
様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土報の区域外搬出届出書

平成8年I房江

東京都江東区豊洲六丁目4番

諦水お大林基鴻池◆関南

建設発向企業体

軸寄書題

土壌汚染対策法第着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接について、次

のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在抱 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh蓬��)ｩmｩ&�>�員ｨｸ�ﾈ鹵��東京都江東区豊洲六丁郎番、9番工へ9番9、工4番2、17番工、21番l叫2工番6、 
22番、23番、37番、拙著(地番表示) 

汚染土壌の特定有吾物質によ �7�ﾟXｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��
る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻IMy}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土接の体積 �95�H��,ﾃ�����萼8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土蟻の運搬の方法 �5�987h5h�ｸ6xｧﾈ*�-ﾈ+ﾘ,ﾘ7h8ﾈ5(98ｶﾈ-�,�.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H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の声名 又は名称. 亰ｹ��99z9��eXｵｸ7h8�986r�

汚染土嬢を処理する施設の所 在抱 傅ｩ?�毎蝌ｼhx｢罠��=竰��y�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾈ/����h�5｣���6s3����

ヶィェスライン辟擬隷轟晴裏山5。番ほか 

汚染土疎の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨88hﾈ�,ﾙ?｢�

汚染土接の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�<��?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#囲�3�ﾈ��y?｢�

運斑の用に供する自動車等の所有 者の氏名又は名称及び龍山 ��i5儻H���,ﾈ,h*�.��

穣替えを行う場所の所在梯並びに 所有者の氏名又は名称及びTEし横 線の欝、穣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TEし(保管施設を 用いる場合に限る。) �,�+R�

【T曲】清水・大林・鴻池・関南建設共同企業体

氏名:　　　　　　　　　　　　　　　電括番号: 03-353l一塊91

2　氏名(法人にあってほぞの代表 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。



汚染土接の運搬方法

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: 2,50寄.00皿轡 搬出予定教壇;工,000.00皿3

※汚染土嬢処理業許可証が更新された馳こぼ、その内容を確認し搬出を行う。

図3-う　汚染土壌運搬フロー図
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様式第十六(第六十一条第一一項関係)

汚染土壌の採域外駆曲露出誹

平成　郷牢　7月之五日

離認藤懸続剛椒
東患部知革　殿

土壌汚染対簾法第I6茶箱工塙の規定により、襲措置区域等から搬強する汚染土壌について、次

のとおり届け出ます.

頭措置区域毎の所在地 �8ﾈｹ�78垰8ﾈ,ﾙ;���)ｨｬ9&�>��

汚染土韻の特定有害物質によ 儖閲霍�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ永�y9G�[ﾉW9,ｨｽr��

る汚染状態 ��ivﾘ�-ﾈ畔�ｭ厭��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌g)俸漸 澱顫ﾉV����h�ｨﾝx,ﾘｶi��Ii'冰�,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 仗��8暮L����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H�9}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 仍ﾈ986yﾛ俾陞���

又は名称 �����b����ｸ�ｲﾘ����"�l・’l、一、「}■ヘ音喜喜喜喜喜臆「’′i‾ 

汚染土壌を処理する者の珪魯 文は名称 �-ｸ+�哩8(ﾄｹ5ﾘﾝｨ檍���

汚染土壌を処理する施勧)厨 ��ﾈﾞ育9�ﾉ����h鳧ｨｹJX��&韶SRﾓ3���V����ﾇch���T｣R�

在地 ��コﾓッ�

汚染土壌の搬出の滞軍手庵吊 儁ｩ�ﾈ��(ﾟ���･ｩ*���uｸ冷�

汚染土壌の搬幽鬼丁字定職 兌ﾙ�ﾈ��)/r�ﾈ���8�?｢�

汚染圭榛の運搬完了予危日 兌ﾙ�ﾈ��#怨4���ﾃ���

汚浪士蟻の処聴覚丁子蓮田 兌ﾙ�ﾈ��#吋ｨ��齪ﾈ���.���

運搬の即二俣する自動垂等の �5�986xｴ�ｼhｩH�檍���

健帰省の氏名叉は名称及萌聾 乘H�檍����488�8��

約飽 ��n4ｨﾝx,ﾙ5儻H�fｨﾖx,ﾈ,h*�.��

紺経えを行う場所両所確地並びに廟打 者の昧名又比各種及び越絡鮮遜抱の騙 、栢謡え各行う場合に限る言 �,�+R�

鮭衛施散の商機他蹄雄二所有者の鳴各 項よ古称及び連絡駕(催哲雄薮を恥、毒 蛾令に限ろう) �,�+R�

【遵統】露卜竺竺誓書臆臆臆喜一二　蹄甜:棚汚職了ひ

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A垂とすることで



汚染土撥の運搬方法

3工　運搬ブロー図

汚染土壌の運搬フローを図3-工に示す。

図3輸1汚染土壌運搬ブロー図

形質変更時要届出区域
東京都江東区聾洲六丁目地内

対象範園
碓索及びその化合物(溶出) 、鉛及びその化合物(溶出)

陸運;ケント産業株式会社
株式会祉　イムラ

荷姿;ダンプシート即す

処理施設;富二栄産業株式会社
種類;分別等処理施設

(異物除去、含水率調整)
浄化等処理施設
(浄化(抽出一洗浄処理) )

搬出予定数童謡4壷

※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。



様式第十六(第六十一茶寮一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出曹 

平成29年l月之3日 
東京都知事　殿 

住　　所　謀寮蔀世田谷区大蔵6-1了-芝 

届出者∴株式会社大林組・西松迷殻株式会社・戸田建設株式会祉・ 
佐藤工業株式会社・株式会社関南組 

東荒外かく環状道路本線トンネル(北行)東名北工事 

氏名酸工擬体● 

土壌汚染対策法第16条籠1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染七嬢について、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�8ﾈｹ�79�)69$ｨ�8��k(ﾊ�/9�蔦(��/9m｣#ャふ�,ﾂﾙYB� 
惟屠表示)東京都世田谷区畠夢見3丁目璃付近、5丁目1付近 

汚染土壌の特定有脅物質によ �-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ﾘｮ顏�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 ���ﾄ�+(ｯ��
※詳細は添付醤類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r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 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Ixｹ}�8,ﾈ,h�Xﾍh.��

汚染土額を処理する者の氏名 又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する施設の 所確抱 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H鎌}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾈ宝僖�����(ﾈ�����hﾙ��

汚染土撥の搬出完了予蓮田 兌ﾙ�ﾃ#僖�����j以���ﾎ繪?｢�

汚染土壌の運搬完了予定騎 兌ﾙ�ﾉ�僖ｨ����(ﾈ���vS�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�����8ﾈ���Ec�?｢�

運搬の用に供する自動常磐の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��{�2ﾃ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 丼�9h,�+X��������������Ec侏��3#2�

を行う場合に限る。) 兔h-ﾘｯ����8�(掠V��X�Xｩｸ�"�

練管施設の所在地並びに所有 �8ﾈ･i�X�>俎x蹂肩.�ｪr�
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,�+X����������wHｼ�､xｺ9k"�

【連絡甜大林・西松青芦田◆佐藤・関南特定建設工事共同企業体 
外環北行シールドJV工事専務所　氏名:看■■鵜m電話番号;0計尋7呂了-純青l 

備考lこの用紙の大きさは、日本工発規格A4とすること。 　乞氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を薄識し、押印することに代えて、本人(法 

人にあってほぞの代表者)が雷名することができる。



汚染土壌の運搬の方法

(宣)運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都世田谷区喜多見轡丁目29-2、屡丁目2888-1の一部

重金属汚染土壌運搬

運搬:大蓉工業株式会社【運搬受託都埼割勘1旧市並木4置15-6 

荷姿:ダンプトラック十防靂シート 

同一業者にて同敷地内で処理を行う。
」次管理票のみで最終処理まで管理する。

処理施設;宮二栄産業株式会社

住所　:神奈川県川崎市川崎区扇町錘

種類　:分別等処理施設

処理方法:分別処理

許可番号こ第0861 001003号

処理施設:宮二第産業株武舎鞋

住所　;神奈川県川崎市) I騎区扇町を5

彊類　:浄化等処理施設(浄化(抽出一流鮮処理) )

処理方法;溌浄処理

許可番号:第086⊥00工003号

(2)運搬体制

運搬受託者;大審工業株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料蜜のとおり
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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

平成2タ　年　1月を夕日

醗鷲非望写辣撃謂
届出者態欝轟璧式鮨

東京都知事　　殿

土壌汚染対窮転籍16粂第l項の規定により、賽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こ

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79��68ｾh秤68ｿ8ﾖ�))ｩmｨ,ﾈ自72�

汚染土壌の特定有害物鄭こよ �-8,�閂ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ益���x轌.旭顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻Hﾚ厭靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土擬の体積 俐(ﾌ9e�8���h�ｨﾝx,ﾘ��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:霍��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NTｹ}駛�,ﾈ,h*�.��

汚染土嬢を運搬する者の氏名 又は名称 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 佛ｹ?�毎蝌ｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈｵ(ｾi��*ﾃRﾓづY'S&ﾈ*CRﾓ3津RﾓS�4田"�

在弛 迭ﾓコﾃYt�ッ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ(ﾟ���(ﾈ�8�娚�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���(ﾈ�4ｨｮ��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���(ﾈ韭盈｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���(ﾈ�,h��?｢�

運搬の刷こ供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所荘地並 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。) ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�������Yxｸﾈ#��#r�

墟歪嘘劉嘘音l 　　　　」 
保管施設の所在地並びに所有 �%H�ｼyz��X淙ｧioR�

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,ﾘ諍w�+X,�*(��������������嶌ｧyZ宛i%ｸ��

能事絡先〉前田連殴工纂㈱　羽田防 �*ｩ/�ﾞﾈ鯤��

富毘重O3 - 5了08 -了207

備考l　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。



添付書類3

汚染土壌の運搬方法
l.運搬フロー

形質変更時要届出区域

大田区羽田空港2丁目

ふっ素及びその化合物汚染土壌

陸運:寺尾運輸興業株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

汚染土壌再生資源化処理プラント

神奈川県川崎市川崎区扇島6-5

種　類:分別等処理施設′浄化等処理施設

処理方法;浄 ヒ(抽出一読浄処理)

2.運搬体制
運搬委託者こ寺尾運輸興業株式会社

使用する自動車等の-欝は、添付書類亀のとおり



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　5月′少　菌

類撃轟喫欝鎧註毒期企業体
届出者 0号地その芝

製作一築造

土壌汚染対策落第1繕第1頓の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌

のとおり　け出ます 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾitﾈｭX��)ｩ?ｨﾔ窺I�ﾉ)､��,ﾈｦX自72�

汚染土撥の緒定有害物質によ る汚染状態 �B�7��ｹ:�69|ｨｮ顏�W94ｸﾘr���O衣R�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr�
)、ふっ素(土壌溶出量基準不適合) 

※詳細は添付資料1のとおり 

汚染土壌の体積 冤(*ｳ��-��
※詳細は添付資料2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 丶8補��IIR�����､8補��IIR亶�-�zH補�5�987b��
※詳細ま添付資料3、4のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 丶8輔ｨｩH�檍����68､8馼����ｩH�檍��,x*ｲ�

又は名称 凛H輔ｹ�ﾉ8ﾈｻｸｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 亶ｹ?�毎蝌ｼhｩH�檍���

又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍�������

汚染土壌を処理する施設の所 ���=��ﾈﾊxﾅ處H�9�ﾉ��i��*ﾈ*ｲﾓ��

在地 �8ﾈｹ�79�Xｭhｾhｵｹ>ﾉ8s2ﾓ2ﾓ2�

汚染土壌の搬出の詩手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋����8�hﾍﾉ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3��8ｴﾈﾈ�9jb�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ��ﾉD��ﾈ��Y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�D���8ﾈ��W�62�

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肘{���jx,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 忠�ﾉthｻｸｼb閏(,���Y7��ｸ/�暮L�+x.��ｨﾘx,ﾈ-ﾙ���h*h*ｩJﾙ�b��

ぴに所有者の氏名又は名称及 倅�IWY:ｨｩH�檍���

び連絡先(運搬の陳、舐替えを行う ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ���

場合に限る。) ���ﾂﾓ332ﾘｩ��B�

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 (保管施設を用いる鵠合に限る。) 忠�ﾉ+xｻｹJﾘ*ﾙ[(,���Y7��ｸ/�暮L�+x.��ｨﾘx,ﾈ-ﾙ]ｸｬx*ｩJﾙ�b��三井埠頭株式会社 

神奈川県)l騒市川鴫区扇町91 

0約-3純-5314 

備考　l この用紙の大きさ賭、日本工業規掩A4とすること。

乞　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏都を請醸し、押印することに代えて、本人鰻

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;大成・玉津一大豊特定建設工事共同企業体　東京湾臨港道路南北線工寧作業所

担当-　　　　　Ⅲ : 03・統2工◆7161 之鼠5,1種



汚染土壌の運搬の方法

1運搬ブロー図

対薫工事区域
(東京都江東区高明4丁目

枇家書ふっ素基鉛汚染

場内仮置き

海運こ株式会社猿田海事、妹式会社どき、二光商運椿式会社
荷姿こ船舶(土運船)

処理発雷三栄産業㈱ 
川崎市川崎区扇町ト8 

謡類:分別処理等、浄化等施設 
再処理汚染土壌処理施設 

額替え窃所用l嘔市川崎区扇町9-1
三井埠頭㈱

陸運:成友異議株式会社
東京都大田区鵜島3-3-3

縫:ダ湘ク†‾ト掛け

処理先:威友興業㈱ 
東京都大田区城南島蜜-3-3 

穣類:分別処理等書浄化等施設 
セメント製造施設 

2運搬体制

運搬受託者瞬上) :株式会社横田海事
株式会社どき
二光面壁株式会社

運搬受託者(陸上) :成友興業株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付賽類4、 5のとおり


