕人

にあってほぞの代表者)が署名することができる。



添付辞鮨3 -工

l.運搬プロ一関



様式第十六(第六十一条第一項関係)

2　氏名鰭人にあってほぞの代表者の氏名)を薄験し、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。



添付豊新3-1

1.運搬プロ一関



汚 劔�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���<ﾘ������

平成2B年7月14日 

東京都知事　殿 剪�

東京都中央医日本縞蛎穀町1・6置4 

第三カネタツビル40l � 

屈曲等株式会社埼京エンジニアリング東京支店 土壌汚染対策法剃6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 劔 

のとおり履け出ます 剪�

a　在塊 �;�8xｾhﾘ)68自)ｩm｣cx�#�,ﾈ自YB�[hｹ霎imｩI)�I?�)ｩm｣#�{儁C�9MH��ﾔ宇C�,ﾈ自YHﾍX6ﾙ>�gｒ���要措置区域等)所 

汚染土壌の特定有膏物質によ �B�及びその化合物(含有量) 

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�O｣���,ﾉT�*ｸ+R�

汚染土壌の体積 俘x�R��b�十露盤を誌面擁轟 

汚染土壌の運搬の方法 凛B�逝く自動車) 
※詳細は添付書類3の通り 

汚染土壌を運搬する番の氏名 又は名称∴ ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986x�hｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��武会社デイ・シイ　川崎工場 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ����奈川県川幡市川崎区浅野町1番1号 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈｾｹDｩU8ﾈ竕?｢�

汚染土壌の駆出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈﾈ韭俛��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�#吋��ｨﾈ�9���

汚染土接の処理完了予定日 兌ﾒ�成28年　雪月王〇日 

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��付資融の通り 

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先錘椴の際、積替え を行う場合に限る,) 丼��当なし 

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 辻�当なし 

之鼠7114 
る。) 凵v_臆　　　　′　書　　　　.鴨 

【連絡先l 剪ｮ剛調鴇　　亨 ��

叢議書京エンジ功ング東京姉　　　探鶉擬叢辞 剪�
電話　03-62鎚-1誠1　　　F弧　的-623十1総2 

様式第十六(第六十一条第一項関係)

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

人にあってばその代表者)が署名することができる。意



添付資料8

汚染土嬢の運搬の方法

1　運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都豊島区高田一丁目前番49の-部

東京都文京区目白台二丁目217番工3の一部

東京都文京区目白台二丁目17番8の-部

陸運こ太平洋セメント　株式会社 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社デイ・シイ　川崎工場

神奈川県川崎市川崎区浅野町l番l号

種類こ浄化等処理施設、セメント製造施設

処理方法:浄化(不溶化)、セメント原料化∴

2　運搬体制

運搬委託者:株式会社　太平洋セメント　株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は添付書類4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 劔●事 

平成28年　9月　フJ日 
、東京都知事　　殿 

神奈川県川崎市萬藩区坂戸3丁目2番l号 

輔飛輔会社首都圏土木支店● 剪�

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。 

要措置区域等の所窪地 ��ｹzxｾhｷｸ��?�)ｩm｣�MC�I^ｨｬﾘｸ�ﾈ鹵�� 
東京都足泣区宮城二丁目38番lの-部(地番表示)　指-606号 

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 ��)¥ｨ鐫��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ���t�ｶﾈ�8ｼ�Mhｼ�)8�9$僵r�

汚染土壌の運搬の方法 �5�987b�6�8���-ﾒ�,�.h.凛H�8暮L��
詳細は別紙(3)のとおり 

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���

汚染土壌を処理する者の氏名又 ��5�484x5�8�4898ｩH�檍���

は名称 ��ｩH�檍��6h48�X5h4(���

汚染土壌を処理する施設の所在 �ﾉ�ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z�ﾗsiMB�

壇 ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ�(��ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�MFﾈﾘh����

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋鬻(ﾈ��Sx��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定国 兌ﾙ�ﾈ��3�D���Hﾈ���j��ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��･ﾓ�Dｨ��Hﾈ���vS�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��8�ｩD���X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 ��)¥ｨ鐫ィ���コ�,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遵 �,�+R�����������������������������ﾂ�

絡先(運搬の隙、積替えを行う �#づ儻右i���

場合に限る。) 丿ﾖ延况y�ｨ輊ｭ6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。) �/��衣ｹjijh�騫h�)$�樗�8｢�
なし　　　　　　　　諌緩擬態輝 

考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

2　氏名鰻人にあってほぞの代表者の氏名)を詩織し、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〉

飛島建設株式会社　みやぎ再構築作業所　担当‾‾‾　　　牒話: 03崎903・8825



・別紙3

工運搬フロー図

汚染土壌の運搬の左法

形質変更時要届出区域

足立区宮城二丁目1番1 4早く住居表示)

東京都足立区宮城二丁目38番1の一部(地番表示)

枇素、ふっ素汚染土
硝素、ふっ素汚染土
もしくは建設汚泥

陸運:シグマテック株式会社 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け又は天蓋密閉型　亡汚染土] 

処理施設;ケイエスライン株式会社 

千葉県香取郡多古町千田亭義山56番 

種　　類:浄化等処理施設、分別等処理施設 

処理方法‥浄化(抽出一洗浄処理)、分別等処理 

処理施設:株式会社デイ置シイ

神奈川県川崎市川崎区浅野町1番1号

撞　類:浄化等処理施設〔不溶化〕、セメント製造施設

処理方法:焼却　→セメント資源化(不溶化)

ニついては、産業廃棄物として適切に処理する。 (焼却処理後、セメント資源化亡不溶化])

2.運搬体制

運緻委託者:シグマテック株式会社

使用する自動車等の一覧は、添付資料4のとおり。



様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28　年　　9月　/日

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番l号

届出者
飛島建設株式会社　首都圏土木支店

土壌汚染対策落第16薬箱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 ��ｹzxｾhｷｸ��?�)ｩmｦﾉMC�Hﾘh�(ｸ�ﾈ鹵��
東京都足立医官誠二丁目38番1の一部(地番表示)埴-主語 

汚染土壌の特定有賓物質による 汚染状態 ��)¥ｨ鐫��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 綿�i�8顋���XｴYX��舒影��
※詳細は別紙(2)のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 �5�987b�6�8���-ﾘ�(7H8ﾈ5(987�6(4笘,�.h.凛H�8暮L��
詳細醐慨(3)のとおり 

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���

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 ���85�484x5�8�4898ｩH�檍����Xｾ(/��*ﾘ刮�Y7鋳�
②こ早来工営株式会祉.(水銀を含む汚染土) 

③こ株式会社デイ・シイ(汚染土〔ふっ素〕もしくは建設汚泥) 

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���I�ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMB�
②;神奈川県川崎市川崎区別r6番l号 

③;神奈川別幡市川燐区浅野町1番嶋 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#怨8��uｸﾈ���6ﾙ~�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖��(ﾈ���#�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖��(ﾈ���#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��3�D���ﾈﾈ���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 ��)¥ｨ鐫ィ���泳ｘ,ﾈ,h*�.��

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 �,�+R�

絡先(運搬の際、積替えを行う �#飲�諜���

場合に限る。) 仗延�/h�ｨ�肘h畏b�

保管施設の所在砲並びに所有者 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。) �,������s��������x���
乱　　　　　　撃籠鶉彊夢 

瞞着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。

飛島建設株式会社みやぎ帝構築作業所　担当こ■臆臆電話: 03-6903・3825



青別紙3

1.運搬フロー図

汚染土壌の運搬の方法

形質変更時要届出区域

足立区宮城二丁目1番1 4号(住居表示)

東京都足立医官誠二丁目38番1の細部(地番表示)

鉛章セレン、枇素、

ふっ素汚染土
水銀を含む汚染土

ふっ素汚染土

もしくは建設汚泥

陸運:シグマテック株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け又は天蓋密閉型　亡汚染土(水銀を除く)] 

ダンプトラックにフレコンパック(内袋あの[汚染土(水銀を含む)] 

処理施設:ケイエスライン株式会社

千葉県香取郡多古町千田字裏山56番

種　類:浄化等処理施設、分別等処理施設

処理方法;浄化(抽出一洗浄処理)、分別等処理

処理施設:早来工営株式会社川崎工場

神奈川県川崎市川噂区同町6番丁写

経　　類;浄化等処理施設、分別等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)、浄化(抽出一不溶化)、分別等処理

処理施設二株式会社デイ裏シイ

神奈川県川崎市川崎区浅野町1番1号

撞　　類:浄化等処理施設〔不溶化〕、セメント製造施設

処理方法:焼却→セメント資源化(不溶化)

産業廃棄物として適切に処理する。 (焼却処理後、セメント資源化〔不溶化])

2,運搬体制

運搬委託者:シグマテック株式会社

使用する自動車等の-賞は、添付資料4のとおり。



株制噂十_粂綱関係,　　　　　　畠

汚染土壌の区域外搬出届出聾 

平成蹄年千月　も　留 
東京都知等　殿 

住　所　東原部太田区下丸子尋-28-工1 

雑著株式会社大槻　● 

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 忠&餉IUﾈ鹵�8ﾈｹ�79�Y68ｾh岑ｭｸ��?�)ｩm｣#c���#s�� 
(住居表示)東京都大田区下丸子空-9-4 

汚染土壌の特定有昏物質によ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ�������������ｭﾉtﾈ���#��+)7��ﾈ�h箸�

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶.�,h*�.��

■m 

汚染土壌の体積 俛Y+俔�､x,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:竟B��
※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 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*��h.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��h�ｨﾝx-ﾉ5儻H��}餉h,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する施設の 所在地 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉ�吋���ｨﾈ���)ｩm｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ�3�ﾌR�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����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 ��i5儻H��{�2ﾃ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。) 丼�9h,�+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。) 丼�9h,�+R�

【連絡先】株式会社大林組キヤノン下丸子工車事務所 　氏.　　亀話番号:鴨-67工5-2919 

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、押印する三と畠‡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。



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

東京都大田区下丸子二丁目269、 270の一部(馳番)

重金属汚染土壌運搬(鉛及びその化合物)

運搬:三好環境株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区東田町8 

荷姿:ダンプトラック十防塵シート 

処理施設;株式会社デイ青シイ

住所　:神奈川県川崎市I i幡区浅野町1葛1

穏類　:セメント製造施設

処理方法;セメント澄源化

許可番号:第〇86110寄004号

(2)運搬体制

運搬受託者:三好環境株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類4のとおり



様式第十し　く窮売上二条窮　■頃関係)

汚染土壌初陣蛾制酸神変選種餌蕗 

華,彊9申つ　り2合判 

寮京都知事∴殿 

土壌汚染対熊浪瀞16築窮1項の硯 剔gこよる樹1十に係る事項について、その変更をするので、岡粂第{ �"�

現により、次のとおり掃け拙ます, 

襲措繚区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�兔�ｾi�����)ｨ,俔ﾓ��9{偬�,ﾈ�X�Y72絢靜iUﾈ麌�"� 
栄京都杉並匪梅壇上「照1押細1の一都(地番表掃 

汚染土壌の特定有富物質による 汚染状態 �B�7��ｸｭﾈﾊﾎ8y7ｸ･姥94ｸﾘr��

汚染土燦の体覇 倚)+(ﾘ����h傚WHﾚ厭�(����

汚染土壌の運搬の方法 傚�陋�lｨ椈�����i5儻I<)}餉h����

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

汚染珪藻を処理する音の氏名又 は名称 乘H�檍��6h48��5h48���ﾈﾞ慰鞍b�

汚染日轟を処理する施設の所塙 地 俥Xﾏ駅�ｪ畏H毖�9�ﾈﾞ�,ﾘ��nﾉ*ﾈ�6ﾂ�

汚鮒二嘆の搬凪の帝手彊l′! 兌ﾙ�ﾈ宝���(ｵ8ﾜ���8(7��

汚染土壌の搬抽克、子予定日 兌ﾙ�ﾈ�,ﾘ��*Hﾈ靹2��ﾘ���

汚染土域の避搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ���(h蔘8��:�X冷�

汚染土壌の処朗完了予定日 �����#佛)xｸ��nXﾅ�?｢�

運搬の鞘こ供給する自動車等の 使用者の氏名叉は名称及び連絡 綻 ��i5儻H鞁}紿����

穏替えを行う場所の肝癌地並び に所有者J)氏名又は名称及び連 絡先(運搬の陳言絹替えを行う 掛合に限る) ��

保管施殻の肺癌地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(繰 管継投を用いる勅勘こ限る) ��

避絡先:東急建設悌式会社 �(i�)V一�:竟HｵYo)���兔�4���¥��ｨ��H+ｸ,ﾉ�ﾈﾔ磯b�

担当者　　　　　　:「乱:0鴫一璃叶了3鎚 

鯛を　ユ　ニg)網緋万)夫ききは、日本丁奨駐輪九七とすること.

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

にあっ●二はその代表部　か燵名することができる



添鮎番錬:j -1

工.運搬プ櫨・一騎



様式第十六(第六十一条第一項関係) 

汚染土撥の区域外搬出届出蕾 

平成28年3月I8日 

東京都知事殿 土壌汚染対策法第16条第1項の � 

∴り　け　ます 

要措置区域等の所在地 俤yYI)Xｾi�Y+��亊蔚ﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有畜物質によ �-8,��h���7��ｹv頽�ｨｮ�;iW94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx-�5儻NU�}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 度茁B�8萼2�
※詳細は添付書類乞のとおり 

特製土壌の運搬の方法 凛H戊-�:靼R�
※詳細は添付替類3のとおり 

汚染土壕を運搬する者の氏名 又は名称 �4h5(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��6h48�X5h48���ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈ�8蝎�9nﾉ+ﾆﾂﾖﾂ�

汚染土撥の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋飫ﾈﾈ���ｦY?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋ｨ9hﾈ�4�犀�

汚染土蟻の運搬完了予定菌 兌ﾙ�ﾃ#吋��Xﾈ繦}｢�

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ繆��?｢�

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 ��iZ傚�}鞏x,h*�.�������������仡z�ﾚ��b�

“億長身冊也生憎も‾七島 

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、績替え を行う場合に限る。) 曝ｧｨ6x8ﾙZ��ｩyh�(咆迫ﾘ�噂ｴ��
魂槙周東推賞基嘗 

鵬的網棚膿 

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、日本工業統轄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。

鰯軸鍛翰襟粗繍塵獲‾　　臆。融雅一蹄!

‡ユ訪テ生おしニラ星ア軸二　　　　品上締一馳㌻

昌
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「

-

i

r



添付書類塞-I

L　運搬フロー図



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土饗の区域外搬出届出書 

東京都知事　殿　　　　　　　　　　平成2時3月15日 

輔慧警誓相国 
土壌汚籠対策落第重さ条第l項の 刹K定により、要緒藩医蟻馨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ﾉ8ﾉ79fｸｾi(h���自)ｩ�3iMC�y^ｨ�(ｸ�ﾈ鹵�� 
東京都北医中十条一丁目16番20の一部(地番表示) 

汚染土壌の特定有嘗物質によ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��ﾔ�4睦����

る汚染状態 ��h���ｨﾝx-ﾉ5儻I�8怦ﾔ�,ﾈ,h*�.��

汚染土接の捧積 �#B����>sΚ���
※韓細は添付輯畢2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮�ｩ:竟B��
※　鮮細は添付資科馨のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 文言は名称 ��饉ﾙ[ﾈ5ｨ8�986xｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 ∴又は名称∴ 乘H�檍��6h42�5h42�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾉ>兢靼I�(ｾi�9nﾉ*ﾃ�MC�ﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉg繹棈���(�����?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����8ﾈ�����#Yu"�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8���ﾈ������Y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�����ﾈ�����(���ｩ?｢�

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 絡先 ��h�或颱ｸ-ﾉ5儻H��Nｨ,ﾈ,h*�.��

頼替えを行う場所の所在勉並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先腫鞭の陳、積替え を行う場合に限る。) ����h,�+R�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び輯絡先 ���Ii|��ﾈ�ｹｳｩ<Rﾃ�*B� 

.具里・∴ 膿管施設を用いる場合に限 る。) 兢ｸｬx,�+R�

粒字勧賞押水耽 

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　氏名鰻人にあってはその代表者の氏名)を覿醸し、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曾



添付書類-雷

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

凍京都北区中十条l丁目l鐙番捻

汚染土壌繊)運搬

運搬:太平洋セメント練武会社東京 兀Ix霎i�H�｣ﾙ)ｩ�MI��ｶr�

荷姿:ダンプトラック　エ　シート掛 �+������

陸運堰馴寝業榛蟄会社　、i∴∴、 ��

練武会社ツガザ総菜 ��

旭企業株式会社 ��

有限会紅ツカタ 

有限会社宮原商店 

処理施設;株式会社デイシイ川崎工場　神奈川媒川崎市川崎匪浅野町1番l書

籍類:醇化等処理施設(不溶舶

許可番号二第08削1脚的4号

芝運搬体制

選繊受託者:　太平洋セメント株式会社

協力会社及び使用する自動車籍の一醒ま、添符資料純)とおり



様式第十六(第六十一条努-▲、・項関係)

汚染土壌の医域外搬出届出聾 

平成28年事月28日 

東京都知拝　殿 

土壌汚染対窮法統蒔薬箱1喋 り煽げ出ます。 剽x態績磐:馳‡諾 の規定により、要播躍区域等から搬出する汚築土壌について 

襲措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ�ｸ�9�X�)?��y¥ｨ�U���､�-X�ﾒ穐ﾉMIUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有害物質によ 儖閲��������ｉ7��ｹv頽�)阨陜ﾉW94ｸﾘr��ふな薬∴∴∴(土壌溶出軽基嘩不適合) 

る汚染状態 ��X��4�8ﾘ8����7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

鉛　　　　〔土壌含有量抵嘩不適合)　※添付詩類l参照 

汚染土壌の体識 ��S飲���y+(�������i5儻I�hｧｨ�����

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※添付書類3参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��7H5�5��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍ｵ�6h48�X5h48���ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈ淼ﾉ�ｸ�9�ﾉ_H�9�9nﾉ*ﾈﾔへﾂ�

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���j以韜cX���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ%9�8��ｫ8ﾈ�:C��ﾂ�

汚染土壌の運搬菟丁子番田 兌ﾙ�ﾃ(鍼Dｨ���8ﾈ靜纖?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨8��j以駛�����

運搬の椰こ供する忠勤車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻IX厭紵g8��

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。〉 ��

寵京都 
当主字音　二　`うつ 

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 子保管施設を刷、る場合に限 る。) ��

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規措A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を寵戦し、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。



締付拝顔為-1

エ.運搬フロー図



様式第十六(第六十‥粂第一噴関係)

東　京　都・知　事　　殿

汚染土壌の区域外搬出届出韓

平成塞8　牢　ノ月ユ/円

東京都江戸川区中馬四一一丁貯38番5号
届出措　株式会社　新建設

代表取締役　大金　弘、串

上境汚染対籠法第I6糸鋸l項の規細こより、要捕樹寿城等から搬出する汚染土壌について、次の

とおり届け硯ます。

興措鯛区域等の新任地 �8ﾈｹ�79�ｹzyzI�ﾈ堅ｻｹ*ﾉ&�>��

汚染土壌の特定布膏物質によ �-8,��b�7��ｹv馥�&Hｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H菱ｧ｣(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �-8,��b韶ｸ���將┼/ｨ���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H�}韲X,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 俾�:竟H,�.h.凛Iц暮L����h�ｨﾝx,ﾙ5儻IIi}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��6h48�X5h42�

又は名称 倅�Hⅸ馼ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ�頤��

窮地 ��y�(ﾊyJｩ�y�8�8�9>ﾉnﾈ琶(閏xﾌ9y3YMC(���ﾂ�

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾈ�iIiD飫ﾈﾈ��ﾉXﾈｬ8���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�]僖�?�Ehﾈ�4x4�8ﾒ�

汚染土壌の運搬売子予定日 兌ﾙ�ﾈ-8ﾘyD��8ﾈ�8h5��X璽��

汚染土壌の処理売子予定日 兌ﾙ�ﾈ唔kﾙD�58ﾈ�6ﾙ)ｩm｢�

避椴の用に供する日動箪肇の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H�}紿,ﾈ,h*�.��

翻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、砥替えを 行う場合に限る。) ��

傑笹施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保腎施設を用いる場合に限 る。) ��

備考 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務者の氏名)を認識し,押印することに代えて、本人(法人

てはその代荻者)が署名することができる。

蒜蒜講読翠案臨’T圏し部821’700l
〇〇〇_臆「臆臆二　∴臆‾ .‾音-..-一書音二‾

認捷菊㌫嵩培華訴



汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図


