
様式第十六(第六十一条第一項関係)

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在堪 ��ｹzxｾhｷｸ��?�)ｩmｦﾉMC�H��ﾆ��ﾈ鹵��
東京都足立区宮城二丁目38番1の一報地番表示)指-606号 

汚染土蟻の特定有害物質によ る汚染状態 ��)¥ｨ鐫���,ﾈ,h郊.��

′ 

汚染土壌の体積 �"ﾃ�8ﾈﾃ8���h�ｨﾝx-ﾉ¥ｨ鐫�"�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h�X6�8凅ｨ-ﾒ�,�.h.凛H�8暮L��
※詳細は別紙(3)のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���

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

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y69.��9�ナMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���Xﾈ���3�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���ﾈﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖貶ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���(ﾈ���#�?｢�

達艇の刺こ供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��)¥ｨ鐫ィ���*ﾓR�,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 �,�+X�����������������������iEcゅY'S�"�

び連絡先(運搬の際、積替え 冏ﾈﾈ8ﾘ(��竸｢�

を行う場合に限る。) 况yJX氿�ｹv�)8��ｭ��

保管施設の所在地並びに所有 �������6Xﾄﾙ>8閧�

者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。) �,�+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

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

飛島建設株式会社　みやぎ再構築作業所　　担当:音“ ∴‥ “ T軋. 03葛6903-3825



細別紙3

工運搬フロー図

汚染土撥の運搬の方法

形質変更時要届出区域

足立区宮城二丁目1番「 4早く住居表示)

の書部(蟻表暴虐東京都足立医官誠二丁目3 8番1

鉛汚染土壌

枇素、ふっ素汚染土

陸運‥シグマテック株式会社_ 

荷姿こダンプトラック十シート掛け又は天蓋密閉型 

処理施設:ケイエスライン株式会社

千葉県香取郡多古町子国字嚢山離番

軽　類二浄化等処理施設、分別等処理施設

処理方法こ浄化(抽出一洗浄処理)、分別等処理

2.運搬体制

運搬委託者:シグマテック株式会社

使用する自動車等の置覚は、添付資料耳のとおり。

雷、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

暮　運送中のゆれや振動等によっても、汚染土壌が飛散、こぼれ、漏洩等がないよう

運搬物の性状(残土)に応じ、ダンプトラックを使用します。

・掘削現職こ鉄板を敷き、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洗浄を行います。

iダンプトラック積込み作業中に散水を行います。

・汚染土壌の運搬中の飛散防止を図るため、天蓋密閉型タシフ○汚ツケの使用、又は、

タップトラックの荷台全面をシート養生します。積載状況は走行中も随時確認します。

②運搬に伴う悪臭、騒音及び振動による生活環境保全上への支障を防ぐ措置

重積込みには、低騒音章低振動型の建設機械を使用します。

・積込み時に悪臭がないことを確認します。なお、悪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グ(内袋あ切に入れて運搬するか、天蓋密閉型

ダンプにックを使用して運搬することで、密閉性を高め悪臭対策を行います。

・使用するダンプトラックの最大積載重畳及び法定速度を順守し、アイ周ンクス砂プを

励行します。



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　上　月　∫　田 

東京都知事殿 　　屈腑書欝頴襲砂二冊番1議 

代表取締役桶野秋弘 土壌汚染対策法第16粂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弛 �8ﾈｹ�79�ｹzx�9�ﾈ堅ｻｹ*ﾉ&�>�� 

汚染土壌の特定有害物質によ �-8,��b�7��ｹv頽�(ｮ��)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 �-8,��h��"ﾃxﾌ｣�Y-����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 俾�:竟H,�.h.凛Iц暮L����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儻H顋}紿,ﾈ,h*�.��

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

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬨���#SiMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋齏X��ﾈ靺�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���8ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#怨8��8ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#怨8��H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、穣替えを 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　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A亀とすること。
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。

東京都東部公園緑地事務所　工導線　田中　(連絡先)富Eし: 08 (3821)了00l



汚染土壌の運搬の方法

邸鰊専け酬首手相鋤鍋軸“鞠すれてしl辞し

擢醸し連敗華7

I

1.運搬フロー図



様式第十六(第六十一条第一項関 剏W)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予 

汚染土撥の医書　　　　書 剪�ー¥’十㌧† 号 

平成28年蜜月　7日 

東京都知事　殿 

・　　　　　神奈)l順横浜市港北区大倉山一エ　13号 

届出者　株式会社オークラハウジも 

代表取締役肇　俊雄 

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　について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在壇 �8ﾈｹ�78ﾕﾘ諠ﾘｾi(h匯?�)ｩm｣�MC�)��*ﾘ�ｸ�ﾈ鹵��
東京都江戸川医卒英二丁削152香l、1工52番2地番表示) ��

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘsｨ僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����廁4�8ﾘ8�嶌ﾘr�
物、シアン化合物、ふっ素及びその 

化合物、ほう素及びその化合物 

土壌含有量基準不適合:鉛及びその化合物 

※詳細は添付書類工の通り 

汚染土壌の体積 茶ILcFﾙxｸ���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土嬢の運搬の方法 ��zH�8暮L�H�:險H��ﾈt�zH�8暮L�Hﾉ+ｨｪ��
※詳細ま添付書類亀のとおり 

汚染土接を運搬する者の氏名又は名稀 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土謡を処理する者の氏名又は名称 ��ｩH�檍��{霆ｸ､ｩJﾘ���9�ﾈ冓Vﾈﾔ��｢�
②ゲイエスライン株式会社　香取土壌浄化施設 

汚染土壌を処理する施設の所軸 ��ｩH�檍���况�､ｩJﾘ�9�ywHﾊx�)��iVﾉ?�)ｩ�ci<x��x���,ﾂ�
一部 

②ケイエスライン株式会社…千葉県香取郡多古町千田字裏山 

∴56番地 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋緝ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋ｩ�xﾈ隴ﾃ�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繹ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�#�?｢�

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 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

絡先 

積替えを行う場所の所在壇並び ●. ��h���h*h,�+R�

に所有者の氏名又は名称及び運 　　　　　ゝイ・-ゝ・ 

縁先(運搬の陳、積替えを打つ 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。) �4(�ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ將����ｸ�ｲ�う 

※保管なし　　　　　　　之彊細 

融越 
_　_○○_　」●▼_ 

(連絡先)　AGし環境抹式会社 儂��8��椈�c���x����������,H�FXｵ��

備考l　この用紙の大きさは、日本工業親格A4とすること。　　　　　　　　‾一°“““‾‾‾ 

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)が署名する音ことができる。



5-2運搬フロー図

【形質変更時要届出区域等の所在地】東京都江戸川区中央二丁日工番12母艦居表示)
痕京都江戸川区中央二丁目11誰番1、 11施番之(地番表示)

汚染土壌　六価クロム化合物、鉛及びその化合

物、ふっ素及びその化合物、ほう籍

及びその化合物

汚染土壌　シアン化合物

陸運 

【運搬受託者】株式会社ハ一手セレ　凍京支店 

住所;東京都中央区新川l丁目19番了号 

YOSHIKAWÅ:BⅢ)G・2F 

【荷姿】ダンプトラック十シート掛け 

【処理施設事　ケイエスライン株式会社　香取土壌浄化施設

住所:千葉県香取郡多古町千田字裏両56番他

霊種類】浄化笥処理施設(浄化脚山一洗浄処理〉)

【許可番号】第Ol塊00100台号

【処理施設】株式会社東興開発　市川塩浜工場

住所;千繋県市川市塩浜二丁目16番6、 7、 8の-一都

青種類】分別等処理施設(異物除去)

【許可番号】第078寄001008号



様式第十六(第六十一条第一填関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

` 

涼京都知苺　殿 刳ｩ駒鍵嵩■ク日 ��

軸者認纏籠丁誓薫臆■ 

土壌澱対策法第的粂第l項の規定により、要髄区域等から軸する澱土壌容器次 
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�ﾉ]ｹm渥I?�)ｩYIMHｨｨ��l(������hﾘh�(ｸ�ﾈ鹵�� 
東京都足遥区画緑木闘二丁目165了番工の一都(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物覿こよ 傲�6s�ﾃ)u�4�:�92�7��ｹv頽��ｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 �6yeyt�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染土壌の体積 ����ﾉI�+ｨ鈷4x6�8ﾈ99$�,ﾙ]�$冰｢�
※詳細は添付寧類盆の通り 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮Hﾉ:竟B梯�
詳細は添付蕾類3の通り 

汚染土壌を運搬する肴の氏名 又は名称 乘H�檍��6X4(�ｸ4x8�6�985��

汚染土壕を処理する者の氏名 �5�484x5�8�4898ｩH�檍�����

又は名称 宙ﾘ�靖7��ｸ�(嶌5ｨ985��ｲ��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 偃鮎hﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#Si<�ﾊ�*��

:∴.子音臆臆漢∴ 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾘ鷓�駝霈�ｮﾂ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋賈k�'�(ﾋ陋�板�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ﾈ�(ﾄ��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖貶ﾈ竟9?｢�

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,ﾉ,ｨ.��

積替えを行う場所の所在壇並 びに所有者の馬名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) 仆�"緝�9'Sr�

○　○　_　__〇°_　　　　　　　ヽ舟も 

懐管施設の所在地並びに所有 �ｹ4��i5�/ｨ���ﾈ咥+Xﾘb�

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。) ������穐h鯤ｵｾ､yk(�����

武家田建設株式会社　都営住宅 �#i�ｨ�ｹ��*ﾙ�ｹzxｾi�ﾉ]ｹm渥I?�)ｩ�,x��ﾔ磯h駟k���

担当:　　　　　　　　　　　　鳩し:鵬-58軌で8磁 

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_。



添付啓類3

汚染土壌の運搬の方法

L運搬フロー図

え運搬体制

連投受託者:株式会社ティーエムハンズ

※協力会社及び使用する自動車等の「賞は、添付書類4のとお航



撲式第十六【第六十〇-条籍　一項閥擦)

汚染土撥の駆域外搬 劔仭�<ﾘ��������

平成28年　さ月28日 
東京都知事∴殿 

軸看護 士蛾写染対続演第上る桑窮l頂け灘により、,襲措 劔 凾ﾌ 

とおり届け出ますし � 

襲措罷区域篭め所在地 處飴�78ﾖxﾎ亜r�二束 僥騷��)ｩ�hｻ��,ﾈ耳ｴ�(��$H��ﾝﾘ������顗�����
朗の-鰍、即∵魂㌔ヰ 劍ｻｨ��l�,ﾉjiYI$儁IUﾈﾅ��

汚染土壌の特定荷電物鷲によ る汚染状態 �-8,��N�袙���絨〈土壌藤樹愚基準不適創 鉛(土壌溶砥蔑 ふ岬藤は鶴 ��不遜缶)※詳細は添付普類1のとおり 

容 刋椄r�輩春適合〉;輯残土搬出分 

※離脱添付替 ��同)∴ �,h��*x.����

●　染土壌の依 ��俛"�搬轟鎚:余剰残土場外搬出分 ;抗残土分 ∴　↑∴●　∴ ��

汚‥.　7　積 �8ﾝyYC2��ふ ��r�

汚染土壌の遵鱗の方法 凛H補一�:韭｢�� ��蜜蜂 
灘鰯離ま添付‾ ��の 

汚鶏土壌を運搬する、者の氏成 文は名称 �5h4�7ﾘ6h6(4��摺革命 � 

汚染土壌を処理する者の氏名, 又は名称 乘H�檍��5�42�貢大ラ 凵@∴+∴∴ イン番取土壌浄化施設 

汚染土壌を処梯する櫨緑の師 荏地 ��y-�ｩxｹy�4���料町千田や轟山髄緒地 

汚染土壌の搬出の薄手予宙日 兌ﾘｮIwy�8�hﾜｸﾈ����yEb�ヨ 

汚染土撥の搬出詫丁子建国 兌ﾙ�ﾃ(鳧��ｵHﾘ"��#���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定鯖 兌ﾙ�ﾉj嬰���B�馬 僖����日 

汚護土壌の処理完了や短日 兌ﾙ�ﾉn�D���zb� 僖�� 

運搬a渦に供する自動車簿の使 用者の氏名又は名称及鴻薗綺龍 ��i5儻H�)IｳH,ﾂ�お埠 � 

ー　　　重　　　　　　　　　　り、_ �� 

積替えを行う場所の所駐施並び に所有者の氏名又轍名称及び逓 �� 几ﾘｬ�8�6B�

絡兜(運搬の陳、稜薗えを行う 

場合に限る。) 

線管施設の所蕊地並びに所有者 ��乂Yz8���(�股�
の氏名又は名称及び連絡能く燥 �7ｸｺ9F驅陝)�y^2�

瞥施簿を用いる抱合に限る。) 僮(ｩ����,"�

備考　ユ　ニの掃紙の大きさは、日本工業規格Å亀とす患ことも

露,氏名(潜入にあってほぞの代表者の氏名)を籠載し、押印することに代えて、本人(法

人にあって持その代表者)が署名することができる

〈連絡先〉株式会社蘭郎組　田本ロール捜遭㈱機械工嫁新設青尊現場蒋務所

で擬し:鵬・粥0轡・‡施18



添付資科蜜

汚染土撥の運搬の方法

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域
事東京都江戸川区東葛西九丁目8番1の-部、2、3、4、初、4写、46の一部、

47、 48、 49、的の輸都　　(地番表示)

【掘削裏切土　搬出】

ふっ素・批繋・鉛

汚染土壌

随輝;シグマテック採式会社(運搬受託暫) 

荷姿:ダンプトラック十十シート掛け 

【椀残土一搬出】

ふっ藁

汚築土壌

嘩運;シグマテック株式会社(運搬受託者) 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

処理施設:ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字嚢山毎6薄地

種類:浄化等処理施設

処理方法:第字種特定者審物質鱒化一緒卸

窒.運搬体制

運搬受託者:シグマテック株式会社

運搬諸員苦く協力会社)および使用する自動車等の一難は、添付薗類隼、蚤のとおり



様式第十六(第六十一条第一墳関係)

汚染土嬢の区域外搬出届出書

平成28年4月名目

届出者　株式会社　圏　央

代表取締役　小田嶋

東　京　都　知　事　殿

土壌汚染対策法務事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ﾂ�区襲捌六丁 劔z�#�MFﾈ��:�C(��:�CH��:�CX��#)MB�

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾘ�R�ヽ �杏｢�lの �,h*�ｨ.����

汚染土壌の体積 �3cs2��:9:証言 � 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��b�剄ﾗは添付書類急のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻B�4の 剋� ��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ����5�484r�スライ 刳� 俾陞���
②関電ジ �4��レ煉 俾雜2�半 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���ywHﾊxﾘ��取離多古町千田字裏山嶋6番 
②　兵庫県 �?"� 亶��町l番地の工 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#��� �:9∴旦∴ 

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨2�豫X��3�?ｨ����

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�� 緬gﾘ��)ｧﾒ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#價2���ﾈ��真夏由一 

運搬の用に供する自動車等の ��i5儻H��}�� �,ﾈ,b�おり ��

所有者の氏名又は名称及び遵 
続発 ����

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、積琵えを 行う場合に憤る。)- �� � ��

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l　この用紙の大きさは、日本工業親臨Å4とすること。
2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を罷載し、押印する

(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〉

株式会社　田臭　担当‾∴獲二‾‾皿03-旗艦ナ46和

音

’‡「∴凋

螺轍搬窮



汚染土壌の遠鞭の方法

†.運搬フロー図

V=3655. 08高

上言方詩を



様式第十六(第六十条第哨関係)　　　　　　　　　　㌔メ

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成28年皐月ク雪目 

東京都知事殿 土壌汚染対策法第宣6条第l項の 亢ｹ.�,�.h.���wi�ｹ'Xｾh司9�*�.yL��+x.���Y7��ｸ,�,(*(,H��鶯�

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾiL(薨)ｩ�)&ﾉMCx,ﾈ自YB� 

汚染土壌の特定有害物質によ �6X6yZIjhﾔ映�益頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx-ﾉ5儻I'颯ﾘ,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �#&ﾓ8�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定�h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�>X,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���

又は名称 

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�484x5�8�4898ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z�^8蓚&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋竕)ﾉ�ﾙ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙL�吋���hﾈ颶y62�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Tｩwim･��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ坙D���{刔偃��

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(運搬の曝、積替え を行う場合に限る。) 鳴�

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 る鼻) ��

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)を認識し、押印すること

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

〈連続〉賦会社リアス■ 03-5959書01b2

璃闘爛協2
欝強肩環授改善琉



添付薄類3

汚染土蟻の運搬の方法

1.運搬フロー図

要措置区域等

・東京都板橋区板橋四3251番7の-部髄番表示)

テトラクロロエチレン汚染土壌

陸運:シグマテック株式会社(運搬受託者) 

荷姿;プレコンパッグ(内袋付) 

処理施設:ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設 

手業媒香取郡多古町千田字襲山56番地∴ 

種類:浄化等処理施設 

処理方法:第工程特定有害物質(抽出一勲脱着) 

2書運搬体制

運搬受託者:シグマテック株式会社

協力会社および使用する自動車等の置質は添付書類女、 5のとおり



整式第十六(第六十一条第一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 

顕　醍撥の区醐昏平闘融 劔¥∴.,;′ク 言6 

東京都知事　殿 

拙者鶉蓄器圏 
土壌汚染対策法第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ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(h匯?�)ｩ�iMC�(ﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都江戸川区中央二丁目1152番工、1152番2(砲番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘsｨ僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����廁4�8ﾘ8�嶌ﾘr�
物、シアン化合物、ふっ素及びその 

化合物、ほう索及びその化合物 

土壌含有量基準不適合;鉛及びその化合物 

※詳細は添付書類lの通り 

汚染土壌の体積 鼎s2紿萼8���h�ｨﾝx-ﾉ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:險H�員b�
※詳細は添付書類3のとおり@軽量密漁他蝕め 

汚染土接を運搬する者の氏名又は名称 乘H�檍��6��ｸ8)j�/�ｫ��

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 侏駢Ikhﾚ�ﾘｸﾎｨﾞｸｼ�ﾙ�ﾉ�ﾉLﾘﾎ��

汚染土境を処理する施設の所在地 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5��X���Y[ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾈ､8ｭﾙ*ﾃ#�MFﾈﾘb�ケイコスライン株式会社…千葉県香取郡多古町千田字裏山56 

番地 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ���?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3xﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉg繪D繹ﾈ�#�?｢�

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ颱c�?｢�

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��}�<X,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 �����+Y��]閂ｩ���ｸ���ｹ}h碧z8ｻﾘ5ｲ�

絡発く運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) �-ﾈ尨尸<y5�(几騁ﾈ/�4�,�*��

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。) �)ﾉ+ﾉｦxxｩ���ﾘ�GﾙfII�>ﾉy)¥�/�ﾍ�5ｲ�

●. 　柊拳納車緋を榎的とぶり　　　之8 

A額撰鵡社　皿。3-582。-。117　　　　臆臆　　　鴎靴 剳ｩ�xﾘb�
心漢を回をまま慶 　喜′葛r‾‾▼‾γ1 劍ﾌﾈ駟kr�

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。‾　　　　　　小柳 

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 

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



恵-2運搬フロー図

【形質変更時要届出区域等の所在地喜東京都江戸川区中央二丁目l番12号〈住居表示)
東京都江戸川区中央二丁目1152番1、 1152番2 (地番表示)

汚染土壌　六価クロム化合物、鉛及びその化合

物、ふっ素及びその化合物、ほう素

及びその化合物

汚染土壌　シアン化合物

陸運 

【運搬受託者】株式会社ハーモセレ　東京支店 

住所:東京都中央区新川富丁目19番7号 

70S遍工K棚Å　B工皿G.空甲 

【荷姿】ダンプトラック十シート掛け 

【処理施設1　ケイエスライン株式会社　香取土嬢浄化施設

住所こ千楽県香取郡多古町子国字襲山56番他

【種類】浄化等処理施設(浄化(抽出一洗浄処理))

【許可番号】第説略1001音O的号

【頼替・保管】株式会社寮輿開発　市川積替保管砥設

住所:千薬県市川布施撰2i16・8

海運 

【運搬受託者霊株式会社ハ一三セレ　東京支店 

住所;東京都中央区抑圧丁圏19番了号 

:YOSHIK珊A　B工皿G2F 

【荷姿】船舶十ハッチカバー・ 

【積替・保管富※㈱ハーモニックス商石工揚岸壁に着岸、工場構内ホッパ重へ投入の為、

荷和地での陸上運搬はありません。

【処理施設】株式会社ハーモニックス　高石工場

住所;大阪府両石市高砂工丁日工l番5号

【種類】浄化等処理施設(浄化(押出一洗浄処理))

【許可番号】第02710帆的5号



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土嬢の区域耕搬出煽出番 

平駿8年　ア月　ノ/日 

東京都知尊　　　　　　顔 

ー　範京都江東匿亀戸四丁目22金将 

軸脊　大株薬譲糠発会桂 

怒輔締築薦掴∴穏 

土壌汚染対策法第1さ粂第1項の 刹K定により、形質変更時要届出区域から搬出する汚染土壌につ 

いて、次のと詰り届け出ますや 

要措置区域等の所在地 俔ﾙ8ﾈｾi�Y8x�ｩ)ｩ�iMB� 

汚染土壌の特定有害物質によ �-8,��iv頽�H*ﾘｮ顏�W94ｸﾘx�8僣ｭﾉtﾉ|｢旭顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H�)}���,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �3���#��"�

汚染土蟻の運搬の方法 凛H補一�:竟B�ｨ�h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}���,ﾈ,h*�.��

持薬土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��JXv�｢ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �5�484x5�8�48��98ｩH�檍����ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩E�%8*HｼyMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ��逸H�#�?｢�

特集土壌の搬出完了予定日 兌ﾘｾﾈﾞ靺9KYmｨ���

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8ﾟ�ﾉ)ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉIｹD靺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 ��ｨﾝx,ﾙ5儻I(厭���,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名叉は名称及 丼�9h,�+R�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) 儘ｹ?���?�?��

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 (保管施設を刺、る場合に限 る。) 凛8.ｨ������J雜�ﾘﾈ將�

砿挙動輔繊犠 

堰彊観所属;棟轄繍銑 

担当者氏名 ������尨�ﾂ�

電話番号∴∴∴:03-5施8-0911　携帯 
恥X番号　　　:　03-5偉28二q9駆音 



軋　汚染土壌の運搬方法 添付蜜類雷

串)運搬フロー図

汚染土壌は以下のフロー及び運搬ルートに基づいて、現場から処理施設まで大型車両にて

運搬を行うものです。

要措置区域等

東京都江東区大患二丁目1番

(都市計画通路絹勘1 1 5母線道路築造工寧作業諦内)

I細〇〇着〇〇〇 ○○裏種〇〇 〇〇〇置〇〇〇 〇〇農○○置　　“　　輸○○鴫易〇〇〇1 〇〇〇場裏〇〇 〇〇〇l 〇〇〇〇 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇

ふっ素、鍋倉有汚染土壌運搬

運搬:株式会社K翠J 

荷姿:書耽ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理施設:ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字嚢山5 6

軽　薄:分別等処理施設、浄化等処理施設

処理方法:無害化洗浄システム(3段階洗浄)

許可番号:第O121的事0閃号

【運搬フロー図】
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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

齢乎寧　ア月/吉日

東京都知事　殿

届出者

土壌汚染対策法第16粂第1項の規定により、雪

のとおり届け出ます。

擬態願翳562“ 1

要措置区域等の所在地 ��ｹzxｾhｷｸ�坪�Y)ｩmｩ�S"ﾈﾚ綯ﾉ-�rﾈｶH馼ｿH璽�"ﾈｸrﾓ�ﾏ鼎2ﾓ�為�2ﾓ&ﾂ�

汚染土接の特定有畜物質による汚 染状態 �5ｨ8ﾈ98ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉv頽���
枇索及びその化合物(第二溶出盈基準不適合) 

ふっ素及びその化合物悌二溶出量基準不適合) 

鉛及びその化合物杜撰含有境基準不適合) 

※詳細は添付書類上のとおり 

汚染土壌の体積 ����iD鞴H���ｸ�宛ﾈ���
※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�:����
※詳細は寵付普穎湘とおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名又は 名称 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�

汚染土壌を処理する者の氏名又は �5�484x5�8�4898ｩH�檍���

名称 宙ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ��

汚染土壌を処理する施設の所在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾈ��ﾙ�鬩z��#SiMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈｭ�%�ﾈ餬)?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾘ�����颱iuｹ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾘ8(��6ﾘﾈ�-9kﾙ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾘﾈ靆����耳ﾈ�8c�?｢�

運搬の用に供する自動車等の按用 者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻Iyh鼈,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。) �,�+R�

’:準　でま.15 

醒改植親霹筋朝 
保管施設の所在弛並びに所有者の ��"����xﾆxｼyz韵igﾂ�

氏名又は名称及び連絡先(保管施設 を用いる場合に限る。) �,�+X��������������������������Mﾈｹ8ｭｩ�(ｦ��

備考l　この用紙の大きさは、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)を龍城し、押印することに代えて、本人陛人にあってはその代表者)が
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添付書類3

汚染土蟻の運搬方法

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都足立区宮城一丁日4馨・包他(地番)

汚染土壌(セレン、ふっ素、枇寮、鉛)

陸運:有限金程松田商会 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設雪ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町子国字裏山56番地

種類;浄化等処理施設

処理方法;分別+洗浄

2.運搬体制

運搬受託者:有限会社松田商会

協力会社及び使用する自動車等の-質は、添付書類4, 5のとおり。



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 

平成埼年夕月∫日 

東京都知事　　　殿 

束素載泣暮麗∵宰与一丁君主台車 

一届出者 

土壌汚染対策法第1鱈粂第1項の 

「葛臆臆’ 規定により、要措置区域鞠、ら搬出する汚染土蟻について、次 

のとおり届け出ます。 � 

要揺踵区域等の所在地 �8ﾈｹ�79[hｹ靼H�9�ﾈ自)ｨﾙ�u嶋,ﾈ自YH��､��ﾉTﾙ�yMIUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有蕾物質によ �I�h�ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr�����������闥��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,ﾈ,h*�.��

汚染土域の休稿 �3#r繹���
※詳細ま添付資鞘のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮Hﾉ:頷2�
※詳細申添付資料3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���

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

汚染土壌を処理する施設の所 ��yo(ﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾈ��68��j��#X�����68屮SIMFﾈ���

在地 ��Xﾌｸ鬩�y68ﾎ3ャ窺C2�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉNYD��ﾈ靺9-ﾒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾋ�������������ｭIxX���

汚染土壌の運搬完了予定日 平成瑠年子/月きo臼 

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ皷�2�:��3�*ｲ�

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��ﾈ��?�將��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H���X,ﾈ,h*�.��

穣替えを行う場所の所在地並 丼�9h,�+R�

びに所有者の氏名又は名称及 
’‾　　　　　巾の　　　　え 仆��ｫ��
l　　ヽ を行う場合に限る。) �#づ停ﾓR�

保管施設の所在地並びに所有 �ｸ､ｨｮ�}h,V(��ｹﾂ�

者の氏名又は名称及び連絡先 丼�9h,�+X������������柑J�-IUB�

(保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)を諮載し、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。

く連続知)

榔耕植木鵜串弾諦擁星ナ歌書園丁胆招′D・帥



汚染土撥の運搬の方法

形質変更時要届出区域:

東京都文京区小石川」丁目2番8の一部
一丁目3吾3の-部、外

-丁嵐蜜番蜜0の「部(地番表示)

鉛含有量基準不適合土壌

【運搬受託社】 

Y小MAテック株式会社 

荷姿:直読み十浸透防水シート等 

【処理施設】

ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古相手国字裏山5暗外

処理方法;浄化等処理施設一

汚染土壌処理業許可第01 21 001 003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一覧ば添付資料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何番を防止します。なお、汚染土嬢が付着した場合

は、敷地軸こおいて、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。

・汚染土壌は、自動車の荷台金剛こシート掛けを行い、運搬中に飛散、落下等が生じないように管理

します寄

②　運搬に伴う悪臭、掻害及び振動による生活環境保全上への支障を防ぐ措置

・　積込みには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積載重量及び法定速度を順守します。

・　場内でば不要なアイドリング・空吹かしの禁止を徹底します。

③　緊急時の対応

・　事故等を未然に陳ぐための注意事項筆について、専制こ作業員等への教育を行います。

・緊急連絡体制、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横道

・　汚染土壌の運搬にぼダンプトラックを使用し、荷台全面にシート掛けを行います。



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 

平成鵜年佃月斗臼 

東京都知事　殿 　　　　　届出者 

葛鵜′ 
土壌汚染対策法篤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ｹ靼H�����ﾈ自)ｨ茁)MC�,ﾈ自YH��uｸ暮5ﾘ��&餉IUﾈ鹵�� 

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

※詳細は添付資料まのとおり 

汚染土壌の体積 ��S�陌����3��ｩy�-8,��h�X僂｣�xｶﾂ繹萼2��
※詳細は添付資料2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮e�:韋ﾂ�
※詳細は添付資灘のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理す電着の氏名又 ��(ﾔ鮎hｩH�檍���

は名称 �5�484x5�6X4898ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i9�i*ﾃ)Dﾉ&貭�
千葉県香取郡多古直子由宇嚢輔6番、和田下54番1、 

水戸字千田後8約番3 

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾃ#���ﾍ��hﾈ��6�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日音 兌ﾙ�ﾈ8h5颯雍xﾛhﾊ飲�顋+"ﾒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾔ僖颯霾�-9U9?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�h晳D���hﾈ�-9uｹ?｢�

運搬の用に供する自動串等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��>�,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箱及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) 丼�9h,�+X��������������6H,R�

《i・◆裏 烏繊薙競う毒害 

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。) 丼�9h.ｨ��������Dh肘�~ﾕb�

備考1　この用練の大きさぼ　日本工業規格A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

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

株式会社竹中土木東京本店工苺都土壌環境グループ　抵当 雌し:03-6810-6221



添付書類3

汚染土壌の運搬方法

1章　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目3番13の一部
葛丁目3番36の鵜部

一丁目3番40の-部

一丁目3番64の-部

一丁白さ番粥の-都(地番表示)

鉛含有量基準不適合土接
ふっ素溶出畳基準不適合土壌

【運搬受託社】 

成友興業株式会社 

荷姿:直語み十浸透防水シート等 

【処理施設】
農工業株式会社市川リサイクルセンター

千葉県市川市二俣新町22番1

処理方法:分別等処理施設

汚染土壌処理業許可第07さ0001 00 ↑号

【運搬受託社】 

YA勅Aテック株式会社 

荷姿:直積み十浸透防水シート等 

【処理施設】

ケイエスライン撚式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字裏山卵番外

処理方法:浄化等処理施設

汚染土壌処理案許可舗01 21 001 003号

2.運搬体制

運搬受託者:成友興業株式会社、 YAMAテック株式会社

協力会社及び使用する指導者等の一艶ま、添付薯類4のとおり



様式第十六(第六十一線第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出雷

平成28年月月　2日

東京都知事　殿

東京都藩医芝浦4-6-工鮒C芝浦ビル2階

清水・名工“三井住友建設共同企業体

輔王王　●

土壌汚染対策法第18粂第1項の規覿こより、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&餉IUﾈ鹵��ｨ�978ﾖ�Hh･Y>ﾉt�ｸ�Y?｣���uX��?�)ｩm｣���MC(,ﾈ自YB�

汚染土壌の特定有畜物質によ 儂��b�7桾9v頽�6�､x數W94ｸﾘr鎚-8,�eﾈ*ﾙ7��ｹv頽��陜ﾉW94ｸﾘr��
る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙFIWH��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 僞inX��}(��萼8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L��※詳細は添付曹頴3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�

汚染土壌を処理する者の氏名 �5�484x5�8�4898xｨ��ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢ｬ｢�
又は名称 �ｨ6h49Tﾘ5h48���ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 �5�484x5�8�4898xｩ?��x���俘�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMH-�*��

転地 �ｨ6h48�X5h48+���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾉMFﾈﾘb�

汚染土壌の搬出の薄手予患尉 兌ﾙ�ﾃ)�駝苹+"�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙIS��(��ｫ���

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙIS�-�ｩ|ｨ鋹?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙIS�6IG��・評 

運搬の用に供する自動事等の所有 者の氏名又は名称及びでBし ��i5儻I;r�

穣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TBしく運 搬の係、請蓄えを行う場合に限る。) �,�+X�����������������������

保管施設の所在地並びに所有者の 氏名又は名称及びTEし(保管施鞍を 用いる場合に限る。) �,�+R�

【鵬し】清水◆名工・三井住友建設共同企業体

氏名:.　　　　　　蟹話番号:鵬-軸39-9913

2に驚÷離操窮ま宗鑑驚撃絃欝撃し、 押印することに代えて、本人(法人



添付資料釜

汚染土蟻の運搬の方法

1.運搬フロー図

運搬フロー図を下図以降に示す。

陸運:シグマテック株式会社 

及びその協力会社 

荷姿:ダンプ十シート掛け 

陸運:シグマテック株式会社 

及びその協力会社 

荷姿:ダンプ十シート掛け 

3・l



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欝 

平成28牢//月//日 

東　京　都　知　事　殿 剳繩緒P韓● 

土壌汚染対策法第1藤第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。 � 

要措置区域等の所在地 ��HｾhﾍX6ﾙnX自)ｩ���MC8,ﾈ自YH��:�Cx,ﾈ自YH��:�C����� ′22千番了の-部、同番16、乞28番lの一部、同番12の一部 

汚染土壌の特恵有畜物質によ �'��h��-8,��h,ﾘ�ｹv頽�x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 �2ﾃ�d�{倅ﾓ2�
※詳細は添付書類生のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:騏��
※詳細ま添付書類容のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��ｵ4｢�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍�8��ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��yo(ﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ(h�8馼ﾘﾈ�#SiMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈﾊ�ｸﾒ��ﾈ粳�ﾘｸﾂ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙyi4黙j以鞏y62�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ'等Dｨ�hｸ霾���ﾘﾉ%R�

汚染土壌の処理完了予寧日 兌ﾙ�ﾃ#僖�����ﾈ�6Hﾟ(ｮﾂ�

運搬の用に供する自動車等の 乖ｸｨｸ���b�

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Ixｹ}韭���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 び連絡先鰹鞭の際、′積替え ����h*h,ﾙ�ﾈ.ﾘ,�*(�(��������Ei����

を行う場合に限る。) 几��)��Hｫ冲��ﾂ��將�

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。) ��ﾈ6ﾘ���������x��ﾂ�

保管施脚、ない。　　認霧撥輯 

<連絡先>　鯨)大林粗菓京本店　魔ノ門一丁日工華軍務新　　建築啓発部生起技術部 

看臆臆漢03-645了-9028　■臆■03-5了69置1了95 

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議者の氏名)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。
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添付蕾類3

3.汚染土壌の運搬の方法

汚染土壌の運搬方法は、汚染土壌の運搬フローを図自こ示すとおりとする。

形質変更時要届出区域 

藩医虎ノ門一丁自211蔀の細部、同番7の-部、同番19、227番了の一都 

、同番16、228番lの一郭、同番12の細部 

対象物質:批素、ふっ素 

運搬受託者:株式会社KSJ 

運搬請負者:運搬業者一覧を参照のこと 

荷　　姿;直積み十ハッチかヾ細(タンク車) 

直積み十シート養生(ダシカ 

直積み十ハッチカリや一(バキューム車) 

ケイエスライン株式会社　香取土壌浄化施設 

千葉県香取郡多古町千田字裏山56番 

種類:浄化等処理施設、分別等処理施設 

処理方法　枇素、ふっ素:異物除去・浄化(抽出一洗浄処理) 

図1汚染土壌の運搬フロー

8



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29年1月/き日

軸者欝擬揮丁曇諾

東京都知事　殿

土壌汚染対策法第16粂第1項の規定により

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�ﾉ]ｹm渥I?�)ｩm｣YMC8ﾘh��Hﾘh��Xﾘh��hﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵����R�
東京都足立区西保木間二丁目1657番lの-部(抱番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��hｽ��hｮﾘﾆHｩiJ8ﾘx�b�

ララも《卵冶 汚染土壌の体積 ��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
詳細は添付書類3の通り 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6X4(�ｸ4x8�6�985��

汚染土壌を処理する者の氏名 �5�484x5�8�4898ｩH�檍���

又は名称 宙ﾘ�靖7��ｸ�(嶌5ｨ985��ｲ�����

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾈ��ﾙ�鬩z��#SiMH-�*��

」喜 

汚染土壌の搬出の着手予定日 �円ﾓ僖颶X唏��Mｨ�ﾔ�/h�8ｼ以ﾈ�����

汚染土壌の搬出完了予定日 �円ﾓ僖韶8�9?ｨ揄:(処ｸ��看1包二∴ 

汚染土壌の運搬完了予定日 儻ｨ邵�8曚9H�Hｮ�4倅�*B�「野〃 

汚染土壌の処理完了予定日 �円ﾙ�ﾓi(ｩ?ｨ艾ｺﾘ処�(��~��潤「 

運搬の用に供する自動車等の 乖ｸ畔�ﾂ� 

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿,ﾉ,ｨ.��

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。) 津#偵�ﾈ�Sb�

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。) 冏ﾉ����ﾄ��ﾒ�

ミ鰭繍謬 

武家囲・太和建設共同企業体　都営住宅26肛112東(足立区西保木間二丁目)工苺事務所 

担当:臆臆　　　　　　　二面虹03-5831-既婚2滑鴨瞳専制故事訪印耽謀

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)を話鼓し、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。



添付昏類3

汚染土壌の運搬の方法

1。運搬フロー図

2.運搬体制

運搬受託者:株式会社ティー・エムハンズ

※趨力会社及び使用する自動車等の書賞は、添付喜類4のとお乱



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咋之月耳目 

東京都知事　殿 

さ∴■∵二千∵・∴士 

土壌汚染対簾法節線篇1項の規定により、要摺駆域等から搬出す転読士魂とっいて、次 
のとおり届け出ます。 

要措瞳区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�Y8yJｩ)ｩ?ｩo�MC�j畏b員ｨ�Uﾈ鹵��l 
東京都江東区大風八丁目2鑓番5,223番6タ糊番3(地番表示) 

汚塊土壌の特定有善物質による汚 �7��ｹv頽�己ｮ顏�W94ｸﾘx+�5ｨ8ﾈ98ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���O衣Xｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ窮及びその化合物 

媒状態 �7叨ｸｭﾉtﾈｿ�ｮ顏�W94ｸﾘx+8僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��

*詳細は添付書類lのとおり 

汚報土嬢の体積 ��B�3i-��������榎��ｨﾝx,ﾙgﾈ��}�-ﾈ,ﾈ,h*�.��

汚染土鞍の運搬の方法 凛H�8暮L�H�:靼X�越H�8暮L�一�:竟B��
求詳細は添付書類3のとおり 

汚染土様を運搬する者の氏名又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍����ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ�

汚躾土壌を処理する施設の所在地 �5�484x5�8�4898ｩH�檍���9�y:�ﾊyh宇ｨ坙�ﾘﾌ9*ﾈ��u(派ﾘﾈ�#SiMB�

汚鵠土壌の搬出の若手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�8ﾈ陷39?｢�

汚錬士接の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉj��D綛ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�荿.佇�#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ���?｢�

運搬の用に供する自動車等の使用 者の氏名又は名詳及び連絡先 ����ﾈ��}紿,ﾈ,h*�.��

諒替えを行う場所の所確地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡能く運搬の陳 、穣替えを行う抱合に限る。) ��舒��h*h,�+R�

臆「_鍵かm 

保管施紋の所在地並びに所有者の氏名 又練名称及び連絡先(保管施織を用いる 場合に限る。) 朝]ｸｬx,�+R�

麟梨し撰難式会社　担当者:臆喜乱　筆駈鬱r 

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。



5-2運搬ブロー図

【形質変更時要届出区域等の所在地】東京都江東区大島8丁目40番13号(住居表示)

東京都江東区大島程丁目2鶴番5書2欝番6, 254番3 (地番表示)

汚染土壌　セレン溶出0.0工1皿かL費0.067ⅢdL

批素溶出0.01合皿姉巾l章5狐〆轟

く第二溶出量基準超過)

六価クロム溶出0書きl皿dL巾1.8皿功し

(第二溶出曇基準超過)

鉛溶出0.O11皿封轟へ0.071皿g肌

ふっ素溶出l場O皿g柾へ室温m宮仕

陸運

【運搬受託者】　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19番7号
YOSH工KAWA BしDG、2F

【荷姿】　バキューム車　密閉容器

【処理施設】　ケイエスライン株式会社

香取土壌浄化施設

住所:千葉県香取郡多古町子国字裏山蚤6番

【鞋類書　分別等処理施設(異物除去)

【許可番号】第〇12100100碧号

12



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暫 

平成29年　〇㌔月　」日 

翻殿　町::　　● 剪�

土壌汚染対策法第lる粂第1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。 

■ 偖��ｹ'Xｾh司9�,ﾈ�ﾝﾙ&��東京都足立区島根4丁目18番5号(住居表示)の一都 亶ﾂﾂ����+��

東京都足立区島根四丁目210番3、21璃3、2地番、21呂番、216 

番1、216番3、21岳番唾(地番表示)の一部 

汚染土壌の特定有書物厨によ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｷ�-�ｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��丶仆ﾘｷ�ﾚ顋�}��ｷ�-�5儻H丨ｧ｣(,ﾈ,h*�.�6ﾘ4X6ﾘ8俎��

汚染土壌の体積 冽HﾗY��柑~ﾈ顏,ﾈ嶌ﾘyZ依驃ﾉ>ﾈﾙ��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付書類唾のとおり 

汚染土撥を運搬する者の氏名 又手ま名称 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 �5�484x5�8�4898ｩH�檍���

又は名称 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �5�484x5�8�4898ｩH�檍��ｩ�xﾇ�ﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾈ鬩z��)�MH���R�
千田字和田軸番1、水戸字千田後 
888番3(浄化等施設) 

株式会社克典開発こ千葉県市川市塩浜2丁目6,7章8の一部 

(分別等処理) 

汚染土壌の搬出の薄手予定日、 兌ﾙ�ﾈ�僖�8ﾈ�)mB�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖餃xｿ9;B�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖綛ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ&yD韶33�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称放び連 絡先 ��i5儻I�ｧ｣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(運搬の際、積替え �?�蓼蕀?����ﾈ�����ﾈ�ﾈ�ﾂ�

を行う場合に限る。) 舒�����2��8鬚�

保管施設の所在抱並びに所有 �<yy饐�*H-8-8�X耳����6ﾒ�

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。) 冓�=)9凉Y���梯�

連絡先青山シビルエンジニヤリング㈱担当こ■ 0摘404寸細



添付書類き

汚染土嬢の運搬の方法

3-1,運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都足立区島根4丁目18番5号推薦表示)の細部 

東京都足立区島根園丁田老10番3、213番3、捉番、生工軍琵2頼罷工、216番嚢、216 

番4(抱番表示)の-部 

基準不適合土壌

鉛及びその化合物鱒出塁・含有劉

陸　運自駈武舎龍ハーモセレ随搬受託者】 

東京都中央区新川l費1叩 

荷　姿: �5�987h6x8�6(.ｨ5h�ｸ6xｧﾈ*��

協力業者 

株式会社　議運　他諦観 

積覇・保管施設

※積み替え保管は嚢施しない

処理施設こケイエスライン株式会社

千葉県香取郡多古町峯襲山岳6番、千田宇和同軸番工、水戸章千田後888番3

種　類:浄化簿施設



2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)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>株式会社オンエア担当㌻臆∴ ‾‾‾‾‾“ Ⅲ虹03-6457璃10



汚染土毅の運搬の方法

l.運搬フロー図

軸区域等音 

東京都制帽西聴豊玉丁目2了3-3、鋤-1・之74-3 

土壌運搬 

陸運:シグマテック株式会社 

荷姿:ダンプウレコン〈内袋あり) 

土壌運搬 

陸運:シグマテック抹式会社 

荷姿;ダンプ十シート掛け 

2.運搬体制

運搬受託者;シグマテック㈱

※協力会社および使用する自動車の-駒ま、添付爵穎4のとおり


