
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 劔l号 

平成　28年/0月　/宇目 

東京都知事　殿 

届出者　東京都江東区木場5丁目10番11号 

今井産業株式会社東董階 

「葛臆「 

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 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�y��9)ｩmｦﾂﾓ�b�9 (塊番表示)東京都江東区千石3丁目2番18号 

(整-28-6　指-698号) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��i5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 鉄B縱�-��������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���ｨ儖���
※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 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 傀謁ﾘ郢�ﾓｨ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺Fﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�c吋糘�ﾈ����?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈｩｩD糲�hﾈ����ﾄI?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�c吋糲�hﾈ糒�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�ｳ吋���ﾈ霾��hｷｹ62�

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 �5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、積替え を行う場合に限る。) �5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

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 仍��

添付書類6、7のとおり　　　　　　　　　　’28,10,「 

五線改他殺窮i る。) 

堅薗園薗 　　ー′Iヽγ1ヽ 剪�iu7て〃′ヽ小暮 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。



凡　　　例

※対象地における特定有畜執貫による
汚兜土勤ま国劇暗室し、蓋正に処分
した.

また、本対筑工事後の汚録の状況を
左(副こ示す。

ロ;観劇・搬出乾田を示す

母鞍手:対策深度を示す

琢壇霊等鰐)驚喜や
いる鹿田を示す

基準健

飯溶出宣言の01調雷几以下

確索溶出豊; 0. 01喝几以下

ふっ素溶出粧: 0.出し以下

鉛含有量: 15唯在官以下

地下水基準瞳

鉛: o.01能生以下

磁緊: 0.01噌几以下

ふっ素: 0. 8関れ以下

ロこ善雄不適合
耕:既住田査①結果

を亨　銚全区菌(150高以下)

口碑査対換地

Å

7 釘�1 

8 迭�2 

9 澱�3 

橡式会社フィールド"パートナーズ

江東区千石3丁目敷地における寝定調査
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添付書類3
添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1運搬のフロー図

3-2　運搬体制

運搬受託者;株式会社東立テクノクラシー

協力会社及び使用する自動車、船舶等の-質は、添付書類4、 5のとおり。



3-4汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

汚染豊壌
運　搬　車



添付書類4

添付書類4汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

要措置区域等一顧替・保管施設(日栄産業株式会社)



く邁斌車両一覧> 

使用者の糸跡青 仍(�ｨ.�.�,ﾉ�俘B�連絡先 傅ﾉH�,ﾈﾎｨﾋ��帰館籍を郵相事:する常道 

! 俥X-ﾈ�丶��ll博樹登別Il区麻雌噌6・Iナ=I ��々“シフ 刔鞴(-ﾘ�6x8�8�4�5h�ｸ6r�78.�4x5�6X8ｸ����

a 忠<豚ﾝy��{It"�龍無用既成的I優区殺伐台7-I優 ��ダンプ 冦瑛�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹd､��

榊 偃vﾈﾌ�騁�[��X*ﾙ*ｴ��糾終肌蹴臓的1範拙く綿的-17-・怖 仭Hﾎ｢ﾙ��+y9��R�ダンプ �-x･H-ﾘ��6x8�6(4�7X�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹd｢��

i 宙ｭHﾈHｿ"�強i刺I肌蹴耗部的繕」岨電場次吋16鋒輸l ��ダンプ 冢ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｸ.�4x5�6X8ｹ�R��

寄 宙柮倩Hｵｹ;8ｼ��袖斜il県難清書(線融I耶〇回 ��’ダンプ 竸ｨｴ�ｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ���

展 忠4�4粕緬�傲��押蛮Ii畷鳩派席戸的京平中臣鎮子鳩 ��ダンプ ��ｹ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｻr��

了 俤xｹｹ.ｉE���寄鍋1陳賦滅面内l耽草書ヾ・i京橋利咽ビルI調 ��ダンプ �:�h､�+x6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾚ｢��

8 乘ｹ�ﾈ�惓Zｒ�凱徳川鴨横浜組織は上面)丁i二】滋7 ��ダンプ 丿�(-ﾘ,X6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�R��

9 俤x684ｨ5��嶋.重搬鳩め概殺面細r太字用博却糾i録. 尾ﾉ(hﾇ�澱ﾓ��-6ﾂ�ダンプ ��ｸｺﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r囲h.�4x5�6X8ｹ�r��

10 �亊I(h楮ﾇ�ｯ�6sx�h*8485��千住腺浦抜海干場I斗Io ��々’ンプ 倬ﾙ^ﾘ-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｹ���

1l 倚(7h4ｨ5I�ﾘ轤�神約〇慨織漬高的筑lく煩川博丁=帥 ��ダンプ �+ﾈﾄﾈ5員ﾈ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｸ��,(4x5�6X8ｹob�

葛生 忠����ﾗy�ｩYB�印紳I聴IIl埠I〃淳聯塵露草1舗9 ��ダンプ �.ｩ�ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

博 俟hﾆ穐ﾄ亂����甘利I膜削細痛創動部t抑同順 ��ダンプ 刎X�(-ﾘ�6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

= � �5�987h�������94�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6y��.�4x5�6XﾊHﾞﾒ�

15 ��喜■■喜喜喜喜喜喜喜喜喜11喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜 ��ダンプ 俥靺�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

I6 �&靠ｹO(ｸY4��映群馬紅印刷かiI鰭的ト1櫨十 ��ダンプ 伜�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｺ2��

17 僣飃駝9�Y^B�埠.i摸替加部隊場裏r骨品1 ��ダンプ 偸��8-ﾘ�6x8�7X5�5h�ｸ6xﾞ｢ﾔｨ4x5�6Xﾘ(ﾚ｢��

18 �� �� ダンプ　　　直積九十トラックシート(ポリエスナル隷) 

I9 �� ��ダンプ 冰伜H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｹ�R��

創 �� ��ダンプ 兒���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ9�5�6�8ｹ�ﾂ��

21 凩�駑X�2�山東糎堰を隠佗確博・隻手l・i ��ダンプ 佛�M�-ﾘ�6x8�7h4�5h�ｸ6y*8.�4x5�6X8ｹO"��

鑓 倅)^ｨ�97冦��〕柄井競艇堀を弘道ま崎守 ��ダンプ 凛H膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ.�4x5�6X8ｹ/ｒ�

こ導 �� ��ダンプ　　　　鰭的み÷トラックシート(ポリエステル襲) 

ま1 ��ｩ[y7冦影��弛開聞的細拍車町l-鑓-l ��ダンプ 仂��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X�'r��

く猪 亢�(h揵[i&��瞥覚的=口碑職鎖壕ト17士s 亶"ﾘﾕ3x*ｲﾙ-�$白�ダンプ 册���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ�ｴ�4x5�6X8ｹ<b��

26 兒兀Hﾔ溢�ｴ��蜂‾削抑倣胸II灼袖手1 ��ダンプ 竸ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

ま7 秘 �� �� �-8����������迄�����������
ダンプ　　　礁撮み+トラックシート確りエスナ万難) 

ダンプ 價�$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹw2��

嬰I 亅��� ��ダンプ �%隰�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｸ��,(4x5�6X8ｸｺ2��

S ��

釦 �(i?ｨﾝx��ｭi>ﾂ�軸約=線櫨派母船北は鵜牝「「調7」甑一徹鳩 ��ダンプ ��(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹzｲ�

削 亅�異�ﾓﾘ���刄_ンプ　　　瞭撮み十トラックシート(ポリエステル轍) 

3倉 ��Xﾟｸ.(轤�押魚用的麟淀1‡鵬北i鼻糖蜜的故I可丸l了 ��ｨ�X�9Eｸ耳ﾉ)���ダンプ 凛8藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｬ鋳�

3s �:��X�8�8環�千槌的印i冊的-ま七 �8詹�ｹ��ﾎ��ダンプ 處襍�*bｸ6x8�6(4�5h�ｸ6y*8.�4x5�6X8ｸｭｒ�

3.l 仗�7�8H5H4ﾂ�曲射簡江戸用靴雄健H年狸 ��2ﾒｩ|I��ﾓ��)%ﾂ�ダンプ 僮Xﾆ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

く幡 僞ﾉ�3�i��ｩ,c�+r�雄群馬江戸川は同着覆審一紳 ��ｽrﾘﾝy{兩BﾓSSi6��ダンプ �/ｩxｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�竰�

3l ��8ﾍﾈ�ｪﾉ7冦��臓徹庫直写刊章I床幽江牟蜜了増 �:�ｩ4都ほ'��・ダンプ ��8-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6R��r��

37 ��ﾉ�Y�9>Hx｢�購嬢微増棚曲調調い1叶3 竸ﾘ*(�ﾟﾈ/�vx-ﾈ*ﾒ�ダンプ 亂)4仞8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ5｢��



<運搬車両一覧>

¥ 仍���(,ﾉv册�x����������������ｷ)�X�(,ﾈﾜ9-��刋�l�ﾒ�母体の形状 儖)4y�x/�f$綿+�+x.傚�b�

3持 ��奴林部江鴫は雌滅2ぺ・周 ��ダンプ ��IIX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹV��"�一スナ・-トサービス随 

紺 �ﾈ/�Uﾉ7��Y4��螺高痛江戸間は相磯捕手l職-1 ��ダンプ 僣餾H郊+x6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4鋳�

佃 ��Idﾉk&i7��b�紳樽柿雌屯1く日大s-ト1:く ��ダンプ 弍�･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｸ����

li �� ��ダンプ �'X�ｨ5員ﾈ6x8�6(4�5h�ｸ6r�-H.�4x5�6X8ｸ�"��

J空 ��� ��ダンプ �/ｹ$�-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�R��

・)3 綿ﾌ)y94�(��翰’l鞠鉄雄II筋請1丁l」を9 ��8�9Wygﾈ�94��ダンプ ��ｩ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

= �� ��ダンプ �+ﾉ��-ﾘ4ﾈ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

将 ��帥衣川的周!恥部Il雌拡大ぽ亮的0-重〕 ��,ﾒﾙm��ﾒ悼Eｲ�ダンプ 偬��Hｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｴR��

46 俛ｸ�*ｨ�9_Hｻｹ¥��勘磨ノl鳳川博聞II的場町生-章5・・葛 ��ダンプ 倬9��-ﾘ,X6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

4了 仄ﾙ�Y�椅x5�486X6(4��稗鵜川現川恥部I圏博子鵬細「8-2 �-�呈�5ｩ��ﾓsh��粕��ダンプ トラクタ セミトし・一号 俛���-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ-ﾉ��

・は ��ｹ'ﾉu俤��X�]ﾈｩｲ�帥斜II舶用雌I聞Il蜂Iく絹街道」丁手は-種 ��ダンプ 倚�}ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ~｢��

・,9 �4俟I*�>(愆����印象i(I肌Il晒I面締削滝久光l塙l一統 ��ダンプ 俯�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'ﾒ��

50 ��ｷ(繁�ﾉ.��R�神勅l槻火師部l調11-i烏一別軍畑l 簸枇�ｨｨI;ﾈ璽ベｨB��ダンプ 價y$X-ﾘ�6x8�4�5�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

51 ��理恵簡江戸川は雄雌町ilすり響7一博 ���﨡�9ｲﾓ"蔭2�ダンプ ����x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6s�+8*ﾘ.�4x5�6X8ｸｺ2��

雑 ��Y��L�夷r��噛・、1珊痢糊筋岬ノ聯納車l 價sぺ�"ﾓy;��ダンプ 佩ﾉ,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

j親 倅刎�5Hｽﾙ4��尊畦鵬三斯i硝I用拙・持 ��H闔ｩ4辻悪hｷ"�ダンプ　・ 俥隗ﾈ.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ/���

5i 漠��樣�Yu俔ﾂ�事典的Ii炊外郭的 �8ﾘ48*ｸﾎ�=(耳�4��ダンプ �)倅(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

弱 丿�ｨｾ�鰄ｭ8蕀oｩd��埼瓦蟻磯父時下瀞的7538-章 ��ダンプ 刔�･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

部 ��競癌競江戸刷批雌面4-1会-空 儿ﾒﾘ*�ｷ(喧都���ダンプ 倚��H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｨ��

房7 倬ﾘ��ﾏi*譏�磯9�冓��相磯I間i岬は雄雌斗1・出O ��ダンプ 俘)Uﾘ-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6r�>�8ｨ4x5�6X8ｸｵ｢��

腿 �<冕��ﾘ,R�2�.��袖約iI脚印面聞I鯖は小鳩細手嶋-」 ���hｯ�ﾘ茯ｪ�����ダンプ 仍仄ﾘ-ﾘ6x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ板��

粕 刋X6ﾘ7陞���X4�8h�h6�8��川崎珊川館防榊」:鋤き一汁3 ��ダンプ 仂��x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

00 弌Y����尨��ﾕ渥Hﾔ丑��川鯖個iI崎原職青r10・蚤 ��ダンプ 儉y��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ/���

61 ���j��6ﾘ�9�顫H橙�制約=的iI埼l肋II噸博波野母6-16 ��ダンプ 俟x･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ-ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�

(捜 ��Y�X檍�ｩ*D漠viu�騁��抑制=恥厳渡海鴫蛸別語写丁調l】輸雷 ��ダンプ ��ﾙ*X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｹ���

位書 僭i�����閲ﾉ���川嶋帥軍陣的利伸一橋"l ��ダンプ 冩94�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹob�

伽 �� ��ダンプ ���(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾋｲ��

蹄 ���xｾ�,h��:�H冓.��持騎l用的=録朝凪脳腫弥強調でi19-1了 ��ダンプ ��几H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｸ��4x5�6X8ｹ�ｲ��

郡 僮Y��鈷ﾊ����x��Hｼ��博熟1I蜘=岬柄=聞え大川巾は清刷り ��ダンプ 丼I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｺ2��

67 �9�Y-�7冦��頗甑江戸川陣場櫛蹄8-班受 侘BﾙvX�)/�耳ﾅ�ﾞﾒ�ダンプ 倬9�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����



①積替教保管施設(愛知海運株式会社八号地現業所)へ

処理施設(株式会社東立テクノクラシー本社事業所)



<運搬車両一覧>

使用者の名称等 俶yw��(,ﾈ���連絡先 劍鋹�ﾈ,ﾈﾆ��2�飛散等を防止する梼造 

1 ��㈱睨立 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�9Hｹ6�*ﾃ))ｩm｣��r�056工-82-7943 劍5�987b�直積み十トラックシート(ポリエステル捜) 

2 ��㈱ミツケン �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾌH�(�8駟�3I)ｩm｣#�2�052-796-1229 劍5�987b�直接み十トラックシート(ポリエステル製) 

3 ��㈲覆審建材 �I&ﾘﾊx�?ｨ皐�9�X詹*ﾃ))ｩm｣#�Bﾓ��0568-82-5616 劍5�987b�直職み十トラックシート(ポリエステル製) 

4 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8���+ynﾈﾊx鉑gｸ�9�X鬩��63Cs�儁I&��0263-40-0366 劍5�987b�直轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

5 ��㈱プレジャー �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8傀ｾil(､9*ﾈ訷岑�63�S��052-625-8361● 劍5�987b�直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

6 ��㈱楼非建材 �I&ﾘﾊx�?ｨ皐�9Jｩ69*ﾃy)ｩm｣�"ﾓ3"�0568-85-5351 劍5�987b�直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

7 ��㈱徳心 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐���ﾈｾi�Xﾘ)*ﾈ鬩.胃x�#�Bﾙ�2�052-693-5219 劍5�987b�直殺み十トラックシート(ポリエステル製) 

8 ��㈲東海技建 �I&ﾘﾊx､9YH坙O)8y�ｩO)8y�i62�ｬi'ﾉEhﾝx6�6ｨ6ﾙeS�cRﾓ��0567-56-2221 劍5�987b�直顧み十トラックシート(ポリエステル製) 

9 ��C・肝T東海㈱ �I&ﾘﾊx､9YH坙O)8y�ｨ鉑Ehﾗ�)ｩm｣CR�0567-56-7377 劍5�987b�直税み十トラックシート(ポリエステル製) 

工0 ��ダイキ建設㈱ �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9(i�ﾈｾiW�,3))ｩm｣#s�B�052-414-6800 劍5�987b�直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

11 忠{r��リェウテックコーポレーション �I&ﾘﾊyOi*8願�8蓼ﾝy*ﾉ:��3�MI&��056l-55-3732 劍5�987b�直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

12 ��(株)大事土木 �I&ﾘﾊx�?ｨ皐�9W9?�4ｸｷS�)ｩm｣�S)MI&��0568-88-8671 劍5�987b�直敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

13 ��〈株)健昇 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8荿�(ｾhﾏﾉ�Fﾉ)ｩm｣��rﾓb�052-779-0791 劍5�987b�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

14 窒�有)カネケンリース �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8荿�(ｾi�X鬨岑躡&冕�鬨ﾄi633釘�052-739-5548 劍5�987b�桓顧み十トラックシート(ポリエステル製) 

15 16 �� �� �� �� ダンプ �+ﾈ�X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

ダンプ �<x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

17 �� ���� �� �5�987b�直税み十トラックシート(ポリエステル製) 

18 �� �� �� �5�987b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

19 �� ��ｸ�ｸｮﾈｮﾈｮﾈ��ｮﾈｮﾈ畔畔����ｮﾈ��ｮﾈ畔ｮﾈｮﾈｮﾈ畔ｮﾈｮﾈｮﾈ��ｫ�� �� �5�987b�直積み+トラックシート(ポリエステル製) 



添付書類5

添付書類5汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

①積替・保管施設(日栄産業株式会社)へ積替・保管施設(愛知海運株式会社八号地現業所)

番号 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用有者の住所 刋�xﾙ�b�船体の形状 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

1 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 ��2ﾓ3#迭ﾓsC#��ガット船 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��



船舶構造図(構造が類似しているため、代表的な構造図を以下に示す。 )

。患。。_　船倉ハッチカバー都: 20.4皿　X 10・6皿



添付書類6

添付書類6積替・保管の用に供する施設に関する書類
【東京港】

1積替・保管施設配置図

日栄産業株式会社　東京都大田区京浜島3-5-2

′/ノー一一‾‾-、、、 上鍛稲穂場所) 劔劔日 録取ドルフィン 

¥、、、_____ノ　桟橋 

臆音臆臆臆臆臆臆臆臆臆漢i 

/ �ｨ爾ﾘ�ｨ耳耳爾ﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾘ爾ﾒﾒﾘ耳�ｨ�ｨ�ｨ��耳耳�｢ﾘ爾ﾘ�ｨ耳爾ﾒﾒﾒﾒﾒﾘ耳耳耳爾ﾖ辻ﾓ�耳�ｩ?�?�?�?��Y?�?�.h+�?�?���?��i?�,R�劔劔 �7H4h985��

○ 劔劔�"�

掲　! 司∴∴∴! 剽��伜Y�Y���� 

式 、¥、、膏 　●I �-‾.〇〇〇‾‾‾「 雪’‾一圭 I 倉庫と____i 馴了 剪�

畷 
li∴; ¥i; 

li　与 劔産業廃棄物 

l1　　　う 劔中間処理施没 

時! 莱… !¥! 劔��

(畿… 劔��

彊苅 � 綿�e��b���ﾂ���檠N��ﾂ����K俯��∨ ∧ !し !A¥ 停獅帝 I ��

i 劔 �8�8ｮﾈｮﾈｮﾈ��ｮﾂ�一一一一‥‥l水処理槽 ��

垂亘菓臆臆臆漢書靴音葵易 



【名古屋港】

1執替・保管斑紋配置図

八号地全体図　　名古田市港区舶兜町57番地地先愛知海連珠式会社八号地現業所


