
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　　　　　　　　　平成28硬月お目 

届出者　大成・竹中・熊谷・大日本・名工・株木建設共同企業体 

代表者　　東京膏樹霜区画新宿六丁目8番1号 

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ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩmｩ&�>�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l、21番l 

へ21番6、22番、23番、37番、38番(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ 儖��h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H��}貶,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�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������>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2ﾓ2�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ邃�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾃ8ﾈ陏H.y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�8iD駑｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨38ﾈ�*H�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 (運搬の陳、甜替えを行う掲合に限る。) �,�+R�

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

【連絡先】大成置竹中・熊谷・大日本・名工・株木建設共同企業体 
氏名:　　　　　　　　　　　　　　電話番号:03-5859-550l 



土壌の特定有害物質による汚染状態

添衛書類1

<支点>

支点は調査対象地(江東区豊洲六丁目8番)の最北端にある
びょうから西へl.7m、南へ9,7m進んだ地点とする
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<格子の回転角度(50度24分)> 

格子の回転角度は支点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並 
びにこれらと平行して10m間隔で引いた線により持戒されている格子 
を、支点を中心として右回りに回転させた角度として示す。 



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地内(住居表示)

東京都江東区豊洲六丁目8番、 9番1へ9番9、 14番2、 17番1、 21番1へ21番6、 22番、 23番、

37番、 38番(地番表示)

対象範囲
・枇素及びその化合物(溶出)

・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

種類:浄化等処理施設

(不溶化)

所在地:東京都大田区城南

島3-3-3

10m3

図3鵜1汚染土壊運搬フロー図



N0. No 凵u-1牌左脇盤一蛙式ム 由劇毒豊拡番号 又は車両番号 剋桝ﾌの穀挟 剏b理塑!窒亙亜唾草花掴= 使用者の氏名文は名称 凵@　丁「l.印2-さ的-川口 使用者の使晰 

l 剳i川1ロ0か5Z18 刄_ンプ 刹ﾈ去勢糠的 剴結檮ﾁあきる野市章花用十1 

之 剳i川iOOから之10 刄_ンプ 剔沚ｶ襲来粕 剞Q癖都あきる野市草花1川上1 

つ き 剳i川1○○か翰23 刄_ンプ 剞ｬ左駐韓鵬i 剏b京都あきる野市蓉花川口 

品川100か522γ∴∴ダンプ 劔庇瓦興業臓 剔ｸ市部あきる野高車諦章1印-1 

b 凵@　　　　号 品川i脚か銘閏串∴∴∴ダンプ 劔成左脚寒妹 刪｣京都あきる野市軍花月寄1! 

0 �!品川100から的 鳴�ﾈ��5�987b�剞ｬ長卵豪鵬 剞^東紳あきる野布草花11嶋11 

7 刮棊plく調か52事4 �5�987b�刪ﾐ友興業脚 剴結椏揩｠きる野前車花11引-1 

8 剋v川1(調から紳 度������5�987b�刹附ｪ興業拙 刳o轍統あきる野市尊花11書1-1 

P 剳i川1関から狛8 �5�987b� 散薬輿奈的 剴結椏sあきる野的毒花11用-1 

10 剋v川100か5之11 �5�987b�剞ｬ友製菓拙 剴剣ﾈ憾あきる野市草花114トI 

= 12 劔V��ﾃ�ｭh*�*C�4��ダンプ 劔�ﾈ什v�ﾅ�x｢�冖�~�*ｸ.伜夷��耳ﾟｸ������

品川100か的29 �5�987b�剞ｬ長興業的 剴喧�槌あきる野市単花白41-1 

1a 14 劔V��ﾃ�4�*�-ｹ4��ダンプ 劔ﾏｨ珊ｼ欝ﾘ梺��8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾉ���戮�ﾘ6s��

魯川100か6101 �5�987b�剞ｬ長興業軍隊 剞�剣狽｠きる野帯革乾11尋ト1 

†5 剳i川ll雑Iカヽ81説 刄_ンプ 劔�ﾉ�hｻｸｼh��倩�8ﾉYH*�*ｸ.冢ﾈﾟ��戮���ﾂﾓ��

18 剋v川100か8103 刄_ンプ 劔�ﾉthｻｸｼhx｢�亢�{隗8*�*ｸ.冢ﾈ�9WX戮�*(.ふ��

事7 剳i川　章(輝か的蹄 刄_ンプ 劍ﾍY�餾xｯﾈ*ﾘｴ�����
賢京都あきる野珊事花11引-1 

1種 剳i川1〈調か開脚 刄_ンプ � ��ﾉthｻｸｼhx｢����8ﾈｪ�*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾒ��

19 剳i川　事α)か帥抽 刄_ンプ 劔�ﾉ+y�Xｼh蛯�I 佻ｨⅹ78*�*ｸ.冢ﾈ巉馼戮��IRﾔ��

?0 剋v川100か的場 刄_ンプ 劍��th��ｪi4��撫患即売会も野市事花11寄主1 

2章 剳i川　事00か軸的 刄_ンプ 劔�ﾉthｪ仂hx｢�東商斬あきる野市電花1同1-1 

21 剏ｩ川100か的的 刄_ンプ � ��ﾈﾛix8ﾇ�ｶb�穐東部あきる野市単花114ト1 

2鶴 剳i川100か関タフ 刄_ンプ 劔�ﾉ+x��iYB� � 
東京都あきる購市車確11蜘-1 

?4 剳i川100か08了8 刄_ンプ 劔h8鮭ｻｸﾖhxﾂ�東京綿あきる野市単花114十1 僮 

2き 剳i川1脚から6タp 刄_ンプ 劍洸ti69zｸｿ��輔鋤き摘晒花11什1　　王 

?8 刳ﾊ用1○○かe70与 刄_ンプ 剞ｬ左興業的 剴Q患櫛あきる野市単花1章41・事 � 

之7 剳i川1的「か67騰 刄_ンプ 剞ｬ長卿栗的 剴結椏sあきる野市草花1喜硝-1 � 

78 剋v料100か67伽 刄_ンプ 剏ﾕ左弗素帥 剳薯苑鰍｠きる野市蜂花=4I-1 � 

29 剳i川1調か67撞 刄_ンプ 刳�F瓜暮陣 剴結梃痰｠きる堺市暮夜1141-1 � 

○○ 剋v川　章のか67的 刄_ンプ 剏ﾕ左典強飯 刳迚T叡あきる野高鳥花=41-1 � 

亀1 a2 � 儼��ﾆﾈｷ(*��3#B�>)�ﾃ�卯X*��9����ダンプ ダンプ 剞ｬ長餌棄関 剞^南秒あき勧説両草花11引-1 � 

成友興継撮 　　　　　) 剔l京都あきる野市草花II利-1 
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33 �-T��ﾈ�井ﾓ�*亡們Vﾂ�ダンプ　　　　　　　庇を卵幕捌 凵u　　蛇靭あきる織布単軸町 

3寄 儼��ﾃ�ｷ(*�.s�4�5粨��5�987b�������������ｨ�髯^亂��読売柳あきる野両軍花11用-1 

3う 倡i�ﾃ���4ｨ��4�(�ｲ�ダンプ ��ﾈﾛhｻｸｼh茲�!∴∴∴郭脚瑛る野市阜花月。ロ 　　　　　ー一一一一一一一_-」 

鍾 儼��ﾆ��｢�*�.s���ダンプ 佻X��ｻｹ�xｷ"� 東京都あきる押巾予納…「　　　　{ 

3了 倡i�ﾃ���*田�S��ダンプ ��ﾉthｻｸ�ｹ4��覚京都あきる野市単組1年川　　　　( 

すら 儼��ﾃ�ｷ(*俯)Yc��ダンプ ��ﾈｷ仆ｸｼimB�票京都あきる芽I寄寓花111十1 

39 儼��ﾃ���*田��"�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼi^2�景患織る寧ろ野市雄花1重い-1 

40 倡i�ﾃ�4�*�+(ﾘs2�ダンプ ��ﾉN(ｭX�o��寓高揚あき喜好巾草花=・1口 

41 儼��ﾃ���*田�SB�ダンプ ��ﾉthｻｹ^xｿ��轍患穏あきる野市轡花1同十書 

討〇・1ゴ鴎表具雛抹式会社　　　　　　　東京都あきる野前章花I重4出 I 守繋轄藩主融 劍諍�竟(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

32 價ｨ唏���:�*�#�ｷ"�ダンプ 佻X�9+(ﾇ�4��瓦索郎あきる野市雄花1141-1 

種3 價ｨ唏����ｷ(*凅ｳ���ダンプ ��XﾍﾈｨI���2�東京都あきる調布事花1141-1 

34 價ｨ唏����x*�(靃���ダンプ 俐hﾛhｻｸｼi;r�東京都あきる野市草花114トl 

3ら 價ｨ唏����ｸ�ｸ*凅ｸｯ�7謦�ダンプ ダンプ ��ﾉti69'ｩZ��東京都あきる野硯専花11高一1 

38 癖唏蘒���*冤��"���ﾉthｻｸｼi4��東京憾あきる野市雄花】14ト1 

37 �+X唏�����*僣���2�ダンプ ��ﾈﾛi��hx｢�事高揚あきる野市富市章埴1-1 

88 綿唏�����*�#Xｸ｢�ダンプ �(倡XｧYz9���轍魚笹あきる野市登竜1I引i 

30 癖唏����ｸ�ｸ*�(��,��ダンプ 儁ﾙti:�hx｢�寓掃赫あきる野市警花白引-1 

4寄 癖唏�����*�#Y�ﾂ�ダンプ 佻Xﾛi�ｩ(V��ﾒ�真宗観あきる野市草花11引-1 

11 綿唏�����*�)�s��ダンプ 儁ﾘﾛhｭhｩ���2�真東和あきる野帝草花11」口 

4隻 碧|ｨ���ｷ(*�(<�x+2�ダンプ ��ﾉ.�4倚H恵�扇京初あきる野撞草花章141・l 

う3 價ｨ唏��ｨｸｦ(*�3�5ｲ�ダンプ ��ﾈﾛhｩYwH蛯�轟東和あき心肺草花†141-1‾‾‾ 

寄4 價ｨﾔ稲�+(*塔��2�ダンプ ��ﾈ�G(ｭ���意京却あきる野市奉花1141-I 

う5 價ｨ唏�����*�3�帚�ダンプ ��ﾉ+y�h��4��真市部あきる野市草花11引-1 

48 價ｨ唏��亅Vﾈ*�3�4��ダンプ 冩ytiv��xｷ"�東泉却あきる野市葦北11引-1 

書了 價ｨ唏�����*�3�IR�ダンプ ��ﾉth遥wI4��葉高柳あきる靖市蜂花114ト1 

4種 價ｨ唏����ｸ�ｸ,ﾘ��姐"�ダンプ ��ﾉn偖�ﾄ�4��東泉勧あきる野商事花=4上1 

48 癖唏���4�,ﾘ��ﾄ8,ﾒ�ダンプ ��ﾉ+y:�hx｢�#粛郁あきる野市草花l14ト1 

らo 癖ﾔ育���ｸ�ｸ,ﾓ��ッ�ダンプ ��ﾉN(ｯ�.�4��東京髄あきる野市章花114ト1 

51 癖ﾍﾉ�x�｣��,ﾓ��vSr�ダンプ ��ﾉHIo(ｧ兀B�棄患部もさる野市草花114ト1 

轍 癖唏��簸H,ﾔ弍�C��ダンプ ��ﾉ=�ｻｸ謇4��東急都あきる野市草花II引・1 

5e �+X唏�����,ﾓ�YC��ダンプ 侘凛�5Io(x｢�真哀部あきる野市尊花1141-1 

ら寄 價ｨ唏�����*������ダンプ 俔ｸ-ﾈｻｹwﾒ�東頼髄あきる野市草花】重す十1 

猶ノし王子10種か1=O 刄_ンプ ��ﾉthｻｸｼi4��嘉束碑あきる勘市草花1書41-1 

se八王子1(婦かt7持 刄_ンプ 儂x�>��*ﾙ;ﾈ�R�東京都あきる野商事花=寄手1 
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ダンプ　　　　　　　　成金勘案埠

ダ:ノブ　　　　　　　履哀興端哩

タンノl　　成規問責㈱

顎赤誠も喜郎台寄手かi引一

見東部あきる欝打撃花月き1 !

東京都あきる野軍事舵1 141「

(


