
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 

平成ユ8年/〇月　ユ/日 

東京都知事殿　届出者纏崇番● 剪�

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 忠&餉B�8ﾈｹ�79�Y���ﾃ))ｩm｣cIMFﾈ,ﾂﾙYB� 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
鉛及びその化合物(土壌含有量基準不適合) 

※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 �#32繪-宙-8,��c｣#��-���僂｣38���(-��
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��
※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��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5���ﾘ)�靫��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��Xﾞ9Wｸﾘ)�韈8ﾘ(ﾛｶﾂﾓ��ﾓR�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ���y?｢�

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�#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ﾈ�3�?｢�

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 �5儻H��}紿��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 を行う場合に限る。) �5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.�����娩��Ei{��

上螺難鰊/,う息 

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。) �����������������ﾂ�5儻H��}��(��x,ﾈ,h*�.���%I�菓ｸ�z��

絡先:株式会社アサバ工事部主任喜 一話:O3-3625-2758FAX:03-6456-1959e-mail: 

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

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



溺闇認証

汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面



汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

[船舶輸送] 499型船舶(約1500 t積み、他物件の土壌と合積み予定)

[処理概要] ①浄化等処理施設(浄化(抽出一洗浄) )姉t/h、 1,210七/d (22時間)

②分別等処理施設(異物除去)　　　　55t/h、 1, 210t/d (22時間)

③分別等処理施設(含水率調整)　　　55七/h、 1, 210t/d (22時間)

・分別、選別(土壌と土壌混入異物を分別の上、 50血以下の粒子とそれ以上のものに選別)

・鉄片除去(磁選機使用)

・洗浄プラントにて、分級・洗浄

→洗浄後の砂礫は埋め戻し、路盤材等に再生利用

→溌浄後の脱水ケーキはセメント原料として再生利用
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添付資料4-1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(発生場所へ1次積替場所)

自動車等使用者の氏名等 車体の形状 飛散等を防止する構造

株式会社サンノウ興業 直頼み十トラックシート(ポリエチレン毀) 東京都大田区山王4-18-3



添付啓類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類
( 1次穣替場所-2次積善場所)

使用者の氏名 又は名称 刋�xﾙ�b�住所 ��I�ﾈ,ﾈﾆ��2�飛散等を防止する構造 

松栄株式会社 ���2ﾓsc�ﾓc#c"�福岡朋ヒ九州市若松区本町1-15-10 �4ｸ6(6y�B�4ｸ6(6y�B�直積み十ハッチによる密閉 (構造図1) 

西瀧泥避株式会社 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"�大分県津久見市港町2呑18号 剪ｼ積み十ハッチによる密閉 (構造図lと同型) 

正栄海運株式会社 ��2ﾓ3CSBﾓcSVﾂ�凍原那継区的枠3丁日26-1パーク芝浦5蹄 �4ｸ6(6y�B�直額み十ハッチによる密閉 (構造図1と同型) 

住若海運株式会社 ��モﾓc湯ﾓcc#"�傷息顔怖押部位役町拡水野字八山間擁36-10 �4ｸ6(6y�B�直積み十ハッチによる密閉 (構造図lと同型〉 

有限会社富士海運 ��C3ふ#2ﾓcCSB�千薬県木更津市中央3-4-I7 ��X4ｸ6(6y�B�直積み十ハッチによる解閉 (構造図1と同型) 

宮山港湾運送株式会社 ��2ﾓ3#s�ﾓS3���照京都中央区日本播上7-1l �4ｸ6(6y�B�直頼み十ハッチによる密閉 (構造図1と同型) 

第-臆・中火汽船株式会社 ��2ﾓSSC�ﾓ#�澱�東京都中央区新宮2丁目14番4号 �4ｸ6(6y�B�直穣み十ハッチによる密閉 (構造図lと同型) 

東海運株式会社 ��2ﾓc##�ﾓ##3��購求郁中火区晒弱い8-】2トリトンスクエア33雌 �4ｸ6(6y�B�直積み十ハッチによる綺開 　く構造図lと同型) 

大道埠頭株式会社 ��bﾓcC��ﾓ#SS��兵庫県尼崎市道慧町7丁目7-2 �4ｸ6(6y�B�直頼み+ハッチによる晴朗 (構造図lと同型) 

太平洋セメント株式会社 ��2ﾓSS3�ﾓs3唐�班鬼部地区台地2-3-5台場ガーデンシティピル �4ｸ6(6y�B�直顧み十ハッチによる密閉 (構造図1と同型) 



、′“27112日 

船　　　名 伜仂i7��造　船　所 �ｨｶy69�)�Hﾔ鮎b�

進水年月 兌ﾙ�ﾃ僖貶ﾈ��主　機　型　式 ��hｨ8ﾋI:雍�dﾓ3D$uB�

船　籍　港 兀�ｨﾊyfｸｾ8�(�2��主　機　馬　力 鳴ﾃ����2�

船舶番号 ��3S�3��航　海　速　力 湯綏ｷB��

信号得手 筈�8ｩ�"�船　舶　用　途 �4ｸ6(6yWH无Z��B�

航行区域 �愛2�ス　ラ　ス　タ　ー 冲ﾂ�

総　屯　数 鼎努B�喫　　　　　水 忠i��B把2綉�B繧�

重量屯数 ��ﾃc��B�宙ｿ9�B播�����"縒�

乾舷屯数 ��ﾃSS�B�クレーン型式 �684ｨ5H�ｴ�4RﾓC��+Tu�ｨｵ2�

旛内容積 ��C�9-��バケット容量 �7�6ﾘ686�5�6(6x��I-��

船内寸法 �&ﾂ緝���綺gｳb�#32�船　　長　　名 ��

し　X　B　X　D 田r��ﾂ｣�2��｣r���TEし ��

乗　組　員 滴-cikﾂ�FAX ��2ﾓcャふ�#SR��

船長携帯 ��船舶所有者 傴ﾈ毎ｩH�檍���
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添付書類6- 1

1積替・保管施設の配置図

圏構内図

/
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積替"保筒の用に供する施設に関する書類
(川崎港)
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