
様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土蟻の区域外搬出届出書

平成28年　9月　9目

白,向　山す　東京都議区芝二丁目32番1号∴　_　_　臆∴　　∴　　　　　〇〇〇〇　　　　　　●""　　　　　●〃l

届出者　住　所　‾長試合杜撰登玉コーポレーンョ

氏名　娃謡繍築迫　範

土壌汚染対策法第16条第1項の親定により、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�ｩ8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�霆C�)ｩm｣#�MCR�
【地番表示】東京都江東区扇橋1丁目13番6、18、19、20、38の一部 

汚染土壌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 檀ﾝx,R�(+H��-��

汚染土壌の運搬の方法 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 �?ｩ58�ｾ�Z越ﾈｩH�檍���

又は名称 �4�4�6ﾘ､ｩ&xｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���オオノ開緩株式会社 
又は名称 �4X488ｸ�X4x985x6ｨ4�8ｨ984��X6X4�6ﾘ8ﾘ5x�ｸｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�IMI&��
愛媛県東温市河之内幸犬小屋乙628番37他 

在地 ��Xﾞ9Wｹhy_ｸ�9�X鬩��H魑鉄R�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ�)��m｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���?ｨﾈ���*ﾘ+y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��以范)?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�吋�.�ﾈ范)?｢�

運搬の用に供する自動車等の 俛�58�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連 �4�4�6ﾘ､ｨ�ｩH�檍����蟹U�ﾊx鉙�(�9fｸ､9gｹ*ﾈﾖ#�オMI&��

絡先 ��ﾉ¥ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

嶺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。) 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍��ｩ�ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�IMI&��

丸協産業株式会社:兵庫県神戸市東灘区新注湊町8番地 
大王海運株式会社:千葉県千葉市中央区中央港2-10-6 

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) 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍��ｩ�ywHﾊx�2緬Wﾉ�y+�*ﾃ�IMI&��

丸協産業株式会社:兵庫県神戸市東灘区新江湊町8番地 

違憲先‥株式会社長谷工コーポレーション　　　TEし:03-3456-5435 　マックスエンジニアリング株式会社臆臆臆臆臆漢TEし:03-5425‾1238 

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、
の代表者)が署名することができる。

備考l　この用紙の大きさは、日



所在看東京都面目13番6,18,19,20,38の一部l 

図2-1.土地の形質の変更をしようとする場所を 

l明らかにした「形輔出区域」の図面 E　D　C　B　A 
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図2-2.土地の形質の変更をしようとする掛所を 

明らかにした「形環変更時要届出区域」の図面 



図2-3.土地の形鯨の変更をしようとする場所を 

明らかにした「形貨変更時要届出区域」の図面 
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東京都江東区扇橋1丁目13番6, 18, 19, 20,総の一部

図2-4.土地の形質の変更をしまうとする帰所を 

明らかにした「形質変更時頭届出区域」の図面 

8ト1 劔劍�b�7��ｩb����,ﾂ�-ﾒ�嶋6s"�劔劔劔劔※ 土 間 堅 塁 の み 嶋6s2�劔� �8ト5 劔劔剞q 

分串深度 劍ｷ"�貭���Y]h4�8ﾘ8��益頽���隆��劔Zｩ�ﾙ�ｹ7��剩�c 劔Zｩ�ﾘﾘ�m｢�益頽�ｨ,ﾈ*�+R��劔劔分析旗日 (含有撫飢g) 劔Zｩ�ﾙ�ｹ7��僞霆��分折項目 (溶出正調几) 剳ｪ析項目 (含有量か烏爪g) 劔分析漂度 剩�c 劔Zｩ�ﾘｺｹm｢�葦��ｼ諍隆��

0-の5 剴������ﾂﾓ偵S��������剪へﾒ���(lh) 劔�Y9ｸ4�8ﾘ8���B�凾ﾓっ素 剴P郭 刮� 剪へ魔��宙�ﾈ���六億クロム 儖��b�船 劔(-1h) 凾ｭれ) 劍-8,��b�儖閲��

09 �*ﾒ�剴��Rﾖ���10.2了・-○○77 剿��2��*ﾒ�凾ｭ �< �29 剴�ﾓ��2����9�X�Rﾓ偵sR�0.0了 �*ﾒ�37 劔0-直§ �10之7・-0.77 剴ﾂ��*ﾒ�

鼠o9 凾ｭ 劔(0 剴偵#r��0.12 凾ｭ 剴ﾂ�督��#r��1.0 �9農5 ������く �3��剴�踉���ま7 �< �< 

.0 度�C����ｲ�劍ﾎ踉��8,27 劍*ﾒ�督��< �< �1e 劍ﾎ蔗�塔%2�0雌 �*ﾒ�33 劔乙0 � �9�r�督�督�

.0 唐������ｲ�剴2����7セ7 劍*ﾒ��*ﾒ��< 凾ｭ �33 劍ﾌ���度�c#R�< 督�44 劔種0 �7農7 劍�X*ﾒ�督�

ま09 �- 劔4.0 剴b�#r��< 儔OO了 剴�緜b�����Ec���32��4.0 �8二糖 督�o.040 �� �-��Lﾒ�股� 釘�����農7 �< �< 

漢 �.o 滴���ｸ�ｲ��｢�剴R����5.27 劍*ﾒ���ｨ���｣32��1.8 �0.oIO �290 劍�T��添E��く �������2 ���刹}o � �4sr���絣�����s2�

漢 � 倡���辻�剴������4.雷了 劍爾��*ﾒ��0.15 �0.調 凾ｭ 剴b���鼎#R�ー �*ﾒ�< 劔&0 �.　4.雷7 劔+ﾃ����*ﾒ�

漢 � �3���辻�剴r踉��3.27 剪ﾒ�督�冩29 凾ｭ �< 剴r�����ｳR�一 辻�< 劍���7.0 �3.27 劔+ﾃ3���,ﾄ���

漢 � ��+#����ｲ�劍錣��刮ｳ27 剪ﾒ�辻��- �- 凵[ 劍靃��冰s#R�ー 辻�- 劔種O 剏�27 剪ﾒ���ｲ�

漢 � �����辻�剴ゅ���127 劍�ｲ�辻��- �- 凵[ 剴呈�����#R�- ��ｲ�- 劔9.0 �1之7 劍�ｲ�辻�

地下水 劔督�劍�ﾏｳ���027 剪ﾒ�辻�刪� 凵[ �- 剴��ｸ�ｲ���,b�ー ��ｲ�ー 劔10.0 �0ヱ7 劍�ｲ���ｲ�

甚∴埠 劔����X決屬�劔&陋ｩ�R�劔督�督��< �< 凵[ 劔&陋ｩ�R��< �*ﾒ�ー 劔増下水 劔佇ﾃ�B�督�

登∴埠 劔冩.05以下 �0.ol以下 剿��8以下 ����������｢���*C�決屬�剌ﾖ∴準 剴���X決屬�0.01以下 ��S�決屬�劔6��姥R�劔o.8以下 �0.01以下 

ヽ 劔劔劔劔� 劔劔��

看 �81-4 劔劔劔劔劔¥ゝ¥ 劔碇����42��ｸ耳�ﾒﾒ���耳耳�ﾒﾒ�������劍ﾘﾂ��ﾒﾘ-ﾒ����ﾒﾒ��������68��b�
分折衷度 (-の) 劍E畑 (m) 剳ｪ析項目 劔劔劔兒ｩ�ﾘﾘ��乖��劔劔劔Zｩ�ﾘﾈ俟B�*ﾙ'S��r���,Y62���r��兒ｩ�ﾘﾘ�m｢�劔劔Zｩ�ﾘﾘ�m｢�(溶出筆陣の.) 劔劔劔宙ｭﾉtﾉdﾉ8囲陋b��劔劔劔劔忠v頽��Ie�y隆��劔剪渥ﾉtﾉdﾉ67YKr��

給水撮 �4�8ｸ4ﾈ8ｹ�Xｾ"�刮� 劍-8,��b�剪^緊 劍傳�劔劔劔劔�B�凾ﾓっ素 剩�� 劍傳�

看 冩・-億5 �9.82- �"�< 督�凾ｭ 剴�4s���0007 剿ﾆR�劔劔劔��ｨ�X�ｨ�｢絣�粕�H顗�Rﾓ�纉��督��.∴∴直13 �< 剴#��

麗 ������8. ��< ��ｲ�凾ｭ 剴ﾂ��< 劍��B�劔劔劔�����柧�C���*ﾒ�凾ｭ 凾ｭ 剴�B�

7競 �< ��ｲ�凾ｭ 剴ﾂ��0.010 剴�r��1 案鬱翳 1 // 劔劔劍�4��偃ﾓH+2�督�凾ｭ �< 劔h��
6」搬 凾ｭ 辻�剪ｼ006 剪��#2�0.014 剴#r�劔劔劔�2踉�土?�C��督��< 凾ｭ 剴#S��

5.82 �< 辻�� �08 �����o.o53 劍*ﾒ�劔劔劔滴�B�偃ﾓC��督��< 凾ｭ 劍-ﾃ��

4.8ま �0.00Il �*ﾒ�� 凵宦� ��釘�0.O17 剴#c��劔劔劔店���迭紊�������2�僮.6 �0.03S 剴3���

3鴫2 �< �｢��< 劍*ﾒ��< 剴ﾂ�劔劔劔塗���釘紿ｯ��督�凾ﾌ16 �< 劍*ﾒ�
葛 度ｽ��冕C�+2��*ﾒ�一 劍*ﾒ��0.45 剴ﾂ��< 劔劔劔剽ｹ.0 �3.4合 �< 剴�跿�������r�凾ｭ 

1.臓 凵[ ��ｲ�刪� 剪ﾒ�凵[ 劍�ｲ�劔劔劔偃ﾘ����3C��辻�凵[ �0.013 劍�ｲ�

直82 �- 辻�刪� 劍爾��- 剪ﾒ�劔劔劔湯�����ﾘ�����｢��- �0.OさI 剪ﾒ�

の �ｨ靃���辻�- 剪ﾒ�凵[ 剪ﾒ��- 劔劔劔�1uO 凾ﾌ48 �- 劍�ｲ�����S���- 

地下水 劔< 督��< 剪��3r�直(調6 剪ﾒ�劔劔劔�&陋ｩ�R�劍*ﾒ�凾ｭ �< 剪ﾒ�

裁∴堪 劔0.0005以下 偬�*ｸ.ｨ,�*(+�,b��0.01以下 剴�����｢�0.01以下 剴�S�決屬�劔劔劔舒��姥R�剴����決屬�冩.8以下 �0.OI以下 剴�S�決屬�

/　　　　警 劔劔劔劔81-8 劔劔剿菶ﾊ含量星重言星 

分析深度 (-軸) 劔L�J����ｸ�ｲ��兒ｩ�ﾘﾘ�m｢���v頽��隆��

掛 劔�8ト7 劔劔�����"����,ﾂ�-ﾒ�劔劔剏x　　　　　　肝9 

分析漂良 く一巾) 剴�ｸ尨�R�握��凵@枇繁 く溶出刺し) 劔劔劔剿竅@分断輝度　　　記録　　　　批漂 劔冩��劔劔�1 僮 2I3 -十〇 5I6 
六億クロム 刳ﾙ 俾Y�b�

露窯　話語(鮒軸川合抽爪き’ 　　　　　く　　el o-直5 剴��｣��ﾂ繧縱���0.0○○ 劔〇・-から 剴����ﾓ津�2�������督�< 

10 剴�9����0、㈱ 劔1 � 鑓ｯ�2��*ﾒ�督�0010 刮]1β　9i47　　<　　　40 の　紬　的7　　く　　　4I 劔劔劔劔4 

まO 劔yi4��凾ｭ 劔2 � 嶋ｵC2�督��*ﾒ�< 

3.0 剴r駘���< 劔 � 途�6���*ﾒ������R�0,080 凾ﾝ30　7.47　<　如 　4・o　e・47　0・OI2　く　　　s二1・600 劔劔劔劔十-十- 了I8I9 iI 

4β 剩(-ﾃ��凵[ 劔 � 帽��8霻��*ﾒ�督�o.05e 

ふO 劔xｹEc��凵[ 劔s � �*ﾘﾄ�:���*ﾒ��*ﾒ�0.048 � 

&0 剴IEc��凵[ 劔 � 釘�32�辻���ｲ�< 剳｢0　2.47　0、013 地下水　0.008 劔劔劔gﾘ������������~��

7.0 剴9Ec��凵[ 劔 � �9-�2���ｲ�辻�の010 

ロ 刹ｨ榎地 
8∬ 剴(-ﾃ���- 劔種0 劍�36����ｲ���ｲ�ー 

ロ �30m語手 
9.0 剴��hﾌ���- 劔9.0 剴��32���ｲ�辻�- 「‾‾1 し-∴-」 凾芒ｵ区画 

1oO 剿�9���凵[ 劔- �0 ��32���ｲ���ｲ�ー 

□ 剏`質変更晴更届出区域 
地下水 劔凾ﾌ(卿8 劔地下水 劔�*ﾒ�督�o.030 

遥∴準 劔�0.01以下 劔葛∴埠 劔��蔟8決屬���<��決屬�0.01以下 劔劔劔佶r��7�&�,ﾈﾆ��,ﾈ蓬ﾕ�/�+X.h*H,h+x.俾8��



所在l東京都江東区扇橋1丁目13番6,宣8,19,20,38の-部i 

図2-5.土地の形質の変更をしようとする勘所を 

明らかにした「形質変更時要届出区域」の図面 
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東京都江東区扇橋1丁目13番6, 18, 19, 20, 38の一部

図2-6.土地の形班の変更をしようとする勘所を 

明らかにした「形質変更時要届出区域」の図面 
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囲2-14.土地の形厨の変更をしようとする勘所を 明らかにした「形質変更時要届出区域」の図面 
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汚染土蛾の運搬の用に供する自動車に関する電類【車輌一覧表】

排出現場一五洋建設㈲千葉工事事案所

自動車等の 使用者の氏名 俶yw��(���連絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.��Y�"�

(株)議連 俔ﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�03-5664-3383 �5�987b�六価クロム化合物、 鉛及びその化合物、 枇素及びその化合物、 ふっ莱及びその化合物 �+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6xｧﾈ*��
エステートサービス(株) 俔ﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�ふ2�03-6806-257之 �5�987b�

佐藤商運(有) 俔ﾘﾌｹ�ﾈｾhﾘ)�)�ﾈ/��bﾓb�03-3689-2768 �5�987b�

笠鳥土木(株) 冉ｸｾi;�8s"ﾓrﾓ�"�03「3608-8741 �5�987b�

山良建設(株) ��)69$ｨｾhｮﾉ�ﾘﾊ���S"ﾓ�2�03-3430-4697 �5�987b�

豊川典薬(株) 倚yVﾈｮ��h�8�#2ﾓ3rﾓR�045-934-553† �5�987b�

松島運輸(株) ��兔�ｾiG騷#"ﾓ#Xｨｳ�2�03-3247-040l �5�987b�

東海運(株) �(h匣ｾi��､3�ﾓふ�"�03-6221-2209 �5�987b�

神戸港-ウイル・エンジニアリング・テクノロジー㈱枚方蜜楽所

自動車等の 使用者の氏名 俶yw��(���連絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.傴ﾙ�"�

丸協産瑳(株) �?(ﾞ育9Y�ﾌ�*ﾃ"ﾓ#��S2�06-6431-1170 �5�987b�六億クロム化合物、 鉛及びその化合物、 硯薫及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 �+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ���h+r�

(有)樋口商店 兩9,ｸ�8�)gｹnﾉz#��S��ﾓ��0797-20○○045 �5�987b�

(株)丹波興業 ��Xﾞ8�9�ﾉxI�ﾈｾi(i8s�ﾓ�6sC��06-6473-3405 �5�987b�

(株)高津組 �?(ﾞ育96Hﾚ冽｣2ﾓBﾓR�06-5433-8600 �5�987b�

(有)照商会 兩9,ｸ�8�����ﾃBﾓ��ﾓ蔦����0797-20」9851 �5�987b�

宇垣土木 �?(ﾞ育9>ﾉY�ﾌ僞i����)ｩm｣X�ｸ6sR�06-6437-3412 �5�987b�

崎山興菜 ��$�8鮖gｳ))ｩm｣�x6s(�S#�"�0727-73-6898 �5�987b�



汚染土壌の運搬の用に供する舶軸に関する雪類【船舶一覧表】

市川瑳~神事蕃

使用者の氏名 又は名称 剋g用者住所 刋�xﾙ�b�汚染土蟻の彊類 儖(藝9�/�f育�+x.����ﾕﾉ�"�

住若海運(株) 剴ｿ島県板野郡松茂町笹木野八山開拓36-10 ��モﾓc湯ﾓcc#"�六価クロム化合物、 ヽ　　　ム �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,��

闊生海運(有) 剳ｺ庫県姫路市家島町費浦8備番地 ��

(棒)サンアライアンス 剄L島県呉市広駅前2-7-38 ��+3#2ﾓsbﾓcc#R�ロ　　　　　　　　　　ロ　　ヽ 
批素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 �.h.冕y¥"�

江口 �'�*ﾙtﾂ��徳島県鳴門町土佐油滴事大毛101-7 ��モﾓcビﾓ�#ビ�

有田海運(株) 剔蜊纒{大阪市中央区北浜4-7-28 ��bﾓ�#���S3�#��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する吾類陣輌一覧表】

排出現場一千葉港

自動車等の 使用者の氏名 俶yw��(���連絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土壌の撞穎 儖(藝9�/�f育�+x.����ﾕﾉ�"�

シグマテック(株) �(h匣ｾi?ｩgｸｻHｷｹ�)*ﾃRﾓB�03-5651細2201 �5�987b�水銀及びその化合物、 鉛及びその化合物、 枇索及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｲ�5(986X6�6�6(4���>��ﾈ*�.ｒ�

トレーラーヘッド:関東側

自動車等の 使用者の氏名 俶yw��(���蓮絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土按の稜穎 儖(藝9�/�f育�+x.������"�

大王海運(株) ��y�968ｾiW域ﾘﾊ�"ﾓ"ﾓR�03-3261-6815 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��水銀及びその化合物、 鉛及びその化合物、 批寮及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｲ�5(986X6�6�6(4���>��ﾈ*�.ｒ�

ブルーエキスプレス(措) ��Xﾞ8�8ﾞH�9�YVﾉ�ﾉ*ﾃ���0438-63-3413 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

績運輸機工(株) ���侈x岑勛�8岔m偉ｳ#xｩ���0之96-45-04之5 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(有)平成輸送 ��ywHﾊx�8ﾋH�9JｩJi��,ｸ/�y'S�r�0436一ヰ3-互052 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

丸泉典薬(株) ��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓrﾓ��0438-63-1321 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

世新建設運輸(珠) ��Vﾈ�9�(ｾi���)*ﾃ#S��ｸ�ｹEb�0438-60-2661 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(株)田代運輸 ��y�968ｾi��68�憖�C2ﾓ2�043-432-7667 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(株)三裕商事 ��ywHﾊyW越(�8�麻Csbﾓ��047-692-7247 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(抹)ムツミ ��ywHﾊx�8ﾋH�9�)oc2ﾓbﾓ�"�0436-22-5970 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(抹)山加 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾘ)$｣#��ほjッ�047暮328-0582 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

磐栄運送(株) 兀�8xﾊx*(.ﾘ*ｸ�98ﾉ*ﾈ岔�ﾈ駟�XﾉS�ﾓ途�0246-96-6311 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(有)鈴木運送 ��ywHﾊx貶･�;倡9�Y?｣�s�2�043-423-0001 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(抹)ハー「≡セレ 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾈ､8ｭﾙ*ﾃ#�ﾓ��06-6409-1735 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

丸全海陸運輸(株〉 兀�ｨﾊxｷiz�H�9��,ｨ鮖*ﾉM�63�#蔦��0942-47-0737 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

山広運輸(株) ��ywHﾊy�I�育8�9>�8耳��2�047-434-8288 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

トレーラーヘッド:四国側

自動車等の 使用者の氏名 俶yw��(���連絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土暁の種類 儖(藝9�/�f育�+x.����e��"�

大王海運(抹) ��y�968ｾixｸ齎ﾊ�"ﾓ"ﾓR�03-3261-6815 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��水銀及びその化合物、 鉛及びその化合物、 批素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｲ�5(986X6�6�6(4���>�¥x*�.ｒ�

大王海運(株) �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�9(iEh泚*ﾃ�c�2�0896「24-5231 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

四国中央開発(採) �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�9�ﾉEhﾕﾙ*ﾃC��Rﾓ�"�寄896-58〇℃850 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

金生運輸(抹) �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�9�ﾉEhﾕﾙ*ﾃC�(6s��0896-58寸書356 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(有)十河霊異 �IU�ﾊy�hｸ�ﾈ�9�Im椅#C��Xｨｳ��OB97-40-3351 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

宮崎産業(株) �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�8ｪi�ﾉ*ﾃC�Cb�0896セ5-0235 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

真鍋産業(抹) �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�9N�:�*ﾉ�Y*ﾃ#Cc��0896-25-1811 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

(株)御自家商事 �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�9�ﾉEhﾕﾙ*ﾉMS�ふ��0896-58-6881 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

カトーレツクウエスト(株) ��Xﾞ9Wｹ�ｹ,8�98ﾉ¥ｩWｸ6sRﾓ3B�0898-65-617之 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

港遥遠(株) 俘��ﾈﾊxﾞ(��8諸��*ﾃ�ﾓ"ﾓ3��08了7-46-引38 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

太一運送(株) �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�8�9Zｩ*ﾃsドｨｹ)｢�0896-58-4390 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

宮窪総合運送(抹) �IU�ﾊxﾚ����84�8ｨ4x486X4(7X7�8ｸ5迭ﾓ"�0898-32-0830 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

四国倉庫(株) 俘��ﾈﾊx蕀dﾈ�9�ｭI*ﾉ�ｭCc�#蔦��08了5-83輸8653 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��

自動車等の 使用者の氏名 俶yw��(���連絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.����^9�"�

大王海運(株) ��y�968ｾiW域ﾘﾊ�(ﾔｸ璽R�03-3261-6815 �5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀及びその化合物、 鉛及びその化合物、 枇索及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｲ�5(986X6�6�6(4���>��ﾈ*�.ｒ�

大王海運(株) �IU�ﾊx貶ﾙ�(h匣�9(iEh�*ﾃ�c�2�0896-24-5231 �5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�

(有)マネックス ��Xﾞ9Wｹ�)�Y,8�8揵,98y*ﾃH���0725-33-0725 �5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�
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汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類【船舶一覧表】

使用者の氏名 又は名称 俶yw��(���連絡先 ���Y7亳�,ﾈ顥}��飛散等を防止する 　措造 

大王海運(抹) ��y�968ｾiW域ﾘﾊ�"ﾓ)t�R�03-3261葛6815 ��Xｾ(ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����N�ﾟXｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��ハッチによる密閉 
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【凡例】 

亡二ユ　ニ垣退水拙造部分遮水シート厚さ1m巾アスファルト舗装厚さ10cのく表層5調+基層5coo) 

[=]アスファルト舗装部分アスファルト舗装(表層5帥†塵暦5cm) 

口　コンクリート舗装部分コング」葛ト舗掛如c請) 
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