
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　届出禰攫議輩毒 

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�79�y�968ｾi�X詹*ﾈ自)ｩ?ｨﾔ�MH,ﾈ自YB��6ﾉTﾒ忠&餉B�� 

汚染土壌の特定有害物質によ ��Xｾ(ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉv頽�旭顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��i¥ｨ鐵(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 田B��萼8���i¥ｨ鐵(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B���､8補��IIR��
※別紙3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �4�4�6ﾘ､ｨｦﾈｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �4�4�6ﾘ､ｨ�ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 �4�4�6ﾘ､ｨｦﾈｩH�檍����8ﾈ孰馼ｼh��

在地 �IU�ﾊy8ﾈ孰�8憖Ei>�鬨ﾊ(抦夊�3c#窺C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ�9?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��)?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��9?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��I?｢�

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 ��i¥ｨ鐵H��¥ｨ鐵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 冖8+R������������b闔ｨ�y��

を行う場合に限る。) 

保管施設の所在地並びに所有 ���6ﾘ*"�*ｸﾅ(�(ｽ�馼�R��s#ゅ津�R�欺く搬埼蟻号 
者の氏名又は名称及び連絡先 冖8+X����������������������8�ｼ8�8ﾉ��淙��Uﾒ�

(保管施設を用いる場合に限る。) �ｹ+)5��

絡先　所　　属　ランドソリューション株式会社　環境エンジニアリング部門　対策部 

氏　　名 

電話番号　03-5412-6700 

(ファクシミリ番号　03-5412-6701) 

(電子メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

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。

¥
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汚染土壌の運搬の方法

3・1　運搬フロー図

形質変更時要届出区域:東京都千代田区大手町1-4-2

運搬(陸運):オオノ開襟㈱【運搬受託者】　愛媛県松山市北梅本町甲184 

荷姿:20tセミトレーラ十フレキシブルコンテナ(内袋あり) 

乗船場所: (千葉中央港)大王海運㈱千葉営業所

千葉県千葉市中央区中央港2-10-6

運搬(海運):オオノ開撥㈱【運搬受託者】　愛媛県松山市北梅本町甲184 

荷姿:RO-RO船(ロールオンロールオフ)十20tセミトレーラー十フレキシブルコンテナ 

下船場所: (三島川之江港)大王海運㈱四国営業所

央市三島紙屋町7-35

運搬(陸運):オオノ開授㈱【運搬受託者】　愛媛県松山市北梅本町甲184 

荷姿:20tセミトレーラ十フレキシブルコンテナ(内袋あり) 

処理:オオノ開猿㈱東温事業所

愛媛県東温市河之内字大小屋乙628-工

種類:管理型埋立

許可番号:第03810工1001号

図-3　搬出フロー図

3-2　運搬体制

・運搬受託者;オオノ開駿株式会社

・処理会社:オオノ開撥株式会社　東温事業所

8・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

・掘削した汚染土壌は、フレキシブルコンテナバッグ(内袋あり)に入れて運搬する。

・敷鉄板により、タイヤへの汚染土壌の付着を防止する。なお、汚染土壌が付着した場
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別紙-4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

4-1運搬の用に供する自動車の所有者の氏名又は名称及び連絡先

・形質変更時要届出区域一処理施設(シャーシ)

・形質変更時要届出区域一千葉中央港(ヘッド)

使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���連絡先 倬i�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚廃土縁の穏顔 倆�ｩ9�/�f育�+x.兢���

l �7X8ｸ�ｸ4x4ﾈ5�7h8ﾈ5郁��大阪市堺市大浜西町10 ��トラクタ-へ九° ��Xｾ"�請通日lと日豊 

2 �i,ｩ�諒4xx｢�茨城県下箕面下木戸276-1 ��けタダ-へ7l’ ��Xｾ"�議運宙lとの甘 

3 宙ｯ2兌ﾙ�ﾉt����手渡鳳市原市人語石塚2-ト17 ��トラクタ-へ1ト’ ��Xｾ"�構強固章と日田 

4 仞9�(ｺ��hxｲ� ��トラクタ-へ,ト’ ��Xｾ"�僻種田1との璽 

6 ��)�H¬&),ｩ�ﾈx｢�神奈川県檎振両虎区和泉町術80-2 ��けクタ〇、ヲr ��Xｾ"�鍬屯田lと日豊 

6 �ｩ69�9�驃2�廉京都千代田区神田駿河台3-3 ��トラクタ-へタふ’ ��Xｾ"�構通園1上田望 

7 �ﾈ蕀xﾘﾘ)�｢�千葉県宙里市七黛47e-e ��けク‡-へ,ト’ ��Xｾ"�録屯田1と嘱望 

8 �ｸ8�687�� ��けクターヘ,ト’ ��Xｾ"�露地国章と脚色 

9 �ｨ�(���千変組市川市高谷2d18-36 ��トラI-ヘクト’ ��Xｾ"�着種田Iと質量 

IO �;�8ﾉ'�$(x｢�福烏県いわき市泉可下川事大剣卜87 ��トラクターヘクト. ��Xｾ"�録迫田1と胃塵 

= 忠W｢凭冦���r�千葉県四街道市大81793 ��トラクタへタト’ ��Xﾛﾒ�機櫨田lと日産 

】2 仞9�(�7ｹ�r�神祭川風/lI跨市川蹄区塑源4-トl ��トラクタ-、7ト’ ��Xｾ"�機種田lと勾墓 

)3 �ｨ6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�兵庫爪尼崎市露海岸昏「2ト1 ��トラクタ-ヽクト’ ��Xｾ"�機雷国書と願望 

14 亊ｹ�8､9zI��xﾘ頸��掘岡原久田米両替週毎町飯田829-1 ��トラクタ-巧手 ��Y&"�榊蜜田重と田富 

I5 伜(ﾔﾈ暮t�x｢� ��トラクターヘクト’ ��Xｻ��種溝田lと同室 

・三島川之江港一処理施設(ヘッド)

¥ 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 刋�xﾙ�b�車体の形状 �粟�7��ｸ,ﾈ手ﾋ��飛散笹を防止する鴇造 

I ��Y;h､8暮iX�檍���愛娘瓜四国中央市中之瞳町章693 ��トラクタ-へタト’ ��Xｾ"�構増田lと露豆 

2 俶ﾈ��(h匣､ｩJﾙiX�檍���愛娘取囲国中央市川之江町4105-12 ��けククーヘクト’ ��Xｾ"�物種国章と同塵 

3 ��9�h暮t�iX�檍���愛媛帆四国中央市川之江町4121-9 ��トラクターヘクト’ ��Xｾ"�傭ミロ1と調整 

4 冲ﾈﾌ�檍���{ﾈ蒭ｻｲ�受理鬼新居涼市鉛木甲4105-1 ��lテクタへ7ト● ��Xｾ"�の雪国1と日豊 

5 儷8鳬jyfIiX�檍���愛餓同園国中央高熱川町4046 ��lテクタ-へか● ��Xｾ"�観連日lと同致 

6 亰�僣蝌ｼhｯｸ�檍���後位瓜四国中央市豊田町大町2460 ��トラクターヘクト ��Xｾ"�機種宙1と調整 

7 冓X�檍��･�<�弭ⅹ72�愛餓鬼四国中央市川之江町2218-1 ��トラ,手へプト’ ��Xｾ"�物田国章と同国 

8 ��大阪府摂汝市笈別府1丁目5-34 ��トラクタ・へブト’ ��Xﾚ｢�録種田1と田鶴 

9 冕9w�8ｩH�檍���香川隔坂出市昭和町重丁目2-31 ��lラグクーへか’ ��Xｾ"�持樋田章と日量 

10 ��闔ｨｭ)�yiX�檍���愛嬢調四国中央市上分町786-1 ��lテクターヘクト“ ��Xｾ"�観逼田)との轡 

11 亶ｸﾌy;��9,ｩuiiX�檍���餐媛腺今治市クリエイティブヒルズい2 ��けクl-ヘクト’ ��Xｾ"�機駐日1との轡 

12 俶ﾈﾙ���ﾌ冓X�檍���香川思三豊両誌間町筋間e829-9 ��けタクーへ,ト◆ ��Xｾ"�鋤遭目lと闘塑 

13 从ｹN����YFx暮t��要録瓜密山市都合町924-6 ��けII-へタ1◆ ��Xｻ��機雷田重と日田 
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・構造図1
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⑫商品説明●.

・主に分割可騰松荷物を混載して勧進する基準内迎画
・です。
・筒婦式平琵トレーテで、ボリューム重視のトレーテ

で、最大頼誠垣2工、6 00鴫、荷台会長1 2.94 0調
です。トラクタ箱5翰荷重1寄トン対応です。 (類
別607〉

トラクタ第5築荷室9トン対応の場合、最大鶴親善
2l,800kg、荷台全長‡2、?90m調となりま

す。 (細別609〉

灘鷲警誌露盤竃議蒜琵撃
て咽広く使用されています。
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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

5-1運搬の用に供する船舶の所有者の氏名又は名称及び連絡先

・千葉中央港一三島川之江港
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・構造図2
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