
様式第十六(第六十-・粂第一項関係)

汚染土嬢の区域外搬出届韻書 

鮨都嫡殿　　　　　　　　　　　平蕗年卵白 

一　層蛸東京都大田区中馬込二丁目痢2 ��

日本物理探銭株式会社　l 代表取締役石固定 

土壌汚染対寮落第16条第1項の規定により、繋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。 � 

要措置区域篤の所在地 �8ﾈｹ�78ﾖx�ｾi�Y+倅�)ｩ���MC�,ﾈ自YHｷ)MB�� 

汚染土壌の特定有雷物誓覿こよる 汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ����ﾘﾈ*ﾘ僮I#�ｯ�+｢��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��
※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 �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 倅�H�馼ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 ��ywHﾊyJｩ�y�8�8�9>ﾉnﾈ鬩>ﾈﾙ��CCズMC(,ﾈ自78��C�MHﾔ�,ﾈ自YB�、鳩瞬呂、細蜜番4、49疇lの一部、494番2の一部、501番2の 

地 �ｩYH��輩4儁H,ﾈ自YH��S�窺H,ﾂﾙYH��S�IMHﾔ�,ﾈﾝyYH��S�IMC(���

51句番3 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�4s�ﾈ餔962�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ陌i?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3�����-2�

汚染土壌の処理案了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ｪb�ｼ"�

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ｨｸｮﾈ爾�
※添付書類宣、富のとおり 

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。) ��

考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A色とすること。 

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を範識し、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≡とができる。

臆」輸L
<連絡先>

日本物理探鍾株式会社　担当 03-容774- B2 1l



汚染土壌の運搬の方法

l.運搬フロー図

襲措置区域等

東京都江東区大島三丁目塞1番工の-都(地番)

陸運こエコシステムエンジニアリング株式会社 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

処理施設:三井繭寧株式会社

千葉県八千代市上南野字南国台485番2の一部、 489番1の
一部、 493番葛、 493養生494番lの一部、 4班番2の一部、

501番2の-部、 50色香の一部、 508番の-部、 51句番工の一

部、凱4番2、 514番3

種　類;浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

2.運搬体制

運搬受託者二エコシステムエンジニアリング株式会社

協力会社及び使用する自動車等の-質は添付書類4のとおり。



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　家8年　去月　在日 

東京都知事　殿 � 

東京都中央区新川一丁目24番互号 

輔藷式余業脱■ ��

土壌汚染対寵法勧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接について、次 
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79fｸｾig��H蕀)ｩm｣IMC�,ﾈ�Y72� 

汚染土壌の特定有書物毎削こよ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��8駟�����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�(,ﾈ,h*�.��

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

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 倅�H�馼ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 倅�Hⅸ馼ｩH�檍�������

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊyJｩ�y�8�8�9>ﾉnﾈ琶(�69�CCズMC"�

汚染土壌の搬出の替手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���hﾈ�#�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ�8ﾔ�R�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以�3�?｢�

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��{�,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。) ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*"�

∴∴寧三㌔ =∴●し音音 

保管施設の所在馳並びに所有 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 剃｢�

保管は行わない 

る。) �ｨ�����}ｨｶi>^妻��v�ﾂ�
一　書章′「-「-　-・-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(法人にあってはその代表者の氏名)を紀酸し、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。
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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】 ;東京都北区堀船三丁目4番1の-部

【汚染土壌の撞類】 :鉛及びその化合物

【陸運】:三井商事株式会社 

【荷姿】:ダンプトラック十シー串卸す 

【処理施設】 :三井商事株式会社

千葉県八千代市上高野字商圏台485輸2

【撞　類】:浄化等処理施設

【処理方法】 :浄化(抽出一洗浄処理)

2.運搬体制

【運搬受託者】 :三井商事株式会社

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



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〕

【住所】 :東京都北区堀船三丁目4番「の一部

【汚染土壌の挺類】 :鉛及びその化合物

【運搬受託者】

随搬自三井商事株式会社 

干葉市稲毛区穴川三丁目11番「之号 

【荷劉‥ダンプトラック十シート掛す、タンク車 

【処理施設】 :三井商事株式会社

千葉県八千代市上帯野寺南国台485番2

【謡　類】;浄化等処理施設

【処理方法】 :浄化(抽出一洗浄処理)

2購運椴体制

【運搬受託者】二三井薄幸株式会社

協力会社及び使用する自動車等の葛寛は、添付書類4のとおり



様式第十六(第六十一条寮一項関係)

汚染土壌の区域外犠出届出書

蛾場年子月琴日

東京都知夢　殿

輔蜜饗籠欝業師　印
聡

土壌汚染相続法窮16条第l項の競走により、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。

要措置区域等の新注抱

東京都新宿区市谷本村町凝番工の-部

東京都新橋区市谷左内町12番2の一部、 12番3の一部、 12番4の
一部、 13番の一部、 1互番の一部、 l辞の一部

汚染土壌の特定有害物質によ

る汚染状態

鉛(土壌含有量基準不適合)匡珠魂廿邑拳華抽句

※詳細は添付書類工のとおり

汚染土壌の体積
97私忘辞

※詳細は添付書類豊のとおり

汚染土壌の運搬の方法
陸送(自動車)

※詳細は添付書類碧のとおり

持薬土壌を運搬する者の氏名

又は名称

三井轟事様式会社

汚染土接を処理する者の氏名

又は名称

三井商事株式会社

汚染土譲を処理する施設の所

在地

千葉県八千代市上南野字高田台48§番2汁

汚染土嬢の搬出の着手予定日 平成馨8年6月8日

汚染土嬢の搬出完了予定日 平成29牢l月鎚日

汚染土壌の運搬完了予定日 平成約年l月急的

汚染土壌の処理完了予定日 平成29牢朝雲8日

運搬の用に供する自動車等の

使用者の氏名又植名称及び連

絡先

※添付書類在, 5のとおり

積替えを行う場所の所在塊並

的こ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。 )

なし

保管施設の所在魁並びに所有

者の氏名又は名称及び運絡先

(保管施設を用いる場合に限

る。)

なし
「　　　　　　　‾　‾‾i: ‾ ‾‾i‾i‾-‾‾　臆●"-

電離■繊鋳

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規路A4とすること。

2　氏名鰭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。

〈連絡先〉防衛雀荘関東防衛局調達部調達計画課　担当者こ和田　置也

電話番号　0鶴-60叶1800 〔内塑0了)



別添蕾類3

上運搬フロー図

処理施設:三井南軍株式会社

形質変更時要届出区域

住所こ東京都新宿区市谷本村町42置了の-部誹

市谷左内町12-空、 3、耳、 1尋青20 (地番表示)

運搬委託者

運搬‥三井商事株式会社 

荷姿:ダンプ暢ック寸シート掛け 

処理施設:三井商事棒武舎祐

千葉県八千代市上高野車高田舎郎5香芝

種類:浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

2運搬体制

運搬受託者:三井帯革株式会社

連絡先: 0脇一徳5一統66

※協力会社及び使用する自動車等の一覧は,別添青郷のとおり



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年子/月/日 
東京都知事　殿 � ��

土壌汚染対窮鞋第1奇祭第l項の規 剪閧ﾉより、要措置区域等から搬出す粥染土壌について、次のとお 

り届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地’ ��ｹzxｾh揵�I?�)ｩ�iMH������������������������員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
足立区小台二丁目79容番2、同番了、同番9の各一一部(地番表示) 

汚染土壌の特定有畜物質による �-8,��h��'��b�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr����������i5儻H��}������

汚染土壌の体積 �#�����-8,��c｣C鰻�CｨｿC�+ﾈ-8,��h�X僂ｸ5縱�ﾘﾂ�馳薬事ふっ素・鉛高14品枇素・ふっ素;38埼 

※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mI+ｨｪ��
※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叉 は名称 �4h5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍���

汚染土壌を処理する雀の氏名又 倅�Hⅸ馼ｩH�檍���

は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所在 ��ywHﾊyJｩ�y�9lｨ�9>ﾉnﾈ琶(�69�HﾍﾓズMC"�

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�hﾜｹG���ﾏｸﾈ�,���?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉdｹD���訷ﾈ韃(xy?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4x4�揆佇��ｹuｹ?｢�

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4x4�D�����ﾈ騙�?｢�

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��}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) 傴2�

’28,11置01 　　　　　子l 

保管施設の所在地並びに所有者 ���*ﾘ藕��咾穐r�

の氏名又は名辞及び連絡先(保 管施設を用いる場合に限る) ��ﾈ��ﾘﾈ�(ﾞｨﾈ凛俚�ﾇ兀B�
輔範 

連絡先:田中事三浦建設共同企 凅��ﾂ�

担当:菓臆臆臆■ ��ｩ�ｨ���8ｨｳ8ﾊ��ﾘﾔ映Vﾂ�

備考l　この用紙の大きさに㌔日本工業規格A4とするこ」と。

蜜　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を寵載しヾ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。

ェっ訪う裡担7リガ㊨ ’　　‾音　D子雌一雄竹



添付薔類31

l青運搬フロー図

l)フロー①



添付書類3∵2

2)フロー②



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 �) 

平成之宮年3月乙8耳 

東京都知事　　殿 � 

輔細粒郷-¶訓桑一号■臆 
拙者　灘竹中土木塊京桑園 

土壌汚染対策法第16条第l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。 � 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79[hｹ霎h揵���ﾈ自)ｩmｮ5兒�,ﾂﾙ4���自)ｩYIMCI6�,ﾈ自YB� 
〈地番義宗)　　　　3着き布一群 

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H��{�H,ﾈ,h*�.��

汚染土擬の体積 冽�yIZ倬�>�,ﾈ,h*��"�

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮{Y:韋ﾂ�
※詳細は添付資郡のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土額を処理する者の氏名 又は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍���

汚染土嬢を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾈ��ﾙ�鬩^ie�V愛��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ劔D騏霾莓ﾈ���

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾏyD�.(ﾈ�8�ｩ?｢ﾂ�

汚染土接の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ/ｹD齏Xﾈ��8.�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ}ｩD鞋刔��ｩ?｢�

造機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��>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 丼�9h,�+R�

び連絡先樋轍の撥、接替え 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 丼�9h,�+X��������������������������������YYるEc��

(保管施設を用いる場合に限 る。) 估��(�&糘�

ヽ‾　ぉ嘉を鼻をま想夏暮春,雪嘘・穣占鷹 

¥笹郵遜叩 
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(法人にも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者)が署名することができる。

擁岬、中音か′れ担/



汚染土壌の運搬の方法

形質変更時要届出区域:

東京都文京区小石川一丁日雀醤側の一部
一丁目3番43の-部(地番表示)

鉛含有量基準不適合土壌

【運糠受託者】 
Y ��ﾔ�6X�8鈺�檍���

荷姿:直梧み十浸透防止シート等 

【処理施設】
ケイエスライン株式会社香取土様浄化施設

千葉県香取郡多古町子国字裏山56番l季か

処理方法:浄化等処理施設
01 2†001003号

1.運搬フロー図

2`　施工体制

運搬受託者: YAMAテック株式会社

協力会社及び使用する自動車等の-欝は、添付資料食のとおり

3.運搬等の方法

①　運搬に伴う有害物質等の飛徴等及び地下浸透を睨止するための措置

・掘削現場に鉄板を敷き、タイヤへの汚染土撥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嘘

・　自動車への積込み作業中に適宜散水を行います。

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

します。

②　ヨ動約二伴う悪臭、騒音及び娠拙こよる生活環境保全上への支時を防ぐ措置

・積込みには、低騒音型かつ低振動型の建設閲誠を使用します。

・使用する自動車の最大積載重量及び法定遼薮を順守します。

暮　場内では、不要なアイドリング・空吹かしの禁止を緻底します。

③　緊急時の対応

軍　事故等を未然に防ぐための注意事項等について、事前に作業員等への教育を行います。

、 ∴緊急連絡体凱緊急時の対応マニュアルを整備し、運搬車画筆に備え付けます。

④　自動車等及び運搬容器の構造

・汚染土壌の運鮫には、ダンプトラックを使用し、荷台全面にシート馳ナを行います。



汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成約年　I月　在　日 

東京都知夢　殿 

土壌汚染対策法第16粂第l項 冤東京都足立区保塚町8-31 

届出者i丸栄建設工業株式会社 

代表取締役　吉仲守弘 

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�ｹzxｾi�ﾈ��[ﾘ自)ｩ%ｨ勒�(��9MC�8��YMHﾔ���儁C�H��儁C#���� 

9番23(住居表示)、 

東京都足立区部呼一丁即039番工、1040番1言048番2、1049番2 

10弛番2、的52番忘、1257番1、1工36番2、I137番1、工141番2 

の各一部　髄番表示子 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �H������渥ﾉtﾉ|ｨ��W94ｸﾘr��
ふっ素　(溶出堅基準不適合) 

※詳細は添付書類lのとおり 

汚染土壌の体積 鉄刔倅ﾓ8�����������h�ｨﾝx-ﾉ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:韋ﾈ�������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���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 倅�Hⅸ馼ｩH�檍���

汚染土旗を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊyJｩ�y�9.�Hﾘ)nﾈ琶(疫)�H�｣Xﾎﾈ,ﾈ自YI�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋颱hﾈ�4�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋駛以糴U雕ﾈ���ﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋韶33�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋紿ﾈ�#�?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.つ�

横替えを行う場所の所在塊並 �,�+R�

びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、額替え 

を行う場合に限る。) 

保管施設の所在壇並びに所有 ��映顋�ﾖｸ��爾�

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ｷｸ���9Ecb�
なし　　　　　　好∴薫れ 

l高.諒.ふふふ端改善舐 
.低率翰鱒対親藩 

備考1この用紙の大きさは、闘赤鼻耀規格A4とすること。

馨i氏名(法人にあって陣その博捜拝の氏名)を絶域し、押印ずることに代えて、本人膿人にあってはその代細〕が高名弓・ることができる。

【連絡先】丸架建綬工業株式会社　現塊当:(　　　璃潰



添付喜類3

1.運搬フロー図

処理施設:三井商轟株式会社

形質変更時要届出区域

住所:東京都定立区西加平一丁割03鰭1、胡8番2、棚9番2、 1052番2の各一部(地番表示)

鉛、ふっ素汚染土壌

運搬受託者

運搬膏AMA輸 刄d �5��∴∴式会社∴ 

干 凅僭ﾙ�ywB�市 剌d厚六川2丁目9審’篤号 

荷姿:ダンプトラ 刄c ��十シート鮒ナ 

処理施設:三井商事棒式会社

千葉県八千代市上帝野手高田台郎5語2の一部他

稜類:浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一読浄処理)

2.運搬体制

運搬受託者: YAMAテック株式会社

連絡先:千繋県千葉市稲毛区穴川2丁目9罷工3号

二043・255-7000

※協力会社及び使用する自動車等の-翳は、添付書類4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審 

平成　享年　3月　琴由 

東京都知事殿　　　　　　　　　刊脚艶輔弼軸・l爛酎蠍 

軸者　赤誠建翻賊観照軍聴 
醐闇醐　　　　印 

土壌汚染対韓落第16条第工項の 剽�閧ﾉより、要措置区域鞠、ら搬出する汚染土撥について、次 

のとおり届け出ます。 

襲措置区域尊の所在抱 �8ﾈｹ�79(hｺI^ｨﾈ�8x自)ｩT｣)MI&���(�_���(�_�*ﾘ�ｸ�ﾈ鹵�� 東島部中央区月島一丁醒抑庭番池、越09番地の一部 
昌210番地の-部　　　(地番表示) 

汚染土壌の特定有萬物質による 汚染状態∴ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨ爾ﾉv頽�ﾘｮ顏�W94ｸﾘr��
枇索(土壌溶出霊堂蜂不適合) 
※詳細ま添付轟顕1のとおり 

汚染王撥の体積 添{���Y9�/ｨ��ﾙH�Eｸ-ﾉ5����8ﾇｨ�,ﾈ,h-ﾈ.��zH戊��:韃磯ﾈ�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}驅8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 部�^4�6X6(4餠x�檍���

汚染土擬を処理する者の氏名又 は名称 倅�HⅤl隧H�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ��xﾇ�ｪ����y�9lｨ�9>ﾉnﾈ揄>ﾈ賈YC姻YgﾉgX�B�

汚染土域の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈﾏyzi��ﾈ�.ﾙ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈｹﾙD陋佇���+"�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈｹﾙD鞴以靫鰻��

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5颯���uｸﾈ鞏ﾙ?｢�

運搬の用に燐する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び避絡苑 �5儻H逼�)h�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所窪地並び 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 場合に瞑る。) ��

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

衝撃　ユ　ニの用鶴の大きさは、日本工轟規格Å4とすること裏

2　氏名鯖人にあってはその代表者の氏名)を紀厳し、押印することは代えて、春入

る。



1.運搬フロー図

汚築土壌の遭難の描法

形質変更時要届出区域:
寮京都中央区月島一丁目22的番地2妙9番地、 22喜0番地(地番表示)

鉛(土穣溶出畳、土壌含有量基準不適合)
甜菜(土楼溶出畳基準不適合)

【運搬受託者】 � 
YAMAテック株式郵 倡��シート等又は天蓋戎・密閉式車両 

惰姿;直積み十麗透 

【処理施設】
三井商事株式会粒

子薫県八千第高上南野字高田台4箪番地2ほか

種粛浄化等処理施輩
処理方法こ醇化

汚染土壌処理案許可第01 21 0帥00「号

2.運搬体制
運搬受託者: YAMAテック株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類缶lのとおり



様式第十六(第六十一条第-・嶋項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

可匪$年/月　グロ 

東京都知事　殿 

軸斉藤都渋谷区千駄ヶ谷四丁目蜜5番2号 　　株式会社フギタ東京支店 

捌、松川作業所　　　■ 

土壌汚染対策法第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o　　　　　　〔瑠二号組 

嬰措置区域等の,所在地 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾈ抦鉑�ﾃ#嶋�ﾔ�-c#塔窺I-�� 
(聯表示)細部沈戸順西小松川叩鰯番1他半量 

汚染土壌の特定有嘗物質による 汚染状態 儖衣R益頽�6B痛�廁4�8ﾘ8�益頽����傳引i4ﾘｯﾈｭﾉtﾂ�
量)、ふっ素(溶出塾) 

※詳細は添付資料1の通り 

汚染土壌の体積 �*ｳ3h��滴�����
※詳細は添付資料1の通り 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮Hﾉ+ｨｪ���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�h,ﾉ,ｨ.��

汚染土嬢を運搬する者の氏名又 は名称 乘H�檍��8�4ｨ684ﾈ��6r�

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��8�4ｨ684ﾂ�

汚染土壌を処理する施設の所在 地 乘H�檍��8�4ｨ684ﾈ���Y�y|�ﾊx�8ﾋH�9¥HﾋI/ｳc)MI�弍��ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋糲ﾈ�.h+ｹm｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ8ｽ���8ﾈ糒�?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�9D茯ﾈ糴kﾙ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾏXｬｨｩｸﾈ苳�?｢�

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.����������������ﾂ�

韻替えを行う場所の所在地並びに所有 ��ﾈ���ｩ����*ﾘ�Sﾘ�r����"�

者の氏名又は名称及び連絡先(運搬の ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(��������ｷ�ﾋｹ5ｹ}从y6hﾘb�

際、穣替えを行う場合に限る。) 凛��YYy-I�亜ﾉ��ｴ�6ﾒ�

保管施投の所在地並びに所有者の氏名 �ｸｧxｪ��ﾉ�闖�奉�

又は名称及び連絡先(保電抵斑を用い る掲合に限る。) 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*"�

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

あってほぞの代表者)が署名することができる。

し常男鋒エ7巧 ■



○汚染土壌の運搬の方法

(1)運搬フロー

要措置ぼ域等

※指-636号(平成27軍8月空0日指定)の}一部

廼′小松川町愛9弱醇重　く駒盃成分⑦)

I剛、松川町8007番1 (潮瑳区分⑭)

西小松川町轡994輯6 (調奄ぼ分⑩)

賭小松川町2988番18、郷88蜜20、主犯8脅醇豹(翻蜜区分⑯)

(地番)

他案(溶出樹、六価クロム(溶出璃) 、鉛(脊有壁

) 、ふっ築く薄地塵)上基準不適合土壌

処理施設こ株式会社ワカツキ　　資源再生利 冽�v辻�

千葉県市原市米原2562-2 �����(���������

種類:浄化等処理施設 

処理方法:溌浄分離 
∴熱処理　∴ 


