
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) 

平成　28,年　f-2月　ユ0日 

東京都知事　殿 

届出者　　東京都中央区京橋二丁耶割一周音 

清水建設株式合桂東京 難聴合本繁ヾ国星アン 

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�78��$ｨｾiJh9i$ｩ?�)ｩm｣CIMC�ﾃCYMCH,ﾈｦX自YB�&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有害物質によ ��Xｾ"益頽�����#�t"�+Rﾈｭﾉtﾃcit"�r鎚傳渥ﾉtﾃ33�t"�r��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 ��ﾃC��ﾓ8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR坪�越H補一�:竟B��
※詳細は添付書類3の通り 

汚染土壌を運搬する者の氏名 �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��

又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�8,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を処理する者の氏名 �ｨ8H7ﾘ5ｸ92�

又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�8,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を処理する施設の所 倅�Hﾊx堅棹�8��68鮑5h6h6ﾙm�#CC�MI&�,ﾃ��

在地 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�8,ﾉ,ｨ.�����������������ﾂ��8����

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��8ﾈ苹?ｨ���������������ﾈ���ｨ8ﾘ�ｶﾈ�ｨ�X�･R�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖讓ﾈ�54�68���������������隶yL�¥ｨ撮�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖紿ﾈ�3�?ｨ��������������ﾈﾕﾈｦ宇��i�弌ﾉX�� 

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��xﾈ�4�?ｨ����������������ﾉ��;�wﾙ,��

運搬の用に供する自動車等の �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5�����棹ﾊy�Y,8�9Vﾉ�Y,3Bﾓrﾓh���ﾂ�

所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿��X,ﾉ,ｨ.��

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。) 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

他　全3社 

※詳細は添付書類6の通り 

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。) 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

他　全3社 

※詳細は添付書類6の通り 

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。

発車重義簡)
班一斑十継は、



添付書類2

4 　疑虎 剞�ｩ 傭寄血書1 帝My���一三=二二二苧亜　　　/1日の 

/　　　紬　`鮒書- Qしくの) 亳3迂W(ﾘ'ﾒ�(観が/u 宙.ｨ*ｲ��*��劔劔劔 

重病 の-○○.0 蔦�ｻ3��Rﾒ�ﾓ�驅���No 尾｢�1　　　2　　　　　3 劔劔剿�������e��) i i- 滴�S��ﾙ�ywH既/｢�����ﾓ"ﾗ2�3S�繧�����ﾘ�T���蔗�

-重 坪-ﾈ-ﾃ��討O �*&��

一之j -き 蔦8ｻ8�｢�耳耳��縱���ｷｹE��○○002o 出○ ○♪005 �-ﾃ2�踉�C��

-4 -5 ac禽) 蔦R�-ﾃ���Sh�c#��No No ���2�~ﾃ�� 亦���B� ��白����� ��I i i ��i i 亦����� ��I　　　　　三　三欝十善 

も」　藷寓語園繭 愛鷹 剞�ﾙ ��X暫�� 白���ﾂ�����劍將��� �� 鳴��������� 

oulれ) ��(+9+&ﾉl｢ﾒ�-● (競/1D 忠'X*ｹ_ｸｻ2��) 劔劔劔剿�����������(ｽh*��剪����佰ｸ��4末ﾃ���36��

(〇・-「),5) 帝9憧�0.○○1ロ ��R�I 劔劔劔剪�������������������ﾓ���ﾘ�9$�����+(尠�+(���R�

-1 -1墓 蔦�ﾘ橦��ﾘ-ﾈ6ﾓ��0臆0011 0臆0011 ��ﾂ�顗ｯ��劔劔劔剪�-2 剪�

-2.5　　　-量98　　　川)　　1さ　　　　- 

-2 -3 蔦(�ｸ�ｲ�ﾓ8究R�0り00うー Nロ �+r�H踉�I � 曝+�����ｸ�b�劔 �� ���� 冤　　　　　　　　　　‾` 剪ﾓr��､迄��$������;�������

-5 劔-寄」き　　i血　　1j∴∴i∴8 
-1 乖ｳ��b唐�No ��*ｲ�

漢書漢書臆臆患 -事 4oの 蔦X�i4��川D 水鼠 i館血書l I蘭書′動 けD 俥V��I 劔劔�� 劔��b�一書回書■園田 

」_ i i B蒔 1 劔劔劔劔用宿嵩認調嵩需園謝 !荒井富No嬉i・0霊闇N申さi 
l II I∴ I �� ���� ��

Gum) 褒層 (〇一一〇五) 譜ｬ9H����ﾓ��hｯ��8���ﾓ��

-1 -1j 乘ｳb�ﾓX�h�ｲ��ｳR跿��0臆000寄 o臆〇〇12 � ��R��� 亦���偖ﾈ蓼���劔 ��h��ﾂ� ����ｲ��　"/〇一 餌③∴‖鉦⑨ 剩��-重 一之寄 -3 坪+8�������������s2���+3�[ﾈ�)飲�B��,ﾙ�yvYZ�,ﾈ+ﾘ-�7ﾈ�ｸ8ｸ4�/�(hｽ�+X+ﾒ�

-ま -3 ��ｸ�ｲ紿*ｲ�ﾓr顋�d��耳靃�gB�ﾓゅ�T��州o ND ● 榊O � ��劔� 劔剿｣　合　音的溶合 劔’　　一　一乱調こ-∴NO　l葛　地点をずらし4C②(その功として再調査を 

ーl 輸5 劔i 劔劔劔�9 　　Pb含 劔‾5　　‾m8i川O　　討O　　実施した。 

4co 劔i l � 鳴���� ��b� 塘8t"�擢8t��4c② � 倆2���4α雪) 
i 劔劔剩�v靼r�買益靼r�’H容溶合 劔 偖�Zﾈ�������X苒�

環食 e山の)調議(山) 剞�� I淘出寒- lの`′し) ��Xﾚ｢���)������*ﾘ.ｨ��ﾉz�ｬ�� 亦�娩�X�����停褪靫��� 劔劔冩山南1 扱置 宙ｭﾈ���ﾂ�ｶY+(,Xｬ�或��h�ﾈｺ6ﾂ����3�ﾓ#��

ミ青 の一一〇〇j) 蔦H�$��Rﾒ�ﾓB�6��同O �&ﾂ�,S l 劔亦�� �� 萄�2���擢8t2�4c⑤ 劔(0--0,5 　ーl 鋳ﾓH*�����ﾘﾘ��(�ｨ��)xｲ�

-1 -1j -2 -3 蔦Xﾈﾂ�ﾓR�6��ﾓbﾃ���ﾓr��ｨ�｢�0臆oOO寄 0.00-0 M〕 討D �3"�弍��r�友��i i ���� ��� 劔�$�v�������jc亊ﾂ�劔輸1よ -2 -3 ー{ 蔦Vｦ����8��:$��ﾘ+8�h�ﾃ��綯�ﾓr��������ﾘｯ��b��ｸ�ｹT��

-4 -5 蔦��h�ﾃ��ﾘ*ｸ.i+"�州D ND ��ﾆ��蔗�」- I I I 凵v二二一二 �� ��� ��������x�x�x�x�x����,H��ﾘ�ﾈ�����x�������ﾂ�����4c⑧ い9溶合 劔ー§　　　-e臆倉O　　　ND 

【凡例】 
i i ( D- ���ﾈ�ｲ�劔剪� 劔劔���ｸﾆ�'ﾙ¥�磯駢i<ﾘ�ｾh仕�ｩ�Xｾ(�ﾇ�"ﾈ傳��(�(�"ﾓｩW�&霄ｸ､X��v罠v頽�xｮ駢y+H暈���ｨﾚ���ﾆ�槓ﾕ鵜ﾘ鈷ｭﾃｨｭﾉtﾉz9��+H暈��H鬟ｨｮ��姥94ｸﾘr���ﾚ���,ﾉ�霪h,�.h�(ｾh刺轌.亜��,h,�.儉ﾘ股�

案喜■喜l 剪� 亦�� 剿��

i　　　　　　i 劔� 癖�8ﾌｲ�凵Sミニ 

し『 剩��劔劔������

図2.1汚染土接の掲所を明らかにした要措置区域等の図面



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

l.運搬フロー

形質変更時要届出区域一顧替保管施設①一顧替保管施設②③一㈱ヤマゼン上野エコセンター

形質変更時要届出区域 

(住居表示)東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1 

(地番表示)東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目挫番l、45番4の各一部 

第2種特定有害物質(水銀、鉛)汚染土壌 

運搬:㈱山崎砂利商店【運搬受託者】 

滋賀県大津市浜大津4十6　　　　　　　　　　I 

荷姿:ダンプトラック十フレキシブルコンテナ(内袋あり)十防壁シート 

運搬:㈲丸幸三栄商導他全55社(添付沓類4参照)【運搬前負者】 

東京都中野区野方1-1-1　　　　　　　　/ 

荷姿:ダンプトラック十フレキシブルコンテナ(内袋あり)十防塵シート 

積替・保管施設①:三井埠頭㈱

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

運搬:㈱山崎砂利商店【運搬受託者】 

滋賀県大津市浜大津4葛7-6 

荷姿:船舶十プレキシフ●炉シテナ(内袋あり) 

運搬:西瀧海運㈱他全10往く添付畜類鯵照)【運搬靖負者】 

大分県津久見市港町2-18 

荷姿:船舶十フレキシブルコンテナ(内袋あり) 

積替・保管施設②:兼杉興業㈱ ���9E�ｸｬx郢�ﾘt#ｩ8ﾈ恢无Z�｢�

大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 ��Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sH潟Cc�ﾓ��

運搬:㈱山崎砂利商店【運搬受託者】 

滋賀県大津市浜大津4-7-6 

荷姿:ダンプトラック十プレキシカレコンテナ(内袋あり)十防塵シート 

運搬:㈱山崎砂利商店他全37社(添付番頭4参照)【運搬請負者】 

滋賀県大藩市浜大津4-7-6 

荷姿:ダンプトラック十フレキシブルコンテナ(内袋あり)十防塵シート 

処理施設: ㈱ヤマゼン上野エヨセンター
三重県伊賀市清田字シデノ木2441番地の1

種類:埋立処理施設　　/

許可番号:第024001 1002号



添付番頭4-l

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(形質変更時要届出区域一川崎港)

会社名 偖ｨ��刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7俔H,ﾈ實}��飛散等を防止する構造 

No.1 �ｸｭｸﾔｸ蓼毎ⅸﾌB�東京都中野区野方l-1-1 �03-3319-8747 �5�987h抦8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�ブルコンテナ(内袋あり) 

No.2 �ｩ8xﾞ淫H饕�埼玉県秩父郡皆野町皆野1975-1 �0494-62-5887 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�ブルコンテナ(内袋あり) 

トo.3 �ｨﾏY=�'�$"�千寮県浦安高宮士見4丁目6-23. �047-354-1662 �5�987b�水銀・鉛 度8ﾈ4ﾂ�ブルコンテナ(内袋あり) 

No.4 亊hﾚｨ暮t�xｲ�埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1880-5 �0494-62-0551 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.5 �ｨ��69(i5I��4x985��ｸ7h8�485��千栗東浦安市千鳥12-10 �047-353-2609 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.6 �ｩ�X･�7冦��環京都江戸川区押葛西8-28-2 �03-3688-8581 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.7 �ｸﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�神奈川県筏浜市鵠見区下末吉l-4-2 �045-572-6116 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�、ゲルコンテナ(内袋あり) 

No.8 �ｸ485�5�5�984ﾂ�煎京都江荒区枝)I �))ｩm｣#ふ��ﾓ���� �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�’ルコンテナ(内袋あり〉 

No.9 �ｨﾎ8鵫68ⅹ5��神奈川県川崎市Il 俥粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�044-366-1414 �5�987b�水銀・鉛 �8ｸ4ﾈ5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.10 �･(4x985x6ｨ4�8ｨ984��神奈川県板浜市戸塚区小雀町2事7工 �045-392-6442 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾈ5h6曝,ﾘ5h6X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.11 �ｩOﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江3-33 � �5�987h����水銀・鉛 �7h8ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.12 �ｹ�H哩5I��埼玉県草加高柳島町で73-4 �048-925-5787 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�“’ルコンテナ(内袋あり) 

No.13 �ｩ�i���埼玉県さいたま市南区内谷l-11-20 �048-421-1237 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�’ブI佃ンテナ(内袋あり) 

No.14 ��Y5ILxｴ�x｢�神奈川県川崎市宮前区野川3549-3 �044-777-5551 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�’プルコンテナ(内袋あり) 

No.15 �ｩ:�68ｻｸｼb�神奈川県横浜市部策区佐江戸町釣9-1 �045-937-0499 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.16 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区潮見l-16-3 �03-6806-2572 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内装あり) 

No.17 �ｸ5ｨ4ﾈ5�6�6h7�8ﾘ6(7h8ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-22-6 �03-3698-2751 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シナI匠ンテすく内装あり) 

No.I8 �ｨｭh��ｺI:�7佶｢�千繋県市川市行徳駅前3-16-3-102 �047-306-8778 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�’’ルコンテナ(内装あり) 

No.19 做ﾙ+韃仂hx｢�相奈川県繚浜市金沢区幸浦2-9-12 �045-785-0411 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテ手(内袋あり) 

No.20 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡均山町小用工208-18 �049-296-1854 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シナlねシテすく内袋あり) 

No.21 �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��麻京都江戸川区中聴西5-16-2 �03-5659-9932 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シブルコンテナ(内袋あり) 

No.22 �ｨｺi��ⅸ橙�神奈川県川崎市II 俥粟i�9nﾉ*ﾃbﾓ�b�044-355-7756 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�’’ルコンテナ(内袋あり) 

No.23 �ｸ嫌:��ﾘ鑽�東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 �03-5666-寄168 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シフルコンテナ(内袋あり) 

母○○24 �ｸ5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�東京都江戸川区篠崎4-27-13 �03-5243-2439 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾂ�’’ルコンテナ(内袋あり) 

No.25 �ｸﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南菌西6丁目16-6 �03-3689-2768 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.26 �ｨ4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区中堪西6-12-5 �03-3680-8301 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.27 �ｹ��=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大都市上草柳8-13-15 �046-263-8780 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾈ5h6漠:�986X6忠>��X*�.ｒ�

No.28 �ｨ緬�ﾒ�神奈川県足柄上郡大井町金子338-9 �0465-42-9997 �5�987b�水銀・鉛 度8ﾈ4ﾈ5h7H�ﾈ8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.29 �ｸｭi���琉京都江戸川区春江町2-12-6 �03-5664-3383 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シナルコンテナ(内袋あり) 

No.30 �ｹ8y68ｮ�b�埼玉県秩父市大宮5486-7 �0生94-24-6652 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シナI旧ンテナ(内袋あり) 

No.3l �ｨ蕀~伜俤��千薬県船栢市印内3-23-28-603 �047-435-2418 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.32 �ｩ6饐8ⅸ橙�神奈川県微浜市槌見区馬揚4丁目27-20 �045-582-711宣 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.33 �･Du(���神奈川県川崎市)i 曝ﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�044-287-1067 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾈ4ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.34 �h��ﾔ溢Hx｢�東京都江戸川区南聴西6-25-5 �03-368了-2521 ��h5�987b�水銀◆鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

N○○35 �ｸ��?ｨ箞ｻｸﾝ��山梨県富士吉田市電ケ丘3-工l-3 �05師-24-0189 �5�987b�水練・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.36 �ｹ8ﾈ毎ｻｸｼb�神奈川県川崎市)i �ﾈｾhﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�044-280-3094 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.37 �6��ｻｸ�hx｢�神奈川県川崎市Ii 俥粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�044-299-3531 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シブルコンテナ(内袋あり) 

No.38 �6饐8ﾉｨ�xｲ�神奈川県横浜市都築区東山田318 �045-592-5148 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.39 �ｨ6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�兵庫県尼崎市東海岸町21-1 �06-6409-1735 �5�987b�水銀・鉛 �8ｸ4ﾈ5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.40 ��刎�蝌ｼhxｲ�神奈川県椋浜市旭区上川井町1109-7 �045-920-0286 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ,(986�5��R�>��ﾈ*�.ｒ�

No.41 �ｸ5�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 �048-953-9675 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.42 �7ﾘ8ｸ5靫鮎hx｢�神奈川県横浜市港北区櫓町4-工4-34 �045-542-7001 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シフ’ルコンテナ(内袋あり) 

No.43 �ｸ4�5�6凛ﾉ�ｲ�神奈川県川崎市Ji 俥粟i'(�3ふ��044-280-3567 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�、ブルコンテナ(内袋あり) 

No.44 �ｸ��ﾙ�|x蝌ｼb�神奈川県川崎両月 俥粟iVﾉ*ﾃ2ﾓ蔦�r�044-366-2151 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.45 �ｩk颱hｻｹ|��東京都江戸川区中葛西8-6-6 �03-6638-6173 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾂ�シナl陶ンテナ(内袋あり) 

No.46 �ｨ蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田l-27-4-601 �03-374ト8150 �5�987b�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠�ﾉ�ﾈ*�.ｒ�

No.47 �ｸ蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 �048-957-3001 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.48 �ｸ7ﾘ4x6�8��神奈川尉=崎市川崎区塩浜4-4-7 �044-266-44了4 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.49 ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 �045-541-7971 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.50 �69(i�鞏�7冦�｢�神奈川県額須賀市長坂3丁目宣0-13 �0468-56-1931 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シブルコンテナ(内袋あり) 

No.51 �ｹ8y68ｮ們B�埼玉県秩父市田村223-1 �0494-24-6652 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シナl厄ンチナ(内袋あり) 

N0.52 儖h扎��ｼi4��東京都瑠飾区東新小岩7-24-12 �03-369ト1361 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.53 �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-21-19 �03-3701置7181 �5�987b�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内装あり) 

No.54 傴ｩ��,ｨ戊x｢�埼玉県秩父郡横瀬町大字撒瀬4146番 �0494-22-4053 �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内袋あり) 

No.55 ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 � �5�987h�X6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�水銀・鉛 �7h8ﾂ�シァルコンテナ(内装あり) 



汚染土接の運搬の用に供する自動車に関する密類

(関西港一処理施設)

会社名 偖ｨ��連絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土壕の種類 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

N○○1 �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7H8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

N°.2 亶)�I>ﾈ､ｩ)i<ｸﾄb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 ��ダンプ・トレーラー ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.3 �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三遜県伊賀市子野手西出2700番地のl ��S迭ﾓ3蔦�����ダンプ・トレーラー ��Xｾ(�Y�ﾘ霻�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>�ﾎ8*�.ｒ�

No.4 �ｩ���2�滋賀県大窪市本堅田2丁目7-29 ��sx��SsBﾓ###r�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｘ���

No.5 ��I�Xﾉｩ&(ﾔ杏��奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目10-7 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.6 �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.7 ��Y:�98ｨﾔ�'ｨx｢�三垣県伊閏市上野丸之内117 ��S迭ﾓ#�ﾓ�ゴb�ダンプ ��Xｾ(�X僣�R�プレキ �7T从ﾈ5h6X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.8 佩�H饕�三蕊県伊政市上神戸4560-87了 ��4迭ﾓ3bﾓ�3ィ�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ+85h6X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.9 �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7H8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.10 �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町田丁目20番5号 ��ss�ﾓ#蔦CS3��ダンプ・トレーラー ��Xｾ(�X傳�プレキ �7H8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.11 �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都市伏見区久我石原町3番地29 ��sRﾓ�3�ﾓ���(�R�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.12 �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡南河原林町河原尻北垣内15番地 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�フレキシブルコンテナ(内袋あり) 

No.13 �ｹfｹ6ﾂ� ��sRﾓcC2ﾓ�����ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.14 傀I��ﾉｨﾝ��療都市山科村勧修寺冷尻18-4 ��sRﾓS��'S�#ィ�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

N0.15 �ｸ揵>ﾈｻｸｼb�京都府細井郡京丹波町蒲生輌生野214-12 ��ss�ﾓ�"ﾓ#sCr�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.16 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫胃��京都府船井郡京丹波町塑田水落83-3 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�フレキシブルコンテナ(内袋あり) 

No.17 ��ﾉ���ﾙ�ﾂ�京都府京都市西京区大様沓掛町13-309 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7H8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.18 �ｩ���y��G8ﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町横杢瀬林11-4 ��ss�ﾓ#BﾓャS��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.工9 兀�68ﾉｨﾍ(ﾔ或i4��京都市両区久世鬼土用町357番地 ��sRﾓ�3"ﾓsCC��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.20 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野町尖山4-373 ��ssH�SC2ﾓ��3B�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ ��ﾈ6曝,ｸ986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.21 �ｨﾜｨ�8ﾔ雨ﾒ�兵暗県尼崎市田能3丁目4-22　¥ ��bﾓC田�ﾓsピR�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ ��ﾈ7H8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.22 �ｸﾚｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 ��ダンプ ��Xｾ&�B�プレキ ���7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

N0.23 �ｨ5�484�42�大阪府四繚畷市田原台重丁目13-10 ��sCふsふピs��ダンプ ��Xｾ"(傳�プレキ ��h�h8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.24 �ｸ鉙葺ﾉｨﾝ��大阪府杖方市溝田西町1丁目27-22 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレ ��h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.25 ��98xⅹ5��痛都府綴喜郡井手町井手小宇宙猪ノ阪28 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�フレキシブルコンテナ(内袋あり) 

No.26 亶)|ﾘ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町重1-1 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレ ��h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.27 俎)�仆ｸｼhxｲ�大阪府岸和田市大北町1-3 ��s"ﾓC3蔦33���ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレ 定7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.28 ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 ��s"ﾓC32ﾓンヲ�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.29 �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 ��s"ﾓC#ふ3sビ�ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレ �5h4�8ｸ,(5ﾘ6X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.30 俎8ﾉｩLｨxｲ�大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキシフ’ルコンテナ(内装あり) 

No.31 伜)�ﾈﾉｨﾝ��京都府鐙轡郡井手町井手南猪坂39 ��srﾓC�"ﾓ3����ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレ �5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

No.32 �ｨ8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 ��sCBﾓC"ﾓ�S�R�ダンプ ��Xｾ(�X傳�ルキシブルコンテナ(内袋あり) 

No.33 �ｩ69(h�Jﾈﾔ溢B�大阪府八尾市南木の本5丁目49 ��s#�ﾓ�2ﾓ�S�B�ダンプ ��Xｾ"(傳�フレキシブルコンテナ(内装あり) 

N0.34 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 ��s"ﾓss蔦�#���ダンプ ��Xｾ(�X傳�ルキシフ高コンテナ(内装あり) 

No.35 �ｸ�8ﾔB�大阪府東大阪市横枕詞2丁目12 ��bﾓcsコﾓ�����ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレ �5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｘ�b�

No.36 �ｨ��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレ �5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�

N0.37 �ｨ精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 ��ダンプ ��Xｾ(�X傳�プレキ �5h4�8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.ｒ�



運搬車輌構造図
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運搬車輌写真(後面)



添付畜類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する蕾類

会社名 偖ｨ��連絡先 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する稲造 

No.1 ��ﾉ�ｸ､8戊ｽ��大分県津久見市港町2番18号 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ6�6(6�*����b�

No.2 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町1-15-10 ���2ﾓsc�ﾓc#c"�水銀・鉛　∴ �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ6�6(6�*癖�h爾�

No.3 ��8毎､8戊x｢�東京都港区海岸3丁目26-1パーク芝浦5階 偵�2ﾓ3CSBﾓcSS��水銀・鉛 �8ｸ4ﾈ5h4�8ｸ5(986X6超���7h6�*����h爾�

N○○4 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 ��モﾓc湯ﾓcc#"�水銀・鉛 �8ｸ4ﾈ5h4�8ｸ5(986X6偖ﾈ6�6(6�*ｨ6��bﾒ�

No.5 �ｹW域ﾘ､8補��千葉県木更津市中央3-4-17 ��C3ふ#2ﾓcCSB�水銀・鉛 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�+x6�4ｸ*����bﾒ�
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添付書類6-1
積替1保管の用に供する施設に関する書類

(川崎港)
1積替・保管施設(三井埠頭)の配置図



添付書類6-2

積替教保管の用に供する施設に関する書類
(岸和田港)



添付書類6-3
積替・保管の用に供する施設に関する書類

(木津川港)
1積替・保管施設(東亜貨物)の配置図
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