
納・・、ノふ・　▲・　農　高..ノ　約・〇r’“・㍍ 

汚射域の医城外蛾酬拙謡 

平成‡輝!/月轡lヨ �� ��

棚　　　　　● 剪�

土壌汚染対緒法第16集第1項の規 剪Bにより、要槽躍区域等から搬博する汚染土蟻について、次の 
とおり属け出ますへ 

襲措置区域等の所塵地 �仍�78ﾖy�凛Iz8�(賈)ｩm｣yMC��ﾘhﾆ��ﾈ鹵�� 
疎京都江煎区部可卿丁固掘5(地番表示) 

汚染土壌の特定村寓物質による 汚染状態 �-8,�鑽�7��ｹv頽���(數W94ｸﾘr��鉛(土壌溶出麿基誰不適合) 

鉛(土壌含有愚薗準不適合) 

汚染土壌の体械 訂���-餒��

汚染土蟻の運搬の方法 兩儉ｸ*ｨｬ�ﾈｫs94�.��

汚染土壌を運搬する音の氏名又 は名称 假y~�7H�鳧ｷﾈｺ冰｢ﾒ�

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 �8�YeI(ﾘﾜHｻｸ刑:"�

汚染土域を処理する施設の所在 地 �謁��IJxﾘ)�ﾉ|�?�5(ｬ8��ﾌc淫ﾈ耳毅�

汚染土壌の搬出の楽手予定日 兌ﾙ�ﾉIiDｨ�hﾈ�?�l｢�

汚染土壌の搬出完了予細雪 兌ﾙ�ﾈﾚ9Dｨ益w��Hｹﾈ冷�

汚染土壌の避搬完了予定日 兌ﾙ�ﾆ��ﾊ���*ｸﾈ�+�+x冷�

汚染土蛾の処理売子単粒照 兌ﾙ�ﾈﾚ9D�.�ﾈ隱y8�� 

運搬の用に供する日動輩欝の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 �5儻NTｾT紿,ﾂ�7�謔� 

覇替えを行う場所の所福地並び に所有者の氏名又は名称及び蓮 絡先(運搬の撥、韻鮮えを行う場 合に限る.i) 凭(+R����

藷認諾葦　　毛し 

備考lこの用紙の大きさは、口 　之氏名(法人にあってはそ 剿{工業規格A4とすること〔 の代表者の氏名)を寵織し、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。 

<連絡苑>∴株式会社フィールド・パートナーズ

担当∴　　　　侃) 03-6268・88る了(e皿a却



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬のフロー図

要措置区域等

東京都江東区白河4丁目7番1 1号

ふっ素溶出量基準不適合土壌
鉛溶出畳基準、含有量基準不適合土壌

運搬受託者:株式会社フィールド可や-トナーズ
東京都港区虎ノ門事を8虎ノ門琴平タワー10階

03- 6ま68- 82与之

運搬請負者;添付書類4参照
使用する自動車等:添付書類4参照
荷姿:直読み十浸透防止シート等

処理施設:株式会社克典開発

千葉県市川市塩浜二丁目16番6.7,8の輸郡

種類:分別等処理施設
処理方法:分別等処理(異物除去`含水率調整)

3-2.運搬体制

運搬受託者;株式会社フィールド・パートナーズ

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」項蘭㈲

汚染土壌の園搬出桓出膏 

東窮絢晴　殿 劔�XﾔｹD隸�ﾈ��ﾉyﾒ�

醐蹴り、豊輩撥届け出ます 
形髭変更時報経国礫師躍動 剴語G純江東区有明l丁目摺弘3覇、3番6レな顕鞍籾 ��

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 刮�(士嬢醐7櫨噌佃ふっ素(土壌溶出基軸鉦,9Ⅲ調 
軸熟　　　　　　　口.髄胡 

・※詳細は離隠顕事のとおり 

汚染土壌の体積 儉60㈱　　※詳細は添煙管顕名のとおり 

滞染土壌の運搬の方法 劒n運(自動詞　　　※詳細嘲附蕾猿轡のとおり 

汚染土嬢を遊牧する者の氏名 又は名称 ��採種駈フイ→レド・ノトトナーズ 

掲染出嚢を処理する者の氏名 又は名称 刳粕y鶉蝶顆朗発 

汚染土毅を処理する施設の所在堪 剋闢｡県馴魂闘二丁酎摺鴇78,の「郭 

汚染土壌の搬出の着手予定日 剳ｽ成エア年　3月　ふウ日 

汚染土嬢の搬出完了予定日 ��平成鴨七年I÷月　ユダ日 

汚染土壌な運搬完了予定日 ��平成葦_年1シ月を芝目 

汚醐予定日 ��ノ平成タを年好子月,謬日京 

運搬の用に供する自離巨等 氏名又は名称放凝醗先 倆(,ﾂ�※添付鰍のとお。　し甘辛予告÷ 

積替えを行う場所偶廟寵地並 者の氏名又は名称及び連絡先 際、稿替えを行う場合に限る �-(,傀ｩtﾂ�耳�ｈ暮L�,ﾂ��"��音臆　●　・ 

保管施設の蔚動並びに所有 又は名称及び連絡先繰締 る場合に障るつ 倆(,ﾈ��kﾂ�ﾎｸ/�w�*"� 

備考　ユ　ニの用紙の大きさは日本工業覇賂A在とすること。

2　氏名鰭人にあってほぞの代表者の氏名)を寵載し、押冨田‾ることに代えて、本人剛こあってほぞの代表

者)が署名することができる鍬

<連絡先>

大和ハウス工業龍鵡会社東京本店建築事業部工事部　担当‥,∴　鮮虹限る2班盤02

株式会社フイ→レド・ノ㌫トナーズ耐電技術二部　　　担当:∴　聴し:03一嘲帥磁2



添付資料3

汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

株式会社克典開発

形質変更時要届出区域 劔8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾitﾉk��)ｩmｩ���#H��9MCX��9MCb�&餉IUﾈ鹵��� 

鉛(含有量)、枇素(溶出寛)、ふっ素(溶出戯 

(ダンプトラックによる陸運) 

運搬受託者 刳博ｮ会社フィールド・パートナーズ ��克京都港区廃ノ鞘一2-8　虎ノ門琴平タワー10謄 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

紫運搬請負者(協力会社)は添付資料4のとおり 

処理施設 劍ｩH�檍���ｨｻｸ､ｩJﾘ���9�ﾈ冓Vﾈﾔ��｢�
千鶉県市川市塩浜二丁目16番6、7、8の-都 

穏類:分別等処理施設 
処理方転:異物除去、含水率調整 



操式第十六(第六十一茶箱一項関係)

東京都知事　殿

汚染土撥の区域外搬出届出書

平成エ8午　皐月(0日

_」、〇一　八　_　東京新港歯茎二丁目32番1号
届出者筆写　誌送料長谷古ユニ辞し二才ョ

氏名袋諏犠迫　範

土壌汚染対策法第工6染第l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て、次の

とおり届け出ます。

要措置区域等の所在地 ��偖ｨｸ�ﾈ麌�ｩ8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh掠(iF��y)ｨ�ﾏｹMIo�ﾘb�
【地番表示】東京都江東区越中島慶丁目王ら番工、15番掌の各一部 

汚染土撥の特定有害物質によ る汚染状態 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 鉄�2隸�����-��

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

汚染土壌を運搬する者の氏名 �?ｨｾ(�ｾ�Z越ﾈｩH�檍���

又は名称 �4�4�6ﾘ､ｩﾙｸｩB�式会社 

汚染土接を処理する者の氏名 叉は名称 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���
オオノ開設株式会社 

ウイル・エンジニアリングー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 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�IMI&��
愛媛県東温市河を内事大小屋乙6雑番軒他 

大阪府枚方市大手車延寺955 

汚染土壌の搬出の番手予演目 兌ﾙ�ﾃ#吋�+xﾈ�8h5�?｢�

汚染土按の搬出完了予定官 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ苻+�?｢�

汚染土壌の運隈完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ苳�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋颯霾�,X�ｩ?｢�

運搬の用に供する自動車等の �?ｨｾ(�ｾ�Z越ﾈｩH�檍��8ﾈｹ�79(h匣ｾi�i�ﾉ)ｩz9z�MCHﾘb�

所有者の氏名又は名称及び連 �4�4�6ﾘ､ｨﾎﾈｩH�檍����蟹U�ﾊx鉙�(�9fｹ�冏ｹ*ﾈﾖ&ﾉ'儁I&��

絡先 ��ﾉ¥ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

璃替えを行う場所の所在地並 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�IMI&��
びに所有者の氏名又は名称及 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���
び連絡先(運搬の際∴積替え 兌ｨﾌ侈y��ｸ�98ﾉ>Xｾi�i(ﾙVﾉ*ﾃ窺I&��

を行う場合に限る。) 亊ｸｺh蝌ｼhｩH�檍���

保管施設の所狂地並びに所有 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�IMHｪﾂ�
者の氏名又は名称及び連絡先 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���

(保管施設を用いる場合に限 兌ｨﾌ侈y��ｸ�98ﾉ>Xｾi�i(ﾙj�*ﾃ窺I&��
る。) 亊ｸｺh蝌ｼhｩH�檍���

連続:警務磐第三討‡蒜蒜社臆藍‡認諾… 

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)を詣載し,押印することに代えて、本人
の代表者)が書名することができ石。

章2註う書



3-1.運搬フロー図

3「2.運搬体制

日鉄住金物流株式会牲

東京都中央区新川工丁目艶番生母

オオノ闊撥株式会社

愛媛県松山市北緯本町甲184韓地

※協力会社及び使用する自動車馨の一覧おし別添「自動輩等の使局番の氏名等及び連絡先・自

動草一覧誌上参鰭。

宵



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

平成ユ去年　夕　月　′日　日

東京都藩医芝二丁目32埼1号
株式会社長谷工コーポレーンョ

桑捉饗道　鏡

東京都知事　殿

土壌汚染対粥法第16集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、次の

とおり届け出ます。

要措置区域等の所在地 ��偖ｨｸ�ﾈ麌�ｨﾘﾈｹ�78ﾕﾘﾘﾈｾh掠(i8s9)ｩmｩ�窺Cxﾘb�
【地番裳示宣東京都江藤区越中島3丁目月番8の-部 

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

汚染土壌の体積 ����閲唐緝����尨���

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

汚染土壌を運搬する者の氏名 �?ｨｾ(�ｾ�Z越ﾈｩH�檍���

又は名称 �4�4�6ﾙKIL�ﾉ俾陞���

汚染土壌を処理する者の氏名 ∴又は名称 佻ﾉvﾘﾉｩyhｩH�檍���
オオノ開設株式会社 

ウイル・エンジニアリング・テクノ・ロジー株式会社 

汚染土蟻を処理する施設の所 窪地 ��xﾇ�ﾊx�9�ﾈ�8��+價sIMI&��
愛媛県蒐温市河之内事大小屋乙62容番37他 

大阪府枚方市大字母延等9粥 

汚染土壌の施出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋騏ｸﾈ讖uｹ?｢�

汚染土蟻の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#卯冰ｸﾈ�6ﾘ�ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨85��6ﾘﾛｹ�"�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#�h疫ｸﾈ駟i�Im｢�

運搬の用に供する自動車等の �?ｨｩ偖ｨｾ�Z越ﾈｩH�檍��8ﾈｹ�79(h匣ｾi�i�ﾃ�)ｩm｣#9MCHﾘb�

所有者の氏名又は名称及び適 �4�4�6ﾘ､ｩﾙｸｩH�檍����蟹U�ﾊx鉙�(�9fｹG馮ｹ*ﾉ(c�,窺I&��

絡先 ��ﾉ¥ｨ鑄,ﾉ,ｨ.��

溺替えを行う場所の所在地並 ��ywHﾊx�9�ﾉ.��y+�*ﾃ�IMI&��
びに所有者の氏名又は名称及 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���
び連絡先燵轍の際、穣替え 兌ｨﾌ侈y��ｸ�98ﾉ>Xｾi�hﾕﾙj�*ﾃ窺I&��
を行う場合に限る。) 亊ｸｺi��ﾇ�ｩH�檍���

保管施設の所在地並びに所有 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8���*ﾃ�IMI&��
者の氏名又は名称及び連絡先 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���
(保管施設を用いる場合に限 兌ｨﾌ佩ﾘﾌｸ�98ﾉ>Xｾi�i(ﾙj�*ﾃ窺I&��
る。) 亊ｸｺh蝎�(ｩH�檍���
連絡先:株式会社長谷工ゴーボレー 　マックスエンジニアリング 倩�((����尸X井�����

俄考1　この用綾の大きさは、日本工業規格Å宅とすること。
2　氏名(法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(法人にあ壬ではそ
の代表者)が蟹名することができる。

所
名

住
民

者出一
層



3「.運搬フロー図

l細軸鵬慎!腹舐賊璃軸紳輔の-鼠　　　　　　　　　　　! 

i岬は妙脚搬靭醍壌I　　　l樹靴幾許耽掃l 
上　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　l 

碧曲すすノ概鑓橡式会社特撮襲節電)　　　　　　　　　　　　　　　　　浬鴇;日劇鍛餓歴財嚢会社(瑚腿重謡曲 

脅蒔くダンプ畦やかつ山脇づ柵轟もグ　　　　　　　　　　　　　　　都築÷ダンプト9ウク青レート掛け 

l　　　　　　　　　　　　　　　　　l撒離毎債籍駐妻　　　i傷罪虞重度努隷土 

!　　　　　　　　穣鋒謡わない　　　　　　　　l　　　噌.優賞組曲適職難敵韓嚢会社 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　i 偃葦hﾘｸﾎｩ�ﾉYH詹T�+#�I��&��

粧租,電照シ龍即製蛤社　　　　　　　　　　　　　　債鵡;都捌取締貧社 

真理呼集拝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞"鼻櫨精油馳せン裏- 

護憲・　蛾軸細紳秘拙　麗竪　　翻酬峨靖剛露地 丶8暮)ﾉ�ｹ�Ydﾈｻﾙ��})<Yj逸�亥���'鋳�
群可響e庵犠蛸的劇飢1∞I号　　　　　　　　　　　師事昏商用袖郎抽糊胴囲吋　一　幅隻:組飴でクー略す 

湘種哩馳撤　　　　　抽榔処蛾　　　l 

輝か緋馳:丸峨 
異郷罫線戸押葉区環出細事凌 

面 

庭聾:言継儀容幽漬物彊往く運搬豊抵蜜) 

宙賓:タンクトラブクーシート挫け 

霜豊年確言 冕y�(荿.�*�4x985x6ｨ4�.�984�(6X4�6ﾘ8ﾘ5x�ｹ]�-ﾈｴﾘ�����ﾊ)=ｩF��ｸ悩�ﾉ�X詹�栄�kﾘ.員�� 

孤軸腿 俔ﾈ戍�.�･偉8�8ｬ蔭ﾘｸｦﾈ��vﾈ*ｲ�JXｧﾃｹZｩYh�Y{�{Hｻﾙ�i.ｸﾞ"�

3-2、運搬体制

日銀住金物流株式会社

東京都中央区新川1丁目23番亀号

オオノ閑撥株式会社

愛媛県松山布地構本町田184番地

※協力会社及び使用する自動軍籍の一覧は、別添「自動車等の使周者の氏名等及び連絡先置自

動車一瞬表」参照。

10



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28年12月　古　田 

東京都知事　殿 

屈蛸撥認識欝翳同筆 

.土壌汚染対策法細6条第1項の 刹K定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域轡の所在地 ��ﾉMIUﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾitﾉk韆ﾉ)ｩmｩjyMH-�*嶋ｭ�,ﾈｦX自YB� 
惟屠表示)1〇号地その2埋立地〈東京都江東区有明四丁目) 

汚染土壌の特定有膏物質によ �B�7��ｹv頽�����ﾔ��ﾘ�ｩ{ﾉ{�)yiz�+R��批薫く土壌溶出轟0.鎚l-…7血糾し) 

る汚染状態 �-8,��b�7��ｹv頽�ﾓ��ﾔ���hﾌvr�+R��

※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 仆篷wﾔ�$B�※詳細は添付書類雲のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 ��h､8補��IIR����※群細は添付書類急、亀のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 乘H�檍��,x*ｲ�

又は名称 �8ﾈ�､8戊ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���

汚染土蟻を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8���*ﾃ�IMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ﾈ�4r�?｢�

汚染土撥の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Xﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���hﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉj�D���以���#�?｢�

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*�6ﾘ.��

積替えを行う場所の所在地波 音びに所有者の氏名又は名称及 丼�9h,�+X������������������������耳�Y8ﾈｹ颶R�

び連絡先(運搬の際、積替え ��iEh�����依����

を行う場合に限る。) �+X+�ﾄ�ﾘ*Hv�ｨ*�8�/�ｬｸ���ｨ���-8��%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 (操管施設を用いる場合に限 る。) ��ﾈﾞGHﾖ(ﾘ(.��gﾈ�VﾅH-8��ut��

該当なし　　　　　認離籍藤 

【連絡先】大林・日本国土・棟木特定建設工尊共同企業体 

南北線陸上トンネルJV工事事 冖����.�9cｨ���������ｴ�4蔦cCY{��:ヤd��2ﾙ,越�s�ｨｳc��

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)を辞職し、押印することに代えて、本人(法 

人にあってほぞの代議者)が署名することができる。



汚染土壌の運搬方法

1.遜披フロー図

書置○○鴫1
書:今回届出範閲

し_輸○○

(今回軸範囲以外の清純地鶏区域外に搬出する報命議事、別削汚染土壌の境域外娩出届出軸を屈囲まれ)

乞.運搬体制

運搬受託者(海選)　　:　株式会娃どき

究照海運株式会社

運搬受諾者(闘田∴∴∴∴ ;　なし

協力会社および使用する船的謡の一掬ま,聴付醐4のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

翼措罷区域簿の所在地 �(ｸ�ﾈ麌�ｨ�8ｹ�78稗�劔飾区細田3丁目8番容号、轡号 

睡蓮轟剰東寿都葛 劔��ﾉ+ﾉEｸﾙ��ｩ)ｩm｣y'冏ﾈ��yd�ｸ��xﾟ(湜���

7 倚)MB���i$�ﾉMFﾈ��y�Xﾘ�+S�nU�vXﾋ鴉ﾙMCx��EI�MI&����

加 ��(�R�頸�刳膜�實T1’ 7執事与∴ 
ll 

汚染土嬢の特恵有蕾物質によ る汚染状態 兔ｩ7(刮�Y7��ｲ�の 儁��亳��外搬出に凝る計画書のとおり 

鼻、輔敦J � 剪�

汚染土蟻の体頼 �<Xﾙ���ｫ2��-亦�� 

汚錬士擬の運搬の方法 兔ｩ7(凾�佗侏や�刳O搬出に係る計画雷のとおり 

汚染土嬢を運搬する者の氏名 又は名称∴ �� ��度*"� 

郁鰯ェ 劔��

汚染土嬢を処理する者の氏名 又は名称∴ 僭�ﾔ旭9T｢�零 刎��倆B�事坤怖硬や招- 

汚染土壕を処理する施設の所 在地 �9��ﾝx�掩｢� �?������叡卸之滴施工 

汚染土壌の搬出の番手予定日 兌ﾙ�ﾈ��i�Δ�ざ月 � 冢ﾂ�くれ 

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈｴｹD纔ﾈ��� ��掩ｨ���

汚染土接の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#�ｩD��9月 凵���U∴ 

汚染土欝の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉzｹD｢�9月　謝 劔日‾ 

運搬の用に供する自動草等の 所有者の氏名又は名称及び鶏 経先 ��U8ｷd��丁の 偃R�搾 剋ｰ‡ 

稿替えを行う場所の所在地並 ��-ﾙ�h*h,ﾘﾗ2� 劔 

ぴ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。) 剋qわない 

操管旛按の所在飽並びに所有 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。一) 兢ｸｬx,ﾙG�-�,�+����(�ｲ�� 

連絡琵:株式套社ノバック　　　　　　　　垣　当: 劔 �i�#｢ﾃ�=hﾍ3x詹�H*���

マックスエンジニアリング株式会社∴捉　当 剪� 仂�+ﾈ+�,ﾈﾇhﾙI�儺��ﾋiO��

撹考　ユ　ニの用紙の大きさは.日本工築規繕Å耳とすること。
密　氏名(法人にあやで張その程表音の氏名)を寵辞し、押印することに代えて∴本人
の代読者)が馨埴することができる。

写a草書2琶

璃靴綴籠　継母
琵縫局殺捷敬啓轟



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牢　去月より　日 

東京都知事　殿 
〒108-8502 

東京都港区港南容丁目15番空母 
届出者　株式会社大林組東京本店 剪�

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 

土壌汚染対鰯第宣積読l項の規定により、要措蹟区域軸、ら搬出する暴いて、次 剪�
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�79�y�8��.ｹ��68ｽ�*ﾉ?�)ｩm｢�ヽ (地謡嚢示)東京都千代田区神田錦町二丁目老輩1密の一部 

(措ゼ77号) 

汚染土壌の特定有奮物質によ �-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�舒顏�W94ｸﾘvﾂﾃ�閉�+R��

る汚染状態 鎚;����������������������h���ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鑁ﾈ,俾h+x�"�

汚染土壌の体積 綿ｺ鞁��������������������h���ｨﾝxﾎﾘｮ��,俾h+x�"�

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:竟B����������������h���ｨﾝxｭh.郁i78+�麌+x�"�

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��7H5(6(4�5������������h���ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵(,俾h+x�"�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��(ﾔ鮎hｩH�檍�����9�ﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土撥を処理する施設の所 在堪 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i9�i*ﾃ##��

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉjラD繆ﾈ钁�I(*ﾙuﾉ.ｒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋駝雍�,ﾙuﾉ.ｒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#飼ﾘ蓼ﾙ�繁uﾉ.ｒ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋����i)ﾂ疫ﾉ.ｒ�

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 兔ｨ鐵(,ﾈ�Y�h��鋹{ﾈ8ｨ5�6x�h,俾h+x�"�

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、韻替え を行う場合に限る。) ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

Iヽ 

●㌢*　註　つい 

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。) ��

鮨強調いない。　　響鷺纂 ��
肥筆耕算対荒諜 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Å4とすること。

2　氏名(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。

穴驚薄黒島外　鷺覧卿



形贋変更時襲届出授域

手代田園神田鶴町二丁目2番12(地番荻示)の一都

ふっ熟こよる汚築上撥

陸運:株式会社ブコックス腿搬受託削 
荷姿:ダンプトラック十シート糾す、または、大盤付きダンプトラック 

処蝶施設:泉工籍株式会社　市川リサイクルセンター

手袋現前川前二俣新町2紅章

種　類　:分別等処理

処理方法:男物除去、含水率綱攫

海運:エスオーシー物流株式会社 

荷姿:船舶(ハッチカ′㍉-付) 

処理施設:鮭友大阪セメント株式会社　商細工鵜

商知県須噂市押岡123

種　　類:セメント製造施設

処理方法:セメント原料リサイクル

海逝:エスオーシー物流株式会社 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

八戸セメント株式会社

(保管碓)

処理施設:八戸セメント株式会社

常雄曝八戸市太字新井囲手下態待掲了1

種　　類;セメント製造施設

処朗方法:セメント原料リサイクル

図2十　汚染土壌の運搬ブ照一園

1
耕
す
計
理
嚢
)



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

早成　Z8年　了月之l日

届出者　　東京都大田鴎と千束1丁

山田建謡株式会社
代表政務徳　　山

東京都知事代理　　殿

土壌汚染対照法篤農6粂窮1項の規定により、
とおり届け出ます。

要措置区域笹の所在地 冦ｨﾙXｾimｨﾙYgｹ*ﾈﾍﾉ)ｩ�cふC�ﾉnrﾉ4傲ﾓCC�t津CbﾃCxﾗ�ｉ&餉Hﾎﾈ鹵��

汚染土壌の特定有高物質 による汚染状態 刔ｨ廁4�8ﾘ8�ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽��ﾜx數W94ｸﾘs���c�-c"縱��t"�+R��
セレン及びその化合物　(土壌溶出軽基準不適合0.0姉へ0.03毒血g几) 

彊う秦及びその化合物　　は壊溶出壷基準不適合l.700へ3.600同富几) 

鉛及びその化合物　　　(土壌含有量基準不適合180へ鎚0咋/来g) 

※詳細は添付書類lのとおり 

汚染土壌の体積 �4)Vs2纉亳"�
※詳細は添付蕾額芝のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮e�:�����
※詳細は添付番類3のとおり 

汚染土蟻を運搬する者の 氏名又は名称 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��

汚染土壌を処理する者の 氏名又は名称 ��(ﾔ鮎hｩH�檍�����9�ﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚貌土壌を処理する施投 の所在地 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i9�i*ﾃ#)MC�ﾙ��

汚染土壌の搬出の着手予定 兌ﾙ�ﾉjラDｨ��?ｨﾈ���ﾘh�i?｢�

汚染土撥の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋ｨ��佇�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇饅��?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇�3�W��

運搬の用に供する自動率 等の所有者の氏名又は名 称及び連絡先 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NMﾙ}紿,ﾈ,h*�.��

穣替えを行う場所の所砧 地並びに所有者の氏名又 は名称及び連絡先鰹轍 の際轍替えを行う場合 們Y�ﾃx�#��

ヽ に限る。) �-�菱�(･ｩ¥ﾔ�*���

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。) ��h�h�f��ｩlｨ�ﾃ���������T��
琢提局貌浅政道埼 

僻事曽賞 

備考工　この用紙の大きさは、日本工護規格A在とするこ
芝　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を寵載し、押印することに代えて、本人(法人

にあってほぞの代襲宥)が署名することができる。
山田建設株式会社

工苺担当　　臆臆臆臆臆臆

硯話　建設本部　ひ㌻紳班-8216



汚染土壌の運搬方法

1 :運搬フロー図

要措圃区域等の所寵鞘目黒医目黒本町五丁目56ヰl,臓,臓,馳,飴飾,47,砥(地番轟示)

六億クロム及びその化合物(土壌溶出蔑基準不適合0. 069へ2・ 780孤かし)

セレン及びその化合物　(土壌溶出蓮基準不適合0. ,02辱-掴35mg/し)

ほう素及びその化合物　(土壌溶出轟基準不適合1詳00へ3, 600競馬/し)

鉛及びその化合物　　　(土壌含有量基準不適合180へ鋤0鵬/kg)

陸運;株式会社林建材 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

最終処理:泉工業株式会社　市川リサイクルセンタ∵
施　　設:千葉県市Il庸二候薪町費2番1母

淫　　類: ①分別等処理碑設燥物撤去)

⑧分別等処理施設(含水率嗣艶
処理方法:分別等処理

芝;運搬体制
陸運受託者:株式会社　株建材



撚武第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出蕾

届出者

粛京都知事　殿

平成28寧/●日月　/8　日

東京馳東螺暢町董請謁

江東区長　山崎　孝明　_　　言

㊥
I　　　′

土壌汚染対錦絵第16粂第1項の規定により、要措置区域等崩ゝら搬出する汚染土緒こついて、次
のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地 僖i�旭ﾘﾇ夷ﾉJ靄ｳ9}9Uﾈ鹵ﾂ�

汚鶉土壌の特定荷電物質による詣 �7��ｹv駮Hｮ�%ﾉW94ｸﾘx�h5ｨﾗy+虻X+ｸ,ﾈ嶌ﾘxｴ��倚Xｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����六億クロム化合的、鉛及びその化合物、ふっ寮及びその化合物 

梁状態 �7��ｸｪ�ﾈｦﾘｮ顏�W94ｸﾘsｨ僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��

凄詳細ま鯨付番類lのとおり 

汚塊土壌の体積 �2ﾃ94帝<�6H������Hﾙz8ﾝx,ﾙ5儻Hﾚ厭�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方誌 ����ｶ��8暮L�一�:�5ｸ����xizH�8暮L�一�:竟B��
孝詳細は添付報難のとおり 

汚染土壌を理経する者の氏名又は名称 乘H�檍��6ﾘ���8(5ｨ8ﾂ�

汚染土斑を処理する者の氏名又は名称 �����(ﾔ鮎hｩH�檍�����9�ﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�
②　株式会社寅興開発　手酌11塩浜工場 

汚染土嬢を処理する施設の所在地 �����(ﾔ鮎hｩH�檍���9�x��髯;iw��9?�緬�i*ﾃ)MI&���
②　株式会社東興開発",・千鶉県市川市塩浜二丁即6番さ章了,8の一部 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�zc��佇�����

汚染土蟻の駆出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ4僖韶9oi62�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3��3Y�Xﾎ9���

汚築土壌の処理完了予定日 兌ﾙIXﾟ�y6Hｮﾒ�

避駿の用に供する自動車等の使用 者の氏名又は名称及び連絡先 ��ﾈ<��
添付番頭色のとおり 

預諦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悶鞭の陳 ��������������������������"�����h*h,�+X��������������ｧﾘ�+"ﾓ�����

、韻語えを行う繊令に限る。) 兒儺ｩxYﾙ�,Hﾟ��Y�"�

保管施設の所往地並びに所有者の氏名 亅�����������_����dｨ�ｼx�8ｼ8淙ﾉﾘ�2�

又は名称袈び連絡先(操管強腰を用いる 場合に限る。) 處云ｸｬx,�+X������������������������������e�訷ｶhｪﾉ�﨤��ｲ�

腫絡親し環境株式会社　　担当者;臆虹 

備考 ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規播A4とすること。

馨　氏名怯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。



5-2運搬フロー図

【形質変更時要届出区域等の所在地】東京都輔区大島8丁目40番工3号惟居表示)

東京都江京区大島8丁目223番5章223番6, 25生番3 (地番表示)

汚染土壌　セレン溶出0.0エコ皿肌一同67皿抑

碓素藩出0.01蜜皿弧へ1,5理非」 (第二溶出量基準超過)

六価クロム溶出0記1皿朗」場工事8馳g伍(第二溶出量基準超過)

鈴溶出0.Oll血留旭へ0.0了工皿か轟

ふっ素溶出工事O皿かLへ2.密皿初L

鉛含有160皿雲瓜gへ16的皿封量宮

陸運

【運搬受託着工　株式会社ハーモセレ　東京支店

住所:東京都中央区新川1丁目1轡番7号
YOS慎IⅨÅWA B工皿轄.2F

【荷姿】　ダンプトラック十シート掛け

【処理施設】　泉工業株式会社

市川リサイクルセンター

住所:千葉県市川市二俣新町滋番1

【擾類】分別等処理施設(畏物除去)

【許可番号】第0780001001号

【処理施設】株式会社克典開発

市川塩浜工場

住所:千葉県市川市塩浜二丁目16番6、
7、 8の一部

【種類】分別等処理施設(異物除去)

【許可番号】第0780001003号

思



添付書類4

6裏　汚染土接の運搬の用に供する自動車に関する書類

6 - 1運搬受託者及び運搬請負者リスト

運搬受託者
株式会社ハーモセレ 東京都中央区新川l丁目19番了号

YOSHIKAWÅ BLDG.2階 TEし　O3-3粥3-6827

自動車登録番号 又は輔番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又瓶名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾈ���ｴ���*c�4傚��ダンプ 乘H�檍��6闔ｨ訷5ｨ8ﾂ�東京都中央翻馴甘「削蝿7号YO餌重光AWA臼しDG・2階 

2 做ｸ躡nﾈ���3���*��ｯ��r�ダンプ 乘H�檍��抦耳8(5ｨ8ﾂ�頼菰中央匿新川1T即9番7号YO§H耽AWABLDG.容階 

3 做ｸ躡nﾈ���3���*ｸ��ﾔ���2�ダンプ 俐ﾈ�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東東都中央区新旧丁削9番7号YO拙IKAWABIDG.2階 

運搬請負者
株式会社議連　　　　　　　　　東京都江戸川区春江町紅12-6

TEし　O雷-5664輸3雪辱3

自動車登録番号 又は車輌番号 僭�(,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ｹzy?�����h��/�����ダンプ 乘H�檍���(ﾉ｢�東京都江戸川区春江吋2-12-6 

2 ��ｹzx����H��*���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春紅町2-工2-6 

3 ��ｹzx�������*ｸ����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春注町212-6 

4 ��ｹzx���3�*������ダンプ 乘H�檍��Oｨﾉ｢�聴京都江戸川区春江町212-6 

百 ��ｹzx����ﾔ�3�*c����ダンプ 乘H�檠-�����東京都江戸川区春江町2細1蜜-密 

6 ��ｹzx���3�*���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

了 ��ｹzx���3���+���2�一ダンプ∴ 乘H�檍��,Hﾉ｢�東京都江戸川区春江町紅12-6 

8 ��ｹzx���ﾌｨ��*ﾓ��B�ダンプ 乘H�檍���(ﾉ｢�壌京都江戸川区蕃江町2-12-6 

9 ��ｹzx���xｳ���*���R�ダンプ 乘H�檍��ﾘﾈﾉ｢�東京都江戸川区春江町●2-12置6 

10 ��ｹzx���3���+���b�ダンプ 乘H�檠ﾖhｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区寮江町2書ま芝-6 

11 ��ｹzx���3���*c��{��タップ 乘H�檍����ﾉ｢�東京都江戸川区奉拝町2-12-6 

1望 ��ｹzx���3���*���vS��ダンプ 乘H�檍��ｶ�yﾒ�東京都江戸川区春江町愛置12-6 

13 ��ｹzy?����3���*H���"�ダンプ 乘IY�檍��ｶ8ﾉ｢�東京都江戸川区春江町212-6 

14 ��ｹzx���3���*H���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ8ﾉ｢�兼京都江戸川区春江町2-12輸6 
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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9 卿母 

平成28牢12月月日 

東京都知事　殿 

東京都港区赤坂5-召-6 

輔嵩器詰信二● 

土壌汚染対籠濃霧18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�i)ｩm｣�)MC(���yMC�,ﾈ+ｸ.ｨ+ﾈ.｢ﾙYB� 

汚染土壌の特定有嘗物質によ 儖��b��i?�v頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の休稿 ��ﾃS祷����hﾘﾂ�
※詳細は添付資料空のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付資料登のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6闔ｨﾘh5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��(ﾔ鮎hｩH�檍�����9�ﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i9�i*ﾃ#)MI&Fﾂ�

在地 ��hｽ鞏y�ﾉ5儻H��{���h,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾔ以���I?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ�(�ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ�(�ｩ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���(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H��{�ﾘ,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在抱並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先睡轍の際、稿替えを 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 (保管施設を用いる場合に限 る。) 兢ｸｬx郢�ﾘ,ﾙw�*(,�*"�

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ミ〃●_ 

驚書誌,TSP太陽賦会社施工監理部京彊施工2課　　∠≡蒜 
担当者氏名:　　　電話番号‥　　　　　　　　　　　　　　　改肥轍鋳( 

書画櫛一　・ 劔単軸 
化学朝醸擬 劔藤 



添付資料3

3.汚染土壌の運搬方法

3工　運搬フロー図

運搬フローを図3.1に示す。

形質蜜更蒔要届出区域 劔� 

東京都江東区豊洲 剴i)ｩm9mｩEiMI=ﾈ��鳬���,ﾈ+ｸ.ｨ+ﾈ.｢ﾙ/｢��栂番) 

J 

枇譲汚袈土壌〈 剔謫��o塁基準超靭 剌¥ 

陸曹i株式会社八一モゼレ ��

荷姿こダンプトラック+シート勤ナ 

処理施設言嘉工 剏q珠武芸革　制冊サイクルセンター � 

千葉県市高市二俣新町22番地喜 

種　　類:分別 剴剋{理施設 
’処理方法 兒ｩ¥ｨ�yﾘ�8甑Z曳(ｸ隴ﾉ�Y_(ｨHｪ��

〇㌔置重_輸_《葛場裏__置_○○置…_置○○_

セメント等製造施設(再資源化)

図3、1運搬フロー図


