
様式第十六(第六十一条第一項関係)
I 劔,J 母 

汚染土壌の区域外搬出届出書　　　　　　　¥ 劍尨��ｮﾈ��耳��6｢�

平成ユ8年/五月　之　日 
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 俔ﾙ8ﾈｾi8ﾈﾛｸ�)ｩm｣s��MC�8,ﾈ自YH���&餉IUﾈ鹵�� 
(整-28-43、指イ35) 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨ��7��ｹv頽�ｩW94ｸﾘr���N��h��5h4�98��-8,��

る汚染状態 估�*ﾙ7��ｹv頽�ｩW94ｸﾘr��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 塔cc2�&ﾓ8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B亶�-�zH補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補�
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土接を運搬する者の氏名又は名称 妊��4x5(5h5�6X8�ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �4h5(5h5�6X8�扎圷ｩH�檍����鉙ﾞ慰��｢�
オオブ開譲株式会社　東温事業所 

株式会社デイ・シイ　川崎工場 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �4h4x5ﾈｦ�8�扎團ｨ�68ﾊy�Xｭ倡8扞:�*ﾈ駟�Y�亥(屮cS��
オオノ開鞍株式会社:愛媛県東温市河之内字犬小屋乙628番l 

株式会社デイ・シイ:神奈川県川崎市川崎区浅野町1番l号 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋糲8hﾈ糒y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����xﾈ���eIm｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����ﾈ糒y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8�糴��m｢�

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 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍��ｹ��=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾖﾂ�

びに所有者の氏名又は名称及 妊��,ｨ戊ｩH�檍��ｨ�68ﾊy&ｨ��9�I�ﾈﾖ��Iw�鬨���##���

び連絡先(運搬の際、積替え �4�4�6ﾘ､ｨｬ乘H�檍��ｨ蟹U�ﾊy�ﾈ���9fｸ��田)MC2�

を行う場合に限る。) ��i5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍��ｩ��=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾖﾂ�

者の氏名又は名称及び連絡先 妊��,ｨ戊ｩH�檍��ｨ�68ﾊy&ｨ��9�B曝ﾉ��Iw�鬨���##���

(保管施設を用いる場合に限 �4�4�6ﾘ､ｩﾙｸｩH�檍��ｨ蟹U�ﾊy�ﾈ���9fｸ��田)MC2�

る。) ��i5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

連絡先 

担当者所属　風趣建設株式会社　第三事業部 

担当者氏名 亰I�)MHﾘh���CX�S)j�"ﾘ�3ヨ��d�窺Hﾘh���CRﾓ#96�SSヲ�

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすることo　　　　詩 　2氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を認識し、押印することに代て之鼠,柁(寝 

人にあってほぞの代表者)が署名することができるo　　　　　　璃酬撒窮¥ 

環藷羅態挿 



添付書類1

汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

c B　支点A　皐月ま

※基準不適合土壌を残置する範囲は盛土、アスファルト舗装およびコンクリート舗装を実施

区画番号

3 僞b�1 �6r�2�

6 冰��4 

9 唐�7 

凡例
一　致地積界

- 10m格子

一　30m格子

子ヽ　単位区画の統合

形質変更時要届出区域

掘削範囲

圃　掘削深さ　2・86m

□　掘削深さ　4・36m

□　掘削深さ　3・96m

□　蹴り深さ4.6m

口　掘削深さ　うち6m

□　掘削深さi之.11m

□　掘削深さ　之・91m

□　掘削深さ音　之・81m

口　掘削深さ’之.71m

□　掘削深さ音　2点てm

園　輔陳さ　て・Om

O杭設置深度　40m

0　5　10　15　20　25m

二二。二。山二・喜一一・ 」二二一二二・ ‥ ・二〇‥上三重

Sこ1二500(A4)



汚染土壌運搬フロー



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畜類

現場⇒川崎港

自動車等の使用者の名称等 株式会社ケイテック 岡村建輿株式会社 豊川興業株式会社 ㈲ヒカリトレーディング 有限会社宮原商店 株式会社杉山商事運輸 須藤開発興業株式会社 株式会社山長建材 株式会社太田工業 ∠ゝ∠ゝ 刋�xﾙ�b�車体形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する稲造 

044-288-76規 �5�987b�鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

044-344-5441 �5�987b�鉛、批粟、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

0規-299-3531 �5�987b�鉛、拙策、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

044-280-1321 �5�987b�鉛、枇寮、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

044-959-3456 �5�987b�鉛、枇寮、シアン、ふっ素 �+ﾉ&ｸ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

045置50工一触72 �5�987b�鉛、枇素、シアン、ふっ乗 �+ﾉxｨ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

0色4-344-0123 �5�987b�鉛、磁束、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

044-211賀4458 �5�987b�鉛、枇窮、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

044-276-3975 �5�987b�鉛、批累、シアン、ふっ莱 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

株式暮社協和商事 有限会社橋本土木 ∠ゝ ��CBﾓ3SRﾓssSb�ダンプ �H��O閲���5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

044-788-2060 �5�987b�鉛、批寮、シアン、ふっ素 ���xｨ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

株式毒性TGR 　∠ゝ ��CBﾓ#ビﾓ��cr�ダンプ �H��N�{���5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

株式本社マエハフ 　A ��CBﾓ#cbﾓCCsB�ダンプ �H��O��h��5h4�98��-8,�{��直積み十防じんシート 

有限事社永山興業 株式会社後藤田商店 ��CRﾓScRﾓ33sr�ダンプ �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直械み十防じんシート 

044-366-1414 �5�987b�鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

日野商店 / ��2ﾓ3sSふピc"�ダンプ �H��O��h��5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

長谷川商店 　∠ゝ、 ��CRﾓ鼎"ﾓ都&ﾂ�ダンプ �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

暮雪　江口 �� 俘x������5h4�98-8,��直顧み十防じんシート 直積み十防じんシート 直積み十防じんシート 

黒田建材 ��ダンプ ��(6ﾘ�(�(���"�僣��O����5h4�98��-8,��b�僣��N�{���5h4�98��-8,��b�

有限会社日昇興業 有限会社湘南オートサービス 　∠ゝ ��8�S3sS�ﾓc�3��ダンプ 

045-521-4322 �5�987b�鉛、枇寮、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

ココ ��ン ��ﾈ�(������5h4�98��,��直頼み十防じんシート 直頼み十防じんシート 

株式会社塩沢建材 i　A ��CBﾓ3SRﾓ鼎3"�ダンプ 佰ｸ�(���(���"�僣��O胃���5h4�98��-8,��b�

石川建輸株式耳社 　∠ゝ ��D3RﾓSFﾂﾓs都��ダンプ �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

有限冨社海部建材 　A ��d�##2ﾓ��コ�ダンプ �H��O胃���5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

有限罫社丸幸二栄商卒 有限会社東栄興業 旭企業株式会社 シグマテック株式会社 ��CHｨｳ8�2ﾓ��モ�ダンプ �H��O閲���5h4�98��-8,��b�音直積み十防じんシート 

044-280-30班 �5�987b�鉛、批寮、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

044-221-1602 �5�987b�鉛、批繋、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

●」　.　I.- �92�倉　　　シアン　っ �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

有限会社国良産業 有限会社小田桐興業 有限会社玉城建材 三浦興業 株式会社岸野商店 ��d�3cbﾓ#�S��ダンプ ��(���(���(��^����僣��O井���5h4�98��-8*8ﾇ��

046-204-6920 �5�987b�鉛、枇宗、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ��+h/�5h�ｸ6r�

0色ト276-0904 �5�987b�鉛、批葬、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

045-82ト2756 �5�987b�鉛、枇兼、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

●〃　:●　　　　● ��鉛、批素、シアン、ふっ寮 鉛、枇粟、シアン、ふっ素 鉛、批寮、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�ex+h/�5h�ｸ6r�+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�+ﾉN�-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�

有限会社松建 ��H6s3s�ﾓCイB�ダンプ 

渡辺建機有限会社 .A ��CRﾓ鉄"ﾓS�C��ダンプ 

有限罫社睡蓮材 有限会社初瀬川建材 ��CcrﾓsRﾓピ�"�ダンプ �H��O咽���5h4�98��-8,��b�直頼み十防じんシート 

ン �5h4�98��-8,��音　じ　÷」 

笠間建材 有限ム ��Chｨｳ##蔦�ss��ダンプ ����(���(�(���"�僣��O��h��5h4�98��-8,��b�　　　シト 直積み十防じんシート 

婁社本杉建材 有A ��Cbﾓ#Crﾓ3ンR�ダンプ �H��N�����5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

限罫社松本建材 ご●オー・ ��Ccrﾓコﾓ#3�R�ダンプ �H��O閲���5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

ンワク株式会社 　A ��Cbﾓ#�RﾓSC���ダンプ �H��N�x���5h4�98��-8,��b�直頼み十防じんシート 

株式暮社田中土建工業 株式会 ��Cbﾓ#3"ﾓXﾔ�3B�ダンプ �H��O��h��5h4�98��-8,��b�直積み十勝じんシート 

蕃社建勝 林建材　ム ��Cbﾓ#Crﾓ3ンR�ダンプ �H��O閲���5h4�98��-8,�ｸr�踵頼み十防じんシート 

興業株式冨社 有限ム・ ��CRﾓsCBﾓS����ダンプ �H��N�{���5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

玄社諾富士興業 寺尾輸　A ��CRﾓ��2ﾓ#sc��ダンプ �H��O畏ﾈ��5h4�98��-8,�{��直顧み十防じんシート 

運興業株式再往 平沼興業 ��CRﾓSCbﾓ3S�R�ダンプ �H��N�ﾉ8��5h4�98��-8,��b�直顧み十防じんシート 

鉛、批察、シアン、ふっ素 鉛、枇粟、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�+ﾉ��-ﾘ�f�+h/�5h�ｸ6r�
有限会社岩崎ライン ��CcRﾓ3bﾓ##CB�ダンプ 



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蓉類

船川港⇒エコシステム花岡㈱

自動車等の使用者の名称等 刋�xﾙ�b�車体形状 ���Y7���,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

DOWA通運株式会社 ���ッﾓC蔦33モ�ダンプ 凭���N�ｸx��5h4�98��-8,��b�直顧み十防じんシート 

小坂通運株式会社 ���ッﾓ#蔦##3��ダンプ �H��O����5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

有限会社下問産業 ���コﾓSRﾓ�c3��ダンプ �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

株式会社三協運輸 ���コﾓSRﾓ�c3��ダンプ �H��N�wH��5h4�98��-8,�ﾄ��直積み十防じんシート 

有限会社佐藤産業 ���ふピふS3唐�ダンプ �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

有限会社大森運輸 ���ッﾓ#蔦S��R�ダンプ �H��O閲���5h4�98��-8,�ﾟR�直顧み十防じんシート 

有限会社小野建材 樋�コﾓ#RﾓCCビ�ダンプ �H��N�{���5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

株式会社ダイニチ ���コﾓS"ﾓ�3���ダンプ �H��O胃���5h4�98��-8,��b�直頼み十防じんシート 

高橋産業有限会社 ���コﾓ3Rﾓ#C���ダンプ �H��'几���5h4�98��-8,��b�直頼み十防じんシート 

株式会社丸伸運送 ���コﾓSふ#y�c��ダンプ �H��O閲���5h4�98��-8,�ﾇ��直韻み十防じんシート 

株式会社T・K ���コﾓSふ#sS��ダンプ �H��O�H��5h4�98��-8,�:��直積み十防じんシート 



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

現場⇒㈱デイ・シイ

自動車等の使用者の名称等 刋�xﾙ�b�車体形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

旭企業株式会社 ��CRﾓ3#ふ3S#��ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十防じんシート 

壁用興業株式会社 ��CBﾓ#湯ﾓ3S3��ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十防じんシート 

有限会社宮原商店 ��覃�3鉄蔦3CSb�ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十防じんシート 

株式会社後藤田商店 ��CBﾓ3cbﾓ�C�B�ダンプ �H��N�{���-8,��b�直積み十防じんシート 

有限会社ツカダ ��C蔦#澱ﾓ�ゴB�ダンプ �H��O駅H��-8,��b�直棲み十防じんシート 

株式会社ツカサ総菜 ��CRﾓS�"ﾓ��C"�ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十防じんシート 

渡辺建機有限会社 ��CRﾙ�"ﾓS�C��ダンプ �H��O閲���-8,��b�直積み十防じんシート 

有限会社ヒカリ・トレーディン ��CBﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ �H��N�{���-8,��b�直積み十防じんシート 

株式会社槙運輸 ��剪ﾓC#2ﾓ�#Cb�ダンプ �H��O��h��-8,�ﾇ��直積み十防じんシート 



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

東予港⇒オオノ閲読㈱

自動車等の使用者の名称等 刋�xﾙ�b�草体形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散華を防止する構造 

株式会社千照運輸 ��ヲﾓ都bﾓX9����トレーラー �H���倚H��5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 

有限会社千照運輸ロード川内 ��ヲﾓ田bﾓ���B�トレーラー �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十防じんシート 



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
川崎港⇒船川港

使用者の氏名又は名称 ��Ikﾂ�連絡先 ���Y7��ｨ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 
中野汽船有限会社 ��h��ｫ�� �H��O��h��5h4�98��-8,��b�

戎井海運有限会社 �3��Y�xｭｲ� �H��O閲���5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

松岡船舶株式会社 �#Y;�ｲ� �H��O��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

横手海運有限会社 �?ｩ�ﾈｭｲ� �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 

朝日海運(株) �?ｩ��ｭｲ� �H��N�{���5h4�98��-8,�{��直頼み十ハッチによる密閉 (船舶構造図工と同型) 

朝日海運(株) �?ｩ+亊ｲ� �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 

朝日海運(株) �-ﾘ+8*ｸｭｲ� �H��O��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶櫛造図工と同型) 

日和海運有限会社 �?ｩ;�ｲ� �H��5ｸﾝ���5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図工と同型) 

盛徳海運建設株式会社 �#�+8+隴ｲ� �H��O閲���5h4�98��-8,��b�直頼み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 

三徳海運有限会社 俔x�Xｭｲ�0884葛22-1465 �H��O��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 

直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 
田口汽船(株) �?ｨ�ｭｲ� �H��N�{���5h4�98��-8,�{��

田口汽船(株) �3�?ｨｯhｭｲ� �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

伊醸海運株式会社 儻域ﾘｭｲ� �H��N�{���5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 

明港汽船株式会社 �渥ｲ� �H��ｦﾙ�h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

光潮物産株式会社 ��cc�{Hｭｲ� �H��5ｸﾝ���5h4�98��-8,��b�直頼み十ハッチによる密閉 (船舶構造図工と同型) 

井下海運株式会社 ��xｵ�ｭｲ� �H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図工と同型) 

山中商船有限会社 俯ｨ�(ｭｲ� �H���估���5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1) 

富士海運株式会社 嶋ﾔｾ<Hｭｲ� �H��O��h��5h4�98��-8,��b�直頼み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

川之江港湾運送株式A 冰��8ｭｲ� �H��O閲���5h4�98��-8,��b�直頼み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 

坂本海運株式会社 �.(,(-8+2� �H��O��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

新津海運株式会社 悼�i(ﾘｭｲ� �H��O閲���5h4�98��-8,�ｭ��直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図lと同型) 

中内海運株式会社 ��i?�+�*H+�*"� �H��O����5h4�98��-8,�{��直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

光潮物産株式会社 ��cc�{Hｭｲ� �H��O案ｸ��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶鶴造園1と同型) 

井下海運株式会社 ��x戊ｭｲ� �H��5ｸﾝ���5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶橋造園1と同型) 

井下海運株式会社 ��y{(ｭｲ� �H��O閲���5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 

井下海運株式会社 ��y��ｭｲ� �H��O閲���5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉 (船舶楼造園1と同型) 



添付書類5

川崎港⇒舶用港
汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

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

直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 
井下海運株式会社 ��x�(ｭｲ� �H��O��h��5h4�98��-8,��b�

井下海運株式会社 ��x､ｨｭｲ� ��　　　　l 鉛、枇菜、シアン、ふっ素 �+ﾈﾍｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

井下海運株式会社 ��x諟ｭｲ�十 ��鉛、枇宗、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

井下海運株式会社 ��yk隴ｲ� ��鉛、批紫、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾘﾔ�,i:�竰�

東南海運株式会社 �-�*ﾘ+X/�ｭｲ� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

株式会社阪神シッビング 丶9��ｲ� ��鉛、枇寮、シアン、ふっ諌 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXｿ��(��ﾈ,i:�竰�

住福運輸株式会社 �+x-ﾘ-8*ﾘｭｲ� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

有限会社宮本海運 �*h*(-8*ﾘｭｲ� ��鉛、枇秦、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

開神海運有限会社 鉄�､ｩ��ｲ� ��鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

幸成マル ��h自5h�ｭｲ� ��鉛、枇乗、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

丸重海運株式会社 丶ｩvﾘｭｲ� ��鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

住鉱物流株式会社 �3)�hｸ�ﾈｭｲ� ��鉛、枇菜、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIY>ﾙ�(���,i:�竰�

住鉱物流株式会社 �39�hｸ�ﾈｭｲ� ��鉛、枇寮、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

末席海運株式会社 ��為ｨ戊ｭｲ� ��鉛、枇窮、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXｻI�(��ﾈ,i:�竰�

愛昌汽船有限会社 �6�8ｭｲ� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

平岡海運倉庫株式会社 ��c(､9��ｲ�上 ��,鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

有限会社三寓言 倅�Mﾘｶs�b� ��鉛、枇薫、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

山田汽船有限会社 ��Ik�� ��鉛、枇寮、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

日伸海運株式会社 ��隍2�十 ��鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIYFI�(���,i:�竰�

日伸海運株式会社 俘(��ﾈｭｲ� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

中野汽船有限会社 ��i���ｫ�� ��鉛、碓素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIYFI�(���,i:�竰�

合資会社大坪組 ��h蕀Y��ｭｲ� ��鉛、批乗、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIX朱�)�ﾓ�,i:�竰�

有限会社栄寿丸 偖ﾉ?�毎�� ��鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

有限会社力海運 處ﾘ魔� ��鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾆﾙ�(���,i:�竰�

新岡建設海運株式会社 ��c���n�隴ｲ� ��鉛、枇秦、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

御前崎海運株式会社 偖ﾉJｩ�YJb�』 ���ｳｳｳｳｳｳｳｳｳｳｳｳｳｳｨ���鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾈﾍｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�



添付書類5

川崎港⇒船川港
汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

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

直積み十ハッチによる密閉 (船舶構造図1と同型) 
御前崎海運株式会社 ��h�JｩY�r� 刮煤A碓素、シアン、ふっ素 

御前崎海運株式会社 兀��ｭｲ� ��鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

御前崎海運株式会社 儻域ﾙY�ｲ� ��鉛、批素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾘﾔ�,i:�竰�

御前崎海運株式会社 ����� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

御前崎海運株式会社 儻域ﾘｮ(ｭｲ� ��鉛、批繋、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

神藤海運有限会社 ��hｻHｭｲ� ��鉛、拙策、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

晴英 ���H��O��h��5h4�98��-8,��b�直頼み十ハッチ 　ヽ　● �,�.h.冕y¥"�
日　　進図1と口型 

興徳 ���H��N��h��5h4�98��-8,��b�直積み十ハッチ ¥●● �,�.h.冕y¥"�

8,。.喜。..臆臆臆。。。。臆 �� � 佰ｸ��������ﾈ,hﾏｲ�

白川汽船有限会社 �#�蓼ﾊ亊ｲ� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

大分海運株式会社 兩8毎ｭｲ� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �;Y��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

旭洋海運株式会社 嶋企vﾘｭｲ� ��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �+ﾈﾝ�-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

旭洋海運株式会社 �騅ﾘｭｲ� ��鉛、枇粟、シアン、ふっ素 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�



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

川崎港⇒東予港

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

東海運株式会社 ��2ﾓc#&ﾂﾓ##���鉛、枇案、シアン、ふっ素 �6�8做ｨ-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

御前崎海運株式会社 ��イbﾓcBﾓ#ss��鉛、批素、シアン、ふっ窮 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

新丸港運株式会社 ���sふ#�ﾓ#3#R�鉛、批素、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

有限会社海陸産業 ��CRﾓC�ﾂﾓ33#��鉛、批繋、シアン、ふっ寮 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

西瀧海運株式会社 ��都"ﾓ�"ﾓ#�S��鉛、枇粟、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

愛知海運株式会社 ��S"ﾓcS�ﾓ3##��鉛、碓寮、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXｿ��(��(,i:�竰�

由良海運株式会社 ��S"ﾓcc�ﾓ#sSR�鉛、枇素、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

大道稗頭株式会社 ��bﾓcC��ﾓ#SS��鉛、椎葉、シアン、ふっ素 �6�8凅ｨ-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

鶴丸海運株式会社 ���8�｣svﾂﾓ#xﾈ#r�鈴、批寮、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

有限会社豊栄海運 ��モﾓc湯ﾓ#c#��鉛、枇素、シアン、ふっ素 �7�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

八代港運株式会社 ��田Rﾓ3rﾘｵC�ﾔ���鉛、枇素、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIYG��(��(,i:�竰�

株式会社針谷商店 ��s途ﾓ��ﾓ#�C��鉛、拙家、シアン、ふっ素 �7�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

丸協産業株式会社 ��bﾓcC3�ﾓ��s��鉛、枇粟、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

株式会社シンテック ��bﾓcsヲﾓ3CS��鉛、枇菜、シアン、ふっ素 �6�8凅ｨ-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

星揮株式会社 ��bﾓcC�蔦�cc��鈴、枇窮、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIY/)�(��(,i:�竰�

丸生運輸株式会社 ��sRﾓi�c2ﾓ#ャR�鉛、批泰、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�

玄鴇産業株式会社 ���2ﾓSc"ﾓ��#R�鉛、馳宗、シアン、ふっ素 �6�8���-ﾘ��6�6(6�,�.h.冕y¥"���IIXﾕﾉ�)�ﾓ(,i:�竰�



添付書類与

船舶構造図1

船　主　名 剋R中南船有限会社 剔D舶保険会社 劔8ﾈｹ隍8�9?ｩ:陷鞏�]ｸﾊ�｢�

」蔓_珪○○董一号 剋lR6110 儕i付保頚 剴����墺�

住　　　所 兩二全治市高鳥生町う丁目ヨーガ 剔｢　船　所 劍�)(i�)IXｩH�檍���

.竣工年月 �201倒月 剋蝮寃＝[カー 劔�hｨ8ﾋI:雍�､(檍���

_壁__籍　港 刪､媛県今治市 刮ｸ　　　類 剴H5H484�8ｸ6X��[��ｭb�

舶　　　級 凵vG 兩　馬　　　力 剴�4備�2�

航行区域 刮�C 剩R料タンク 僊 �s�#�ｸ+R�

」量_-量符字 凵vD3681 兩」を_　　畳 凵ｼ �ｲ��#�ｸ�b�
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添付書類5

船舶構造図2
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l積替・保管施設配置図①

寮灘覿蟻鰭諷雷_,東洋瀬賦金剛陳店

○保管場所拡大図

二二二二子平∴一- ‾∴.



1積善・保管施設配置図②

蕎覿尉騎鰹乳3_-離嫡賦範川暇店

○保管場所拡大図

二二二宮∵∴∴;‾



1積替・保管施政配置図③

薫難訓擬態鶴間揺蝿猫垂訓蝦店

○保管場所拡大図



土壌の積替・保管施設の構造を記した書類(船川港)

1積替暮保管施設配置図

秋田県男鹿市舶用港船川字芦沢208　DOWA通運株式会社



積善の用に供する施設に関する書類

1-1積替施設の配置図



積蕾の用に供する施設に関する書類

1セ積善施設の配置図


