
様式第十六(第六十一一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書

201昭二/月′土。

東京都江東区亀戸二丁目31番9号

届出者　山間工業株式会社

東京都知事　殿

土壌汚染対策法第的粂第1項の規定により、要措置区域等から搬胴一る汚染土壌について、次
のとおり)帥ナ削ます。

要描躍区域等の所在地 亳8栗U刎洩8･y�蕀dﾈ攤､��ﾂﾂ�

汚染土壌の特定有普物質によ �B渥ﾉtﾉ|｢���O衣R益頽�｢���-8,��b益頽�｢����

る汚染状態 刔ｨ廁4�8ﾘ8�益頽�｢����h�ｨﾝx-ﾈ��5儻HｨHｪ�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 塔�經)-��
※詳細ま、添付驚料1の通り 

汚染上様の運搬の方法 凛H補一�:竟B��X､8補��IIR��h�ｨﾝx-ﾈ��5儻H��{�(,ﾈ曁.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�8ｨ�ｸ�X5��ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ��馼ｼh��

汚染上蟻を処理する施設の所 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾄ��YMC���(峪9傀謁ﾘ郢�ﾒ��

拒地 �I&ﾘﾊy�8ﾌｹ68�h�hｭ��ｩiMC8����窺C�瓜ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ��

汚染土域の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔2隶ﾈ-H��ﾙ��3x<��

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ｸ�ｸ�ﾉ�h<��

汚染上擦の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8��K�8��菇62�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�9)ｩ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 �5儻I[h�8,ﾉ,ｨ.��

槻替えを行う場所の所在地並びに �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾆﾂﾓ���
所有者の氏名又は名称及び連絡先( ��CBﾓ3#蔦��3b�

運搬の際、積替えを行う場合に限る �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����蟹&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&��b�
。) ��S"ﾓc�"ﾓ3�#R�

保管施澱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。) �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾈ6xﾔ���
044-329-1036 

愛知海運株式会社　愛知県名古屋市港区船見町57番地先 

052-612葛3125 

いめ子音歌碑 

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

ほぞの代表者)が署名することができる。



○土地の形鼠∴変更をしようとする場所を明らかにした要措、王城等の図面

要措置区域等の所在:東京都江東区大鳥二丁目1番4号　外1て笹(地番)

基準不適合の区画

基準適合の区画
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図の説明

・赤色の実線、茶色の破線の範囲において水道管布設替工事を実施する。

・費色・桜色で示した範囲が要措置区域等の場所である。



添付資料2
○汚染土壌の避搬方法

(1)運搬フロー

要措陸区域等

大島二丁Iヨ116番4、大島二丁目115番26、大島二丁目115番25、大鳥二丁目115番28、

大島二丁目1工5番曳7、大鳥二丁目115番29、大島二丁目113番12、大島二丁目113番11、

大島二丁目56番8、大島二丁目56番4、大島二丁目56番10、大鳥二丁目1番

鉛(含有量)、枇索(溶出量)
ふっ素(溶出量)六価クロム(溶有量)

陸運:株式会社スリー・′ケー 

東京都新宿区中井2-3-11 

荷姿:ゲガトラック十シート掛け 

積替え保管:日興サービス株式会社

神奈川県川崎市川崎区大川1-10

海運:愛知海運株式会社 

愛知県名古屋市港区名藩2-9鵜31 

荷姿:船舶(ハッチかe-付) 

積替え保管:愛知海運株式会社

愛知県名古屋市港区船見町57番地先

陸運:株式会社明立 

愛知県瀬戸市萩殿町2-117 

荷姿:ゲガトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社粟立テクノクラシー　本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 115番l、 118番工

種類:浄化等処理施設

分別等処理施設

処理方法:浄化等処理施設(浄化、分解、加熱処理)

分別等処理施設(水銀、 P CBを除く第二種、第三種特定有畜物質)



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

自動車等の使用者の氏名等 劔連絡先　i車体の形状I　汚染土嬢の種類 劔i飛散等を防止する構造 l直積み十トラックシート(刺エステル製) 直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(株)スリーーケー 劔03-3952-3005i　ダンプ 劔O��h��7H6)�imh僣自�廁4�8ﾘ8��

(株)明立 劔0561-89-6625　　　　　ダンプ 剿ﾉO��h��7H6)�i'X僮'Y�廁4�8ﾘ8��O��h�x7H6)�h�X僮�)�廁4�8ﾘ8��

(株)ミツケン l(有)愛春建材 剿ﾆ�"ﾓs澱ﾓ�##��訳Scふ�"ﾓSc�b�訳S"ﾓccRﾓ##����5�987b�
直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ　　硯索・フッ素置鉛一六価クロム i◆ 劔+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

(有)妻木興業 劔�5�987b�5�987b�馳素量フッ素職鉛・六価クロム 剪ｼ積み十トラックシート(ポリエステル製) 

()・山建設 � ��052-799-0005 � 儂�4(��ｻ87H68�8�X僣�Y�4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(株)匠興産 (株)大真サービス (有)‾-●’l‾. �0568-29-9905 0568-79-61」3 劍5�987b�5�987b�5�987b�枇素"フッ素章鉛〇六価クロム 

枇素フッ素・鉛,六価クロム 剪ｼ積み十トラックシート(ポリエステル製) 

音 剪� ��Scふォ椒sS�R���批.、"フツ.、葛告〇六クロム ���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��ﾉ+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r域�4x5�6X8ｹ�ｲ��

Iマルシバタイヤ(株) l(有)オートパーツキソ舛! i尾張土木工業(株)! 剿訳ScS�ふ33#���S"ﾓccX�c##����S"ﾓ��Rﾓ3S�b��Scrﾓ澱ﾙ)｣ピ��刄_ンプ 儖��h�X7H6)�h活僣ｮﾉ�廁4�8ﾘ8��

!ダガ iダンプ 儖��h�x7H6)�h�x僣�Y�廁4�8ﾘ8���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

批素ワッ素"鉛・六価クロム 剪ｼ積み十トラックシート(ポ)エステル製) 

(有)真香興業　一 � 劔ダンプ 儂��h�7H6)�h�X僣�Y�廂D�8���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ6ﾘ4x5�6X8ｹ�ｲ��

(有)丸賛鉱業 剴�Si{蔦cふ3#�B��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�刄_ンプ　　甜菜・フッ素〃鉛重六価押ム 1● 

()トータルンス丁ム � 劔タンプ 儂��b(7H6)�h耳僣��廁4�8ﾘ8��O��i'X7H6)�i'X僣�Y�廁4�8ﾘ8���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

(株)プレジャー (株)横井建材 �)05叩25-3361 0568葛85-535丁 劔ダンプ 

ダンプ 儂��b�7H6)�h�X僣��廁4�8ﾘ8��N��h8�6)�h�8僣�Y�廂D�8��O畏ｹE�7H6)�h�X僣棠�廁4�8ﾘ8���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

(有)閉廷興業 �056十42-0129 劔ダンプ 

(株)徳心 (有)東海技建 C重W叶東海(株)l lダイキ建設(株)i �052-693-5219 0567-56-2221 0567-56輸7377 劔ダンプ 

ダンプ ダンプ 儖��h�(7H6)�hｮﾈ僣�ｩ�廁4�8ﾘ8���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

枇素葵フッ素置鉛・六価クロム 剪ｼ積み十トラックシート(ポリエステル製) 

052-414-6800　　　　　ダンプ 劔儖��i'X7H6)�h�x僣��X廁4�8ﾘ8���+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

自動 偬I9�,ﾈ諍w��(,ﾈ��kﾉ9��連絡先 ��車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾎo凩��飛散等を防止する構造 

ダンプ 儖��h8�6)�i'X僣�ｩ�廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 儖��h8�6)�h�X僣�y�廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 儖衣Rﾘ7H6)�h��僣�ｩ�廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 儖��i�X7H6)�hｮﾈ僮�ｩ�廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 儂��h8�6)�h�h僣�y�廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 儖��h7H6)�i'X僮u怨ｨ廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 儖��b(7H6)�hﾎ8僣��廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 儂��h8�6)�h�X僣�ｩ�廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

聖国王雪』 刄_ンプ 儖��b(7H6)�i�ｨ僮8ﾉ�X廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 



イ・積替施設の図面及び写真

<川崎港>日興サービス株式会社:神奈川県川崎市川崎区大川-10

l・硝替・保管施設配置図
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1積替・保管施設配置図

8号地全体図　　名古屋市港区船見町57番地地先愛知海運株式会社八号地現業所



積替重保管場所拡大図
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汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

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 

(株)スリー置ケー ��2ﾓ3鉄"ﾓ3��R�ダンプ 儖��h�X7H6)�h�h僮z��廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポjエステル製) 

(株)明立 ��Sc�ﾓヲﾓcc#R�ダンプ 儖衣X�X7H6)�b(僣�Y�廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 
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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 刋�xﾙ�b�汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

愛知海運(株) ��S"ﾓcS�ﾓ3##��枇素tフッ素・鉛一六価クロム �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�
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