
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 

平成幼年　り月　出目 

東京都知事　殿 

届出者鰭撥饗嵩削鵜 剪�

土壌汚染対策法萬場条篤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。 

襲措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi�ﾈ��[ﾙ?�)ｩ�MC�X,ﾈ自YH��9MCCB�&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土蟻の特定有害物質によ �-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��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*�.��

汚染土蟻の体積 �#偵H���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��>X,ﾈ,h*�.��

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

汚染土塊を運搬する唇の氏名又は名称 �5�7�4ｨ8ｸ4�8�4X6xｩH�檍���

汚染土壌を処理する昔の氏名又は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5�����xH馼ｼh��

汚染土域を処理する施設の所 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹnｲ�

窪地 宙ｩH�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5ｒ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ(��)¥｣�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋｣�(ﾈ�3�?ｨ���2�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#闇(��(ﾈ霍ﾘ�｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��^���Y?｢�

運搬の用に僕する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び邁 �5儻NU�ｾ�,ﾈ,h*�.���������������������hｸｹ篦ﾒ�

絡先 ��h8�6ｨ�ﾈ������屬ﾘ4��

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。) �*����宛9+ｸ�����

なし　　　　　　　　　　　　　　　　　言壷高来擢改善騎 

化学毒薬鰯i謀 

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�

【連絡先】 

白岩建設株式会社 
担当　　　　　　　　電話番 俘h���ﾄH�S3�����ャfﾂ�

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

汚染土壌の蓮撒方法

雲措置区域等の所在地
東京都足立区西加平二丁目3番場の一部、亀番糾(粕番表示)

ふっ素及びその化合物

陸運:ケミカルグラウト株式会社 

東京都藩医虎ノ門2-2喜5 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社ジー・イーテクノス続浜事業所
神奈川県横浜市恵比須即日

種　類:分別等処理施設
処理施設:分別等処理

1.運搬フロー図

図3-1汚染土壌運搬フロー図

2.運搬体制

運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社　▲

協力会社及び使用する自動車等の細寛は、添付書類4のとお批



様式第十六(第六十一条第一項関係う

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28牢it月五日

東京都知事　殿

東京都港区芝浦争3十4田町きよだビル5階

大林組・東亜建設工業・熊谷組工事共同企業体

届蹄獲王ユ　　●

土壌汚染対韓法第16条第1項の規定により、要措彊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 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾖ�ｾhｨﾘﾘ)?�)ｩmｨﾔ窺IN俘iWHｽ��(地番表示)東京都港区港南一丁日100番章二丁即00番2重岡脚2番の各一部 

汚染土壌の特定有賓物質によ 儖衣R�7亳�v頽�Xｮ顏�W94ｸﾘx皦-8,��b�7�5騅頽�&Hｮ顏�W94ｸﾘr��
る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H鞁}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土韻の体積 ��h��ﾈﾟ�4僞h����萼8���i&Xﾝx,ﾙ5儻Ixｹ}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 佝ﾈ�8暮L����※詳細は添付蕾類3のとおり 

斐濃霧を運搬する者の氏名 �ｨ5H98��7(6(4��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �ｨ5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5�����Vﾈ馼ﾇ���

汚染土額を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋粨.以馘ｹ?｢�

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ淹D霰������^9�Xｿ蔭ﾓ�����

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ/稲ﾙ?ｨ��ⅸﾎｩ{ﾈ�"�

汚染土壌の処理完了予定日 竸8ﾊ���8自�Yjx�ｸ�ｹ)8ｬｸｺ遁oｹ62�
運搬の用に供する白斑車等の所有 者の氏名又は名辞及び皿し ��i5儻H��}餉h,ﾈ,h���X�����Xｨｸ徨�

稜番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T鼠し施 強の陳、積善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 氏名又は名称及びで重し(保管施設を 用いる場合に限る。) �,�+R�

【鴨し】大林組・東亜建設工業・熊谷組工事共同企業体

氏名:　　　,竃諦番号: 0撞倣9章662呈

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)
ノ　“亀′　ヽ・・-　へ-●○

を記載し、押印することに代えて、本人
にあってほぞの代表者)が署名することができる。

(漣人



添付資料昌

汚染土壌の運搬の方法

l,運搬フロー図

運搬フロー図を下図以降に示す。

要韓国区域等

東京都濃区港南一丁固100番、二丁目100番畠、同工蛇番の各1部(壇番譲示)

批案、ふっ素による汚染土壌(溶出蜜基準不適合)

陸運:株式会社サン青ビック随搬受託剖 

荷姿:ダンプ十シート掛け 

処理臨毀: ㈱ジー・イーテクノス額涼事業所

種類:分別等処理施設(異物除去、含水率調整)
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様式第十六(第六十・-粂第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成2匂年　に月I?日

粛京都港区白金町4丁目6電宣号

韓区立薪郷土資料醇等複合施設整備工草

届揃∵讃繋諾欝諜複合蹴鞠工難業所

土壌汚染対簾落第16条第1境の規定により、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&IMB�8ﾈｹ�79Lｸ�9I(ｾ��H賈)ｩm｣(��MC(,ﾈ自YH�ｹ8BﾙEh5�*ｲ��

汚染土壌の特定有害物質によ �-8,��b�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr�-�*HﾟR�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��鉛(土壌溶出量基準不適合、土壌含有量基準不適合) 

る汚染状態 ��Xｾ"�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
・瑳細は添付書類工のとおり 

汚染土壌の体積　　′解騎′ 亅H�h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 宙齷:竟B���������X､ｨ*ｸ�rﾒﾘ�H�(�X攪��ｫ��ｨ����������(�h�i:ｸｨｸ�X6ﾒ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 乘H�檍��5H98�X7(6(4���8ﾈｹ韜ik���

又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5�����Vﾈ馼ｼh��

又は名称 �4�4�6ﾘ､ｨ�ｩH�檍����8ﾈ､8馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｩ��=��ﾈﾊxｵｹVﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

在地 乂ﾈﾘﾙ�x郢�ﾓｨ蟹U�ﾊy8ﾈ孰�8憖Ei>�鬨ﾊ(抦夊�3c#窺Fﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾘｮﾈ���$佇�,(.�?｢�

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙN�ｮ)68棈8hﾈ�.h.�?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ-隰h蓼ﾈ�*ｸ杠?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ9?YD駛以�,ci?｢�

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��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 抱�H�e��h������ｮﾂ篳����������������ｹ��

び連絡先(運搬の際、韻替え 坪�9?ｨｧﾂ��b���ｨｸ�X������������ﾅ#(ｿXﾎｨﾋ����

を行う場合に限る。) ������ﾇyF8鰄ｷ)�IzI(b�

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。) �ｨ耳���������������������ｨ����ﾂ�

該当なし　　　　　　孫鶏綴謬 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A互とすること。

2　氏名(転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(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>　大成建設株式会社　轄区立藩邸土資料館等複合施設整備工事作業所

圏「二富Eし: 03・8450-3261　宙・弧a王l

聯し畠山」無か・鎚‾



汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

1_工　処理施設:株式会社ジー◆イーテクノス　横浜事業所

形質変更時憂慮出区域;
東京都港区白金台4丁目282番2の一部(地番表示)

ふっ素、ほう素、鉛汚染土壌

【運搬受託者】 
株式会社サン事ビック　東京事務所 
荷姿:薗積み十浸透陳止シート 

【処理施設】
株式会社ジー・イーテクノス横浜事業所
神奈川県穫浜市神奈川区恵比須町8
処理方法峯分別等処理
汚染土壌処理業許可第0850001002号

1-2　処理施設:オオノ開露株式会社

形質変更時要届出区域:
東京都港区白金台4丁目282番2の各一部(地番表示)

水銀、鉛汚染土壌

【運搬受託者】 
株式会社パーモセレ 
荷姿二フレコン(内袋あり)†浸透防止シート 

【処理施設】
オオノ開設株式会社
愛媛県東温市川之内犬小屋乙628番1
処理方法こ埋立処理(管理型)
汚染土壌処理業許可第038101ユ001号

2.施工体制

2-1運搬受託者:株式会社サン・ビック　東京事務所

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

2-2　運搬受託者:株式会社ハーモセレ

協力会社及び使用する自動車等の÷覚は、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 

平成28牢　f　月去り日 

東京都知畢　殿 

軸考課誤欝謀議号音臆 　　　「葵鵜「 

土壌汚染対窮法第彊条第1項の規定によれ要措置区域等から搬出する汚染出離こついて、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��$ｨｾi��ｹ��?�)ｩm｣)MC3俘b� (地番表示)東京都渋谷区神宮前二丁醒番工0号、 

新循区綬ケ丘町6番3号 

汚染土壌の特定有嘗物質によ る汚染状態 �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘs�c���#������

汚染土壌の体積 ��#S"ﾃ�ﾈ萼8�����������������������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鑁ﾈ,俾h+x�"�

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮�yH�:竟B����������������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵(,俾h+x�"�

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5H98�X7(6(4�8ﾈｹ顏ik�����h�ｨﾝx-ﾉ¥ｨ鐵(,俾h+x�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ6�48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾉ�����

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ)t(.(ﾈ苹?｢疫ﾉ.ｒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ�9KYmｨ��ﾕ).ｒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖貶ｸ霾賈?｢疫ﾉ.ｒ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�,佇�*�?ｨ��疫ﾉ.ｒ�

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 兔ｨ鐵(,ﾈ�Y�h暮L�鋹{ﾈ8ｨ5�6x�h,俾h+r�

積替えを行う場所の所在馳並 びに所有者の氏名又は名称及 び遵絡先(運搬の際、韻替え を行う場合に限る。) 乂ｩMH*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

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先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 兢ｸｬx郢�ﾘ,ﾙw�*(,�*(�"�

備考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

空　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

人にあってほその代議者)が署名することができる寄 之9∴’之・.}

翻搬第は
環抱局稀



<以下、 2次処理(参考) >

;海運:東醇運株式会社

‡荷姿:船舶(ハッチカバー付)

○○輸霊置__〇着__農場○○____場_置審__置輸〇〇〇基置-_裏書が--喜一青〇着…一農賀-書一叶○○置裏-輸後一一〇〇

処理施設:株式会社サン・ビック　名古屋事業所

主∴∴∴∴ (愛知県名古屋市藩医潮見町軍番)

!種　　類:浄化処理施設

i処理方法;駐韓、発熱、セメント掠料リサイクル
重-○○-○○●○○i“青●"-●〇一-------置〇〇一〇-"←一一-・-喜一●-●-●-書●○○-.〇一一〇〇●ヽ〇〇〇-○○““-

図2-1汚染土蟻の運搬ブロー図

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届出書

鵡婦年　脇月　佳日

東京都知事　願

土壌汚染対籠転籍16条篤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 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79Lｸ�8､8ｭﾘ自)ｩm｣yMC畏b�鋳�
(地番表示)東京都港区海岸一丁同20香し上之雷燥毎含十衿 

汚染土壌の特定有害物質によ �B域ﾒ�壌含有量基準不適合) 

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻I'ｹ}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積　iO卒 �%ﾈ�ｩ�x���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 冤｢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 �5�7�4ｨ8ｸ4�8�4X6xｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ荿耳6X4�8�5����������

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ����

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖糲ﾈ齏Y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�hﾚ�D駝ﾈﾈ荐�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*ｩD靼(ﾈ茯�ｩ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ荀�?｢�

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,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 び連絡先健駿の際、積替え ��h8ﾂ�

を行う場合に限る。) ���ﾂ�ﾇ(�'(�(�B騷���,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 (保管施設を用いる掲合に限 る。). ��ﾈ��-8*ﾘ-6ﾈ�X�X�ﾂﾘ�Y?�蔗�

二∴　　二議∴ 

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　氏名憶人にあってほぞの代表者の氏名)を調載し、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〉

陸島連投株式会社竹芝地区開発計画案務棟新築工事事務所　担当‾ ‾‾ ‾　　　皿08・蝕35・7鎚0



様式第十六(第六十一乗算一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成　29年　工月　ユ土日

千葉県千葉市稲毛区穴l博丁目9

届出者　　YAMAテック株式会社

代表取締役　阿部　太一

東京都知母　殿

土壌汚染対策法第16条第l項の規定により、
場　　I 

音 冽i�ｹ'Xｾh司9�,ﾈ�ﾝﾙ&��東京都足立区西新井本町五丁目408番l外13筆 

汚染土壌の特定有筈物質によ �-8,��b�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��hﾊｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �##B纉fﾓ2�-8,��h+�##H�S塗ﾈﾃ2停�
※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��5H98�X7(6(4�6ﾒ�

汚染土撥を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ�h4(�ｸ6X4�6ﾘ5�����VﾎIXｼh��ﾂ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ戍D�*ｸﾈ�-I?｢�

汚染土額の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾘ)D�+8ﾈ霓�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉz�詹D�8ﾈ�-8.i?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8c僖騏ｸﾈ��h�?｢�

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 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。) ��ｲ�

備考1この用紙の大きさは、日本工業親授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

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>　YAMAテック株式会社

担当;音　　　　　質母重; 043・255-7000　困・血a遭



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
東京都足立区西新井本町五丁目40 8番1、 408番2の一部

. (地番表示)

ふっ素溶出量基準不適合土壌

【運搬受託者】 
株式会社サン事ビック 
荷姿:直積み十浸透防止シート等 

【処理施設】
株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
種　　類;分別等処理施設
処理方法三異物除去、含水率調整
汚染土壌処理業許可第08蚤0001002号

2.施工体制

運搬受託者:株式会社サン・ビック

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付蜜類4のとおり

3,運搬等の方法

①　運搬に伴う有害物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置

、掘削現場に鉄板を敷き、タイヤへの汚染土壌の付着を防止します。なお、汚染土壌が付着した場合

は、敷地内において、タイヤの乾式洗浄を行います。

・　自動車への積込み作業中に適宜散水を行います。

◆　汚染土嬢は、自動車の荷台全面にシート掛けを行い、運搬中に飛散、落下等が生じないように管理

します。

②運搬に伴う悪臭、騒音及び娠動による竿語族境保全上への支障を防ぐ措置
・積込みにば低騒音型かつ低振動型の建設機械を使用します。

・　使用する自動車の最大額載重畳及び法定速度を順守します。

・積込時に轟寡がない事を確認します。なお、藷臭が確認された場合は、汚染土壌をフレキシブルコ

ンテナバッタ　碑袋あり)に入れて運搬します。

③　緊急時の対応

・事故等を未鰭に随ぐための注意事項等について、尊前に作業員等への教育を行います。

事　緊急連絡体制、緊急時の対応マニュアルを整備し、運搬車両等に備え付けます。



様式第十六(第六十一条第一項関係)

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。



別紙生1

別紙4汚染土蟻の運搬の方法

4-1運搬フロー

図4-1運搬フロー図

4輸2　運搬体制

運搬受託者こケミカルグラウト株式会社

様力会社及び使用する自動筆等の農賞は、別紙愚ゼー5ゼうに示す続出牽諏登録一環嚢のとおり



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 劔盆 毎号 

東輔弼　殿　　　　　　　　　　　平成‡28年弱拒 
東京都渋谷区渋谷一丁目要る番14号 

土壌汚染対醐項の規定葦…謹皇嚢聾 
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h鬨ﾅ�:儁C#�｣#窺Cs�*#iMHﾔ�Jc8ﾞ��� 
(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
ふっ素(土壌溶出量基準不適合) 

※詳細は添付番類工のとおり 

汚染土壌の体積 �#3bﾃfﾓ2�Hﾎ｣b緤e���-8,��cｳ)Js��2��
※詳細は添付聾類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法“ 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付替類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��5H98�X7(6(4糘�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ���ﾂ�
株式会社ジー事イーテクノス横浜事業所 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊyUyj倡9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｳ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���8ﾈ���#9?ｨ�b�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋����8��3�?｢��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���佇���3�?ｨ�ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�S#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 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}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(運搬の螺、積替え を行う場合に限る。) 丼�9h,�+R�

保管施設の所在地並びは所有 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�

考…諾護謹言誓書議器塁謙抑印することに癌孟蒜 

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。　　　　　南翻轍窮 

寮洗馬現授改善謡 
樹触馳 

鴇娼叢働 



添付書類3

1.運搬フロ.一団

要措置区域等

東京都渋谷区宇田川町東京都渋谷区宇田川町28番20、 28番79、 96番宣、 96番3

(地番表示)

鉛含有量基準値超過土壌、ふっ素溶出量基準超過土壌

運搬三㈱サン・ビック　東京事務所 

東京都藩医港南2細工6-工 

協力会社は添付書類41参照 

荷姿こ高靖み十浸透防止シート等 

処理施設:㈱ジー・イーテクノス　検浜事業所 

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 

撞　類　:分別等処理施設 

処理方法;分別等処理 

2.運搬体制

運搬受託者:株式会社サン・ビック　東京事務所

連絡先　　:東京都港区港南2-16-1

03「6了18-2553

※協力会社及び使用する自動車等の-質は添付書類4-工のとおり



様式第十六(第六十・粂第-、一項関係)

汚染土壌の区域外殿田届出碁

馳存攣整架空禦
代表取締役　串本

平成28年　二月ヱ七日

東寮都知　事　殿

圏
土壌汚染対縛濃紺6粂窮工項の規定により、賽拷鰭は域等から搬出する汚染土櫛こついて、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hﾗ)�ﾈ��蹣MC�,ﾈ�Xﾝx*ﾙ&駢yUﾈ鹵��

汚染土壌の特定有官物轍こよ 刔ｨ廁4�8ﾘ8���-�*HﾟX�ｉ7��ｹv頽��(ｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��i5儻H��}貶����

汚染土壌の体積 ��3偵6ﾓ8�����i5儻ILｹ}�(����

汚染土壌の運搬の方法 ���補一�:竟B��
※添付韓類3参照 

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

汚染土壌を処現する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48���ｸ�ｸ�����X6X4�6ﾘ5��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �I��ｶ8粂��尸�hﾘﾈﾖｩ$ﾘ蓚���"�

汚染土壌の搬出の番手予定門 兌ﾙ�ﾈ唏�)�38ﾈ譎jb�

汚染土壌の搬出完了予荏田 兌ﾙ�ﾈ*ｩD颯霾陏H饕�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8h�ﾙD颯霾颱h�X犀�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ唏ｷｹD��xﾈ�*I?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連 絡先 ��i5儻IY凩紿����

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とすることで

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

人にあってほぞの代蕪者)が署名することができる。

↑縛桧柾
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添付辞類雷-1

l、運搬フロー図



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔号 

平成　28年　子月王子日 

東京都知事　殿 

届出者震欝隷鰭■ 

土壌汚染対熊法第16集貨工項の規定により、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。 

要措置区域等の所在地 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79Lｸ�8､8ｭﾘ自)ｩmｩ{儁CHﾘb�こき 
他番表示)東京都濃区綻岸一丁削幡9の一所 

汚染土壌の特定有畜物質によ る汚染状態 鳴�
ふっ素　　溶出量超過　　※詳細胡胸腔のとおり 

汚染土壌の体積 ���Y7��ｹ/�85繝3R繪|H�������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B������������������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｮG#H��X,ﾈ,h*�.��

汚染土擬を運駿する者の氏名 又は名称 �5�7�4ｨ8ｸ4�8�4X6xｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 �ｨｩH�檍��5x�ｲﾈ48�ｸ6X4�6ﾘ5�����t�xｹ?��hﾜ�o(ｩH�檍���

又は名称 �(ｩH�檍��6h488H5h4(����x�9�ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の斬 窪地 ����=苻駟�)lﾘｵｸ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｸ.��
②神奈川県川崎市川崎区厨町葛-8、5・21他 

⑧袖奈Il腺川崎市川崎区浅野町l-1④東京都大田区域蘭島3ふ蜜 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Hﾈ�,Y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈｭｩD���Xﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉd����Xﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉlYD���Xﾈ�84x8ﾒ�

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 ��i¥ｨ鐵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(保 管施設を用いる場合に限る。) ��

置絡駕篭軸繍式会輔建築支店　　　　　　・2輩と 

竃藷盤鮨謝　　　　　　　鸞磐‡ � 
過 �:"�れ,渉的綿嶋崎 

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。　　　　　　　　“∪理研/’叩 

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

人にもってはその代表者)が署名することができる。
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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 劔 

平成・28年　工月ノラ日 

東京都知事殿 　　　　　　　東京都江東区猿江登丁目女番地里号 

雑考譲葉イ詳言摸部細事鞠 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 剪�

号 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 佝IFﾈﾆHﾆH�8ｮﾘ蕀}ｹMI&���yX珖� 

汚染土壌の特定有畜物質によ 儂��b益頽�r��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾘ��5儻H��{��,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 田2纉(ﾈﾃ2�
※詳細は、添付資料的逓増 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮��:����"�
※鮮細は、添付賞翫の通り 

汚染土嬢を運搬する者の氏名 又は名称 ��H�檍��5H987(5x4��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ��48�ｸ6X4�6ﾘ5��

汚染土壌を処理する施設の所 在飽 乘H�檍ﾜ�5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5�8yVﾈ寘�H���+ｦﾈﾊx��Vﾈ�9��+ｨ毋ﾆ)NI�ｹnｲ�����������

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#怨8����(ﾈ������ﾍﾉ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋������������3�?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋�����､ｨ����9)ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��vS吋�����以�����9)ﾂ�

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I[h��8,ﾉ,ｨ.��

積替えを行う場所の所在勉並びに 所有者の氏名又は名詩及び連絡先 (運搬の際、掛替えを行う場合に限 る。) ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

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鯨督嬉乾 を用いる場合に限る。) 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�ｨ�������������iUﾘ6｢�

l,軸l_書つ-。I書寄心事 ��

醍醐醐掃′〆 
ヽ’繋jふ東成ヂ請書島部.登 � 

考lこの用紙の大きさは、日本工業規格A在とすることせ　　　　　　り’詭弱織鑑が 

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

あってほぞの代表者)が署名することができる。
擁千で7軍デイ

醤i



○汚染土壌の運搬の方法

(1)運搬フロー

運搬会社:株式会社　サンビック　東京都遷区藩南計161品川イーストタワー13階 

処理施設:株式会社　ジー・イーテクノス 

神奈川県横浜市揮奈川区恵比須町8 

種　類;分別等処理施設 

処理方法:分別等処理施設(異物除去青　第二撞特定有害物質) 



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 劔 

東京都知蜜　段　　　　　　　　　　　　平繭年2月工抽 

届出者　東京都台東区台東8・28・8名工建設東京ビル 

名工建設株式会社 劔 

土壌汚染対策法第16条第1項 凾ﾌ規定により、要措彊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�79V��ﾈｾifｹV��ﾈ賈)ｩm､緬MCXﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵��
東京都品川区北島Il旧丁目287番1(塊番表示) 

汚染土壌の特定有嘗物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘs�c�-c����t"�x��7��ｹv頽�ｨｮ顏�� 

不適合0.012へ0.140鵬g/し) 

カドミウム(土壌含有量基準不適合180へ240雌/kg) 

六価クロム(土壌溶出量基準不適合0.058へ0書560噂/し) 

る汚染状態 �5h4�92�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘs���帶r�+R��

批素(土壌溶出塞基準不適合0.O12へ0.029唯/し) 

ほう素(土壌溶出量基準不適合工300へ3100鳳富/し) 

※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 滴5阡s�2��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�:霰"��
※醗細は添付書類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��5H98�X7(6(4����

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ��48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈﾘ(���

汚染土壌を処理する施設の所 在抱 佩ﾘｶ��9�xｾh�(ｽR�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋����8��#i?ｨ���������

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���hﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���k���9)ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���xﾈ���4�?｢�

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��}鞏ﾘ,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所庄趨並 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�

之患之了2 

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。) 刳Y当なし 

備 俟ﾃ�+�,ﾉw�鑄,ﾉ�X*ｸ+8,ﾘ��?ｩgｸﾔ鮎hｴｸｦ��H,h+x.�+�,h�"�

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を謡載し、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

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都品川を北品川園丁曲2 8 7番工(塊番)

鉛含有量・溶出靂基準値超過土壌、カドミウム含有嶺蕃準値超過土壌

六価クロム溶出量基準値超過土壌、シアン溶出量基準値超過土壌

批素溶出畳基準値超過土壌、 ・ほう索溶出轟耗準値超過土壌

運搬:㈱サン・ビック　東京卓務所 

東京都港区港南2-16-l 

協力会社は添村営類ヰ十参照 

荷姿:直麟み十浸透防止シート等 

処理施設:㈱ジー・イーテクノス　横浜事業所 

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 

種　類　;分別等処理施設 

処理方法:分別等処理 

2.運搬体制

運搬受託者:株式会社サン・ビック　東京事務所

連絡先　　:東京都藩医港南之-16置1

03-6了1 8-飾粥

※協力会社及び使用する自動車等の一騎は添付書類4「のとおり



様式第十六(第六十「・一条第一項関係)

東京都知夢　殿

届出者　　鹿島建設株式会社東京建

汚染土壌の区域外搬出届出管

平成上呂年∫月お日

震撼嶽議蕾蕊詰茄龍三
上記代理人

東京都港区赤坂二丁目14番27号
国際新赤坂ビル東館

低名文は名称及び住所並やこ法人にあっては、その代議肴の氏名)

土壌汚染対籠法第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[hｹ霎igｹ��ｾﾉ)ｩm｣�ﾖs�2�&餉IUﾈ鹵��

汚染土壌の特定有膏物質による �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��ｫ3(墮r�ｷｲ��

汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}���ﾔ�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 丼ﾓ�纐ﾘ6ﾂ�
※詳細は添付轟類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��ｸ刮�Y7��ｸ�yﾘ郢�ﾒ�
※詳細は緒付書類3のとおり 

汚染土接を運搬する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5H98��786(4����

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5x�ｸ48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh�Z�ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ��

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾈ*ｹMI&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�ｳ吋�.以���馼��菜������������耳���騅X尸|ｨ�b�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉv9D�-ﾘﾈ���7�?ｨ���������驃ﾉ?�.��

汚染土壌の運鰻完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾛ�D隸�ﾈ���ｶy?ｨ������������.h���･X��甁�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉkiD繹ﾈ���3�?ｨ��������jy|)>亊i�(ﾋ隱r�

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I'ｹ}紿��X,ﾈ,h*�.�����,X�8�ｺ8v��

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 絡先健轍の際、韻番えを行う場 合に限る。) ��X���������h�����ｨ爾(�ｨ�ｨ�｢(���

保管施設の所在増並びに所有者 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　工 この用紙の大きさは、日本工業規椿A在とすること。
包　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を程載し、押印することに代えて、本人飴人にあってはその代表者)

前融
¶

i

鶉二
回同園

患部型言

が署名することができる。

魂扱醒

〇㌦討般弓印I

【連絡先】 

籍幽学株式会社毅術部技術絹 
寓話番号　03・5802・8014 

欝聖盤3“5802-8045 子メ　I 



添付書類3-1
工.運搬フロー図

掘削除去区画:東京都文京区本郷之丁目13-13(地番)

鉛及びその化合物(含有畳)

遵船 荷姿 乘H�檍��k(*ｨｾ���餃��9�R�∴菩】∴ 

務撰醗深離 ��ﾒ�

鯉三擬態談恵脇田8軸
躍頃:税別等処理施設
処理方法;分繊反戦登別

〇・○　○〇〇　〇〇〇　〇　〇〇　●i●　". 1●.●　●葛i　農　"〇〇〇　〇.〇一　-　●●○　○“　〇一　〇〇〇　〇〇　〇〇

再処理汚染土壌処理

運搬 撥/ �+X尨尨�����(�Δ��� ��

船抽千乗寮母報国、1 �� � 

議藤棚輔弼
置_置__農___場_置一置場農__○○___書輸置_置_置事輸__裏書」

図十l汚染土壌運搬処理フロー図

2.運搬体制

運搬受託者:株式会社サン農ビック

協力会社及び使用する自動車等の一勤ま、添付書類車のとおり

ー事

「

l

i

l
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様式続十六(第六十一条第一璃関係)

汚染土壌 劍,ﾈｾh刺､��儉��<ﾘ�･ﾒ�� 

_　東京都知事　殿 � 劔[ﾙ�ﾉz引�Hﾈ�;�?｢�
麗壁く西松徽凍患・岩田地階建設薬園企業体 
華表音　東京都藩医元赤坂一丁郎謝号 

鹿島建設儀式会社代表取締役社長押味室一 

土語代理人東京都濃区赤坂二丁酎4番2了号 

離島磋譲棟 剳k会社衆寡建築支店 

土壌諦染対策法第1G条篤事項の 刹K定によ乱費措置区域勧ゝら撥紐する汚染土掛こついて、次の 

とおり届け出ます。 

要措置区域等の新宿地 仂8ｹ�78ﾕﾘﾟXｾidﾈ��)ｩ:�&�4宙�ｸ�ﾈ鹵��劔 採点叡江東区聾測六丁耶碍子9香車9翻、14執事了割、2摩1 
-親翻、雄藩、約 劍靼��ﾖｩMBﾃ8ｨﾘｴｹ/iUﾈ鹵��

汚染土接の特定冷害物質によ 儂�ﾟXｷ�-�/��の化合 剳ｨ上鉛及びその化合物 

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻I[9чYｸ,ﾈ,hﾍh.��

汚染土壌の伸輔 侏����ｨ見+(���� ��h�ｨﾝx,ﾙ¥ｩ5傚�}饉H,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h5h�ｸ6xｧﾂ�兢�+�.h.凛H�8暮L��
※詳細は添 儻NU�}���3ｨ���のとおり∴ 

汚染土壌を運搬する膏の蔑名 又一は名称 ��i5儻NU�ｧ｢�馨の �� �.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 仗y?�'ｩ���株式会 剋メ���y壌再資源化処理プラント 
威友興業 ��ｨ檍�����城南島工場 

株式会費 迄�ｨ耳�ｨ�����イ ��テクノス　横浜等楽所 
∴.も1 刎｢�中 流 �$丶��9�ﾉn8ｾhｾ�*ﾃX自,ﾙ^�.tﾈ蜑H闔ｩ4侏馭ﾙ��SX�Yo��X蹐"�

汚親王額を処理する施設の所 寵地 宙���9�ﾉ+H里�
臓茨興親鶏求 劍ｾb�城親輔丁即謝辞 

ー 剞e 册��Yg亰ｹ}ﾈ�9�H�yu偃�*餒IDﾙ*ﾈﾊi&��
.〈孝一・イーテク 

汚染土鞄の馳出の若手予定日 兌ﾘﾉ弍c��月 �?｢� 

汚染土蟻の搬出完了予霜月 侘�uｩL��J �� ��

汚染土壌の運搬完了予楚日 兌ﾙ�ﾉV兩��月/ �?｢� ��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾘ)D莓R�刷 �?｢� ��

謎轍の用に供する自動事等の所有 者の氏名又は名称及び連絡発音 ��X�X�X��i�������,ﾂ���

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艶先く 班敬の輪.拙揮えを行う壌命に徹る。) �,�+X�b��� ��

保管施設の所荏地並びに所有者の ���,���+S｢� � 

氏名又は名称及び連絡先絹管施設 を用いる場合に限る。) 劔之駿馬24 

麗絡先】鹿島費′西松審寵急く 　　氏名: 舒)69&隍ｸﾉｩ�ﾘｺI:��������6B�刳驪E体 離棚棚鰭攫藍 

備考1　この用紙の大きさは,日本工業規格A4と 劔�+x.�+�,h�(�������������X�h�x�x�ﾉJx耳顗ｮﾉ:��

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

あってほぞの代表者)が著名することができる曾



添付書類3

汚染土蟻の運搬方法
3工　運搬フロー図

汚染土壌の遵般フローを図れ1に示す。

形質変更時憂思出区域

東京都江東区盟洲末丁目地内(住居表示)

東京都注東区豊洲六丁目8番、 9番1へ宵番9、 14播室、 17番主21蕃1へ21番6、 22番、 23

番、 37番、き8蒔く地番表示)

対象範囲

批索及びその化合物(溶出主鉛及びその化合物(溶出)

陸運:ケミかレグラヴト株式会社

碓姿こダンプシート卸す

処理施設:雷二葉産業株式会社

種類:分別等処理施設

浄化等処理施設　∴

処理凝議:成友興業株式会社

礪類;浄化等処瑛施設

処理施設;株式会社ジー・イーテクノス

種類:分別等処理施設

搬出予定数量:包,密鵬、4調合

※汚染土壌処理業許可寵の許可年月日が更新された場合は、その内容を確認し搬出を行う。

※数量については現場状況等により変巽となる場合がある。

図3-1汚染土壌運搬フロー図



様式第十六(第六十一条第一項関係)

一汚染土塊 劍,ﾈｾh刺､���<ﾘ�頸�俘b�

平成尊卑名月寝言 

東京都縛殿　　　　　　’震讃騙叢誰某吉成龍三 
上抵代理人 

轟京都港区赤抜二丁目14番27号 
国際新赤坂ビル東館 

届出 劍�(���8xﾉｩ�ﾘｩH�檍��8ﾈｹ靄ｨ沓�

獲臆■ 

砥名文は名豹及び捜所並びに法人にあってばその代表者の氏名) 

土壌汚染対続落第16条第1項の規定により 劍��wi�ｹ'Xｾh司9�*�.yL��+x.���Y7��ｸ,�,(*(,H��鵁,ﾂ�

とおり煽げ出ます。 剪�

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79[hｹ��区本郷蜜丁即3書工の一部(地番表示) ��

汚染土壌の特定希雷物質による 刔ｨ廁4�8ﾘ8��化合物杜撰溶出量基準不適合　0.075皿宮/し) 

汚染状態 鐙�h�ｨﾝx,ﾒ�付輩類　工のとおり 

汚染土壌の体積 澱霪H蒭橙��h�ｨﾝx,ﾘ���位薗類、そのとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮H�:��郵⇒汚染土壌処理強談 
∴※詳細は ���6I}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を遼繊する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5B�ン・ビック. 

汚染土壌を処理する者の氏名又 聴名称 乘H�檍��5r�-1イーテクノス撲浜事業所扮別等処理旛認) 

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���=��ﾈﾊx���藻市神奈川匿恵比須町播地 

汚染土壌の搬出の薄手予定日 ��閏ﾙ�ﾈ�宛���｢�牢　ヶ月　I日 

汚染土鞍の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�h��D���甯ﾈ���+y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ���ｸ-ｩD餠8ﾈ����x��?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�hｦYD��ﾈﾈ���ﾉ?｢�

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�(冶ｵH���ﾈ葈,ﾈ,h*�.������������X,(棠8yoR�

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 ��

麟輔 
絡先(運搬の際、積替えを行う場 合に限る。) �Iﾙｲ�

保管施設の所窪地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(踪管 施設を用いる場合に限る。) ��

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(法人にあってほぞの代表者の氏名)を謡誠し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその代表者)

することができる。

タ連鼓埴榛註_

玖X二

塁襲醒圏

捉一箪β∴客碑

競鷲憂輔式会社輔部輔2課 

書誌古鳥58。2.8。1。 
ニ騨lX番号駆・輔02-帥掘 電子メール 



1.運搬フロー図
添付藩類　露-l

婦削除去図画‥東京都文京区本郷雷丁目l叩く地番)

六価クロム化合物(溶出電)

、音∴　-　‾ ��

警撥麟町輯
処理方法三城級数随り

庖鉦 乘H�檍��5B�冰ﾈﾋ���� �� 剪� ��

町王君,5,之2義之き,51,詑,鴇雷

」置○○-置重_農輸-細管車_事績_置_→喜農_置書○○_○○○○_暮_

図l農1汚染土壌運搬処理プロ一国

2,運搬体制

運搬受託者:株式会社サン農ビック

協力会社及び使用する自動軽等の岬擬は、添付蕾類皐のとおり
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様式第十六(第六十条第一項関係)　　　　　　　　　　　　　了

東京都知事　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成っβ年　と月lす日

東京都港区元赤坂一一丁目3番1号
鹿島建設株式会社代表取栢役社長押味至--
土龍代理人

東京都港区赤坂二丁目14番27号

土壌汚染対簾法第16粂第l項の規定により、要措蹟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。

要措置区域韓の新産地 忠&駢yUﾈ鹵�8ﾈｹ�79�Y68�8ⅹ�ｻﾘ蕀)ｨ�3)MCX,ﾂﾘ自72�

汚染土壌の特定有藩物郵こよる 價XﾟXｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽��ｮ顏�W94ｸﾘx��������ufy隆��

汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体穣 儖��b益頽�專ｩJs��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暮KY:竟B��ｸ刮�Y7��ｸ�yﾘ郢�ﾒ�
※詳細ま蔀付書類3のとおり　　　　　　　　　　　　　　〆 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 俾ﾙ8y;刋茜H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5x�ｸ荿耳6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh�瓜ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ��

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾈ�&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ5��ﾙD����8��ﾈ��X処��62�

汚染土接の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��*H-���D���顗��ﾈ���[ﾘ��?｢�

汚染土接の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ���(.�D����h��ﾈ���ﾖ(��62�

汚染土接の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ�D���.���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蓮絡先 亦�
※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称及び連 絡先(運搬の陳、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(保管 施設を用いる場合に限る。) ��

こ連絡先] 剋ｭ島建設株式会社東京 関西ペイント東京事業所 03-6428-了230 03-6428-了23l 佶ｩ'ｨ迚5��ﾜI�餔X���ﾈﾔ鯖X駟k���所　　属鹿島道路株式会社生産技術本部 

所 ����

技術部環境商業課 

氏 冖ﾂ�剳y離‡景霞。 
寵話番号 

FAX番号03葛5802十8045 
FAX番号 

種子トルh鞘oshi@k 

徳子メール 

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(法人にあってほぞの代表替の氏名)を謡載し、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。



1,運搬フロー図
添付書類3-l

掘削除去区画;東京都大田区裔六郷三丁目1之番1、盤番1~11

批素及びそ動輪物(溶出婁)

運転 ��X��(ｶi�x��� 偬Hｴ��9FHｨC｣ｲ�剪�

東寮部費寮母( 妙ブトラック十トラジ �� 剪�

荷姿 劔�2ﾘ�8ｧﾈ*��R� �� ��

処理こ株式会社ジー・イーテクノス
神奈川県横浜市柏奈川区恵比須町8番地

種類;分別等処理施設:∴　-
処理方法:分級及び選別

再処理汚染土媛処理

運搬 滴姿 凭ﾘ肘>R�∴　町与∴番一 

鯉攫態詮議醐卿据之2,之胆,与之,鴇蚕

趣槙;浄化等処理施鞭
処理方法;浄化、洗浄方式

図㌻l ●汚染土壌運搬処理フロー図

2.運搬体制

運搬受託者;鹿島道路株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類5のとおり
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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年年月亙盲目 

東京都知事殿 
届出者住所東京都中央区京橋二丁目16番l 　氏名清水建設株式会社東京支店 　　取締役副社長支店長今木繁イ ��

謹書擢警諜離籍人 

土壌汚染対荒活第1さ条第1項の競走にょり、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 

< 冽i�ｹ'Xｾii�,ﾈ�ﾄY&��東京都大田区東糀谷三丁目17番10号(佳居表示) ��

東京都大田区東糀谷三丁目30番1農30番5タ30番6,轡0番7タ30番9 
・　の各一部,同番8(抱番表示) 

汚染土嬢の特定有害物質による 汚染状態 �7�985ｸ92�7��ｹv頽�ﾘｮ顏�W94ｸﾘr��
鉛(土壌含有量基準不適合) 
枇寮(土壌溶出量基準不適合) 
ふっ素(土撥溶出量基輩不適合) 
詳細は添付資料工に示す。 

汚染土嬢の体積 ����R經fﾓ2�7�985ｸ92ﾈ-8,��b��
②1ず07l.3珊3(鉛,枇葉書ふっ素) 

汚染土撥の遇殻の方法 凛H�8暮L��

滞染唾を運瞭する等の氏名又 賠名称 乘H�檍��ｮ��ﾘ6x8�5�6x����

汚染土嬢を処理する者の氏名又 ����x慰厩�ｩH�檍���ﾈﾞ慰��｢�

は名称 ��ｩH�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh��

汚染土壌を処理する旛糞の所狂 砲 ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾈ*鳴�
②神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈｾｸﾙ�W一凛R�

汚染土壌の搬出完了予定日 ��������ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�[ﾙ�ﾃ#僖����hﾈ�#�?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���/�ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の処醸す予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8��Hﾈ�3�?｢�

運搬の用輯共する自動車等の所 有者の氏名又ほ各穣及び連絡先 �5儻H��{�,俾hｭｲ�

積替えを行う場所の所荏抱並び 仍��

に所請者の氏名又は名称友び連 絡先(運搬の陳、積替えを行う 場合に限る。) �,�+X����������������������EcゅBﾓ#R�

寓離鰯自　動 
保簡閲殻の所窪地並びに所有者 亊�ｺ9F���;ﾈ淤��72�

の氏名又賠名称及び連絡先(保 管施設を用いる場合に限る。) �,�+X�������������������������������iZ����ｵﾒ�

連絡先> ��

清水建撥株式会社エンジニアリング事業本部土壊環境事業部 
担当:園　丁軋08-3561細特13 

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(落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。



添付資料8

汚染土壌の運搬の方法

釘1運搬フロー図

睡蓮:株式会社豊信トラスト 

荷姿:ダンプ十フレコン(内袋あの 

十シート掛け 

陸産:株式会社豊信トラスト 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

3・2運搬体制

運搬受託者;株式会社豊信トラスト

協力会社及び使用する自動車等の一覧は∴添付資料4のとおりである。

3・1


