
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28　年/ク月y日 

東京都知事殿 　　　届出者 　　　　　　▼ 

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[hｹ霎h揵�苻�ｨ�)ｩm｣)MC�,ﾈ自YH��､��窺忠&餉IUﾈ麌�"� 

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 �H覃�ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr�����������ﾄ��
ふっ素(土壌溶出量基準不適合) 

※詳細は添付資料lのとおり 

汚染土壌の体積 都#�餠8萼2�C｣S唐繆萼8��-8,��h�X僂｣�&ﾂ繹萼2��
※詳細は添付資料2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟H�"�
※詳細は添付資料3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又 ��(ﾔ鮎hｩH�檍���

は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i9�i*ﾃ#)MI&���
千葉県香取郡多古町千田字裏山56番、和田下54番l、 

水戸字千田後888番3 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#���D������y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈｹﾙD險ｸ*ｨ�ﾈ�?ｨ�b�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈｹﾙD颯霾�+8+y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ6ID����ﾈ��8ﾌｹ?｢�

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 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,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。) 丼�9h,�+X�������������ﾈ"ﾂﾂ�

-」I¥;i 

融解第Iユ`呈 
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。) 丼�9h,�+X��������ｬ(菱�溢���

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。

<連絡先>

株式会社竹中土木東京本店工事部土壌環境グループ 担当:■ TEし:03-6810-622l



汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

形質変更時要届出区域の所在地:東京都文京区小石川工丁目3番13、 36、 40、 64、 65の各一部(地番表示)
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添付書類1



添付書類3

汚染土壌の運搬方法

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域:

東京都文京区小石川一丁目3番13の一部
一丁目3番36の葛部

一丁目3番40の一部

一丁目3番64の一部

一丁目3番65の-部(地番表示)

鉛含有量基準不適合土壌
ふっ素溶出畳基準不適合土壌

【運搬受託社】 

成友興業株式会社 

荷姿:直詣み十浸透防水シート等 

【処理施設】

泉工業株式会社市川リサイクルセンター

千葉県市Ii I市二俣新町22番1

処理方法:分別等処理施設

汚染土壌処理業許可第0780001 001号

【運搬受託社】 

YAMAテック株式会社 

荷姿:直積み十浸透防水シート等 

【処理施設】

ケイエスライン株式会社　香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字裏山56番外

処理方法:浄化等処理施設

汚染土壌処理業許可第01 21 001 003号

2.運搬体制

運搬受託者:成友興業株式会社、 YAMAテック株式会社

協力会社及び使用する指導者等の一覧ぼ添付書類4のとおり



汚染土嬢の運搬の用に供する自動車に関する書類

添付書類4

運搬受託者:成友興業株式会社 

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

成友興業株式会社 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2#9t�2�03・3799・7000 �5�987b�鉛、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�

代々木レントオール株式会 社 �8ﾈｹ�79(h匣ｾiJｩ)ｩg�2ﾓ#Rﾓ��03-3523-0101 �4�8ﾈ�ｸ99WB���6x98鍈�鉛、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�

運搬受託者:払MAテック株式会社

自動車等の使用者の氏名等 偖ｨ��連絡先 倬i�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

株式会社イースト51 ��ywHﾊyW越(�8�麻S#b#C��0476-91-5151 �5�987b�鉛、ふっ素 丼���-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�

有限会社富士建材 ��ywHﾊyJｨ･育8ｷｸ�#�3�Bﾓ3�澱�0434-40-3951 �5�987b�鉛、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�

株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��"ﾓ��S#��5H986x5�788ｳ$b�047-306-8778 �5�987b�鉛、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�



自動車構造図(クレーン付10七草)

添付書類4


