
様式第十六(第六十〇条寛一填関係)

汚染土壌の区域外搬出煽出薄 

東京都知球　戯 � 兌ﾙ�ﾃ(ﾞ�*hﾈ�?�Ii?｢�

届出者　大成・竹中・熊谷事大胃本・名工、株木建設其周企業体 

代表者 　　　臆 ��

土壌汚染対窮法第16茶箱1項 劍,ﾈｴｹ.�,�.h.���wi�ｸｺ霎h刺ｶh��.yL��+x.���Y7��ｸ,�,(*(,H���

次のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地 ��東京都江東区豊洲六丁団地内(住居表示) 東京都打球区聾鍋六丁厨8経、9割へ9翻、l瞬2工7番宣、21番工 ��
へ21番6、22番、28番、37番、38番(堪揺表示) 

汚染土壌の特定有畜物質によ 剩��yびその化合物、鉛及びその化合物 

る汚染状態 ��※詳細は添付書類lのとおり 

汚染土壌の体毅 ��10m3、　※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 剽､上運搬 
※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 � 
※添付書類3のとおり 

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 剞ｬ友興業株式会社　城南島苺業所 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��東京都大田区城南島3す3 

汚染土壌の搬出の着手予定日 剳ｽ成28年3I=柏 

汚染土蟻の搬出完了予定日 剳ｽ成28年弼ユ寧日 

汚染土壌の運搬完了予定日 剳ｽ成28年3月土師 

汚染土壌の処理完了予定日　平成28年明3即 

運搬の用に供する自動事鱒の所有 者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

穣替えを行う場所の所在地並びに ��なし 

所有者の氏名又は名称及び連絡先 (迎椛の蕨、制替えを行う拇合に限る。) 

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。) ��なし 

【連絡甜大成書竹中・熊谷・大日本・名工・株木建設共同企業体 　氏名:.　　　　　竃話番号:03-5859-550l 

教
子
ず
り



汚染土壌の運搬方法

3工　運搬フロー図

汚染土壌の運搬フローを図3-1に示す。

形質変更時要届出区域

東京都江東区豊洲六丁目域内(住居表示)

東京都江東区堂洲六丁郎番、 9番ト9番9、 14番2、 17番1、 21番ト2暗6、 22番、 23番、

37番、 3承蜜〔抱番表示)

対象範囲
・枇案及びその化合物(溶出)

書鉛及びその化合物(溶出〉

陸運;成友興業株式会社

荷姿;ダンプシート掛け

処理施設;成友興業㈱

城南島事務所

稲類:浄化等処理施設

(不溶化)

所在抱;東京都大田区城南

島3-計3

10皿蜜

図3-1汚染土壌運搬フロー図



様式窮十六(第六十一条第一項関係)



1.　運搬フロー図

添付書類3

形質変更時要届出区域

品川区東品川四丁目5番の車軸i住居表示)
品川区景品用四丁目24番1の葛都(地番)

批索(溶出買主ふっ素〈溶出畳)汚染土壌

運搬;成友興業橡式会社【運搬受託剖 

東京都大田区城南島鍋-3 

荷姿:ダンプトラック十シート卸す 

処理施設:成友輿薫株式会社

東京都太田区城南島3書蜜鴫

謹類:分別等処理施設

許可番号　こ第0て31001関1号

皇軍　　運搬体制

運搬受託宥;成友興業株式会社

協力会社及び使用する自動車等の輸質は、添付資料4のとおり



様式第十六(第六十一集貨一項関係)

東京都知葛　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28年!!月/日

届出者　大成・竹中・名工事大日本建設共同企業体

代表者　大成嬉翻斌食施療烹譲

士壊汚染対窮濃紺6条第1項の規定により、要播攫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�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩmｩd�>�員ｨｸ�ﾈ鹵��東京都江東区豊洲六丁目8番、9番lへ9番9、14番2、17番工、21番1 

へ2幡6、乞2番、23番、3了番、筆書臆陸番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ 儂��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���ｨﾘ��-�ｨｸｫ4�<��

る汚染状態 ���馮)5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積　　　　王の 乖ｴ盲8���hｶh踪-ﾉ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L��
※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 ��i5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍��尨��>ﾉ8x馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ8韮�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ)d��hﾈ餮Im｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3�(ﾈ��y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾎ<ID靫洩��y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ���Iy��

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��}韜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 態抱の際、積替えを行う常会に限る。) �,�+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�

【連続】藷堪j自書鶉薫欝諾蒜響。l 

ー2鼠一言1

轍鮒搬窮



汚染土蟻の運搬方法

3工　運搬フロー図

汚染土蟻の運搬フローを図3農1に示す。

搬出予定数量(全量)言

※数量については現場状況等により変更となる場合がある。

図3-1汚染土壌運搬フロー図



穣式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成葬年本月二汚日 

東京都知事　殿 

届出者 

土壌汚染対続法篇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撥についで次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 偖hｫY8ﾉ�X皐自)ｨ齪�8ｨﾘｩｸｸ�ﾈ鹵�� 
品川区東大井一丁削20番極一部2棚番4の一都(地番) 

汚染土壌の特定有書物質による 儂�ﾟY�X�}ｸ皦-8,�ﾇ�益頽�r���傳益頽�ﾂ��

汚染状態 ��h�ｨﾝx-ﾉ5儻I'驀靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 粕�'ﾂ�)�:"�
※詳細彊添付筈競2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮H�:霑ｘ�愛8暮�Hｷ(�越H補一�:險B�陸運(日動韓) 

※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 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

叉は名称 乘H�檍��Jｨ耳8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���
五洋建設株式会社 

ウイル・エンジニア1」ンダテクノロジー株式会社 

汚染土壌を処理する施設の 所在地 �8ﾈｹ�79�Y68�8��>ﾉ8x����ｩMB�
横撰市神奈川区出田町子6 

大阪府枚方帝太字尊延寺9粥 

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��ｻﾙD���ﾈ������,ﾒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ,c僖韈�]�ﾅﾃ�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾋ韭ｹD雕霾�7962�

汚染土壕の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｸ隱�$ｨﾈ�9?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NZﾘ�ﾃH��ﾕ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(運搬の隙、積替えを行う ��i5儻Hﾘﾉ}緝��x-�,h��.��

場合に限る。) ��)?���+闇"�玖珠開　　　きゝ 

保管施設の新宿地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡兜(保 管施設を用いる場合に限る。) 偃慰��h�h�h6ﾘ�r�

※翻翰6、7のと即　繚詰売口を玉音 

主-∵暮一・∴二“二二千雰有毒離 

遥綺先; 舒宇X5h6X4(��DY���iｩ:���

備考　工　この用紙の大きさは、日本工業規格Å4とすること。

2　氏名(法人にあって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(法

人にあってほぞの代表脊)が署名することができる審



添付書類3

1,　運搬フロー図

形質変更時憂届出区域

品川医東大昇一丁目9番銃早く住居表示)
品川区東女井一丁畠を狐番王の一都220香色の一都(璃番〉

馳索(溶出観,ふっ轟く溶出轟)、鍬溶出轟)醇染土壌

運搬:成友興業株式会社【運搬受託朗 

東京都大田区城南島計網 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:成友興業雄武会社 �� 

煉京都大田区城南離一鍾 
一　種額:分別等処理施設 

許可番号;割鳩工的10寄1母 

2.　運搬体制

運搬受託者;成友典薬株式会社

協力会社及び使用する自動車等の-箆は、添付資料めとおり



様式第十六(第六十・条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出薗 

平成芝8年!〇月で式日 

東京都知事　殿 

踊擬態繋蘭● ��

土壌汚染対簾法第1き条籍1項の規定により,要措置区域籍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�ｨHｾi[ﾙ��8y?�)ｨﾞﾘ�������(ｸ�ﾈ鹵�� 
東京都天職区平和島二丁副審23の一都馳蕃表示) 

汚染土壌の特定有害物鄭こよる 儂��h��-8,��h���廁4�8ﾘ8��7��ｹv頽��顏�W94ｸﾘr��

汚染状態 ���域ﾘ��ﾘytﾉ¥xｮ顏�W94ｸﾘr��������i5儻H��}��ﾘ,ﾒ�

汚染土壌の体積 ��hﾈ凭ﾈｶ�kh�8-8,��h���壓4�8ﾘ8�ｿXﾞ��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B���zH補一�:竟B��愛8暮y9,竰�
※詳細は添付書類-3のとおり 

汚染土壌を運搬する案の氏名又 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 �ﾈ��thｻｸｼhｩH�檍�����凉i8xﾔ��｢�

は名称 ��h9�h5ｨ8�986xｩH�檍���

③泉工業株式会社 

汚染土壌を処理する施設の所在 地 �ｨ攪ｹ�79m�68ｾh��>ﾉ8s9)ｩm｣9MC8ﾖﾂ�
②福岡県京都郡苅田町長湊町工0番地 

③千葉県市川市二俣町22-1 

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�8ｿﾉD�*(ﾈ�*ｨ,)62�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ{痛�iD籀+Xﾈ籀*�?｢�

汚染土壌の運搬売子予定日 兌ﾙ�ﾈｴﾉ�)G�,ﾘ�ﾈ�/�駟u"�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾔ僖��ﾄ佇��ﾘ��

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ﾘﾉ}紿��ｷﾘ,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並び 坪����ﾒ騷��ﾈ�ﾂ�男己机奉 

に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の隙、積替えを行う 場合に限る) 們ｨ6��ｸ������"�′、.音音 ※添付書類6のとおり 

保管施設の所在地並びに所有者 ��y�hｧy�i5ｩ{�r�

の氏名叉は名称及び連絡先(保 管施設を用いる場合に限る) ��i5儻NTｹ}緝,ﾈ,h*�.��

連絡先;東京都新橋区西新宿園丁 刔�)MC(ﾎ靼h����ｩH�檍��7H5x5��

担当:書　　　　　　　　冊　O3-ろ碓・雪印で 

備考i　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)を認識し、押印することに代えて、本人(法人

盈露霧議鞍警告霧務暫鯉。般



添付薄額計1

1.運搬フローー図

工)フローー(り



添付薗類3・2

2)フロー②



添付薗類3-為

3)フローー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 

平成28年　7月//日 

東　京　都　知　事1殿 剴結椏s中央区新川二丁目8番4ロ、 

届出者　大有建設株式会社　東京支’一’ 

土壌汚染対窮法第1石条第工項の � �,ﾂ�規定により、要耀区鱒から馳する藤島胃、て、次 
とおり届け出ます。 剔ﾓ、 

襲措置区域等の所在堪 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈ��dﾈ��)ｩm｣儁Hﾔ���8��H��ﾘH��-ﾘ�9YB� 

汚染土壌の特定有答物質によ る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻IOｩ}��,ﾈ,i�b�

汚染土壌の体積 �3cr纖-��

汚染土壌の運搬の方漣 凛H戊��齷:鞏｢��h�ｨﾝx,ﾙ5儻I'ｹ}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

汚製土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍������>ﾉ8xﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾈﾜH蕀)ｩm｣8�8ﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉ?�zｩDｨ*ｲ�靫I?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ+�ﾛYD鞐ﾈﾈ�+�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�Dｨ�ﾈ�6�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｵI��D粨�ﾘﾈ�.Yu�?｢�
運搬の用に供する自動茸等の 所有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。) 冖8+R�

煤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。) 冖8+R�

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。



添付番頭3

汚染土甥の運搬の方法

形質変更時要届出区域 ��剛4番1の一部 

東京都江東区豊洲六丁目9番1、雷、4 

汚染土壌(基準不適合土壌) 

喜　運搬フロー図

[運搬受託者]

成友興業株式会社

東京都大田区翻南島三丁目嚢番3号
荷姿:ダンプトラック十シート郵ナ

工運搬請負者]

抹式会社オン・タイム
東京都江東区千石十4-8叫脂

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

有限会社秋山開発

業京都大日医中央了-京÷特

荷姿こダンプトラック十シート卸す

株式会社秀和
東京都大田区本羽田3事一十的1

荷姿:ダンプトラック十シート鮒ナ

イズミロジスティックス株式会社
東京都江戸川区北葛西州か2ベルメゾンイズミ10百号

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

晴栄運送有限会社

東京都足立区梅田仙221 1

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

エステートサービス抹式会社

寮京都江東区潮見1丁目1㌻3

荷姿:ダンプトラック十シー串即す

注)憩奥等がある場合は、フレコンパックを使用

処理施設:成友興業株式会社 

東京都大串区域南島三丁郎番輯/ 

種類:津化等処理施設 

処理方法;鮒と等処理(不溶化) 

2　運搬体制

運搬受託者:成友興業株式会社

運搬輯貴君;株式会社オン重タイム、有限会社秋山離散株式会社秀和
イズミロジスティックス株式会社、暗栄運送有限会社、
エステートサービス株式会社

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)

汚染土饗の区域外搬出届出書 

平成名節年別五日 

東京都知掌　殿 

土壌汚染対策法細さ粂第工項の 剋ｲ者萱醒繕離翳窟 規定によ生要措置区域等から搬出する汚染土壌につ、、 
のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi¥x�)?�)ｩmｦﾈ��R� 

汚染土壌の特定寄書物質によ �-����ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��v頽�｢��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}�,ﾉ,ｨ.��

汚染土嬢の休稿 �#(���ｨ���ｨﾝx�95儻H��}�,ﾉ,ｨ.��

汚染土撥の運搬の方法 凛I�r一�:竟B��i,8ﾝx,ﾙ5儻H��}�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼiu兀�檍���

汚染土撥を処理する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

汚染土撥を処理する施設の所 在地 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh司>ﾉ8s2ﾓ2ﾓ2�

汚染土擬の搬出の着手予連日 兌ﾙ�ﾃ)MiD�.�ﾈ纔汲�

汚染土壌の搬出完了予窟胃 兌ﾙ�ﾈ*ｳ��8ｻｨｼ��

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ��D｣Hｮﾉ63��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D��h�K�屬�

運搬の用に供する自動車等の 兔ｨ鑄�X刮�Y7��ｹeh暮L�,ﾉw�,仍�+x.俾�:齏x+�ｭh+x.傚�}��b�

使用者の氏名又端緒及び連 絡先 �)闔h,ﾉ,ｨ.��

積替えを行う場所の所在塊並 びに所有者の氏名又は名称及 ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(����������������������

び連絡先(運搬の際、稿替え を行う場合に限る。) 凅ｹ6Hﾋ�-8,H械�

_一〇　　　　二二ヽ 

保管施設の所在堪並びに所有 ��xｭ逢)z�-B��運｢�

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,�*"�

連絡先　大成建設株式会社東京 倡�5������ｩ?�)ｩmｨﾜH､ｩJﾘﾞﾈｼh����2ﾙ�s3"ﾓS閲���

備考　ユ　ニの用紙の大きさ膿、日本工業規格A4とすることや

2　氏名(法人になってほぞの代表者の氏名)を寵醸し、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。



添付書類4

汚染土嬢の運搬の方法

形閏変更時要届出区域

東京都江東区豊洲二丁目「5番1 2(地番)

陸運搬譲友興業株式会社櫛歓添付書類5参照) 

荷姿誇ンプトラック十シート掛け 

処理施設:成友輿薫く株)城南島工場

東京都大田医城南島紅竺3

撞類:分別等処理施設

処理方法で異物除去越含水調整

2運搬体制

運搬受託者三成友愛薫株式会社

協力会社及び使摺する自動車等の一覧は、添付資料5のとおu



様式第十六(第六十-輸条第・一項関係)′

汚染土壌の区域外搬出届出薗 

平成之纏ま月勅願 

東京都知夢　殿 � 

届出者 

土壌汚染対策法観降霜l項の 刹K定により、要措置区域篭から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 � 

要措薗区域馨の所在地 俘Hｫi8ﾉV��ﾈ��)ｩ¥ｨ�c�gﾈ��ﾉ(ｿﾉ�(鹵�� 
品川区諌馴庖丁扇片目、6壇、丁目の昏一部他動 

汚染土壌の特定有審物質によ ��倚H��,ﾘ�ｹv頽�ｨﾇ���W94ｸﾘx��?スuhｷｹ�｢�

る汚染状撼 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�xｨ8h-�,h*�.��

汚染土蟻の体損 ��姻ｹ�h�8ｴﾈ���
※詳細ま添付書類芝のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮Hﾉ:齏(�淫ｹ��-iZ��為�6Hｼ亰(薰��
※詳細蔀恭付管頴急のとおり∴∴確達し怠雛) 

ヽ ��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称・ ��ﾉthｻｸｼivﾈｮﾘ���ﾈ�),�*ﾉ�X+R�

汚染土蟻を処理する者の氏名 ∴又は名称 �冲i�i>�霎�鳬_伜�雍�俯(ｽ飴ﾘ���������������������y驗�4ﾈ�b�

汚染土壌を処理する施設の所 寵地 竸8�8棘�ｹz8ﾎﾙu������������IIl鮎Hﾞ弍�ｧｨ宰T��

蒋染土壌の搬出の薗手予定日 兌ﾙ�ﾈ吏D���悩mｨｮﾉ62�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾚ9D�8hﾈ�*�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉyﾘ馼��8詆*I,ｩ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�ﾉD�.hｺ�<�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 兒倩ﾙ��,h*��"�
所有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 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運擬の際上積替え を行う場合に限る。) 竸ｨﾉ��ﾈｭ��ｩ�i�88｢������������X*I�ﾘ����v��bﾘ5b���������ﾈ尨將籀�ﾈ尠ﾂｲ�

〆雪,_　項、叫`’ 

楳管施設の所在地並びに所有 刔�仄�/�ﾈ�.穎x/�.�����ﾛh�2�+�������b�

者の氏名又は名称及び連絡先 椄xﾉｹ�韵俑9^｢�
(傑箆施設を用いる場合に限 る。) ��

繍考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A生とすること。

2　氏名　し法人にあってほぞの代表者の氏名)を諮載し、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

1.　運搬フロー図

2.　運搬体制

運搬受託者;成友興業株式会社

協力会社及躍用する自動車等の」静ま、添付資料4のとおり



様式第十六(第六十一条第一填関係)

汚染土壌の区域 劍､���<ﾘ�ﾘﾂ�� 

平馳締く気諸国 

寮京都知畢殿　　　　　　　　　　　　鹿海上東亜・あおみ特定建設工事共同企繋体 
(撚衰脊) 

届出者東京都港区赤坂二丁目地番27号 

撥轟建設株式会社　東京土木支店 ��

土壌汚染対策法第脆粂第l項の 刹K定により、軍籍 剪u区域欝から搬出する汚染土壌について、 

次のとおり届け出ます。 劔 

要措置区域等の所在地 凭ﾘｹ�78ﾕﾘ俘蝌ｯ��X蕀)ｩmｩ&I�h,ﾈ自YB雲窺IUﾈ鹵��� 

汚染土擬の特定有零物質によ 儂�{霍�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘr�兒�Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZな-8,�粂ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘr�

る汚染状態 兒��

汚染土壌の膵穣 几�� ��顥e������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｩ5傚�}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h6x8�6(4��こよる陸上運搬及び士運船による海上運搬 
※弾細は添杓藷頸さ、互、蜜のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻HﾘﾉNｨ,ﾂ�∴とおり∴ 

汚染土壌を処理する者の氏名 ��ﾉthｻｸｼhｩH�橙�吏 会社 

又は名称 �<)?�毎蝌ｼb�

汚染土壌を処理する施設の所 窪地 ��h���ﾉthｻｸｼiZ��b�主 �8ﾉ79��68ｾh��>ﾉ8s2ﾙxｸ�c2�’【富二栄産業 剞_索引腺神階市川崎区扇町 

恵,玉セ1軍事-勝昼鴫6子ら「59㌔輸腿 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨9�xﾈ�;B���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ=�3�)���日 ��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�Dｦﾈﾈ��$��

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｸｩD顰8ﾟ�?｢�

運搬の用に供する自動噂等の所有 者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻H��}靉ﾘ��h�����,ﾈ,h*���.Δ�

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 (遜緒の孫、顎替えを行う鶏舎に限る。) ����YYｸﾗ)Y9_���%�8ﾈｾi�(､8蕀)ｩmｨ��7俚ｹL��乕ｻB�臓友興業醐 �6ﾘ蓼鯖WY:ｨｩH�檍���

紳剃り勧l幡市川崎区扇町9-l 

璃話こ鵬暮議3七3ユ在 

保管施設の所在地並びに所有者の ����ﾉ+xｻｸｼiZ倅�IWY:ｨｩH�檍���
氏名又は名称及び運絡先緑管施設 �����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ���
を用いる場合に限る。) �8ﾎｩ:�CBﾙz32ﾞ､s�B�

【連絡先】鹿島章東亜-あおみ特定遊説工事共同企業体 
氏名三園臆臆臆■　電話高紅 　　　　　　　よコア 剌RⅩ湖二議薙霊と 

備考1この用紙の大きさは、日本工業現絡Å花ずるごと。 
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を澄萌し、

にあってはその代蒸着)が署名することができる。



添付書類巷

滞譲士壊掛運搬労連

蜜. 1.運搬フロー固

く1)汚染土壌の韓上運搬を含むフローを図訂軍記に示すこ

対襲工事区域

東京都江東区膏施三丁目地先の一部

射線範囲

批繋及びその化合物、飴及びその化合統ふっ寮及びその化合鰍とよる汚染土壌

雷を’甜’岳係敦　で　積

柴善用栄興業掠式会社 

横浜市中区長者町卦ヤー1 

荷姿:好デトラック十珂掛け 

蜂蜜i　を　に磐　か　曾磐!絡　裏三種　購　■鴫細

筆

電

囲むト蜜,蜜〇十4参照

諦出し璃所こ土砂搬出桟橋猿島都江東区青海三丁目地先)図3-手摺照

調教ヽ　o　溝口

海運 繋菩‥日課興業株式会社 

(搬浜市中区長者町押-1仁 

荷姿こ土造船 

処理施蔀三宮二築庭業際式会社

〔川騎市川婿区扇島5「鴻

題　　額;分別等処理施設

浄化等処理施設

再処理滞染土壌処理麗辞

隊汝も碇願○　噴油　か寄掛寄書三〇‥粗　く=匹=手傷雷電慶

頼替え場所;三井埠頭株式会祉

洲崎市川崎区蘭町紅l)

鶉脅‥成友典籍株式会社 

鯨京都大同区城南軸-3-3) 

姑が鶉看三城友興繋練武会社他 

∴全酌業者∴ 

荷姿‥姉ブo陶ク十か十掛け 

処理施設こ成友発棟式台往

く東京都太田区城南風紀3-隼)

彊　　猿:分別等処理施設

浄化等処理施設

セメント製造施設

図3〇年1汚染土鰻海上運搬を営むフロー図



屯輝染土壌の陸上運搬のみのフローを国電置‡ゼ淀示す。

対案工事区域

東京都江東区寄港三丁目拙先の-駄

対象範囲

馳索及びその化合物、鎗及びその化合物、ふっ繋及びその化合物による汚染土壌

業者;日栄興業株式会社 

撮浜市中区長者町蜜-了-l 

荷姿:姑がトラック十手卜掛け 

処理施設:啓二栄産業株式会社

(川幡市川崎区扇島5-8)

種　類:分別等処理施設

浄化等処理施設

再処理汚染土壌処理施設

業者:成友興業探弐会社 

(蒐京都大田区城南島3-3-3) 

午が纂者:成友興業株式会社他 

全60業者 

荷姿詐リブe陶ク十小掛け 

処理施設:成友業練武会社

(東京都太田区域商品3-3-轡)

種　類:分別等処理施設

浄化等処理施設

セメント製造施設

図3-1細芝　汚染土接の陸上運駁のみのフロー図

表3青1霹搬方法と処理業者

軸寄. 偬Hｫ2�遭義鵜1 偃ﾘｽｲ8ﾝr�電着絡2　∴ ����I^��重機券3 �ﾉ)8ｭ綾｢�

1 侏ｸ�｢�日豪輝繁劇 冑ｨ･Hｬ��ﾂ�郎粥電凍鰯 ��〃」 况Y?�宰7�'ｨ�"�
ダンプトラック 俔ﾙ8ﾈｾi�)wH蕀)ｩmｩ&��b�士濃紺 �� 儉�KX�9�ﾈ�ｹ'X�(ｽxv隸��

2 侏ｸ�｢�国籍興韓㈱ ダンプト‾寄り ���������目線興業㈱ 倅�IWY:ｨx｢�成瑞襲禽㈱ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�
直接区青海雪丁目地象 俶ﾙ,ｩ�B�細峨刺I!鱈毘龍的置1) ��h5�987h6x8�6(4��大田区織高畠雷や吋 

3∴ 侏ｸ�｢�’プツ 日韓隅筆触 ダンプトラック �� ��●ヽ_ 冕�?����yo���ﾈｩｩ�t綿ｩｨｾh�+�6xｯ��○○ 

番 侏ｸ�｢�日纂興織㈱ ダンプトラック �� ��〇〇〇音 ��ﾈﾛhｻｸｭ�4���Y68ｾh司>ﾈｹ饋�(.(,R�
●" 

電 ��Xｿr�成哀慕雛㈱ ダンプトラック �� ��●○し �7維hｻｹ4��ｲ��Y68ｾi�Xﾘﾈ*ｸ-x6x��
‾　○○ 



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年主月子日

届出者　大成・竹中鯵名工・大日本建設共同企業体

代表者
東軸薪宿直西斬宿六丁朗約号

大成電設株式食放

土壌汚染対籍法第置6条第主項の規定により、要挿輯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。

要措罷区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi��兒刔ｩ)ｨ��&�>�員ｨｸ�ﾈ鹵��東京都 俔ﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩz9MH��蒻ﾔ�*偸S���ﾔ姻S(���yMHﾔ���)h�ﾂ�

へ21番6、22番、 �2輝、 �3yMH��3��)�yMIUﾈ鹵��

汚染土壌の特定有畜物質によ 丼H閂ｷ��ぴその化合物∴鈴及びその化合物 

る汚染状態 ��ﾘ�ﾘ婢,ﾙ5儻H���凩靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積　　勧 ��+#8���b���X�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土嬢の運搬の方法 凛H�8暮L��� 
※詳細 �,ﾙ5儻H�)}�8,ﾂ��,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称∴ ��i5儻B�蜜類尋の �*�.�� 

汚染土壌を処理する者の氏名 ��ﾉthｻｸｼhｩH�橙�佝ｨ�����南島事業所 

又は名称 乘H�檍��8�4ｨ62��4ﾈ�����瀬高生利用センター 

汚染土壌を処理する施設の所 ���thｻｹ5ｸﾝ飴�79�R�凵A田区城南島摘-3 

徳地 宙8�4ｨ684ﾂ��r�冽Hﾊy>ﾂ�原市米原2562-2 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨88hﾈ韈�D��� 

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈｾｹD驗�"�悼?｢� 

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋緝ﾈ�#�?｢�� 

汚染土壌の処理完了予定嵐 兌ﾙ�ﾃ"�合年6月　3 ���(h��� 

運搬の用に供する患動事等の所有 者の氏名又は名称及び避絡先 ��i5儻B�蕗類吐のと �*�.�� 

積替えを行う繊所の所在地並びに 所有者の氏名又は名称及び連絡先 �,�+R� �� 

(運搬の陳、穣替えを行う抱合に腺るo) 

保管施設の所稚拙並びに所有者の 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】大成・竹中・名工・大日本建設共同企業体
氏名:　　　　　　電話番号: 03〇五鈷9-5毎0具



汚染土接の運搬方法

3.1.運搬フロー図

汚染土接の運搬フローを図3-1に示す賃

搬出予定数堅く合計) :蜜6記十豊富.6こ弱.了皿敦

※数量については現場状況等により変更となる場合がある。

※成友興業(株)との契約書には鉛も含まれているが、初期の契約時に鉛(溶出)があったためであ

り、鉛(含有)の土接の搬出は行わない。

※成友興業㈱については、平成之8年3月30宙で許可の期限が切れるため,それ以降に搬出す

る場合は許可の延伸を確認してから行う。

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)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

東京都知事　殿 劔[ﾙ�ﾃ#吋苻ﾈ讓4x8ﾒ�

届出者大成青竹申 代表者　束縛 ��Ykﾈﾔ��Y�Y?ｩgｸﾉｩ�ﾘｺI:�仂i�ﾂ��I��FXﾙi)ｩ�e�ﾒ� 

饗　　沖田葛喜田●()　　　　　　　臆菓臆 

土壌滞染対策法第重6条第1項 凾ﾌ規定により、要措置 仞h司9�*�.yL��+x.���Y7亳h+�,(*(,H��� 

次のとおり届け出ます。 � ��

東京都㌍東区塾洲六丁 冦ｨﾇﾙ>�員ｨｸ�ﾈ鹵��

要措置区域等の所在抱 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)｢�日8番、9番lへ9番9、14番2、17番l、21番l ��

∵21番6、22番、23番、3了番、38番脚番表示) 

汚染土壌の特定有蕾物静こよ 儂��hｷ�-�+ｸｪ�,hﾘyZ�� 

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU��X,ﾂ�とおり 

汚染土壌の体積 塔��S�ｶﾘ�����igﾇ��ま添付資料2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L��おり 
※詳細単添付寧灘の 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �� 
※添付書類3のとおり 

汚染土壌を処理する者の氏名 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍��暫�南島事業所 

又は名称 乘H�檍��8�4ｨ684ﾂ�源再生利用センター 

汚染土壌を処理する施設の所 忠�ﾉthｻｸｼb�8ﾈｹ�72ﾈ將�田区城南島3-3置3 

在地 宙8�4ｨ684ﾂ��ywHﾊr�原市米原25銘セ 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��y)7�(b� 

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨8ﾔ��ﾈ��Y?｢� 

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋賈$��X4yT｢� 

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋簇ﾈ對����咾h柮� 

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,ﾈ,h*�.�� 

積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連絡先 �� 

な’し 

(遜抱の際、微蓄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。) �,�+R� 

【連絡先】大成・竹中事名工・ ��Y?ｩgｸﾉｩ�ﾘｺI:�仂i�ﾂ�
氏名　　　　　　　　電話番早津㌻585弼剛 

1
1



汚染土壌の運搬方法

3.1,運搬フロー図

汚染土蟻の運搬フローを図3-1に示す。

44,00血合

搬出予定数重く合計)ニー出.07十44,00こ88.0了孤3

※数量については現場状況等により変更となる場合がある。

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

図3-1汚染土壌運搬フロー図



様式第十六(第六十一条窮一項関係)

汚染土撥の区域外搬出届出書 

平成28年ユ月ふく日 

東京都知事　殿 

東京都江東区豊洲六丁目4番 

諦水・大林・鴻池・銭萬 

建設共同企業体 

届出者 

■ 
土域写楽対策法観6条第1項の規定により1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 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩmｩ&�>�員ｨｸ�ﾈ鹵��8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi��9�)ｩ�MH��儁H6s冕����FC(ﾋ繦MC���#��(6s(��#h���#)MH��#9MH��xｳyMH��>yMB�&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土蟻の特定有竃物質によ る汚染状態 �7��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���h�ｨﾝx,ﾙ5儻Ijy}���,ﾈ,hﾍh.��

汚染土控の体積 �-3��ｸ�ｸ������萼8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h5h�ｸ6xｧﾈ*�,�.h.凛H�8暮L��※詳細は添付書類露のとおり 

買講蒜を運搬する者の氏名 ��i5儻H��ｾ�,ﾈ,h､�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �4h���にJ險�､x��7h8�986r�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 俎(ｼhｬ飩駮I&�Di�右�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�*ｸﾈ蟠�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土接の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋｣���cx���

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鳳 ��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丁Eし(遊 戯の麻、徹鮮えを行う場合に限る。) �,�+R�

保管施設の所極地並びに所有者の 氏名又は名称及珊〈保管施設を 用いる場合に限る。) �,�+R�

【T剛】清水・大林・鴻池◆関南建設共同企業体 

氏名;　　　　　　　　　　　　　電話番号出汁353ト3491 

考　1　この用瀬の大きさは、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)を罷戟し、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

1



汚染土壌の運搬方法

3工　運搬フロー図

汚染土壌の運搬フローを図3」に示す。

搬出予定数量二5000.00皿3 搬出予定数重言200.00皿3

※汚染土壌処理業許可証が更新された陳には、その内容を確認し搬出を行う。

図3-1汚染土壌運搬フロー図

4



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土接の区域外搬出届出書 

平鹿昨ユ月1甲田 

東京都知事　殿 

東京都江東区豊洲六丁目4番 

清水・大林青鴻池一銭高 

建設共同企業体 

届出者　　　　　■ 

土壌汚染対策法第重6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 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩmｩ&�>�員ｨｸ�ﾈ鹵�� 東京都注束区豊洲六丁目8番、9番ト9番9、14番2、17番l、21番lへ2宣番6、 
22番、23番、37呑、38番(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ �7��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���~亶�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��
る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 白ﾄ��y�x������ﾓ8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H･�ｦｸ,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h5h�ｸ6xｧﾈ*�,�.h.凛H�8暮L��※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 ��i5儻I_���,ﾈ,h*�.��

汚染土接を処理する者の氏名 又は名称 佛�<�98ｩ�4iz8鰭7h8�986r�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 亶ｹ?�毎蝌ｼhxｨ+���=��ﾈﾊt漠Ji�ye粟i�駭ｲﾓ���Rﾓ#���vS3����

ヶィェ云ライン辟韻藩蟻麦轟暗凱轄ほか 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ(､�*Hﾈ颯駑｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�4s�ﾈ��y?｢�

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Ⅱ;し ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並びをこ 所有者の氏名又は名称及びTEし(運 搬の暁、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T重し(保管施設を 用いる場合に限る。) �,�+R�

【鵬し喜清水・大林・鴻池・関南建設共同企業体 

氏名:　　　　　　　　　　　　　　雷話番号:03一務3工-349l 

考　1　この用務の大きさは、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。



鯛曜報績l

‡

汚染土壌の運搬方法

8.工.運搬フロー図

汚染土壌の運搬フローを図3-1に示す。

搬出予定数量:細孔80血轡 搬出予定数量こ70勘00 Ⅲ3

※汚染土壌処理業許可謡が更新された際には、その内容を確認し搬出を行う。

図3-1汚染土壌運搬フロー図
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