
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J月エアロ 
東京都知事　殿 

東京都江戸川区江戸川2 
届出者　株式会社岸組 

代表取締役　　岸　秀う 

土壌汚染対策法勧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、　　お 

り届け出ます。 

要措置区域等の所在地 剴結椏s足立区西加平二丁目l番18の-部、2番8の一部、 

2番9の-軋六町一丁日工き番2の一部、1工14番の一部、 ��

1117番2の一部、120了番6、7、12飾番6の一部、1251番3の-都、 

2093番6、2096番lの一部、2101番l、2102割の一部、 

2103番1の一部、2103番4(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ �-8,��b�7��ｹv頽�;hｮ顏�W94ｸﾘr��批　素(土壌溶出塞基準不適合) 

る汚染状態 �H���7��ｹv頽�ｨ��7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

※添付菖蒲1参照 

汚染土壌の体積 佗8ｻ�h�i5儻H��}�(����

汚染土壌の運搬の方法 ��zI'��Xﾋ�:竟B��ｸ､8補��IIY��ｹzH暮H�:竟B��②陸運(自動車) 

※添付書類3参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又ほ名称 ��i5儻H��}紿����

汚染土壌を処理する者の氏名 ��ｩH�檍����8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ��馼ｼh��

又は名称 ��?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在堪 ����)�或雜�耳�ﾘ麁��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ/�D�8�ﾈ�6ﾘ�mｨ���ｨ�ｸ�x�h���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ蓼�D��ﾂ��*盈ｨ���������������ｧ兀H��ﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*吋�(ﾈ�*盈ｨ������������h�ﾈ�����X�X�ｨ霻�

汚染土蟹の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ:)D��以駝ﾒ�?ｨ����������鋻,(ﾗx��h鼈ﾘb�

運搬の用に供する自動車等の �ｩ�ﾈ�ｼxｬ)¥ﾘ淙ｧhﾊﾂ�

所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿����������������������������ｸﾌ��ｸｬﾒ�

頼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。) 俘��餉ｨ7�ｨｹﾙ4��5ｨ��ⅸ鋹w�ﾏﾉ4俑ﾂ�

惣慈麗親藩唾塩見鮎ク勧舶 
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。) �6�6ﾘ�(將���;x�2�

リ　舷　　　　　　　　　　　　　　エコミステ女工玉か三乃ウ備タ 剪�

備考1この用練の大きさは、日本工業規格A4とすること〇　㌦一玉章伸一笹竹 　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。



添付書類3-工

1.運搬フロー図

(1)汚染土壌



様式第十六(第六十・条第・項関係)

灘」二様の醒服用脚辞職28年も月之需 劔 

赫都艦殿　　捕鯨粥醜態里既亨リン, 

代表取締役社長　　平山　光信 

土壌汚染対策法第16条範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 偖ｨｸ��x5�*�8ﾈｹ�79�)69$ｩzH�9F��9)ｨ8ﾓ�*IMC�(ﾘh,ﾈ自YB�) 
地番表示;東京都世田谷区上馬三丁轡845番工の一部 

汚染土蟻の特定有賓物質によ 儼B�7��ｸｭﾉtﾉ+I���W94ｸﾘx��7��ｸﾖ�69¥x暮Tﾙ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ﾃ迂R馥��ｉVC｣2繝�帝e�-��
※詳細は添付欝頴2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛I�xﾌ):隗b��ｸ��､9�y�Xｾﾒ��ｸ��zI�r��)]��
※詳細は藤村謡類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���9zx6X4�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��矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃ閲儁Hﾉｸ���8c窺Hﾔ��

汚染土壌の搬出の番手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Hﾈ���偉X����*ﾒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以���~2����������������������������������ｨ�ｨ�ｨ���h�ﾈ�ｨ�ｨ耳�ｨ�ｨ��耳�ｨ+U��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��ラ�ﾈ�����������������ﾈ�ｸ���ｨ�*ｸ�X�､｢�

運搬の用に供する自動車等の 使塙者の氏名又は名称及び連 務先 ��ｨ蓼ﾋ��Κ�伊ｹ���

積替えを行う場所の所韓地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の臨、積替え を行う場合に限る。) ��
東洋坤制株)用麟支店　　神祭Il楳Il鵬勘l醗既成町13-1 

愛知泌逝く株)八培地現業所　愛知県名古屋市港区船見町5了番地地先 

※詳細騎付啓類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o) �8ﾉvﾙWY:｢�貯�ﾈﾞ育�5���������ﾎ�緬=9K�e�|I��*ﾉE�2ﾖﾂ�

愛知海運蛛)八培地現業所∴愛如蝿名古屈市港医船見町57番地地先 

※詳細は添付韓額6、了のとおり 

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)を謁載し、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>

大豊建設株式会社駒沢計画作業新　　　　　　二　　　　冒EL : 0諦787-6631

㈱丹)大成基礎京子青筋’連投事業部　　　　　　　　　　　　冒丑し: 03-弛46上土00



添付書類3

汚染土嬢の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

形質変’寅時要慮縄陀域 

東京都世田谷採上蒋3丁剛5蕃12脅(住居表示) 

罵京都世職J谷医上馬3十日鎚6番l(地番表示) 

鉛(含有軽基準超過)

鉛(轍撞拉基準超過)

陸　運㍉株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬I靖山路町I弛番地l 

荷　姿;ダンプトラック十シート掛け 

横枠・保欝施設こ東洋埠頭株式会社II憫安雄●

神奈川県川崎市川崎区溺町13-1

海　運:株式会社東証テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町13亀番地1 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

横群・保管施設:愛知海運株式会社　八替地現業所

前古頼朝樹医船見町雷7番地地先

陸　運:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託親 

愛知県瀬戸 俘H�iч*ﾈｮﾉL�MI&���

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社粟立テクノクラシー本社事業所

疫痢県瀬戸帝Il燐町87番3、事18爵1

種　　類:分別笹処理施設

処理方法こ巽物除去、含水率調整



様式第十六(第六十一余勢一項関係) 、

汚染土壌の区域外搬出届出詩 

平成28年山刀ユ隼田 

東京都知事殿 土壌汚染対策法第16薬箱1項 � �*��

り届け出ます。 

要措罷区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�ｹzxﾏｩ�ﾈ��[ﾘ自)ｩ?ｨﾔ��ズMC�,ﾈ耳���等MC8,ﾈ自YH��� 
1202番の-部、120瞬lの一部、13ヰ油の-郁(地番表示立並尊 

汚染土嬢の特定希書物質によ る汚染状態 �H���7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ��IW94ｸﾘr��
批索(土壌溶出轟基簿不適合) 

※添付藩類工参照 

汚染土壌の体穏 �#几偵Vﾓ8�����i5儻NMﾙ}�(��xb�

汚染土壌の運搬の方法 凛I��*ﾘ齷:竟B��ｸ､9O���IIR��ｹzH補一�:竟B��
※添付轟類纂参聯 

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��z凛x6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ��蝌ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����穐��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ4y�ﾉD�8ﾈ���5�8ﾒ�

汚染土球の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��*吋��ﾈﾈ���62�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉEi�9D��ﾈ��9�ﾉ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ益;�D��Xﾈ�96H��

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N^�}紿����

積替えを行う場所の所寵地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の陳、瀬替え ��i5儻I�)}綛����

を行う場合に限る。) �+�ﾘ"����ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈﾋ����

保管施設の所在堪並びに所有 ��iEh-靈��8��7亦�

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。) ��h��X�����6I���

喜田もここは報国細管■さr 

蠣考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(清

人にあってほぞの代表者)都電編することができる。

噂榊題や二‾臆二



添付蕾額3 -l

1.運搬フロー図



様式第十六(第六十一条第一頂関係)

汚染土壌の院域外搬出届出詩 

平成28年l月}ゼロ 

兼∴粛都知事　殿 

軸者擁護競闘羅離番31 

土壌汚染対策法第16茶第1項の規定により、撰措罷区域等から搬出する汚染車軸こついて、次のとお 
り届け出ます。 

要措攫区域等の所在地 剞�ﾖ都足立区河加平一丁重は宣83番の-部、重186軸、重186密4、 118了卸の一部、118了評の・→約㌦1188岳7の一一一郎、無地番の-部 ��

(地番表示) ��

汚染土壌の特定有密物鮒こよ る汚染状態 �H���7从Xｭﾉtﾈﾜxｮ顏�W94ｸﾘr��
鉛　(土壌溶出量産時不適合) 

※添付商類事参照 

汚染土壌の体積 �#3�偵fﾓ2��iZ亊厭�)gﾈ����

汚染土域の避蝦の方法 凛H補一�:竟B��ｸ､8暮e�IR��ｹzH補一�:險B�
※添付替頼3参照　　　　　　　　　/’ 

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

汚染土壌を処理する肴の氏名 又は名称 乘H�檍��矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h���曳ｸ��馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �7ｹ&ﾘﾊy�8ﾌｹlｨ�)ч*ﾃペK38ﾔ磯c�)�����

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8i�ﾉD�8hﾈ�.h��

汚染土膝の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8bI(h��[ﾔ豚�ｩ?｢�

拷染土壌の避搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉEh*ｹD���9hﾈ��ｳ�ﾏｲ�

汚染土壌の処理完了予定照 兌ﾙ�ﾈ唏ｷｹD�����ﾈ���&靠ｲ�

運搬の用に髄する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻ILｹ}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 び避絡兜(運搬の陳、額替え を行う場合に限る。) ��i5儻H�)xｨ.伜���

京 
′′うでヽ∴1　,_　〈 

保鷲施設の所在堪並びに所有 佛"ﾘｺ鳴ﾈ�ｨ�｢�

者の氏名又は名称及び連絡先 (保欝施設を用いる場合に限 る。) 佩ﾘｬ���閂�ⅸﾘb�

一〇-““〇一°- 

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。
.′



添付書頼3-工

工、運搬プロ一団



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土嬢の区域外搬出届出書 劔 

頼都知事殿　　　　　　　平成壇年年月ユ卯 

東京都港区対構4丁目24奪,事1号 

届出者　　田中建設工業株式会● 

汚対16条1項の のとおり届け出ます。 刹K　によ、安　置区域等から搬出する汚染土壌につレ � 

′7 

要措置区域等の所在地 兌hｹ霎h揵���ﾈ自)ｩmｨ敕�x,ﾂﾙYH��顗徨� 

汚染土撥の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ��顏�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 �3C8��2�B��
※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��愛8補��Hｷ(�越H補一�:險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����矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍����8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 忠gｸ��馼ｼh���

汚染土壌を処理する施設の所 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｸ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃ閲儁C8����窺C��

在地 鑓皦���

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Xﾈ陋仂��

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ���i?ｨ������ｷ"�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉjラD���以���Dｩ?ｨ�����們Xﾆ�?�¥���

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｿ3吋���佇�3�?ｨ����ｧY�y�I���xﾘb��

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 冏ﾉyh�(��X,ﾈ,h*�.���6H�9ﾙｹk"�

積替えを行う場所の所在地並 �8ﾉvﾘｭ�:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾖﾂ�

びに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�ﾘﾊ�*ﾃY{儁I&�&��b�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾘﾔ��

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�'��b�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

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

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

田中建股工業珠式会社担当　　　　　臆甲轟:



添付書類　3

汚染土接の運搬の方法

容葛1。運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都文京区小石川一丁日4番17の一部、外5壁∴馳番表示) 

基準不適合土壌

鉛

陸　運こ株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿‥ダンプトラック十シート掛け 

嶺替・保管施設:東洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川崎区扇町131

海　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

積替書保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市溢区船見町57番地地先

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 I18番l

彊　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



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

東京都知尊厳
耳雅之㌢年子鴫/ム日

東京都港匠芝玉丁密8魯2号

輔蕊諾警鐘
社　　　　　　務

屈諾藷蝦深耕6条第l項の規定により、蒙轄醸域等から搬出誓土壌について、次のとお。 

要措置区域等の所在地 ��籠襲譲覿麒謹轟譜16の一部 

繋志接の特定有害物酢よる汚 刮萩yびその化合物(土龍病因180岬2,100皿g栂) ※詳細ま添付資料1のとおり 

汚染土壌の体領 ��121皿3(鉛) 
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 ��陸送(自動車)→海送(船舶)→陸送(自動車) ※詳細は添付書替り 

汚染土額を運搬する者の氏名又は 名称 ��心。.争、上山〇九人L′鵜臆臆臆会、,九〇山 間師轟蕃立 〃「園臆駈平曲「⊥　癖姦会社斑デフI確㌻ 

汚染土壌を処理する者の氏名又は ��株式扉束立テルグラシー 
名称 �(本裡事業所) 

汚染土壌を処理する施設の所在地 ��分別等処理施謝愛知県瀬戸市山路町87番3工18番l 

汚染土擬の搬出の着手予定日 ��平舶年す月jI日 

汚染土壌の搬出完了予定日 ��平成鶉寧ろ月/り日 

汚染土壌の運搬完了予定日 ��平成濁年7月　葛日 

汚染土壌の処理完了予定日 ��平成馨8寧ず月　尋1日 

運搬の用に供する自動車等の使用 剴Y付書類4、軍のとおり 
者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 剴匀h産業株式会社東京都大田区京浜島3置㌻2 
有者の氏名又は名称及び避絡先(避 刪､知海運株式会社名古屋市藩医船見町57番地塊先 
轍の擦、頼替えを行う場合に限義) 凵ｦ添付費輯6、宮脇とおり 

保管施設の所在地並びに所有者の 剴匀h産業株式会社東京都太田区京浜島3す2 
氏名又は名称及び連絡先(保管施 刪､知海運株式会社名古屋市港区船見町5了番飽抱先 
殻を用いる場合に限る。) ��※添付蕾類6、了のとおり 

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(法人にあってば、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(

氏名:　　_

電話調-3774-O1轡1貫AX番号調吋了74-班24

E「皿ail : OO王l chome @mx3.alpha巾eb.nejp

代表者)が署名することができる。

<連絡先>
所属:大井一丁日南第1地区市街地再開発組合　　所属:JFEミネラル㈱環轟

藷震嘉2。8珊

書之8)5, 16



添付書類　3

汚染土醇の運搬の方法

3置1,運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京部品)l旧大井一丁目32番13地内 

基準不適合土壌

鉛

陸　運:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託郡 

愛知県瀬戸市山路町1鎚番地1 

荷　姿;ダンプトラック十シート掛け 

陸　運欄式会社東昇胸力会社】 

東京都江戸川区東萬西6」17-10Jビル4『 

荷　姿:ダンプトラツれシート掛け 

積替・保管施設:日栄起業株式会社

東京都大田区京浜島轡書5、2

海　運:愛知海運株式会社随搬讃負者】 

名古屋市藩医名港二丁目9番31号 

荷　裟:船舶(ハッチカバー) 

韻替・保管施設三愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋両港区船見町毎7番抱飽先

陸　運;株式会社明立【運搬請負割 

愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町8了番3、 I18番1

種　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



様式第十六(第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牢　も月　き　畠 

薦京都知事　殿 

土壌汚染対籠法窮1岳条第l項 凾ﾌ規定により、要措置区域尊から搬出する汚藤土壌について、次のとお 

り届け出ます。 � 

要措置区域等の所畦地 �8ﾈｹ�*兒�唏��gｹ*ﾈ蕀)ｩm｣)MFﾈ,ﾂﾙYH��9MCH,ﾈﾅ)YH��8��,ﾂﾙYB� 
(地番表示) 

汚染土壌の特定有寄物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉTﾈｮ顏�W94ｹ���

る汚染状態 ��i5儻H�ﾙ}貶����

汚染土壌の体積 �3��(ｮ綺tｸ�����i5儻H��}�(����

汚染土壌の運搬の方法 �凛H暮i�ｾ韭ｲ��ｸ､8暮��ﾝx�ｹzH補一�:隰ｲ�②陸運網勅勘 

※添付昏類急参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名 ∴又は名称一 ��i5儻NMﾙ}紿����

汚染土壌を処理する者の氏名 �ｨｩH�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ��馼ｼh��

又は名称 �)?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 ��蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)Y�*ﾃ閲�<xﾋ驃ﾈ���

花壇 ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾉ:仞i�貶ﾟｳRﾙ{��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨8ｸ霾�4�8ﾒ�

汚染土域の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨86ﾘﾍﾈﾈ譴�?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋鞏ﾘﾈ�2�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#逸B�4yIR�?｢�

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��}紿����

積替えを行う場所の所確地盤 �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���

びに所有者の氏名又は名称及 �(ｩzｶﾈﾊy�ﾉJi�ye粟i�Y�ﾉ*ﾈ�����

び連絡先(運搬の際、積替え �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���

を行う場合に限る。) �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8舎�ｩ�xﾊ�*ﾈﾅ#yMI&隱ﾉ�b�

保管施設の所在壇並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保鷲施設を用いる場合に限 佝H菱ｾi;s�����奉�

る。) �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸｾh鉙ﾊ�*ﾃY{凛9&��h��ﾈ+ｨｵﾘ�8ﾆXｭ��R�
<連絡究>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽門十四九柵心臓 

株式会社東工務辟　　　　　　　舘-38銃」9978 
エコシステムエンジニアリング(裸)　　　　　　　鵬-529富-鎚15 

備考1　この用練の大きさは、日本工業規格Å蜜とすること。

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。



添付畜類3- 1

L　運搬フロー図

(1)汚染土譲



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域 劍､�ﾈ�<ﾘ����

(あ親嫡殿　　弼醐段誌月竺, 劔 

届出者 劍ﾙ��,ｨ��ｩ�ｼ�+x����62� 

土壌汚染対舞鶴軌さ条第l項の規定により、 劍����������������?������������������坪6��wi�ｹ'Xｾh司9�*�.y���+x.���Xﾅﾉ^ｸ,�,(*(,Hﾚ�鶯� 

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域尊の所窪艶 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh秤69�ﾖ�?�)ｩmｨ,ﾈ自YH*鬥闔ｩkﾉY�ｒ���

汚染土壌の特定有畜物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|｢�基準不適合　幼0Ⅲ唇座粛 

る汚染状態 僖i�右ｸ-ﾉ5儻NZﾒ�類1のとおり 

汚染土壌の体積 ��&�X*����
※詳細は添付書類身のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊u�陌:竟B��⇒海運(船繭⇒陸運②(自動車) 
※詳細は添嘩董塗 凩�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 迄��ﾘ����ﾕﾂﾈ��������霻�=　穐　一　義　　室田 
三三“三農芸∴)r-軍‾　　ご‾　　　一、 

一　　　一　　　　　　　〇 �ｨ��98�r�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��8ﾈ衒6b�クノタラシー　　　　’“ 

又は名称 �*ﾙgｸ��馼粂���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ�愛知県瀬戸市山路町8了欝、118番1 

汚染土接の搬出の番手予定日 兌ﾙ�ﾈ9�)(蓼5�ﾈ苒� 

汚染土壌の搬出完了予定日 ���[ﾙ�ﾈｶ�^ｩD�$�."�日一　　　　　　　　　　_珪萎寂、も} 

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ皦ﾜ僖繹ﾈ苹)ﾈ������������ﾜｸﾇﾈﾙ�*ﾈ+��h-b�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾘ�ﾔ僖靂訝�日　　　　　　　__‡芸′三㌔ィ“I旦 

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 冢8茯���������R�

添付書類4、岳 �,ﾈ,h*��(�����I~ﾙUB�

積替えを行う場所の所在地並 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����ﾉ8ｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓX�S"�

ぴに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8戊ｩH�]ﾂ�豊　名古屋市港区船見町57番鞄飽先 

び連絡先(運搬の轢、溺替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在塊並びに所有 �?ｨ毎蝌ｼivﾈ�VB�生　東京都大田区京浜島湘-2 

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8暮,(ﾘﾈ檍���名古屋市捲区船見町5了番壇飽先 

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU��頚6、了のとおり 

衛考1　この用縄の大きさは、日本工業規掩A生とすること。

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中

毒慧荒ファシリティ場ズ輔支店工弼観音連絡先調75醐



汚染土壌の運搬の方法

1事　運搬のフロー図

形質変更時要届出区域 

東京都大出区羽田空港二丁目の一部〈惚番) 

基準不適合土壌

鉛(含有)

陸　運‥株式会社荒立テクノクラシー【運搬受託剖 

愛知県瀬戸抒山路町1融番地l 

荷　姿こダンプトラック十シート掛け 

摺萬場保管施設:日栄産業株式会社

東京都大間区京浜烏合崎一重

海　運:株式会社寮珪テクノクラシー【運搬受託剤 

藷知県瀬戸市山蕗町工飽番地l 

荷　姿‥船舶(ハッチかヾ重) 

積馨一保管施設:愛知海運株式会社　八号飽現業所

名古屋市港区船見町5ず番地飽兜

陸　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1鎚番地宣 

荷　姿;ダンプトラッれシート掛け 

処理施設:株式会社荒立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町8了番3、 118番1

穏　　類:分別等処理施設

処理方法こ賽物除去、含水拳闘盤



様式第十六(第六十一条第一項関係)

瀬土壌の城外搬輔出番　平成薙夕月諦 

東京都知苺　殿 � 

屈曲者 

土壌汚染対荒淫篇1醸第l項の 刹K定によ乱費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。 

要措置区域篭の所在地 儼��ﾉiｹ8ﾉ�X皐��)ｩmｩH�+(ﾘh�(ｸ�ﾈ鹵�� 
品川転乗大井一丁固鰯幡工の一都22幡4の一部馳番〉 

汚染土壌の特定有蕾物質によ 冑ﾘﾟX��v頽�x�8-8,�閂��ｼ���fy:ｸ�}ｸ�Xｭﾉtﾉ|｢��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Hﾘﾈ蛮ﾔ�,ﾈ,h*�.��

汚染土接の体積 冓�.$儼��
※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Hﾉ:靼X���8補��IIR��飲�竏齷:騏��
※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��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土蟻を処理する案の氏名 又は名称: 乘IY�檍��z騷x6X4�6ﾘ4�8�5h�ｹgｸ���鮎h��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �I&ﾘﾊy�8ﾌｹ��(ｷ(ﾗsxﾝxﾔ���)�Z�ｩ9傀謁ﾒ��

汚染土壌の轍的漕手予定日 兌ﾙ�ﾉdﾙ�8��甯ﾈ陷�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙyY8怨4曝ﾈ騙X���

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾚYzh,佇�7962�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8hﾟ�ｸ霾颱h��?｢�

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NTｾT�����ｶ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(運搬の臨、積替え 倩�kﾃｩ8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍���
住所:神奈川県川崎市川崎区副丁l紅1 

氏名こ愛知海運株式会社八号抱現※所 
住所:愛知県名古屋市轄区胎児町卵薄地地先 

を行う場合に限る。) ��i5儻H蝌ｧ｣i8閲�,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 倩�kﾃｹ8ﾉvﾙ�ｹ:ｨｩH�檍���
住所;神奈川県Ⅲ噂市川崎区覇町黒子l 

氏名ま愛知濃運採式会社八号地現業所 
住所二愛知県名古屋市港区船即丁尋7番地地先 

る。) ��i5儻H��}緝ﾅ(��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。

雷　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

人にあってほぞの代表者)が署名することができる麟



添付書類3　汚染土額の運搬の方法

3-l裏　運搬フロー図

形質変更時要届出区域

品川区東大井一丁別辞約号惟居表示)

品Il腫珠大井一丁目2約番上の一部220番4の-部馳甜

批紫鰭出愚)、ふっ素鰭出盛)、鉛鰭雄蕊事含有畳)

基準不適合土壌

陸　運:株式会社苑立テクノクラシー 

愛知県瀬戸市山路町重純番壇1 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

穏替∵陳管施設:東洋埠頭株式会社

神奈川県川崎市)1幡区溺町13」

海　運こ株式会社東亜テクノクラシー 

愛知県瀬戸市山路町134番地1 

荷　姿:船舶(ハッチカバー付) 

穣替青保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋電器区細見町5了番地地先

陸　運さ株式会社粟立テクノクラシー 

愛知県瀬戸市山路町134番地l 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設;株式会社東立テクノクラシー本社草葉所

愛知県瀬戸市山路町8了番碧、工18番1

種　　類;分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



様式第十六(第六十一鬼籍一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

東京都購殿　　　　　　　　称王鐸　語草日 

住　所　東京都千代田区飯田橋望丁目18番2号 

土壌汚染対策法熟練第1項の 剴ﾍ出者　ダイワロイヤル株式会社 ��

代表取綜役祉長原曲解　　　　　　印 

規定により、要措置区域等から搬出する汚染土　こついて、次 
のとおり届け出ますこ 

要措置区域等の所在抱 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾitﾉk鞴�)ｩ�h効ﾝx,ﾈﾝyYH��ﾘFﾈ,ﾈ自YH��:�#Hﾔ�,ﾂ� 一部 

汚染土壌の特定有害物質によ 兩ｨｯﾈ覃�ｹv頽�隶顏�W94ｸﾘr�｢�

る汚染状態 ��Y{��X�ｨﾝx齷�I��ｩｹZﾖﾈ,ﾈ,hｪ��

汚染土嬢の俸稿 俚ﾉ4Y��ﾘ(�Y��U��
ネ誘紳鷹紳雪害頬的とめ当 

汚染土嬢の逢髄の方法 乖ﾙ��l宛i*�9�Ii��dﾈ�Y4Y�ｷﾈ臺y靫一�:����
聾孫緬鼻締付雷鞄葦の種差リ 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 傲ﾉ:(ｸi�Xﾝx6h7X6ﾘ5�8舒ﾈ爾�

汚染土撥を処理する者の氏名 又は名称∴ 况ﾈｶYV韈ｹ��%8��.ﾘ4�7X5h�ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 價9'yIY-��,ﾈｫ)YIt(,2ﾔ緬E醴�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉeiK�����ﾈ���TI?｢�

汚染土猿の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*ｩ�8��ｸ霾�)D��2�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾔ僖讓ﾈ鞜)�ﾂ�

汚染土撥の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*ｩD餠ﾈ�)Uﾉ����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 �4Xｬ9�~ｸ𠘑��5ﾒ�

積替えを行う場所の所在飽並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、鞍替え を行う場合に限る。) ��畔ｭ袷丶渥霪�%ｹnﾈｺ浦凅�8ye))ｩmｩ/ｸﾔ��

欝驚叢誓評語驚翳 
保管施設の所在塊並びに所有 佛�ﾍ佗�毘��&��Y�靆I8ﾉ69�(粂ﾄｹ8x蕀�x��ｬｸ�8��

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。) 凩佝ｩz8傚_h���頴i�8�2���*�Xｭ萎ｩ�ｨ���X,iy�ｦｲ�

備考1　この用紙の大きさは、日本工琵規格A蜜とすることや

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を罷識し、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>

株式会社アイ・エス購ソリューション　担当三　　　　　甲E重同3・駆97璃88



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

工運搬フロー図

形質変則寿要屈曲区域 

東京都江東区有明三丁目l番鱒母の細軌同番乱号の巾博、同番郷号の一郭 

基準不適合土壌

離素

陸　運こ 况ﾈ�_X�)F騷x6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸｩｩL��9�Y72�

蛋知∴県瀬 侘ｸ�8�)ч*ﾈﾔ��MI�fﾂ�

∴世　∴姿∴こ∴ �5�987h6x8�6(4頷ﾈ5h�ｸ6y�h+r�

随∴運:株式会社東薗【運搬諦負都 

璃京都江戸川区東鶉離農l狙0　距}珂最 

碇　姿:ダンプトラック十シート即す 

騎樺・保管施設:照築怒柴擁式会拉

東寮郁夫岡庭京藤島計吾平

簿∴運;翻璃運株式会癌腫 仄yN(ﾗX�掀ﾈ���

名古靂市港区名捲二丁 倩ﾃ儁I�ｩ^｢�

符∴姿;船舶(ハッチカバー) 

額辞書陳管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

為古農高藩医船見町哀了露地地籍

陸　運:様式会社搬【運搬統制 

愛知県瀬戸市萩殿町二丁目1叩番地 

荷　姿;ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東をテクノクラシー本社暫繋所

愛知県瀬戸市山路町8了番3、工11さ醇l

種　　類:分別等処理施設

処理方法:袈物除去、含水率調鑑



様式第十六(第六十一条窮一項関係上

汚染土蟻の区域 丶��ﾈ�<ﾘ����

平成之8年宰月七日目 

東京都知事殿 � ��

京 冏ﾉLｸ�8�I)ｩ�i�闇X��-8���2�

土壌汚染対寮法覿6条稼l項の 刹K覿こよれ、要 ��ｹ'Xｾh司4��敲�+x.���Y7��ｸ,�,(*(,H��鶯�

のとおり届け出ます。 剪�

要措置区域等の所痩地 �8ﾈｹ饑�ﾙ�ｫ8ｾb�目黒2丁即答1母　艦居轟示) ��xﾆ2�
東京都渋谷区恵 儂H�8ⅸ檠)ｨ�#一ｨ*ｸ,ﾈ自YB�&餉IUﾈ鹵��

汚染土額の特定有脅物質によ �H�R�7��ｸｭﾉtﾉ��ｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5�(��簿類1-のとおり 

汚染土譲の依頼 鼎�B縱8+ｨ��*ﾘ僂｢�4聴了3乱) 
欝詳細串添付 傚�}隧�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊*ﾘ齷:韋ﾂ�⇒海運鵬髄)⇒睡蓮脂動載 ー※詳細は添付蕾 凩�8,ﾈ,h*�.��R�

汚染土顎を運搬する宥め氏名 又は名称 乘H�檍��矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土擬を処理する者の氏名 又は名称∴ 乘H�8X��8ﾈﾝ｢�テクノクラシー 

汚染土壌を処理する施設の所 窪地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ�:愛知県締声高山蕗町87番3言18番1 

汚染土壌の駆出の着手予定日‾ 冰粟ﾉD隸｣y?｢�_一〇〇〇〇〇〇〇〇""〇〇〇〇 

汚染土壌の嬢出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(�IS�T｢���������������?�wH�6Hvｨ�陳��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ):怨3��ﾈ��∠0`　雪,∠言上 

汚染土猿の処理完了予定‾日 兌ﾘ鶸吋騷�(ﾈ駝���������������ｬﾙW�Iﾘ峪���Cr�

運搬の用に性する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��H��}紿���とおり　　　讃擬 

稲替えを行う場所の所在地並 俛���蝌ｼhｩIY���社、東京都大田区京浜朝」㌻ゼ 

ぴに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8補�名古屋市港区船見町呂7番地地先 

び連絡先健織の敵積替え ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU��嶺6、了のとおり 

を行う場合に限る亀) ��

保管施設の新産地並びに所有 �?ｨ毎蝌ｼhｩIY���社　東京都大田区京浜島弼葛芝 

者の氏名又は名称及び邁繚先 �I&ﾘ､8戊ｩIY���牡　名古屋軍港区鶴見町抑番地地先 

(保管施設を用いる場合に限 るe) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�ﾇ｢�高、了のとおり 

〈遅鸞嘉すなろ連綿式会 �(��ｦ�uYmｨﾙY*��舎作業所　担当‥獲書でBし朝一樹-脚9 

備考　ユ　ニの用紋の大きさは、日本工業規格A星とすること。

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鱒



添付書類3　汚染土嬢の運搬の方法

3-l.運搬フロー図

形質変更時嬰煽出区竣 

策京都目線区中日離丁目2緒l母　艦庸表鞠 

粛京都渋谷隊恵比醇南紺一組欝種馬の一部煙擬示) 

速嘩不適合土壌

鉛汚染土壌

陸　運‥株式会社粟立テクノクラシー陛搬受託者】 

擾知爆瀬戸市山路町胎4番地l 

術∴姿∵ダンプトラック十シート掛け 

接辞・保管施設:日繋轟業株式会社

東京都大関匪京浜島轡甘2

海　運‥株式会社寮立テクノクラシー随搬受託都 

蜜知県瀬戸胸山蕗町融嘩拗l 

荷　姿;船舶(ハッチかト榔 

韻街着保管施設:擾如海運株式会社′八号醜貌熊戒

名古簾市耀匿船見町約番拙地先

陸　運‥株式会社粟立テクノクラシー【遊離受託割 

怒知県瀬戸面山路町工3匂番地l 

稽∴姿:ダンプトラックすシート掛け 

処理施設:株式会社窮壷テクノクラシー本社弟籠球

愛知県瀬戸市山蕗町蹄番3、 l鵬番1

種　　類:分別等処理梅綾

処理方法:薬物除去、含水率調整



儀式第十六(第六十・糸筋臆-頂関係)

汚染土壌の区域外搬出屈曲珪

201申出/月′王。

聴京都注菓区亀戸二」‾照31経9号

爛拙者　冊即二簗株式会費

亜麻都知事　殿

工脚操対翻璃1強縛1項の風脚こより、鄭髄膜峨謀から蜘汁る汚染l頂について、次
のとお問う冊出ます。

繋構耀I玉城尊の所在地 忠e�+ｨ.���8ﾉ78ｫ��)���Yy�?���66ﾉ5ｸﾘb�
唖軽轟豹東京翻l幕匪大鳥∴口説諦4管外　　) 

汚染上境の特定有持物欝によ �IJ�tﾉL����'倚R益頽�x�8-8,��b益頽��ｨ���
る汚染状態 冦袷H4�8ﾘ8�椅�ｭH�8�����igﾈ�(-ﾈﾋ饂���菱�(,ﾉ,ｨ.��

汚染日難の体積 塔�經)V��
※膵細は、添付驚組の通り 

汚染上擦の運搬の方法 �)O�e�:�4����(､9O���IIR��h�ｨﾝx,ﾘ��Z迄�Ygﾈｸ｣(,ﾉ�ｸ.��

汚法上蟻を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�8ｨ�ｸ�X5��ｲ�

汚染土壌を処珊する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾈ淙6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ���8ｧ傀｢�

汚鶏上様を処瑚する髄殻の斬 �I&ﾘﾊyz8ﾌｹlｨ�)ч*ﾃ�������(峪9傀越8郢�ﾒ��

布地 仞��ｩ�8ﾌｹ�9_H攪ｫ������杏s�瓜ｩ¥ｩ9傀亥育ｹ�ﾒ��

汚染土壌の髄鞘の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ)&X蓼自68��ﾝx馼坿�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ｸ�ｸｸ�z��
汚染上博の運搬先子平辞職 俔9�ﾃ#僖����3ｨｿ渥B�

汚染上様の処触発丁子漬しl 兌ﾙ�ﾃ(ﾄﾉD陋���8ﾈ闕s�8ﾒ�

逝搬置両肌こ摸する自動車鱒の使用 母の王も名又は名称及び連絡先 �5儻I[h�8,ﾉ,ｨ.��

掘替えを行う靭軸)新産地並びに ��Y�H5H�ｸ7(5茜H�檍����ﾟ)o�ﾈ飆ｩ�ﾈﾞ��8ｷ)(ﾙ�Y�ﾈ����
所帝都)珪素又は名称及び逓親指〔 ��CBﾓ3#蔦���ﾒ�

避腕の陳、絨替えを行う揚油こ陳る �I&ﾘ､8暮U�陞����蟹&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&韋��
∴) ��X,rﾘｴ�"ﾓ3����

鯨瞥斑紋の所在地並びに所有者の 嶋名文は名称及び連絡捉(保管施紋 を用いる掲合に隣る。) ��Xｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ鮎Y5i�ﾈﾏｳ��・0互4-329-10脅6 

愛知海運株式会社　愛知県名古屋両港陸離兜町卯諦地先 

鱒2一針2-電工欝 

高車電歌碑 

鮪を 1この用紙の大きさは、尉木工藻規格A亀とすること。

馨　-鳴名騒人にあってほぞの代表者の氏名)を紀搬し、押印することに代え

はその辞表者)が簿名することができる。



添付資料釜

0汚鎚土壌の避搬方法

(1〉　運搬フロー

要職艦隊域等

大鳥二丁閏116番卒大島二丁目l鳩謡飾、大島二手牒1工5番欝、大鳥二丁日工1各藩28、

大島二丁悶115醇27、大鳥二千日115番飽、大島二丁目113番12.大島二丁目I13番ll、

大島二丁日輪番容、大島二丁日馬6番卒言氏島二丁吊鋪密事0、大鳥二丁目l緒

鉛(含有勘、馳繋轡出量)
ふっ繋(溶出連)六価クロム(溶甫嶺)

陸運:株式会社スリー園丁ケー 

東京都新宿区中井之-怠-11 

綺婆‥が汚萄汚十小掛け 

繊醤え條轡;日興サービス株式会社

神奈川県川崎市川噛区大川l喜10

落選:擾知海運株発会祉 ��

擾射爆名古屋市潜 囘�(�銈坪ｷﾙ)｢�

荷姿;船舶頼船一付) 

積祷え保管:怒飢渇適齢式会社

愛知県名古屋市港区船見町蚤7番地兜

陸離株式会祉朗立 

愛知県瀬戸市鵜殿町2工, 几��

荷幾げげ上海十外掛け 

処理施設:株式会社寮泣テクノクラシー　本社聖楽所

愛知県瀬戸市山路町8了番磐、 1重電番1、 I18番嘉

穂顧:浄化等処理施設

分別馨処理施設

処理方法;浄化聾処理施設(浄化、分館、加熱処理)

分別等処理施設(水銀、 P CBを除く第二種、第三種特彊有哲物鷺)



様式第十六(第六十一条窮一項関係)

汚染土壌の匪域外搬出届出韓 劔 

(あて先)　　　　　　　　　　　平成碑/月卒円 
東京都知事　殿 

馳謙譲攫驚霊場 土壌汚染対詩法第16莱第1項の規定により、襲摺霞区域等から搬出する汚染土壌について、次 剪�

のとおり届け出ます。 � 

要措寵区域等の所在胞 �8ﾈｹ餤ｩZ��ﾈ*ｩGi)ｩm｣�CC)MC#(,ﾂ��9YB� 

汚染土蟻の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��儘���t"�r��

る海藻状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Hﾇ�}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土横の体積 冕�$C偵hﾕb�
※詳細は添付蜜類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊t�一�:齏(�ｸ､8補�:ﾉ�8�ｹzH戊t�一�:�5ｲ�
※洋細は添付薄類尋のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾉ6H6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��8ﾈ恢6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 忠gｸ���ｨｼh���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｨ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾈ肘{儁C8����窺C��

汚染土壌の搬出の着手予蓮日 兌ﾙ�ﾃ#刔3(ﾈ賈jb�

汚染土壌の搬出完了予霹日 兌ﾙ�ﾃ#僖�(ﾈ�:��2�

汚染土蟻の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖韶3�(｢�

鴻鵠土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖駛以���3�?｢�

運搬の用に供する自動辞等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H顋}阮x��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所托地並 びに所有者の氏名叉は名称及 び連絡先(運搬の臨場積替え を行う場合に限る。) �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i4ﾙ*ﾃ�3��

愛知聴避株式会社　名古屋市捲区船見町5橋的地先 

※詳細は添付蕾類蚤、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 (保管施設を用いる場合に限 る。) �8ﾉz9WY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��$��9'Vﾂ�

愛知海運株式会社　名古屋南港区船見町5了番地地先 

※群縮ま添付薔痕6、了のとおり 
ル京子「　　,タ_._ 

ふ・つ∴∴・二　子i 

恵iル拙館il′ 叩叩u岬、口岬電 解憲課業護憲諾押印することに鶉擬鬱 

<連絡兜>

株式会社前田産業　東京支店　担当:　　　‾‾‾‾‾‾‾　連絡先; 03-6206-6690



汚染土壌の運搬の方法

1.運搬のフロー図

要措麿区域等 

荒馬翻蛇西が丘‡丁目地盤番22髄漆) 

基準不適合土壌

鉛(含有)

陸　運①:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託都 

愛知県瀬戸市山路町馳番地1 
’荷　姿ニダンプトラック十シート掛け 

頼轡書保管施設:東洋埠頭株式会社　川崎宴席

神奈川県)事情市川時庭痛打1葛可

海　運:株式会社東亜テクノクラシー【運搬受託都 

愛知県瀬戸市山路町1鋤轟地l 

荷　姿‥船舶(ハッチカノー) 

積薄青保管施設こ愛知海運株式会社　八号堪現業所

名寄屋市港区船兄町5了番地壇発

陸　運㊧こ株式会社 凛x6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��餃��9�XｨB�

愛知県瀬戸 冩ｸﾘﾉ*ﾆﾉ,窺I&貭�

荷　姿:ダンプトラッ、 �4頷ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*��

処理施設;株式会紀東立テクノクラシー本社辞業所

愛知県瀬戸市山路町87番尋、 1輪番l

踵　額:分別等処理施設

処理方法;異物除去、含水率調整



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 

平成2睦ノ之月?日 

東　京　都　知　事　殿 

ー 

土壌汚染対策法第工5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 俟��6ﾘ丙自)ｩ?｣#��顋�X,ﾂﾙYH��KIk��ﾂ� 
211番3の-部、同番了の-部、同番19、227番了の-都、同番工6、 

228番工の一部、同番12の-一部　　　　(盤-28-86、指-了78号) 

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,ﾙ5儻NMﾙ}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 亳�詹������*ｩx｢�
※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��ｸ､8補���8�ｹzH補一�:竟B��
※詳細は添付蕾類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����ﾗ)zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍����矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称∴ 忠gｸ��馼ｼh���b�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ�引謁ﾘ郢�ﾘ��蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ4ｹD糲ﾈ�6ﾘv�?ｨ������������

汚染土壌の鱗出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ6ID��8ﾈ�6ﾘ5�?ｨ�����h9�;Y)｣(ｯ�ｯ��Uﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*ｩD�+ｨﾈ糲ﾚ�?ｨ�����)}X�)]x木��6ﾒ��h8ﾒ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｹﾙD騏ｸﾈ�3I?ｨ������K韈Xｮﾇﾘ�x�ﾈ�h�fﾈ抱�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 ��h�ｨﾝx,ﾙo��Y�i}紿��X,ﾈ,h*�.�������nﾉ-�9[ﾘ�ﾒ�

韻替えを行う場所の所在胞並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の際、瀬替えを行う- 場合に限る。) �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

愛知海津株式会社　名古屋市港区船見町57番抱地先 

※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 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

の氏名又は名称及び連絡先(保 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃY{儁I&隧9�b�

管施設を用いる場合に限る寄) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A隼とすること。

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。

〈連絡先〉株式会社大林組東京本店　虎ノ門一丁日工寧事務所　担当:　　‾‾‾ TEし; 0喜書6457・9023



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

(壇番表示) 

捲区虎ノ門一丁日201番12の-部 

基準不適合土壌

鉛(含有)

陸　運:株式会社粟立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

積替・保管施設:日栄産業株式会社

東京都大田区京浜島3-5・豪

海　運:株式会社粟立テクノクラシー 

荷　姿‥船舶(ハッチかヾ細) 

積替・保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市藩医船見町5了番地地先

陸　運:株式会社粟立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社粟立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町8了番3、 l-18番l

種　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



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 剋i 

平成　28年I夕月　/ゲ日 
東京都知事　殿 � 

届出者　東京都江東区木場5丁目工〇番11号 

宍萱書き中2階 今井産業株式会社東山 ��

「葛臆「 

土壌汚染対策法第1聴第工項の 亢ｹ.�,�.hﾊyN��ｹ'Xｾh司9�*�.yL��+x.���Y7��ﾈ,�,(*(,H��ｻr�

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ﾕﾙ8ﾈｾi�y��9)ｩmｨ��b�甲 偶番表示)東京都江東区千石汀目2番18号 

(整セ8-6　塙-698号) 

汚染土壌の特定有害物質によ ∴J、¥、 ��i5儻I'ｹ}貶,ﾈ,h*�.����

汚染土壌の体積 �&��<X��ﾈ�h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�"ﾈ,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟H皦���y���
※詳細は添付書類豊のとおり 

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

汚染土壌を処理する施設の所 在地 傀謁ﾘ郢�ﾘ�H蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8�����窺C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�ig颯ｨ���ﾂ�ﾈ����?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ懐D����ﾈ�8ﾈ����ﾄI?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�hｦYD���{��hﾈ���6ﾒI?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ���9D霾霾��ﾙm｢�

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��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在腔並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、頼替え を行う場合に限る。) �5儻H��}颶���x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 ��

氏　　ま　　及　難事J ��の名又i名、び埋 (保管施設を用いる場合に限 る。) �5儻H���x.���x,ﾈ,h*�.�������������������Ec委ｳ�ﾃ��

五績蹴輔了 

下車醜態盤 � 

備考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。　　　　　　’-町棚’う個鴫 

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3

添付書類3汚染土壌の運搬の方法

31運搬のフロー図

3-2運搬体制

運搬受託者:株式会社東立テクノクラシー

協力会社及び使用する自動車、船舶等の一覧は、添付書類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

平成28年/〇月/j　日

東京都中野区中野四丁目8番l号

届出者　蒸京都第三建設事務新語考凄ごま軸瑛二

所長　　六八本
澄

薫
轟

撥載、て、次
轡

東京都知事　殿

土弼染対熊籠噸第1項の規定により、費髄区壊勧ら馳す嘉態
のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地 ��h�ｾi]�5i*ﾈ��ﾔ�ｨﾘ唏,ﾂﾙYH��]�5i*ﾉw窺CHﾘb�

汚染土壌の特定有蜜物質によ �H覈ﾛｨｭﾉtﾉ&Hｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��ｨﾝx-ﾉ5儻HｾｩDﾘ,ﾈ,hｪ��

汚染土蟻の体積 ���?綾ｩ��ｹe�u｢��鞏x,ﾙ5儻NU�>X,ﾈ,h*�.��

汚染土蟻の運搬の方法 凛H補一�:齏(耳�暮L�IYfﾙzH暮H�:��著���
音汚染土壌を運澱する者の氏名 ��Y��ｬ(ｺｸｩH�檍����I&ﾘ､8戊ｩH�檍���茜H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾒ�

又は名称 �4�8�5h�ｸ�ｲ�

草染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍����ﾘ騷x6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч'�Ji�����oVﾂ�

在塊 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾘ�怨4綿ﾈ���8i?｢�

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ-���ﾘﾈ讖7�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾘ���ｸﾈ糴7�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙﾙｸ�'t佇�8i?ｩ?｢�

運搬の用に供する自動轟等の 仭��

使用者の氏名又は名称及び遵 絡先 �5儻Hﾘﾉ�x��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在塊並 

ぴに所有者の氏名叉は名称及 

び連絡先(運搬の隙、額替え 

を行う場合に限る。) 

日栄虚業株式会社　東京都太田区京浜島3-竜-2

種し　O3-8了90雪印0

愛知海運株式会社　愛知県名古屋市海区総見町57番地先

TEし　寄駆-電工2-31務∴詳細は添付書績6、 7のとおり

保管施設の所在惚並びに所有 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68娩��d�ｿS8耳�"�

者の氏名又は名称及び連絡先 疋X+X���X��8�S��ﾙ{鼎���

爆雷施設を用いる場合に限 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����蟹&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾh鉙ﾊ�*ﾃSyMI&��b�

る。) 疋(+X��e�(馗�(認ﾉk���ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

<連絡先>

東京都第三建設事務所工事第一熊木密設計担当

担当:馬場、秋山　でEしO3-3387-5282



汚染土鞄の運搬の方法

1運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都新宿区弁天町1 1昌番†号

鉛汚染土壌

陸運漸和環境株式会社【運搬受託割 

東京勧請離西早稲距擾「2工事2 

荷姿:ダンプトラック七シート鮒ナ 

添付資緋のとお批運搬請負割 

続謹賀保管施設三日栄産業妹式会社

寮京都大田区京浜島3細雪-芝

海運;愛知海運株式会社【運搬 假9�X�(8��

愛知県名古屋布達区二丁目9番 凛ｸﾘb��｢�

荷姿:飴鞘ハッチかト) 

添付賞翫のとおり耀搬諮貴書 

積善・保管施設:愛知海運綜式会社

愛知県亀古屋市船見町卵番地地先

陸運;㈱ 仍騷x6X4�6ﾘ4�8�5h�ｹ���I�(�(�｢�

愛知県瀬戸市山路町87謡、1書晒1 

荷姿鳶 �7h6x8�6(4頷ﾈ5h�ｸ6xｧﾈ*��

添付資料 滴,ﾈ,h*茨H暮L���倆(�｢�

処理施設:株式会社寮立テクノクラシー本荘事業所

愛知県瀬戸市山路町即頚尋、 1 18番事

謹類　:分別等処理施設

処理方法:賽物除去、含水率調整



様式第十六(第六十条第関係,　　　　　　専

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔0 

平成28年　g月.お目 

東京都知事　殿　　　　　　　　轟京都港区赤坂八丁円4番3号 
届出者　常山シビルエ諦ニヤリング旋式素姓 

代襲取締捜襲灘織髄 
土壌汚染対無法剃6条第l項の規定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飽 ��)69$ｨｾhｼｩ�ﾃ))ｩm｣#窺C��ﾘh�(ｸ�ﾈ鹵�� 
世田谷区玉川二丁目1496番2、1497番l、1498番l(地番) 

汚染土壌の特定有害物質によ 儖��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��セレン及びその化合物(土擁溶出量基準不適合) 

る汚染状態 �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

※詳細は添付書類1及び添付書類2のとおり 

汚染土壌の体積 �#Sb靫スﾘﾈ*ﾙN�{罠k｣sY-���5ｨ8ﾈ93｣�C"紊�-���僂｣s���dr�
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B亶�-�､8補�
※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 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��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺Fﾂ瓜ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋鞜��9?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�9;r�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��蹌�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋賈e�3�齪�����

運搬の用に供する自動車等の �>Y5儻H��}綛,ﾈ,h*�.��

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在地並 ��Y8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍���ﾈﾞ育�5��

ぴに所有者の氏名又は名称及 ���=��ﾈ謌ﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

び連絡先(運搬の瞭∴積替え ��X蟹&ﾘ､8暮Xｨ檍��Jｨﾘi&靈ｸｼh��

を行う場合に限る。) 冖ﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI_��

保管施設の所在勉並びに所有 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 仂��y���(�����2�,3 

呼号 

る。) 冖ﾈｪﾈ�9��ｬ�5�gﾈ��������ﾊｨ�r�貌 俟�>ﾂ�fB�

考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規揺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。

連絡先　青山シビルエンジニヤリング㈱抵当‥看漢03十的午7311大豊建設禄高会社:担当:看■



添付書類4

汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

世田谷区玉川2丁目28番10苦く住居表示) 

世田谷区玉川二丁目1496番2、1細7番l、1498番ふく抱番) 

基準不適合土壌

碓素及びその化合物(溶出量)

セレン及びその化合物(溶出量)

鉛及びその化合物(溶出量)

陸　運諸式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町1尋4番抱l 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

陸　運:株式会社東昇【運搬請負都 

東京都江戸川区粛箆西617-10Jビル4『 

荷　姿‥ダンプトラック十シート掛け 

積替書保管施設:東洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川崎区扇町工3-1

海　運:愛知海運株式会社腫搬請負制 

名古屋市藩医名港二丁目9番台1号 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

積替・保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市藩医船見町57番抱瑠先

陸　運:株式会社明立【運搬請負都 

愛知県瀬戸市萩殿町二丁目I17番地 

荷　姿‥ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番轡、工的番l

種　　類;分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



様式第十六(第六十一条窮一項関係)

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)を請載し、

人はあってなその代襲畜)那署名することができる。 瑠龍野警告(法
丁的ぐ0ふけ偉ぶ帝



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3二1.運搬フロー図

形質変更時襲屈輔区域

大田区矢口三十日純霹1葺く住居轟示)

大脇区矢口三丁目制播臥1轡1番針1蜜1番㍉棚番重の各一都馳番)

シアン(溶出盤上鎗(含有囲基準不適合士接

陸　運‥株式会社粟立テクノクラシー 

愛知県瀬戸市山路町1鈍器理工 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

穏鶉・保管施設:東洋埠頭株式会社

神奈川県川崎市川騎区扇町l紅1

海　運こ株式会社寮立テクノクラシー

愛知県瀬戸市山路町1調番地i

荷　姿:船舶いッチ丸バー付)

積替・保管施設;愛軸鱒運株式会社　八号地現業所

名古屋市濯区船見附烏7番地地先

陸　運:株式会社寮立テクノクラシー 

愛知螺瀬戸萌山路即約番蒐1 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社粟立テクノクラシー本社醇業所

愛知県瀬戸市山路町8了番尋言鴨番重

種　　類:分別等処理施設

処理方法;異物除去、含水率調整



様式第十六(第六十一条第一項関係)

備考l　この用紙の大きさ崎、日本工業親権A4とすること。

2　氏名(法人にあってはその代表番の氏名)を諮醸し、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-(郵　汚染土壌の運搬の方法(鉛)

3-1.運搬フロー図

形鷲変更時嬰届出区域 

東京都目黒陸中日照2「菌2裔l母　礁辟養示) 

東京都田無医中国線2丁目31番2の一一・部、 

園丁圏31蕃4の書一部、剛一同283番3の一静ま(地番裳示) 

基準不適合土壌

鉛

陸　運‥株式会社東立テクノクラシー腫搬受託剰 

愛知県瀬戸軸欄間1調薄地l 

荷　姿:ダンプトラック十シーート掛け 

積替・保駕施滋:菓洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川時庭蔵町工3十

海　運:株式会社粟立テクノクラシー腫搬受託都 

◆∴擾知県瀬戸市山路町闘番地l 

荷　姿:船舶(ハッチかく-何十 

積額ず保筒施設:愛知海運株式会社臆　八号醜貌藤所

名古屋市港晴船見町5了番地地兜

陸　運こ操義金牡鹿立テクノクラシー【運搬受託剖 

愛知県瀬戸布山醐事・1紬番地1 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東をテクノクラシー本社事業所、

愛知県瀬戸市山路町87番3、 11露語l

種　　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



添付書類3-②　汚染土壌の運搬の方法(鉛および水銀)

3-1.運搬フロー図

形質変更時要屈曲区域 

東京都目黒陸中日照2丁目2番l母　艦居表示) 　　　　　　　　　　　　　　　● 

廉廉都田照度中富黒2丁固31議盆の--部、 

同丁目電工番互の一一部、圃丁目283番3の、一部(斑番表示) 

基輝不適合土壌

鉛および水銀

陸　運‥株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託都 

愛知県瀬戸輔1」路町1鎚番地」 

荷　姿:ダンプトラック十フレキシブルコンテナ 

処理施設;早来工営株式会社l用埼工場

神奈川県川崎市川崎区扇町61

穏　額:勘と等処理施設

処理方法;浄化(抽出・洗浄処理)

3-2.運搬体制

運搬受耗者:粟立テクノクラシー

協力会社及び使用する、

自動車等の一覧は、添付雷類4のとおり。

3-3.運搬等の方法

①運搬に伴う有薔物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措躇

◆既設のアスファルト舗装および砕石については撤去せず、タイヤへの汚染土壌の付着を防止

する。なお、汚染土壌が付替した場合は、敷地内において、タイヤの洗浄を行う。

場掘削し、頼み込む汚染上擦については、適宜散水し、粉じんの飛散を防止する。

・雨天時や強風時は、現場での積み込み作業を行わない。

⑧運搬に伴う悪臭、騒音及び振鍬こよる隼活環境保全上への支障を院ぐ措罷

・積み込み時には、低騒音型かつ低振動饗の建設機械を使用する鼻

・使用する運搬車面の最大積載重塾及び法定速度を爛辞する。



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壕の区域外搬出届出書 �26 

平成　28年　8月　26日 

東京都知事　澱 
題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「葛葛 

翻案護畿態隷書骨 
土壌汚染対策法細る粂第工費の規定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。 � 

皐 

要措置区域等の所在地 俶ｹ�xﾎﾘ蕀)ｩ�ﾂ永�ｨﾙ�ｲ�Uﾈ鹵��l 

汚染土壌の特定有書物節こよ ��ｸ傳�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5��ｨ�(ｧｦﾈ,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��ピ�����
※詳細は添付薯類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊��齷:諸8�ｸ､8補��Hｷ(�ｹzH補一�:竟B��
※詳細竃匪付書類釜のとおり 

汚染土撥を運搬する者の氏名 又皐ま名称 �*�+R������+(��ｮﾈｮﾈｮﾉ?���I�ﾈ�(������籃�8��������ﾈ抱�����2�+X+�自ny?ﾂﾈ�ｸ�h��(Y�(�e��

藁馳毒ヾ訪露完了彷シー 
汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 ��ﾈ�(馼ｼh���

汚染土壌を処理する施設の所 在塊 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾘ�Ij�&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃベﾘﾘ����葵B�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ)����k���唏蹂�����

汚染土蟻の搬墳完了予定日 兌ﾙ�ﾈ椹D���ﾟ���ｫ8ﾖ｢�

汚染土顕の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉj嬰���ｨﾈ���#)(��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��頴�?｢�

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邁 �5儻NU�}饋ｨ��X,ﾈ,i�b�

終発 

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ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾉ>凩倡9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾖﾂ�

愛知海運株式会社　名古屋市藩医船見町5稽地地先 

※詳細は添付藷頼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連絡先 繰管施設を用いる場合に限 る。) �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾆﾈ���

駒海運様式鵠名擢市離船風脚番軸先　捌 漆調は添付書類6、了のとおり 

田題詞 
∴∴書書け 

贈り珊置鴫「置場 

て盃麗恵琉 劍淙ｾ��

備考1　この用紙の大きさは、 剴坙{工業規格A4とすること。　　　　　　　　　爛鞄髄擬彊 

2　氏名(猿人にあってほぞの代表者の氏名)を寵載し、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。

健絡先〉小俣建設工業株式会社　　現場事務所担当:■●愉看



添付書類き　汚染土撥の運搬の方籠

3-1事運搬フロー図

形質変更時要届出区域 ��番表示上 

東京駒と区王子本町三丁目2番惟居表示)蜜番轡の 几���������

基準不適合土壌

鈴(土壌含有量基準不適合)

陸　運こ 佶兀�檍��矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��L��9�Y72�

愛知県瀬戸市山路町「甜番勘 

荷　姿:ダンプトラック中農ト掛け音 

陸　運言株式会社　山建腿搬請負都 

神勅腺川崎市華区繭幸町3丁目7軍番l号 

荷　姿ごダンプトラックすシート掛け 

積替・爆管施設言薗洋埠頭株武舎社　川崎支店

神奈川別事噛市川騎区扇町工轡-l

海　運;愛知海運株式会社施搬請負制 

名古屋市港酪港二丁帥番31号 

荷　姿;船舶(ハッチカリ㌻弓 

積番場保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市捲区船見町軍了番髄堪先

陸　運:株式会社明立【運搬諦負剖 

露和煉瀬戸両統隣町二丁目I17番地 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社粟立テクノクラシー本社草葉所

愛知県瀬戸市山路町8了番3、 I18雷1

種　　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区嘩外搬出届出書 劔3 

平成28年　畠月お目 

東　京　都　知　事　殿 

屈指慧議書● 
土壌汚染対策法第16条第1項の規定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。 

要措霞区域等の所在地 儉ｸ�8ﾍX6ﾙnX耳自)ｩm｣#�ﾔ窺C�,ﾂﾙYH��:�I{�,ﾈ自YH��:�C����� 227番了の一部、同番工6、昌28番1の一部、同番12の一部 

汚染土壌の特定有雷物質によ �B�7弌8ｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻IMI}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��s竸擢ﾓ2�
※詳細は添付審類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:諸8�ｸ､8暮�Hｷ(�ｹzH戊埈:竟B��
※詳細は添付蕾頚雲のとおり 

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

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 ��ﾈ��馼ｼh､｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩG傀謁ﾘ郢�ﾘ�H蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃ萎｣8����窺Fﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�����ﾈ���dﾈ6ﾙ?｢�

汚染土壌の搬革完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋靼(ﾈ���ﾎ4���������������������ﾝb�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�6ﾖｨﾈ��h8ｨｽ����������������ｨ�ｩ?�Ei(ｳ��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾘ�吋苹Ehﾈ餾Y?ｨ��������������5ｨ木ﾛｸ葎･｢�

号 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��}紿��X,ﾈ,h*�5H���������������X�h��*ﾉnﾂ�環欝麗 傚�� 

横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。) �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍ﾜ���8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

愛知海運株式会社　名古屋市港区船見町57番地兜先_ 

※詳細は添付書類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 (保管施設を用いる場合に限 る。) �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

愛知海運株式会社　名古屋市藩区船見町57番地砲先 

※詳細は添付書類6、7のとおり 

備考工　この用紙の大きさは、日本工業親格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。

<連絡先→株式会社大株粗　景京本店　虎ノ門一丁昌工事導務所　担当　　　　　　骨題嘉潤一蝕57■9023



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1農　運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

(地番表示) 

港区虎ノ門一丁目2重摩3の一部、同番了の-部、同番19、22碍7の一部、227番16 

基準、不適合土壌

鉛(含有)

陸　運こ株式会社粟立テクノクラシー 

荷　姿;ダンプトラック十シ �6xｧﾈ*��

頼蕃・保管施設;日栄産業株式会社

東京都大田区京浜島3・5-2

海　運‥株式会社荒立テクノクラシー 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

積替・保管施設二愛知海運株式会社　八号抱現業所

名古屋市藩区船見町押詩壇地先

陸　運;株式会社東立テクノクラシー 

荷　姿‥ダンプトラック十シート掛け 

処理施設;株式会社東立テクノクラシー本荘事業所

愛知県瀬戸市山蕗町8了番台工1盆番1

種　　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



様式第十六(第六十-・姦策一項関係)

東京都知辞　職

汚染土壌の区域外搬出屈曲韓

平成　独牽　き月　合田

東京都港区斬綺牛丁目24埼1〇号

屈指　　田中建設工業糠式会

土壌汚染対策法第16茶箱1項の規定により、要措置区域等から搬出する

のとおり届け出ます。
汚染土壌について、

要措置区域等の所在地 兌hｹ霎h揵���ﾈ自)ｨｪ��3H,ﾈ自YH��JcS8,ﾂﾙYB駘偖��

汚熟土壌の鵜定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ陜ﾉW94ｸﾘr���������������ｷﾂ�

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��sH��Ihﾃ2�B��
※詳細ま添付輩穎2のとおり 

汚染土嬢の運搬の方法 凛H戊�R一�:竟H�(�愛8補�$�X�越H補一�:騏��
※詳細ま添付器類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称一 乘H�檍����8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土撥を処理する者の氏名 乘H�檍����{騷x6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 忠gｸ���ｨｼh����

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｨ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8��ﾔ�8c窺Fﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��D����ﾈ糴?ｨ�ﾈ����������ﾈﾈ�(�(�(�(活�(鰍��h���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉY�D��ｸﾈ�����68����������,Hﾔi[ﾘvｨ��ﾂ�

汚染土蝶の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾔ僖糲ﾈ駛h8ﾘ������4����ｨ�ｨ�Y+(�UX�h-2�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾘｾ韲ｩK佻ﾈﾈ��ﾙ68������ｾﾉEｩ��ﾉ�ｮ景¥ｨ��ﾘb��

運搬の用に供する自動車等の 亢育ｸｼx�M(ｫ��hｭ��

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻Ixｹ}鞏ﾘ��馼,ﾈ,h*�.�������������������'仞ﾂ�

積替えを行う場所の所在地並 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾖﾂ�

ぴに所有者の氏名又は名称及 冕�&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈｶyOh�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃY{儁I&�&��b�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻I�}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。

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を話載し、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>

田中建股工薬抹式会社　担当:　　　　　　円弧上



添付書類　豊

汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都文京区小郡卜丁目4番34の一都、4番5呂の一部(地番表示) 

基準不適合土壌

鉛

陸　運‥株式会社　粟立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十㌢-ト掛け 

頼替書保管施設;東洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川崎区扇町13-l

海　運こ株式会社　東立テクノクラシー, 

荷’姿;船舶(ハッチカバー) 

積替・保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市藩医船見町57番地地先

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿;ダンプトラック十シート掛け 

処理施設;株式会社東立テクノクラシー本社脊梁所

愛知県瀬戸市山路町8了番3、 I18番1

種　類:分別等処理施設

処理方法こ異物除去、含水率調整



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馨 � 

平成五才年　皐月　苦賦 
東京都知革　殿 

恩京都港区新梅4丁目24垂11母 

屈輯　　田中建設工業株式会- 

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

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在麹 兌hｹ霈���Yｸ詹)ｩmｨ�凩ｸ,ﾂﾙYH��ﾘﾈ*ﾘﾞｲ� 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr�5ｸﾝｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �3c����*ﾙ'��iV�"鞴｣8��僣�O��h�C�ヲ蕀?�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��愛8補��IIR��越H暮H�:�����
※詳細は添付聾類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����ﾗ)zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土嬢を処理する者の氏名 乘H�檍����8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 忠gｸ��馼ｼh���

汚染土壌を処理する施設の所 転地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｸ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺Hﾔ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5颯��ﾈﾎ���W�68���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾂ��ﾘ鍈�ﾈﾈ陏H�(汲�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4ｹD苻ﾈ篷uｹ?ｨ��������#ゅなﾏｸｧ�ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5�8���8ﾈ�8h��ﾙ�������踪ｨ�ｩ�9H�X��,ﾈ6�4s��

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 几8蓼���ｨ�(ﾅ佻8ﾝx*'(��*ﾘ�ﾇﾘ����5ﾆﾂ�

添付蘭4、5のとおり　　東鶉讃琵謬 

韻替えを行う場所の所花壇並 侈ｩ�陜ﾈﾋ�ｩH�檍����ﾅi.I�y�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾘﾔ��

びに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��尨��kﾈﾌ8夊�8ﾉ霎h鉙ﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

び漣繚先(運搬の際、韻替え を行う場合に限る。) ��i�鞏x,ﾙ5儻IMxｧ｣h��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所布地並びに所有 �����娩��������������������響　　　　芸　　　　嘉　l　l　　13-l 

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�9Lｸ�9�Hﾊ�*ﾃY{儁I&�&��b�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Hﾚ鮎3h��x,ﾈ,h*�.��

備考1　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)を認識し、押印することに代えて、本人艇

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>

画建設工業賦会社　抱当園　　　　珊L‥



添付書類　3

汚染土壌の運搬の方法

3-l.運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都文京区栖訓一丁昏4番98の-部　脚番表示) 

基準不適合土壌

鉛、枇寮

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

積替◆保管施設:東洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川崎区扇町13-工

海　尉株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿こ船舶(ハッチかヾ」) 

繊替・保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市港区船見町57番地地先

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設二株式会社東立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町8了番3、 I18番工

種　類;分別等処理施設

処理方法:賽物除去、含水率調整



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蕾 

菓京都細萱殿　　　　　　　平成坤年両足日 

東京都豊島区駒込i丁目8蛋白号 

届出者東鉄工業株式会社東京連繋鼻息臆し 

土壌汚染対簾法窮16条第1項の 刹K定により、要措罷区域簿から搬脚る汚染土黒器具、次 
のとおり届け出ます。 � 

襲措置区域等の所碇馳 �8ﾈｹ�79V��ﾈ�8ﾔﾉ*ﾉ?�)ｩ�yxｹJfﾈ,ﾈ自gﾈ益+#8ﾊh,ﾈ自YH��3茜�� 
番の-部、棚鯖の・一紙約0鵬の一部 

汚染土壌の特定有害物質によ �H,ﾘ�ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx-ﾉ5儻Ixｹ}��,ﾈ贓��

汚染土壌の体積 �(堀帙2�H�｢�
※詳細ま添脅書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮H�:陞���8y��*ﾙ�IIR��越H暮Hﾉ:竟B��
※鮮細は添付薔類3確と括り 

汚染土壌を運搬する署の氏名 又は名称 乘H�檍����ﾗ)zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土域を処理する案の氏名 乘H�檍ｮ8��矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 忠gｸ��Dｨｼhｬｲ�

汚染土壌を処理する施設の前 程地 兒ｩ¥ｨ･ﾘ�yﾘｵ�､ﾘ蟹&ﾘﾊy�9�ｨﾗ�ч*ﾃ閲儁C8����窺Fﾂ�

滞染土壌の搬出の蕃手予定照 侘H�俐s僖���Hﾈ���*ｹ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����ﾈ��y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(-颯���Xﾈ���?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���hﾈ��8.�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名叉は名称及び避 緒先 �5儻NU�}駛���ｮ�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う壕所の所在地並 ��Y�韭ｹ:ｨｩIY�檍ﾜ�����=��ﾉGﾙ�ﾈﾞ渥��ﾈﾞ窺僥Y*ﾃ�ﾜy�ﾂ�

びに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾙ�ﾉO�ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�M����*ﾃSyMI&�&��b�

び連絡先(運搬の膝、識替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H靼ﾇｨﾙﾈ��{�,ﾈ,h*�.��

保欝施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍ﾖx����Xﾗxﾅ�e壱)J霎iiｩ*ﾃ�2ﾓ��

雷の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾙ/yO�ｩH�檍����kﾈﾌ8夊ﾅ(ﾖ�ｾhｿ侈�*ﾈ*CyMI&�&��b�

(保管施設を用いる場合に限 る。) 定�h�ｨﾝx,ﾙ5儻H�(ｧ｣h��x,ﾈ,hｪ��

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都を認識し、

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

<連絡雉>

東鉄工業株式会社∴抵当:　　　,

押印することに代えて、

之籍王〕

0さ-338l-890尋



昌-工。運搬フロー図

汚染土蟻の輩鞭の方法

添付書類　3

形質変更時憂届出区翰 

東京都品川区広町二丁目3了雷1番lの-部、容83呂番の一部、尋898番の一部、 

輔99番の一部、鞠棚番の一部.髄番表示) 

基準不適合土壌

鉛

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿‥ダンプトラック十シート掛け 

頼輩で保管施設:東洋埠頭株式会社　川崎支店

抽奈川県)喜噛市川騎区扇町13-工

∠ゝ ��ｲ�凵�@-〇十　∴置_ 

◆∴　∴∴∴　雷 �� ��フ、 ��

荷　姿;船舶かッ �6ﾘ7�� � 

積番手保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市港区船見町毎了番地飽先

陸　運:株式会社 弌���ﾝx耳��鰍�剪�テク ��∴ナシ一一一 

荷　姿;ダンプトラ ��ﾈ6"�ク 偖ﾈ5h�ｲ�ト 乂ﾈ*��

処理施設:株式会社荒立テクノクラシー本社覇業所

愛知県瀬戸市山蕗町87番3、 118番1

種　類:分別等処理施設

処理方法こ異物除去、含水率調整



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 

平成　→i年　上月　夕日 

東京都知事殿 　輔鶏犠躍轟井躍・コン耕踊作業「事 

土壌汚染対策法第工6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抱 �8ﾈｹ�79V��ﾈｾi�ﾉ�X皐自)ｩ?｣iMC8ﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都品川区西大井一丁唇毎鮒番lほか孤筆(砲番表示) 

汚染土壌の特定有害物質による �H��O��h��-8,��h��-�*Hｸx��5h4�98���廁4�8ﾘ8����Xｾ"�トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 

汚染状態 宙齎�8ｭﾉtﾉ|ｨ�Yv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
※詳細は添付蜜斌工のとおり 

汚染土壌の体積 丿�.v�c�-������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丶8補��IIX�(���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 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土接を処理する者の氏名又 ����ｩH�檍��5x�h�X48�ｸ6X4�6ﾘ5���H�ｨｧ傀｢�
②,ケイエスライン抹式会社/香取土墳浄す蛾・ 
③・株式会社荒立テクノクラシー　本社部慧所・ 

は名孫 �8��ｩH�檍��5H92ｸ7(6(4���ｧy68馼ｼh��
⑤→・三井裔罫株式念荘子 

⑥　オオノ開発株式会社　東温夢楽所 

汚染土壌を処理する施設の所在 ������=��ﾈﾊyL)I倡9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��
②　千葉県香取部多古町千田事摸し瞳6審ほか 

⑧　愛知県瀬戸市田韓町87番3、.工事8番工 

地 �8��蟹&ﾘﾊyKﾉ68ﾘ(ﾋ�8ﾉ*ﾉJc��
⑤　千葉県八千代市上南野字南国台場距離2ほか 

⑥　愛媛県東涯市河之内幸大小屋乙628呑37、815春45、628審1 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ6ﾘ4�D���ｯ�ﾈ糴?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5驟8��/�ﾈ餤ｸ�Y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�b僖���Zｨﾈ�8�5�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�h6ﾙD���ﾘhﾈ茲�?｢�

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��}紿,ﾈ,h*�.��

頼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 ����?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���ﾈﾞ�8�����ﾈﾞ育9�ﾎ5仞i�Y�ﾉ*ﾄ���
②　東洋埠頭株式会社川崎支店　川崎市川埼区扇町13-l 

③　愛知海運株式会社八号抱蚕業所音　∴名古屋市港区船見町弗番地抱先 

絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) �8��蓼鯖WYZﾘｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育4｢��傅���*ﾃ坪饕�
⑤)東予港∴∴愛媛県西条市北条地先北条岸壁 
※詳細は涛付姿科6のとおり 

保管施設の所在地並びに所有者 ����?ｨｻｸ5H�ｸ7(5永X�檍ｪ�}�8ｼh����ﾈﾞ��T倩仞i�Y�ﾉ*ﾆﾂﾓ���
②　　　　　　　会　川埼支店　川崎市川晦区扇町工紅l 

の氏名又は名称及び連絡先(保 �(��蟹&ﾘ､8戊ｩH�檍��Jｨﾘi&靈ｸｼh���kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

管施設を用いる場合に限る。) �8��蓼�������������������ﾉ:��ﾉｩ����ﾈﾞ伊����x�ｨ��※詳細は添付鄭恥のとおり 

細事　亀　この用紙の大きさは、日本工発現怨Å4とすること。

密　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)登記舶し、押印することに代えて、本人(法人にあ○ではその



汚染土壌の運搬の方法(1) (積善"保管無し)

形責変更時要届出区域こ
東京都励=区西大井一丁目写叫了番うほか30筆(地番表示)

鉛、磁束、ふっ素、ほう素、シアン、六億クロム、水銀
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

繰出を基準不適合土壌、含有量基準不適合土壌)

【運搬受託者】 
YAMAテック裸式会社 

荷姿埴凍み十浸透防止シート等又は密閉式車両 
プレコン1やク十浸透防止シート等又は密閉式車両 

【処理樟蔽う

抹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
処理方法さ異物掠去、含水率鄭重

汚染土壌処理案許可第085000 1 0 02号

【処理施椴】

ケイエスライン妹式会社香取土穣浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字裏山5 6番ほか

種類:分割等処理施設

処理方法;浄化(抽出一洗浄処理)

汚染土壌処理業栴可第01 21 001 003号

【処理施設】

絵寅会社サン・ビック半田事業所

愛知県半田布目東町1番8

種類:謝ヒ等処理施設

処理方泳浄化(分解一熱分解) (抽出「洗浄処理)

汚染土壌処理業貯可籍023 t OO了oO2号

【処理施設】
三井商事抹式会社

千葉県八千代市上高野宇南国台485番地2ほか

種類;浄化等処理澱

処理方法;浄化

汚染土壌処理業辞可籍01 2丁001 001号

【処理賠設】

裸式会社束立テクノクラシー本社事業所

認知県瀬戸市山路町87番3書1す8番1

種　類:分別等処理鯨投

処理方法;異物除去、含水率掘整

汚染土壌処理業純可第0231 001 003号

【処理施設】

オオノ開披株式会社最澄事業所

愛媛県松山南東渥市河之内幸犬小屋乙628置1

628-3了、 8櫛-45

種　類!埋立“浄化青分別等処理施設

処理方法;管理型埋立、熱分解、洗浄処理

異物除去

汚染土壌処理業許可第023 1 001 0調号

丁.運搬フロー図



汚染土壌の運搬の方法(2) (積善〃保管有り)

1.運搬フロー図①

形質変更時要届出区域;

東京都品川区西大井-丁目5伸7番「ほか30撃(地番表示)

鉛、批素、ふっ素、ほう素、シアン、六価クロム
(溶出畳基準不適合土壌、含有畳基準不適合土楼)

’音「●音音¥ 【運搬受託者】(陸運) 

YAMAテック株式会社 

千葉県干葉高藤毛区穴川之-9-13 

荷姿こ直積み十浸透防止シート等 

【請香登保管施設】

日興サービス撚式会社川時事薫所

神奈川県川崎市川崎区大川即事-了

【運搬請負者】、(海運)′ 

愛知海運株式会社 

愛知県名古屋高話区名浩二丁目9番31号 
荷姿二船舶いツチカバー付言“ 

【請書重保管施設】

愛知海運株式会社八号地現業所

名古屋市藩医船鬼面57番地地先

【運搬諮貴著】し健連) 

株式会社間立 
愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷姿:ダンプトラック十浸透防止シート等 

【処理施設】

株式会社寮立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 1 18著す

種　類:分別等処理施設
処理方法:異物除去、含水率頚整

汚染土壌処理業許可第023同01 003号



1.運搬フロー図②

形質変更時要届出区域:

東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30牽く地番表示)

鉛、硝素、ふっ素、ほう案、シアン、大便クロム
(溶出里基準不適合土壌、含有量基準不適合王政)

【運搬受託者】(陸運) 
YAMAテック株式会社’ ��

千葉媒千葉高藤毛区穴鵬 ��S壷)｣2�

荷姿埴諾み十浸透痛止シ ��ｸ6y9����

【蒋替・保管施設】

東洋噂顕株式会社川崎支店
神奈川県川崎市川崎区扇町事紅1

【運搬請負者】(海運) 

愛知海運株式会社 

愛知県名古屋市港区名浩二丁目9番31号 

荷姿;船舶くハッチカバー郎 

【読替一保管施設】

愛知海運株式会社八号地現業所

名古屋市港区飴見町57、番地地先

【運搬請負者】(陸運); 

株式会社明立 

愛知県瀬戸高萩殿町ニ丁目117番地 

荷姿こダンプトラック十浸透防止シート等 

【処理施設】

株式会社東立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 1 18番1

建　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整一

汚染土壌処理業許可籍023 1 001 0鵬号



工　運搬フロー図③

形質変更時要届出区域こ
東京都品川区西大井-丁目5447番1ほか30箪(地番表示)

鉛、枇寮、ふっ素、ほう素、シアン、六価クロム
(溶出宣基準不適合土壌、含有量基準不適合土壌)

【運搬受託者】〈陸運) 
YAMAテック株式会社, 

千葉県千葉市稲毛区穴川2-9書13 

荷姿‥直積み十浸透防止シート等 

【詣替・保管施設】

三井埠頭株式会社

神奈川県冊崎市川噂区扇町9輸1

【運搬詰負者】(海運) 

西濃海運株式会社 

大分県津久見市港町紅1容 

荷姿璃舶(ハッチか〈鵜付) 

【積賛施設】

東予港
愛媛県西条市北条地先北条岸壁

【運搬請負者】(陸運) 

大王海運株式会社 

愛媛県四国中央市中之庄町1693 

荷姿‥バラ十浸透防止シート等 
フレコン十浸透防止シート等 

【処理施設】

オオノ臨饅抹登会社寮温事業所,
愛媛県松山市高温市河左内事大小屋乙擬古、 62摘7、 81帥5

種　類:埋立裏洛化重分別等処理施設

処理方法こ管理型埋立、熱分解、洗浄処理、異物除去

汚染土壌処理案許可第〇231 00う003号



様式第十六(第六十一条第--項関係)

汚染土壌のは域外搬出届出書

東京都知報　馳者壁輩堕醤●

土壌汚染対策法第16粂第丁項の規定により、巽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 ��ｸ�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾉ霎hﾍX6ﾙnY?�)ｩmｩ&�>��
(地番表示)東京都捲区虎ノ門二丁目11請、Il番18、工1番19 

汚染土壌の特定有畜物質による �7�985ｸ92益頽�r���傳渥ﾉtﾈﾘﾂ��

汚染状態 宙�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�,ﾈ,h*�.ｒ�

汚染土壌の体積 ���Y7��ｳｨ�卯飫ﾈ�)-宙�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�,ﾈ,h*�.ｒ�

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:靼ﾂ��

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ﾈｹ韜ik���

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5H98�7(6(4飫ﾉ69�ｨｼi���

汚染土壌を処理する施設の所在 砲 ��sCsRﾓ��*ｳ8��蟹&ﾘﾊyKﾉ68�9698ﾉ*ﾆﾉMI&縒�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ(6��9Eb駑����X�YW�62�

汚染土壌の搬出完了予定日 ��(�り�ﾈ��ﾂ褸����� ��h��ﾎﾖﾂ俑���
1乙　、.○○,」, 　音ヽ′▼、’ ��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ<Y��� ��Yy鞏x圖佩ﾘｬH�i�3(��ﾘﾄH�"�

汚染土壌の処理完了予定日 ��(����ﾘ������� ��ﾈ耳棹ｨｹt����"�
ヽ　′　　　　　1"　臆〇　〇〇〇で　　　　. �� 

ヽノ∴I　+　∴　「 ��I手書」　_二藍. 

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 ������x���X�s�ﾘ�vﾉ9hﾅ"�

綱は鮒鮒のとおり　　琉鰯露語 
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、溺替えを行う 場合に限る。) �����ｨｵ�ｸ馼�ｨ�ｩ(X���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云) ��ｲ�

[連絡先]

鹿島・大林建設工事共同企業体

メトロ日比谷線虎ノ門新駅(仮称) J V工苺事務所

担当　　　　　　‾　寵謡番号03-620計748l

備考　工　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

人にあってはその代表者)が署名することができる。



添付書類3

汚染土接の運搬の方法

1　運搬フロー図

形質変更時要届出区域
東京部活区虎ノ門ニ丁目11番3、出番18、 1事番19

ベンゼン及び鉛汚染土壌

陸運:株式会社サン・ピック 

荷姿　‥　ダンプトラック十フレコンパッグ十シート掛け 

処理施設:株式会社サンぜック半田事業所

愛知県学田市日東町1番地了
穫類　:浄化等処理施設
処理方法:浄化一分解一加熱処理

空　運搬体制

運搬受託者:株式会社サン・ビック

協力会社及び使用する車両等の一覧は、添付書類4のとおり


