
汚染土壌の区域外搬出届出書
平成28年11月　4　日　で

東京都知事
埼玉県さいたま市緑区大字高畑693番

届出者　株式会社ブツカン　/
代表取締役　星合　明

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 ��s�#Bﾓ��#98ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ(自)ｩm｣S的MB�&餉B梯�

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘs���c�-c��3vﾖr�+R��
シスー1,2ジクロロエチレン土壌溶出量基準不適合0.043mg/し) 

*詳細は別途添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 塔2靫��-��
*詳細は別途添付書類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��越H補一�:竟B��

汚染土壌を運搬する者の氏名 ���69;刋�｢�

又は名称 暢�ｨﾝx,ﾙ¥ｩ7)5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5�7)(hﾔ��ｨ���(峪9傀謁ﾘ郢�ﾒ�

又は名称 宙�(嶌��V����嶌ｧy$Y(R��

汚染土壌を処理する施設の �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5�7)(hﾔ��｢�

所在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ���?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋莓ﾈﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ﾈ�#�?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 ���69;刋�｢�〒108-8643　東京都港区白金台5-22-12 

有者の氏名又は名称及び連絡先 菱輊+T�2ﾓ3CCふ##3��

*詳細は別途添付書類4、5のとおり 

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。) ����蓼鯖WY:ｨｩH�檍���
②　兼杉興業株式会社 

③　東亜貨物株式会社 

(詳細は別途添付書類3-1フロー図による) 

保管施設の所在地並びに所有者 ����蓼鯖WY:ｨｩH�檍���②　兼杉興業株式会社 

の氏名又は名称及び連絡先 �(��8ﾈ恢无Z茜H�檍���

(保管施設を用いる場合に限る。) 宙�ｨﾝx,ﾙ¥ｩ7)5儻H��}�2ﾓ�7H8ﾘ�ｹ�ﾘ,�.h.鋳�

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。
之8.告



汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

要措置区域等の所在地:東京都葛飾区東新小岩1丁目594番地(地番表示)

添付書類1

A 　　　i 劔劔劔劔深度 剽ｹC震 (溶出叡) �6�2ﾓ��"ﾔB扱��*ﾙv頽�b��1.いりC(; (醇出塁) 

’←‾「ご6・319m　罷点　　N 劔劔劔劔Gし(調) 亳3���62��(面京/1) 宙�����(億優/1) 

cし-0■- 0.05 ��x��｢經��Rﾒ�+s�紊b�0.094 �*ﾓ����B�く0.○○2 

萱三二二≡三二三三三二 估�ﾎ��ｲ�

Gし-0.5 亳3�+s�����0.I5 �����B�く0.002 

Gし-1 僮Rﾓ�紊��0.22 ����#��く0.Oo2 

cし-1.1 冓�"ﾓ�紊��く0.Oo3 �*ﾓ����B�〈0.○○2 

Gし-2 俔ﾄ"ﾓ�紊��く0.003 茶����B�く0.00之 

Gし-3 Cし-4 �ｧ�ﾓ"紊��モﾓ2紊��く0.003 く0.003 �*ﾓ����B�*ﾓ����B�くo.○○ま く0.Oo2 

Gし-5 亊モﾓB紊��く0.003 �*ﾓ����B�(0.Oo2 

Alイ 倅��蓼蓼�������宰「 E N ○○ 等 2 � 劔Å-2-a � ��〕 �8+X璽b�8+Rﾓr�構8輸5.49 舶-6.49 �*ﾓ����2�*ﾓ����2�く0.004 く0.004 �������"�*ﾕ��*ﾙ�R�

深度 cし(鴫)舶(面)/ 劔TCE (溶出孤) (榔/l) 冂!s-1,2-DC巳 (溶出班) (耽/l) ���6tD3��益頽�竰�或�r���塗+Rﾓ��x+Rﾓ��8+Rﾓ���龍一7.49 録O-8.49 青8-9.49 �*ﾓ����2�*ﾓ����2�*ﾓ����2�く0.004 く0.004 く0.004 �*ﾓ�踝�b�*ﾓ���ｸ�ｳ"�*ﾓ����^��

0.05　　　書O.47 劔0.074 0.068 �0.004 く0.004 �*ﾓ����"�*ﾓ����"��&陋｢�(。寄/1) ����2�0.04 �����

掘削置搬出範囲 剪� ∴説く1霊霊…調音声 剴h+R� 册�ﾓ�紊����ﾃ3r�����C2�く0.002 

cし- 6し ���)調-0.47 畑-l.48 凾ｭ0.003 凾ｭ0.004 く0.004 �*ﾓ����"�

一、 刮ｹ　一　-i　ン、臆 劔2 劍*ﾓ����3 3 3 凾ｭ0.Oo2 

Å-之-a 剿8+Rﾓ2�8+RﾓB��+RﾓR�蛤ｯ�ﾓ"紊��モﾓ2紊���*ﾓ����*ﾓ����*ﾓ����*ﾓ�����*ﾓ����B�*ﾓ����B�*ﾓ����B�*ﾓ����B�く0.002 く0.002 

」器 劔刹�8一書.48 剴2��*ﾓ����"�
・○○-〇・一一〇・シ・ 剩x+Rﾒ�6 俔ﾂ�Fﾂ�-5.48 -6.48 �3 凾ｭ0.002 Gし-7 劔く0.003 凾ｭ0.004 �������"�

6 唐�録 蔦r紊��く0.003 凾ｭ0.○○4 �*ﾓ����"�

6し ��K寄-8.48 凾ｭ0.003 凾ｭ0.004 �*ﾓ����"�

Oし ���K 蔦偵C��く0.003 凾ｭ0.004 �*ﾓ����"�

地下水くり 剪����0.03 �0.04 �����

凡例 劔劔劔剪�

一調査対象地　　□10m単位区画　囲要措置区域等 

●　ポールゲ地点　　　　　　　　　　　　　:土地の形質の変更をしようとする場所及び掘削範囲 



添付書類3-1
汚染土壌の運搬の方法
1.運搬フロー図

要措置区域等

東京都葛飾区東新小岩1丁目594番地(地番)

トリクロロエチレン

シスー1,2-ジクロロエチレン

汚染土壌

陸運:前田道路株式会社【運搬受託者】 

東京都港区白金台5-22-12 

荷姿:ダンプトラック　十　フレキシブルコンテナパック(内袋あり) 

※運搬締負者(協力会社)は添付資料4の通り 

積替・保管施設:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

海運:前田道路株式会社【運搬受託者】 

東京都港区白金台5-22-12 

荷姿:船舶(ハッチカバー付)十　プレキシカレコンテナバッグ(内袋あり) 

※運搬請負者(協力会社)は添付資料5の通り 

積替◆保管施設:兼杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵湊町1 1-1

積替・保管施設②:東亜貨物株式会社

大阪市大正区南恩加島4-3

陸運:前田道路株式会社【運搬受託者】 

東京都港区白金台5-22-12 

荷姿:ダンプトラック　十　フレキシブルコンテナバック(内袋あり) 

※運搬請負者(協力会社)は添付資料4の通り 

処理施設:株式会社 山崎砂利商店途中工場
滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類:浄化等処理施設(抽出一化学脱着)

許可番号:第1161000012号

2.運搬体制

運搬受託者:前田道路株式会社
協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料4ま5のとおり



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①(要措置区域等→　川崎市川崎区扇町) 

自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

NO.1 忠tﾂ亊ｸﾔｸ蓼毎ⅸ饕�03-3319-8747 �5�987h��6x8�4�5���5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�問ク囲エチレン、シスー1,2一ジグ叩エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.2 宙ｩB�8xﾞ淫H饕�0494-62-5887 �5�985�6x8�4�5���5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリグ囲エチレン、シスーlオゾク囲エチレン �8ｸ4ﾈ5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Λ�ｨ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.3 宙ｩB佰Xｴﾘﾉｨ補�047-3541662 �5�987b�トリグ的エチレン、シスー1,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.4 亊hﾚｨ暮t�液ﾂ��0494-62-0551 �5�987h��6x8�4�5���5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク叩エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ｨ�ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.5 宙ｩB�69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��047-353-2609 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ジクロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�,��ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.6 宙ｩB��Ydﾉ7冦��03-3688-8581 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO,7 忠tﾂ儘�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�045-572-61工6 �5�987b�トリグロ耽チレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κﾘ�ｪ�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.8 忠tﾂ�485�5�5�984ﾂ�03-5683置7606 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-ゾグロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5)Z8�R�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.9 宙ｩB佩9:�68ⅹ5��044-366」1414 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �8ｸ4ﾈ5h7X8ｸ5)v2ﾒ�>��X*�.Κ7ﾈ8ｨ4x8ｸ99�ｲ��

NO.10 宙ｩB�(4x985x6ｨ4�8ｨ984��045-392-6442 �5�987h��6x8�4�5���5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7h8ﾈ4ﾈ5h4�8ｸ5(986S�ﾒ�>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO,11 宙ｩB儖ﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��03-3676-5562 �5�987b�トリグ囲エチレン、シオl,2-ゾク即エチレン �7h8ﾈ4ﾈ5h4ｨ8ﾈ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κﾗi4�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.12 忠tﾂ仄H毎ｻｸｼb�048-925-5787 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク叩エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h4ｨｸﾈ5h6X6忠>��ﾈ*�.Κｪ�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.13 宙ｩB亳�ﾉ｢�048-421-1237 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl重2-ジグ抑エチレン �8ｸ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Λ�84x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.14 ��Y5H�ｴ�茜B��044-777-弱51 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �8ｸ4ﾈ987X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.15 宙ｩB�:�68ｻｸｼb�04与-937-0499 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-シクロロエチレン �8ｸ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��帥エチレン製) 

NO.16 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5ｈｩB��03-6806-2572 �5�987b�トリクロロエチレン、シスーl,2-ゾグロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��裏的エチレン製) 

N0.17 忠tﾂ�5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ6(7h8�986r�03-3698-2了51 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-シクロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(､��R�>��ﾈ*�.Κ謌4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.18 宙ｩB亊i8ﾈｺI:�7佶｢�047-306-8778 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク抑エチレン �8ｸ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Λ�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.19 做ﾙ,8蝌ｼhx｢�045-785-041l �5�987b�トリグ抑エチレン、シスーl,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Λy�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.20 忠tﾂ�684ｨ5��049-296-1854 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾ加ロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.21 忠tﾂ�8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��03-5659-9932 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(5ﾘ6X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.22 宙ｩB仄i��ⅸ橙�044-355-7756 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �8ｸ4ﾈ5h7h8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Θ亂�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.23 忠tﾂ��:��ﾘﾝ��03-5666-3168 ��X5�987b�トリグ的エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7h8ﾈ4ﾈ5h6曝ｸﾈ986X6忠>��ﾈ*�.Θ冢�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.24 忠tﾂ�5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�03-5243-2生39 �5�987b�トリクロロエチレン、シスーl,2-シクロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.25 忠tﾂ俚):�ⅸ補�03-3689-2768 �5�987b�トリクロロエチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��帥エチレン製) 

NO.26 宙ｩB�4�5H7�ｻｸｼb�03-3680-8301 �5�987b�トリグ叩エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��ポリエチレン製) 

NO.27 忠tﾂ���=��ﾈﾉｨﾝ��0互6-263-8780 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1タ2一ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��X*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.28 宙ｩB�ﾉ�ﾒ�0465-42-9997 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��84x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.29 宙ｩB亳�ﾉ｢�03-5664葛3383 �5�987b�トリクロロエチレン、シスーl,2-ゾグロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.30 忠tﾂ�8y68ｮ�b�0494-24-6652 �5�987b�トリグ即エチレン、シスー1,2-ゾグロロエチレン �8ｸ4ﾈ987X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��帥エチレン製) 

NO.31 宙ｩB倅�伜仂b�047輸435-2418 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク即エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��ポリエチレン製) 

NO.32 宙ｩB�6饐8ⅸ橙�045-582-7111 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�9�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.33 宙ｩB疋u"�044-287-1067 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��ポリエチレン製) 

NO.34 �h��ﾔ鮎b茜B��03-3687-2521 �5�987b�トリグ抑エチレン、シスーl,2-シクロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��j勅エチレン製) 

NO.35 忠tﾂ�?ｨ箞ｻｸｼb�0555-24-O189 �5�987b�トリクロロエチレン、シスーし重2-シクロロエチレン �8ｸ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98秒��



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②(要措置区域等→川崎市川崎区扇町) 

自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

NO36 忠tﾂ�8ﾈ毎ｻｸｼb�03-3319-8747 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ジグ囲エチレン 刄tレキシカレコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

NO37 囘ﾉ�ﾈｻｸｼb茜B��0494-62-5887 �5�987b�トリク囲エチレン、シスー1,2-ゾグロロエチレン 刄vレキシフ’ルコンテナ(内袋あり;ポリエチレン製) 

NO38 �6饐8ﾉｨ賜液ﾂ��047-354-1662 �5�987b�ト �4闌ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5x4�ﾘ4x6�8ﾈ92�ルキンブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

N039 宙ｩB�6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�0色94-62-0弱l �5�987b�ト �4闌ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5ﾘ4霍(4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

NO40 ��刎�蝌ｼb液ﾂ��047-353-2609 �5�987b�ト �4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5ﾘ��ｸﾈ4x6�8ﾈ92�プレキシカレコンテナ(内接あり:ポリエチレン製) 

NO.41 NO42 忠tﾂ�5�8ﾘ5�7冦��03-3688-8581 �5�987b�ト �4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5ﾘ4闌ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:勘エチレン製) 

マルタ工業(株) ��CRﾓSs"ﾓc��b�ダンプ �6r�ク囲エチレン、シス÷し2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.��84x6�8ﾈ99�ｲ��

N043 忠tﾂ�4�5�6凛ﾈ補�03-5683イ606 �5�987b�ト �4�%�4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5ﾘ4闌ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

NO44 忠tﾂ俛�|x蝌ｼb�044-366-1生14 �5�987b�ト �4闌ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:郎エチレン製) 

NO45 宙ｩB冖颱hｻｸｼb�045-392-6442 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾクロ畦チレン 刄vレキシカレコンテナ(内袋あり;ポリエチレン製) 

NO46 宙ｩB�?�Oh4�6�6�985��03-3676-5562 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン 刄泣Lシフルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

NO.47 NO.48 NO.49 NO50 宙ｩB�?�ｻﾘｻｸｼb�048-925-5787 �5�987b�トリクロロエチレン、シスーl,2-ゾク調エチレン 刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:王制エチレン製) 

(株)マエハラ ��CふC#�ﾓ�#3r�ダンプ �6x8ｨ4�ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5ﾘ4��h4x6�8ﾈ92��8ｸ4ﾈ5h4ｨ8ﾈ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

石川建輸(株) ��CBﾓssrﾓSSS��ダンプ �6x8ｨ4�ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5h4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��8ｸ4ﾈ5h4ｨ8ﾈ5(ﾊH�R�>��ｨ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

田中石材土木(株) ��CRﾓ�3rﾓ�/�湯�ダンプ �6x8ｨ4闌ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5ﾘ4隴h4x6�8ﾈ92��8ｸ4ﾈ5h4ｨ8ﾈ5(986X6忠>��ﾈ*�.���8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.51 NO52 忠tﾂ�8y68ｮ仂b�03-6806-2572 �5�987h��6x8�4�5���5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�ト �4霍(4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5ﾘ4闌ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシカレコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

尾花皿築く株) ��2ﾓ3c唐ﾓ){鉄��ダンプ �6x8ｨ4�ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5ﾘ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κｮ�+(4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.53 NO54 艇���茜B傴ﾉgｹ7冦��047-306-8了78 �5�987b�トリグ抑エチレン、シスー1,2一ゾク即エチレン 刄泣Lンブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

昭和通運(株) ��CRﾓsコﾓ�ﾍﾓ���トラクタ、ダンプセミトレーラー �6r�グロロエチレン、シスーl,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO55 ��饉ﾙvﾙzI�r茜B��049-296-1854 �5�987h��6x8�4�5���5�987H5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン 刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:王朝エチレン製) 

看鵜臆題臆音容ココ星 �� ����

臆賀臆鵜音容星 �� � 

獲臆臆鵜音容星星 �� � 

臆臆音容容量星!!!!!!!!!!星 �� ����

喜臆臆題害星!含量含量星 �� ����

獲臆臆臆音容星 �� � 

臆臆題音量害害害ココ害含量星 �� ����

臆臆臆音容星 �� � 

臆臆臆喜音容容量星 �� � 



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(岸和田市地蔵湊町、又は大阪市大正区南恩加島　→　滋賀県大津市伊賀立途中町) 

自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

NO.1 宙ｩB伜(ﾞ維ｹy淫I5��077-523-2821 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2一ジグ即エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.2 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�0774-55-3980 �5�985�4��ｸ8�8ﾘ�ｸ8ｸ��6x8�4�5���5�987h�h�X5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.3 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��0595-391080 �5�987h��4��ｸ8�8ﾘ�ｸ8ｸ��6x8�4�5���5�986�5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリクロロエチレン、シスーl,2-ゾク叩エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.4 宙ｩB����2�077-574-2227 �5�985�4��ｸ8�8ﾘ�ｸ8ｸ��+�4�4���5�986�5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�.�8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.5 宙ｩB�6�4ｨ5�92�0742-63-5675 �5�987h��4��ｸ8��｢ﾘ/���6x8�4�5���5�6(7h�X5ｨ7�6x�ｸ8��ｸ��5(984ｸ4X抦8ﾈ8��ｲ�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h6曝ｸﾈ986X6忠>��ﾈ*�.Κ謌4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.6 ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�0595-21-0856 �5�987b�トリク囲エチレン、シスー1,2一ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.7 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��0743-57輸8858 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-シクロロエチレン �7Fﾈ��5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.���8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.8 宙ｩB仗�X蝌ｼb�0771-29-4530 �5�987h��5�987h��5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�トリグ抑エチレン、シスーl,2-ゾク囲エチレン �7h8ﾈ.(5h7X8ｸ5(5h*H+ｉ>��ﾈ*�.Κ唔�x4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.9 忠tﾂ��ﾈ��072-334-2236 �5�987b�トリグロ拒チレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �8ｸ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.10 宙ｩB��YuR�0721-33-5775 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ゾク即エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.11 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��075-93手工002 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.���8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.12 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�0771-24-7683 �5�987b�トリク囲エチレン、シスー1′2-ゾク囲エチレン �7h8ﾈ4ﾈ987H8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.13 忠tﾂ冉ｹ6ﾂ�075-643-9009 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ジクロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.姐ﾈ踪4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.14 宙ｩB����xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�07了l-24-8858 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.15 宙ｩB傅ﾉ>ﾈｻｸｼb�0771-82-2747 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスーl,2-ジグ囲エチレン �8ｸ4ﾈ5h4�8ｸ5(5ﾘ6X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.16 宙ｩB俐ｩ_Hﾔ鮎b�06-4960-7875 �5�987b�トリグ叩エチレン、シスーl,2-ジグ囲エチレン �7h8ﾈ4ﾈ5h4ｨ8ﾈ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO,17 忠tﾂ俑ｩx伊ｩ�ﾘｻｸｼb�072-857-78了0 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2一ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κｪ�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.18 宙ｩB�5�484�42�0743-78-8778 �5�987b�トリク囲エチレン、シスー1,2-ゾグロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.畏(ﾛｸ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.19 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��072-859-2822 �5�987b�トリグ調エチレン、シスー1,2一ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Λz�4�4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.20 宙ｩB�4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��072-43了-8597 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.21 佶9����r茜B��072-439-3301 �5�987b�トリク囲エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κｪ�4x6�8ﾈ99�ｲ��

N0.22 宙ｩB�69(i6荿�ﾔ鮎b�072ト93-1504 �5�987b�トリクロロエチレン、シスーl,2-ゾク叩エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.23 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��072-523-5625 �5�987b�トリクロロエチレン、シスー1,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Λ�84x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.24 宙ｩB�8�5h4�4｢�0744-42-1505 �5�987b�トリク叩エチレン、シスー1,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.25 �(i�ｨﾉｨﾝ竕tﾂ��072-431-8212 �5�987b�国ク囲エチレン、シスーl,2-ジグ囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ-ﾈﾛｸ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.26 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��0771-27-2447 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �8ｸ4ﾈ5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

NO.27 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��072-263-了386 �5�987b�トリグ叩エチレン、シスーl,2-ジクロロエチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

N0.28 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��072-361-2390 �5�987b�トリグ囲エチレン、シスー1,2-ゾク囲エチレン �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��



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(l 劍ﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾈ�渥ﾙ��68�9&���j�*ﾈ��iH,ﾙ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8r��ヽ 自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

NOl ��ﾉ�ｸ､8補茜B��0972-82-2502 �6x8ｨ4�ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5ﾘ4闌ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内装あり:剛よれン製)十ハッチによる密閉(梅造園1) 

NO2 �ﾒ�鉙魔茜B��093-761-6262 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5ﾘ4闌ﾘ4x6�8ﾈ92�フ咋シブ佃シテナ(内装あり:籾エチレン製)十ハッチによる密閉(梅造園容) 

NO3 ��9�8､8補茜B��03-3454-655l �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5ﾘ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�プレやシァルコンテナ筋袋あり:水母かン裂)十ハッチによる密閉〈鳩造園3) 

N04 丶���(X､8補茜B��088-699-6622 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5ﾘ4闌ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内装あり:請暮れン襲)、ハッチによる宙悶(悔造園1と同型) 

NO5 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�W亥(ﾖ���暮�r茜B���h自(h匣ｴI�B茜B��8ﾈ､8補茜B��0438-23-6454 �6x8ｩ�88ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5x4�x4x6�8ﾈ92�プレ々シフ’ルつゾテすく内袋あり;ポリエチレン製)十ハッチによる密閉(脂造園4) 

03-327l-539l �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内線あり;鋤暮れン製)・ハッチによる密閉(斌造園lと同型) NO.6 　7 �03-5540-2096 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内装あり語調章魚ン製)↑ハッチによる密閉(鳩造園lと同型) 

NO. 08 �03-622l-2231 �6x8ｨ4�ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｶﾈ4�5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブル耳ノラナ(内装あり:幻エルン鏡)ヽハッチによる密閉(構造図1と同型) 

N. NO9 ��XｶﾉWY:｢茜B��06-641l-2551 �6x8ｨ4�ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�プレ抄ブ仰シテ予(内袋あり:印章ルン製)←ハッチによる密閃く構造図1と同型) 

NOlO ��ﾉ%R��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986r茜B��03-5531-7398 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内装あり;調エチレン製)+ハッチによる密閉(楊造剛と同型) 
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添付書類6-1

積替・保管の用に供する施設に関する書類
(川崎港)



添付書類6-2

積替・保管の用に供する施設に関する書類
(岸和田港)



積替・保管の用に供する施設に関する書類
(木津川港)
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