
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2 号 

東京都知事　殿　　　　　　　　　　　　平成28年1工月∠日 

東京都江東区南砂2-7-5 土壌汚染弼醐項の霊、警鷲慧蓋~築 

のとおり届け出ますo　　　　　　　　　　　全 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79dﾉ8xｾhﾘ)63�)ｩm｣�siMC(�ﾃ(ｭ�,ﾈ自YB�( 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �4ｨ6�7�4X8�益頽�ｨ��ｭﾉtﾉ|｢�?��廁4�8ﾘ8�益頽�｢��シアン(溶出量)、水銀(溶出量、含有量) 
セレン(溶出畳、含有量)、鉛(溶出量、含有量) 
批素(溶出量、含有量)、ふっ素(溶出量) 
※詳盛は添付書類lのとおり 

汚染土壌の体積 佶ｸﾙX�9������ｭ8+�4��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B�*�.h-�､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 ���x慰�8ｩH�檍���

又は名称 �4�4�6ﾘ､ｩ�ﾘｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ����x慰�8ｩH�檍�����ﾈﾞ慰��｢�

②オオノ開撥株式会社　東涯事業所 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃbﾓ��
②愛媛県東温市河之内事大小屋乙628番地1 

愛媛県東温市河之内幸大小屋乙815番地45 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋莓ﾈﾈ�$�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖繹ﾈ���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖纔ﾈ����?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖靫�ﾈ����?｢�

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 ��i5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 ��X唏､8戊ｩH�檍����x��ﾊy�ywH�9(h匣ｾi(h匣ﾖ�"ﾓ��ﾓb��三井埠頭株式会社(神奈川県川崎市川崎区扇町9-1) 

東伊予港北条岸壁(公共岸壁)(愛媛県西条市北条地先) 

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ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 る。) ���������������ｹ��蓼鯖WY:ｨｩH�檍�����=��ﾉ>俥育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ坪ﾔｙEc因���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.���������������ｨ�X自/��

ワ吋やヽ’lU刊恥乃 

感上肢品番蜜嬉 � ��

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。　　　　　　　　‾鰯甑頼康 劔　→ 蕗 

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、本 

にあってほぞの代表者)が署名することができる。

〈器嘉組技術繍本部環境エンジニアリング部担当:臆書く0脚"7793●
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汚染土壌の楊所を朗らかにした要措置区域等の図面- 5 幅付着割判

生理
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□ ;30巾格子
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亡コ‥地下水汚染状態

:舘二溶出量墓場不適合

◇ :地下階部捌査地点



汚染土壌の運搬の方法

1.汚染土壌の運搬の方法

(1)運搬フロー図

i添付竃頼3 I

要措贋区域等

東京都堂島区高田176番2外25笹の-部

水銀汚染土壌で第二溶出亜基準超過物質のある汚染土壌

鉛(含有) 、水銀(含有)、カドミウム(含有)、北森(含

有) 、セレン(含有) 、鉛(溶出) 、ふっ素(溶出) 、セレン

(溶出) 、水銀(溶出) 、批索(溶出) 、カドミウム(溶

出) 、水銀(第二溶出) 、セレン(第二溶出) 、カドミウム

(第二溶出) 、枇窮(第二溶出)汚染土嬢

陸運:早来工営株式会社 

荷姿:ダンプトラック十プレコン(内袋あり) 

処理施設:早来工営株式会社　川崎工場

神奈川県川崎市川崎区扇町㌻1

種　類:浄化等処理施散
処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

許可番号:第0861001002号

水銀溶出毘基準超過で第二溶出亜基準超過物質がない汚染土壌

鉛(含有) 、水銀(溶出) 、セレン(溶出) 、鉛(溶出) 、ふ

っ索(溶出) 、シアン(溶出)汚染土壌

睦踵:オオノ開毅株式会社 

荷姿:20tセミトレーラー十フレコン(内袋あり) 

積替え施股:大王海運株式会社　千渠営業所

千葉県千譲市中央区中央港2-10-6

陸運:オオノ開毅株式会社 

荷姿:20tセミトレーラー十フレコン(内袋あり) 

【RO-RO船乗船拇所】こ(千薬中央港)大王海運㈱千葉営業所

千薬県千葉市中央区中央港2-10-6

海運:オオノ閑寂株式会社 

荷姿:駅O置RO船くけ一冊れ-肘7)十20もセミトレーラー十 

フレコン(内袋あり) 

【飛O-RO船下船場所】 : (三島川之江港)大王海運㈱四国営業所

愛媛県四国中央再三宙紙屋町7-35

陸運:オオノ開襟株式会社 
荷姿:20tセミトレーラー十フレコン(内袋あり) 

処理施設:オオノ開猿株式会社　東湿事業所

種　類:謙譲許之内幸大小屋乙62晒1
許可番号:第038101重001号

2.運搬体制

運搬受託者:早来工営株式会社、オオノ開設株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一兜は、添付資料4 (早来工営株式会社、オオノ開毅株式会社) 、 5 (オオノ既毅株式会社)のとおり

汚染土壌(ただし水銀汚染土接を除く)

鉛(含有) 、ふっ素(溶出) 、セレン(溶出) 、六価クロム

(溶出) 、鉛(溶出) 、枇索(溶出) 、カドミウム(溶出) 、

シアン(溶出) 、セレン(第二溶出) 、カドミウム(第二溶

出)汚染土壌

陸運:オオノ開投株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

鎖替え・保管:三井埠頭株式会社
神奈川県川崎市川晦区扇町9-1

海運:オオノ開駿株式会社 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

積替え施設:東予港

愛媛県西条市北条地先　北条岸壁(公共岸壁)

陸運:オオノ開毅株式会社 

荷姿:ダンプトレーラー十シート掛け 

処理施設:オオノ開毅株式会社　東温事業所

種　類:罵驚窪欝謀議芦8重暗45
許可番号:第〇381011001号



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(発生場所一処理施設) 【処理先:早来工営株式会社、処理方法:浄化(抽出一洗浄処理) 】

添付書類4-1

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

1 ��驢�ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���047-362-3339 �5�987b�鉛(含有)、 水銀(含有)、、 カドミウム(含有)、 枇薫く含有)、 セレン(含有)、 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

2 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�03-5664-3383 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

3 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜B�03-6806-2572 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��
式会社 劍傳益頽����-8,��b益頽����5ｨ8ﾈ92益頽�����Xｾ"益頽����O��b益頽����4ｨ6�7�4X8�益頽����

4 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���03-5913-8371 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

5 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�06-6409-1735 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

6 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�92�06-6409-1735 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��
ス 劔�Xｾ"��i?�v頽����5ｨ8ﾈ92��i?�v頽����

7 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986｢�03-5659-9932 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��
ング 劍4ｨ6�7�4X8���i?�v頽����N��b��i?�v頽��

8 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��03-5666-3168 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

9 冲ﾈﾌ�檍��5ｨ4ﾈ4�6�6h7��8ﾘ6(7h8�986r�03-5666-3168 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

10 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��047-355-1159 �5�987b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(発生場所一千葉港) 【処理先:オオノ開毅株式会社、処理方法:埋立処理】

添付書類生す1

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

l �7X8ｸ�ｸ4x4ﾈ5�7h8ﾈ5�｢�0438-63-3413 �6x8�4�5��ｸ-h*��b�鉛(含有)、 水銀(溶出)、 セレン(溶出)、 鉛(溶出)、 ふっ素(溶出)、 シアン(溶出) �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

2 ��暮t�ｴ�ﾔ�｢�0296-45-0425 �6x8��8耳��{ﾈ,R��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

3 忠tﾂ兌ﾙ�ﾉt��r�0436-22-1269 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

4 亊ｹ�(ｻｸｼhx｢�0438-63-132l �6x8�4�5��ｸ-h��b��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

5 ��)�hﾉｩ�ﾘ暮t�x｢�0438-60-266l �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

6 �ｩ69�8暮t��043-432-7667 �6x8�4�5��ｸ-iO��ｲ��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

7 �ｨ蕀uI^8鍈�047-692-7247 �6x8�4�5��ｸ-h*�����7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

8 �ｨ8�687��0436-22-5970 �6x8�4�5��ｸ-h*�+2��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

9 �ｨ�(���04了-328-0582 �6x8冰坪7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6��R�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

10 儁h毎暮�xx｢�0246-96-6311 �6x8�4�5��ｸ-i{ﾈ."��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

11 忠tﾂ凭冦���r�043-423-000l �6x8冰坪7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

12 亊ｹ�(ｻｸｼhx｢�0438-63-1321 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

13 �ｨ6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�06-4804-1353 �6x8�4�5��ｸ-h*�+r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

14 亊ｹ��､9zH暮t�x｢�0942-47-0737 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

15 伜(ﾔﾈ暮t�x｢�04了-4斑-8288 �6x8�4�5��ｸ-h�����7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

16 17 �ｨ8�5(5�4x985��ｸ7h8�485��0568-26-3533 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

(有)ノースライチ二二‾ ���#俤sS�ﾓS3SR�トラクターヘッド 刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

自動車輪造図は添付書類4-2-1Aのとおり



トラクターヘッドとトラクターシャーシ

自動車構造図
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添付書類午2二1 Å



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(三島川之江港一処理施設) 【処理先:オオノ開撥株式会社、処理方法:埋立処理】

添付書類すむ2

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

1 ��X唏､8戊ｩH�檍���0896-24-5231 �6x8�4�5��ｸ7x6(6��鉛(含有)、 水銀(溶出)、 セレン(溶出)、 鉛(溶出)、 ふっ素(溶出)、 シアン(溶出) �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

2 俶ﾈﾙ�(h匣､ｩJﾘｩH�檍���0896-58-0850 �6x8�4�5��ｸ-h*(�ｲ��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

3 仞��h暮t�ｩH�檍���0896-58-4356 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

4 冲ﾈﾌ�檍���憙�ｻｲ�0897-40-335l �6x8�4�5�7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

5 亶ｸﾞ亥仂hｩH�檍���0896-25-0235 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

6 ���>x蝌ｼhｩH�檍���0896-25-181l �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

了 乘H�檍��ﾎHﾙ�徂ⅸ饕�0896-58-6881 �6x8�4�5�-h抦+2��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

8 俶�8ﾈ6)v8ﾔ�*乘H�檍���0898-65-6172 �6x8��2ﾘ-h�."��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

9 俟�暮�xｩH�檍���0877-46-5138 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98����

10 ��X耳暮�xｩH�檍���0896-58-4390 �6x8�4�5��ｸ-i{ﾈ."��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

11 乘H�檍���YFx暮t��089-963-8800 �6x8�4�5��ｸ7x6(6���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

12 亶ｸﾄY�ﾘﾘx暮�xx｢�0898-32-0830 �6x8�4�5��ｸ-h､���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

自動車躍進図は添付書類4-2-工Aのとおり



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(発生場所一三井埠頭) 【処理先:オオノ開緩㈱、処理方法:洗浄処理】

添付書類4-3- 1

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

1 冲ﾈﾌ�檍����ｭｸ馼蓼哩^8鍈�03-3319置8747 �5�987b�鉛(含有)、 ふっ素(溶出)、 セレン(溶出)、 六価クロム(溶出)、 鉛(溶出)、 批素(溶出)、 カドミウム(溶出)、 シアン(溶出)、 セレン(第二溶出)、 カドミウム(第二溶出) �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

2 乘H�檍����ﾏXｴﾘﾉｩO��047-354-1662 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

3 亊hﾚｨ暮t���tﾈﾌ�檍���0494-62-0551 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

4 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7b�8�485��047-353-2609 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

5 乘H�檍�����Ydﾉ7冦��03-3688-8581 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

6 冲ﾈﾌ�檍����ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�045-572-6116 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

了 冲ﾈﾌ�檍����485�5�5�984ﾂ�03-5683-7606 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

8 乘H�檍����ﾎ9:�68ⅹ5��044-366-1414 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

9 乘H�檍����(4x985x6ｨ4�8ｨ984��045-392-6442 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

10 乘H�檍����Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��03-3676-5562 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

11 冲ﾈﾌ�檍����ｺH毎ｻｸｼb�048-925-5787 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

12 乘H�檍����ｶ�ﾉ｢�048-421-1237 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

13 ��Y5H�ｴ���ｩH�檍���044-7了7-5551 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

14 �8y68ｻｸｼh��ｩH�檍���044-855-1695 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

15 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5���ｩH�檍���03-6806-2572 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

16 冲ﾈﾌ�檍��5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ7h8��986r�03-3698-2751 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

17 乘H�檍����ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�047-306-8778 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

18 做ﾙ,8蝌ｼh��ｩH�檍���045-785-0411 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

19 冲ﾈﾌ�檍����684ｨ5��049-296-1854 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

20 冲ﾈﾌ�檍����8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��03-5659-9932 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

21 乘H�檍����ｺi��ⅸ橙�044-355-7756 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

22 冲ﾈﾌ�檍����嫌:��ﾘﾝ��03-5666-3168 �5�987b��;Y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��



添付書類十3-2

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

23 冲ﾈﾌ�檍����5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�03-5243-2439 �5�987b�鉛(含有)、 ふっ素(溶出)、 セレン(溶出)、 六価クロム(溶出)、 鉛(溶出)、 枇素(溶出)、 カドミウム(溶出)、 シアン(溶出)、 セレン(第二溶出)、 カドミウム(第二溶出) �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

24 冲ﾈﾌ�檍����ﾛ):�ⅸ補�03-3689-2768 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

25 26 乘H�檍��4�5H7�ｻｸｼb�tﾈﾌ�檍����=��ﾈﾉｨﾝ��03-3680-8301 �5�987b��+ﾉ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

046-263-8780 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
27 乘H�檍����緬�ﾒ�0465葛42-999了 �5�987b�

28 乘H�檍����ｶ�ﾉ｢�03-5664-3383 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 29 冲ﾈﾌ�檍����8y68ｮ�b�049互-24-6652 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 30 31 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ仂b�ｩH�檍��蕀~伜仂b�0494-24-6652 �5�987b�

047-435-2418 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99ｬ｢��

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 32 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�045-582-7111 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
33 乘H�檍����Du"�044-287-1067 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
34 �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���03-3687-2521 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
35 冲ﾈﾌ�檍����?ｨ箞ｻｸｼb�0555-ゼ4-O189 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 36 37 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ毎ｻｸｼb�dﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���044-280-3094 �5�987b�

044-299-3531 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98ﾆR��

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
38 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭｩ�ﾘｼb�03-3655-18節 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
39 乘H�檍����6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�06-6409-1735 �5�987b�

40 ��刎�蝌ｼh��tﾈﾌ�檍���045-920-0286 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

41 冲ﾈﾌ�檍����4�8ﾘ5�7冦��048-953-9675 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
42 �7ﾘ8ｸ5靫鮎h��ｩH�檍���045-542-7001 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
43 冲ﾈﾌ�檍����4�5�6凛ﾉO��044-280-3567 �5�987b�

畦積み十トラックシート(ポリエチレン毀) 
44 冲ﾈﾌ�檍����ﾙ�|x蝌ｼb�044-366-2151 �5�987b�

45 乘H�檍����k颱hｻｸｼb�03-6638-6173 �5�987b��+ﾉ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��
直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 

46 乘H�檍����蓼ｻﾘｻｸｼb�048-957-3001 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
47 乘H�檍����7ﾘ4x6�8��044-266-4474 �5�987b�

直積み十トラックシート(ポリエチレン製) 
48 ��笏佶)t���ｩH�檍���045-54l-797l �5�987b�

直積み十トラックシート.(ポリエチレン製) 
49 �69(i�鞏�7冦���ｩH�檍���0468-56-193l �5�987b�



添付書類十3-3

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

50 儖h扎ｻｸｼh��ｩH�檍���03-3697-1361 �5�987b�鉛(含有)、 ふっ素(溶出)、 セレン(溶出)、 六価クロム(溶出)、 鉛(溶出)、 枇素(溶出)、 カドミウム(溶出)、 シアン(溶出)、 セレン(第二溶出)、 カ・ドミウム(第二溶出) �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

51 乘H�檍����鉑gｹ7冦��03-3701-7181 �5�987b��+ﾉxｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

52 佰ﾈ皐ﾉｩ�ﾘ��ｩH�檍���03-3257-工519 �5�987e���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

53 ��饉ﾙvﾙzI�x��ｩH�檍���048-073-8101 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

54 傴ｩ��,ｨ戊��ｩH�檍���0494-22-4053 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

55 ��ﾉthｻｸｼh��ｩH�檍���03-3799-7000 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

56 乘H�檍����5H986ﾘ4Xｻｸｼb�03-3777-0522 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

57 俑ｨｭﾘﾉｩ�ﾘ��ｩH�檍���03-5636-1373 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

58 冲ﾈﾌ�檍����-ﾈ*�,�.r�03-3606-1296 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

59 冖驢�7冦綾ｸｼh��ｩH�檍���048-798-6684 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

60 冲ﾈﾌ�檍�������ﾉ7冦��03-36弱-3505 �5�987b��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��



添付書類仁4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(東予港一処理施設) 【処理先:オオノ開緩㈱、処理方法:溌浄処理】

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

1 乘H�檍�����x�暮t��03-3319-874了 �5�987h6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�鉛(含有)、 ふっ素(溶出)、 セレン(溶出)、 六価クロム(溶出)、 鉛(溶出)、 枇素(溶出)、 カドミウム(溶出)、 シアン(溶出)、 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

2 冲ﾈﾌ�檍�����x�暮t��04了-35ヰ-1662 �5�987h6x8ﾈ�ｸ8��ｲ��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��
ロード川内 劍5ｨ8ﾈ92��i?�v頽����4ｨ6�7�4X8���i?�v頽��

自動車構造図は添付書類4一弘のとおり



ダンプトレーラー

自動車横道図

添付書類4-4Å

」±」



汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

(RO-RO船乗船場所(千葉港) -RO-RO船下船場所(三島川之江港) ) 【処理先:オオノ開撥㈱、処理方法:埋立処理I

添付書類尋

使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

大王海運株式会社 ��2ﾓ3#fﾂﾓc��R�鉛(含有)、 水銀(溶出)、 セレン(溶出)、 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��
鉛(溶出)、 ふっ素(溶出)、 シアン(溶出) 宙ﾕﾉ�)�ﾓ���

(1次積替場所(三井埠頭)へ2次積替場所(東予港) ) 【処理先:オオノ開綬㈱、処理方法:洗浄処理】

使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

松栄株式会社 ���2ﾙ{吐ﾂﾓc#c"�鉛(含有)、 ふっ素(溶出)、 セレン(溶出)、 六価クロム(溶出)、 鉛(溶出)、 批素(溶出)、 カドミウム(溶出)、 シアン(溶出)、 セレン(第二溶出)、 カドミウム(第二溶出) �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"易ﾉ�)�ﾓ"��

西瀧海運株式会社 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"��+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"易ﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

正栄海運株式会社 ��2ﾓ3CSBﾓcSS���+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"易ﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

住着海運株式会社 ��モﾓc湯ﾓcc#"��+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"易ﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

有限会社富士海運 ��C3ふ#2ﾓcCSB��+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"易ﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

直積み十ハッチによる密閉(構造図2と同型) 富山港湾運送株式会社 ��2ﾓ3#s�ﾓS3���

直積み十ハッチによる密閉(構造図2と同型) 
第一中央汽船株式会社 ��2ﾓSSC�ﾓ#�澱�

直積み十ハッチによる密閉(構造図2と同型) 
東海運株式会社 ��2ﾓc##�ﾓ##3��

直積み十ハッチによる密閉(構造図2と同型) 大道埠頭株式会社 ��bﾓcC��ﾓ#SS��

直積み十ハッチによる密閉(構造図2と同型) 太平洋セメント株式会社 ��2ﾘ�33�ﾓs3唐�

船舶構造図は添付書類5A、 5Bのとおり



船舶構造図1
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船舶構造図2



積替えの用に供する施設に関する書類

<大王海運株式会社(千葉県千葉市中央区中央港2-10-6) >

1.積替施設の配置図
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添付書類7-1

積替・保管の用に供する施設に関する書類

<三井埠頭株式会社(神奈川県川崎市川崎区扇町㌻工) >

1.積替え・保管施設の配置図

3毒



添付書類7-2

積番の用に供する施設に関する書類

<東伊予港北条岸壁(公共岸壁) (愛媛県西条市北条地先) >

1.積替施設の配置図

東予港北条岸壁沖 499船が3隻着岸可能な岸壁の内1つを使用 

l　　　　　　汚染土壌運搬船Ii 

三三三三∴ ��

他社　骨材及び資材置き場 

通路(道路) 

民間工場建屋 

499船が3隻着岸できる公共岸壁で、その内1箇所を使用して汚染土壌の積替えを行ます。 他2船の荷役作業の問題で、エプロン全体を隔離することが出来ませんが、管理監督機関の愛媛県の許可 をその都度得ながら汚染土蟻の積替え作業を行っています。 
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