
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//月　//日

届出者蘇畿区親許目15番2号
代表取締役社長　　白石　達

東　京　都　知　事　殿

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 佶霎hﾍX6ﾙnX自)ｩm｣#��MC8,ﾈ自YH��:�Cx,ﾈ自YH��:�C�����
227番7の一部、同番16、228番lの一部、同番12の一部 

汚染土壌の特定有害物質によ 儂��h��-8,��b�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �2ﾃ��"縋ﾓ2�
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:竟B��
※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��ｵ4｢�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍����ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈﾅYD陋��ﾈ�7棚?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�8�ﾈﾛhﾈ�8-�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#从ﾘ,hﾈ���&I%R�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����Xﾈ韜ｸｦ���

運搬の用に供する自動車等の 乖ｸｨｸ尨�ﾂ�

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}粤H��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 ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�(���������S)�2ﾉ/3���

を行う場合に限る。) �)ｩ9ｹ���H騁��ﾉ~x將�

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。) ��ﾈ�������X������ｨｲﾂ�

保管施設は用いない。　　探露議叢輯● 

<連絡先> (株)大林組東京本店　虎ノ門一丁日工事事務所　　建築事業部生産技術部

:　　‾ 03-6457-9023　　∴ 03-5769-1795

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。



添付書類1 「汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域等の図面」
「土壌分析結果(汚染状態) 」

対象地に’ぉける区域指定の土地

(都告示1797号　平成28年10月31日)

【凡例】

○○-・-　こ単位区画

- :輩境界(地番境界〉

〇〇〇 :敷地境界

覆:形質変更瞭届出鴎

1.a

【支点】

● ①:支点は、港区虎ノ門一丁日独8番1の最北韓とした

● ②:支点は、港区虎ノ門一丁自211番7の最北端とした

● ③ :支点は、海区虎ノ門一丁目盤7番7の最北端とした

●④:支点は、港区虎ノ門一丁白鍵7番16の最北端とした

【格子の回転角度(22度10分17秒) 】

格子の国表角度は、支点舐り、東西方向及び南北方向
に引いた線並びにこれらと平行して「 0m間隔で引いた線

により構成されている格子を、支点を中心として、右回りに

回転させた角度を示す。
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添付書類1 「汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域等の図面」
「土壌分析結果(汚染状態)」

1. 2　形質変更時要届出区域の場所

指定年月日　:平成28年10月31日

整理番号　:整-28-86

指定番号　:指-778号

今回の汚染土壌の搬出対象の区画(A地区　該当9単位区画(図1-2参照))

汚染土壌の搬出対象の区画

(地番)藩医虎ノ門-丁目228-1の一部、

同番12の一部

図1-2　　形質変更時要届出区域
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添付宙類1 「汚染土理の場所を明らかにした形硬変卿時要届出区域等の図面」
「土壌分析結果(汚染状態)」

「. 3　形質変更時要届出区域の汚染状態

裁ト1分析結果一覧表(基堪不適合項目のみ)と各区画の汚染描　深度及び署的　A-　の　　の 

分 析 射 線 仞h枴kﾂ�竸地区　重-1 劔劔劔劔凵ﾞGし 　既存惚物 ▲1-① 僊l-② 凵｣トくり 凵｣1-の) 凵�1-⑨ 凵｣1-⑥ 凵｣上Q) 凵ﾈ1-(め �8ト② 

符合押合的賞の名標 劔%�<r�ふっ痢 ��ﾘ�b�ふっ素 儂����鴨、つ捌 儖杏��ふっ密 倬8�2�ふっ効 俛�B�ふっ蹄 儖畏"�ふっ荊 侏Xｽb�ふっ郭 �)9�b�ふっ訴 

‾¥葛、∴-分析項目 劔7��ｲ�土壌 �7��ｲ�土壌 �7��ｲ�土壌 �7��ｲ�土壌 �7�'��土壌 �7��ｲ�土壌 �7��ｲ�土壌 �7��ｲ�土壌 �7��ｲ�土壌 

分析龍庫　、-、、へ、 劔I�&��R�溶出砿 ��偬���湾曲盈 况頽����溶出量 冑8�ﾜ��溶出最 况頽���溶出挺 亅ｹ4�b�溶出属 �8�;R�溶出正 况頽�｢�浦出離 ����R�溶出孤 

土 壌 从xｺｲ�6し.∵ 几����叫位 仄�｢�埠位 ��X犬�埠位 冰��ｲ�埠位 倬8犬�埠位 ��X犬�凪位 ��X犬�母性 �ﾉ^ﾒ�叫位 僣闌｢�陣伍 �%闌｢�

(m) 忠+"��(耽/し) �+ﾈ,�+R��(回瓜/し) 中謾艇+R��(田き/し) 忠��+R��(寄p/し) 佇ﾃ�+R��(孤8/し) 忠+(���+R��(耽/し) 忠$��+R��心電/し) 宙�(ｯ��+R��(回((/し) 弍���+R��(耶/し) 忠$��+R��

地盤 �����+2_70 �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

既存 i"P ��經��十2.20 �� ���{鎚���b� �� 定�8ﾅ):�ﾙ&hﾟ8-ﾈ.��"�劔 �� �� �� 

i　　　　i 僮 亦� �� �� �� 

既存 田2F 澱繝��ーl.9き �� �� �� ��ｸ�ｲ�凾ｵ � �� �� �� 

i　　i　　I　　I 劔劔劔(地下調遣物) 湊局部△TP臆4・67調 練水際使 :.苓ミ三三 Iト、¥ 
既拝 聴噴部 湯緜��-4.G7 �� ��要 �� 丿云�ﾈ5(蛻ﾇﾈ馼*�詹*B�訷�������ﾈ蝿ﾈ%ｩw968���ﾈ尨��ｪﾒ�ｯ��hﾌyZ�,ﾄ#$h����7(6(6r越ﾉ:陋ｸ�yﾙ7偖ｹ5R亶�-�ﾜy�)�2�劔�)R�溜 �� �� 

表層 部 湯緜���Rﾓ��頽C��-4.67 .--5,I了 �=Bﾈﾊ�62�L旦 �+ﾈ�hﾛ��⊥⊥ �(篳�2�L丘 ��｢�1,且 ��｢�lあま 佇ﾈﾈﾉk��1ふユ 宙�i,�,｢�L土 冢x萪�1.且 �?る�冰r�1し且 

lm ���緜��-8.67 ����#r�1ふ3 �����C��1臆2 ��ｸ�ｳC��工4 �����ｿ��1ふ4 ���CR�仁2 ��跿CB�1.5 �����CR�13 �����3R�12 ���3��14 

2m ��+Sc��-6.67 �����3R�1臆1 ��蔕ﾉKR�1臆3 ������c��子亀 ����8��工2 ��蹂ｯ���仁0 ����3��工0 ���������12 枇���4纈�11 ���-ﾈｿB�14 

3m ��"緜��-7.67 �����2�上0 ����Cb�1.0 ����C��し2 ����3��1.2 ����CB�仁I ���3R�10 �����3B�12 �����#r�11 �����3B�14 

4爪 ��2繙��-8.87 ��ﾓ�#r�工0 ����3"�0.92 ����3b�十1 ����3b�十l ����#��0　87 ���#��11 �����3��11 �����#b�10 �����3"�12 

5観 瀞緜��-9、67 �����"�0臆9璽 枇-4��r�0.80 ����#2�0.97 薬���R�1.0 ��ｨ���s2�0　79 �����#b�083 �����#��11 ��������0　87 �����#��10 

6観 ��R緜��ーIO.87 ��ﾃ��B�0.了4 �����b�0.57 ����#��0.79 �����#��0.77 ������b�0.68 �����"�054 ����#��0　86 ��������0　69 ��������0　79 

7m ��b緜��-=.67 �������0.62 ����#��ー 薬���B�0.6! ������b�0.63 �����b�ー �����"�036 ���#��0　68 ������b�0　57 ������r�o58 

8m ��｣r緜��ー12.67 �����b�ー �����B�ー ��ﾃ����ー ��蔕��ー �����2�ー �������ー �����r�040 ������b�ー ����b�ー 

9m ��ゅc��一重3.67 �����B�- �����2�ー ��踝��ー �����ｸ�ｲ�ー ��踝��ー �����b�ー �����r�ー 鑓���B�ー ����R�ー 

lom ��｣偵��ー1イ,67 ��ｲ�ー ��ｲ�ー 薬���2�ー ��ｲ�ー ����ｸ�ｳ2�ー �����B�ー ��ｲ�ー 辻�ー ��ｲ�ー 

定量下限値 剴������0.08 ��踝��0.o8 �������0.o8 �������0.08 �������0.08 �������0.08 �������0.08 ��蔕��0.08 �������0.08 

汚襲判断の抵埠 剿��H決屬�0.8以下 ������｢�0.8以下 �����決屬�0.8以下 �����決屬�0.8以下 ��蔕ﾈ決屬�0.8以下 ��蓼�決屬�0,8以下 薬���決屬�0.8以下 薬蔕ﾈ決屬�0.8以下 ��ｸ�ｴ�決屬�0.8以下 

地 下 水 ����R�ﾇ�7��13.5 一重4.5 蔦ゅSr��Rﾒﾓ偵Sr�吐出 ���32�重し曲4 畔�ｲ�0.003 ���3��0.006 ���3R�0.009 ��紊��0.009 ���#r�0.00? ���3��(」田上 伜"�0.008 畔鈔�

定盤下限伍 剴������0.08 薬蔕�B�0.08 ������｢�0.08 �������o.08 �������0.08 �������0.08 �������o.08 �����z��0.08 �������0.08 

汚嬢同断の箆増 剿��決屬�0.8以下 �����決屬�0.8以下 薬蔬��｢�0.8以下 ������ｨ決屬�o.8以下 ��蔕ﾈ決屬�0.8以下 ��踐ﾈ決屬�0.8以下 ��蔬��｢�0.8以下 ��蓼�決屬�0.8以下 ��ｸ�ｴ�決屬�0.8以下 

注)上表は、既存建物内部に土壌を埋め戻した後(区域外への汚染土搬出を伴う工神君手前)の汚娘状況を示す。 度10分17秒　囲】国側不適合鋳ず. 晒親筆①%琢鼎ニ]監護 

"-l ∴・原. ト ト三、千 徽章置場農○○重義▲ 事 の擬装m調脚.さの男 

Al馴伽の　　　　午-〇十-」’… 　　　　　I・・・・・言埠位置回 A輔十H譜欝不適合の　顔役一十出講蓋軸。‡ 

A地区の区弼∴∴∴提○○土葛墾〇三≡三〇〇〇十A地区】　　　　国: 



添付書類3

3.汚染土壌の運搬の方法

汚染土壌の運搬方法は、汚染土壌の運搬フローを図lに示すとおりとする。

形質変更時要届出区域 

港区虎ノ門一丁目211番3の一部、同番7の一部、同番19、227番7の-部 

、同番16、228番1の一部、同番12の-部 

対象物質:枇素、ふっ素 

運搬受託者:株式会社KSJ 

運搬請負者:運搬業者一覧を参照のこと 

荷　　姿:直積み十ハッチカバー(タンク車) 

直積み十シート養生(ダンプ) 

直積み十ハッチカバー(バキューム車) 

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 

種類:浄化等処理施設、分別等処理施設 

処理方法　放棄、ふっ素:異物除去・浄化(抽出一洗浄処理) 

図1汚染土壌の運搬フロー
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4.汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

汚染土壌運搬業者
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�"�

株式会社KSJ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾb��Ig�ｩ)ｩ?｢�yMChﾘb�03-5667-5333 �5�984竟B�枇素 ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�4ｨ6��ｲ�ダンプ 剪ｼ積み十シート養生 

バキューム車 剪ｼ積み十ハッチカバー 

有限会社 宮崎興業 ��ywHﾊx�9�ﾈ�2�ﾋIm域ﾉ)ｩm｢��IMI&��047-328鵜4323 �5�984����批索 ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�4ｨ6��ｲ�

バキューム草 剪ｼ積み十ハッチカバー 

丸東商事 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾb�(hｨｹ�ﾈ自)ｩm｢�8ﾔ窺CS(ﾘb�03賀3686-4911 �5�984韜b�枇素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�4ｨ6��ｲ�

有限会社 劍6�4ﾈ8X�ｸ�ｸ8�鍈�ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�4ｨ6��ｲ�

株式会社 ティーエム �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾb��Ig井�)ｩm｢�I=ｳ��ﾘb�03-6663-9666 �5�984竟B�批素 ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�4ｨ6��ｲ�

有限会社 中央建設機工 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾb��Ig�ｩ)ｩm｢�yMChﾘb�03-5667-5055 �5�987b�批素 ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6ywｹ�b�

有限会社 松田商会 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾb�自Ehﾕﾙ?�)ｩm｢��)MCXﾘb�03-5607-2035 �5�987b�枇案 �+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6ywｹ�b�

バキューム車 �-8,��b�直積み十ハッチカバー 

9



タンク車の構造図



ダンプの構造図




