
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 

(あ親知事殿、　　　　　平成29年/月担 

土壌汚染対策法第16条第l項の規定により、要措固区域等から搬出する汚染土壌にづいて、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79fｸｾi�ﾈ*ｨｷS9)ｩm｣�CC)MC#(,ﾈ自YB� 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��津���ｨR�r��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �#3���hｶ"�
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊t�一�:竟B��ｸ､8補��IIR��ｹzH戊t�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��矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 忠gｸ���ｨｼh���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｨ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�(ﾈ���?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�(ﾈ���#�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�8ﾈ��Y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�8ﾈ���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿��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 を行う場合に限る。) �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

愛知海運株式会社　名古屋市捲区船見町5了番地地先 

※詳細は添付書類6、7のとおり 

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

愛知海運株式会社　名古屋市港区船見町57番地地先 

※詳細ま添付書類6、7のとおり 
I′うで「　/　〆、._ 

溶ル.腿舘・I/ 剪�¶lヽVヽ11U伸ヽγI′して;く} 備考三詰謙詰ま器鷲詰‡急信印することに鶉繍鬱 

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。 

<連絡先>

株式会社前田産業　東京支店　　担当:臆臆　　　　連絡先: 03-6206-6690



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

要措置区域等の所在地:東京都北区西が丘3丁目1442番22 (地番)
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汚染土壌の運搬の方法

1.運搬のフロー図

要措置区域等 

東京都北区西が丘3丁目1魂2番22(地番) 

基準不適合土壌

鉛(含有)

陸　運①:株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番地1 

荷　姿;ダンプトラック十シート掛け 

積替・保管施設:東洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川崎区扇町13-1

海　運:株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町1鎚番地1 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

積替・保管施設;愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市港区船見町57番地地先

陸　運②:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番地1 

荷　姿:ダンプ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商業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 1工8番l

種　　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



<陸運①　草両一覧>

¥、 儂ﾈ�(�(,ﾉkﾉ�Y���書初車略の住所 佗ﾘｸｸｩR� 薄忠�ﾈ,ﾈﾆ��2�沖特土塙の郎畑 �'�ﾙ逢ﾈ/�f'D鐙+x.��ｸ環�

1 ��xｸX鰓�勅;(郁江戸用水姻蜂西6-17-10 �� �5�987b�鉛 仭�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

2 宙ｩB���nﾈｽ�+��糾I襟川糾朋旅所燥iべ弥生台トI6 �� �5�987b�統 俟I>�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹd｢��

種 ��X���o仆ｹ�ﾘ*ﾙ�ﾂ��神祭iiI瓜轍派Il鵬此lズ樽町子i手1肴 �� �5�987b�釦 俐I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

I 忠7h鉙��碑料il県械諏Il脚余間を羽沢叩諭㌻I �� �5�987b�帥 綿ｨﾈ湜-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

5 �｢儺ｸｼI�ﾈ膤�抑斜順も捌斯II碓i刈脇6・i・I �� �5�987b�錆 兀�IX-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

6 刋r綿ﾎ���佻"�柚蒸Ii隙間ぬII戸雌i利や:ト諦・13 �� �5�987b�飢 丶9l�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆ��"�

了 �&霎��X*ﾙ�｢��抑締II鵬増派IIf鮮此度範■8・l増派鴎「i議ピルiO紺 尾箔Rﾘ�ぴI�ﾓ�� �5�987b�劫 粕吠IX-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

京 仂引y4偬駮��柑豹Ii鵬戦派Ii拙I亀上川3丁H線-7 �� �5�987b�紺 粕��ｹ$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9・ 忠+(684ｨ5��均(弧!比企i靖鳩I冊子大字小川I那8-18 �-���ｩK9KRﾓ��.末ﾂ� �5�987b�凱 免ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

IO ��千躾腺活弁冊干場12-iO ����*��S9'蔦#���� �5�987b�紬 粕�)ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｒ�

= ��684ｨ5H��ﾊ��押刺=凱戦派i!騎筑i釆撮Ii刷2丁=2㌻6 �� �5�987b�舗 倅(薊-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ>B��

12 忠:�I[x*ﾘⅸ鰓�軸森川鵡川筒辞多樹雰織戸雌的’ �� �5�987b�掛 ��X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹK2��

18 �兢8�8ｴ��"�制約i服駁派串柿筑医躯I剛叩1寄重8 �� �5�987b�鉛 仂�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

1∴i ��〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇臆 ��r� �5�987b�鉛 ��8藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��

15 �� �� �5�987b�訊 �'Y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

博 �:�?ｩ4丶隴B�如擁櫛江戸川陸中埠西日こい7 ��ふ3i-��h�sc"� �5�987b�敦1 几ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｨB��

I7 忠�y*饅I<hﾖ��埼軸も博加iI柳高調「7翻-il �� �5�987b�紳 粕宙･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

18 ��喜喜喜喜喜鵜賀喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜○○喜喜喜 亅�� �5�987b�錆 �-xﾍ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

19 20 �� �� �5�987b�鮒 ��ｨ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

ダンプ 仗��腔的み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2! �ｨｦﾘ���壇最惰雌竜は花畑汁28寸重 �� �5�987b�飢 几ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｦｲ��

22 ���i&�7冦��撮水柿色取は弘通2-烏-0 �+"ﾓヨ�ﾈ�S���"� �5�987b�釦 俤9Z�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

榔 �� ���5�987b�劾 僮Xﾎ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4h5�6�8ｸ����

○○■ ��
2I ��ｩ4�7冦�4��戚帝都的医春日叩-書聖-1 ��ﾖs3土DrﾙIﾓ�� �5�987b�劫 僣韵x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

2電 ��H抦�)7佶｢�埠I諏川口Il硬朗稼ト17-I5 ��2ﾘ珣几�Bﾓc9��� �5�987b�紛 僮��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

26 凛陷�ﾔ鮎i4��均Ii課伽的l川i鳩′107-l �� �5�987b�紳 緬$�4偖ﾈ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

27 ��鵜喜喜喜喜喜喜鵜喜喜喜喜喜喜○○喜喜S臆 舒ﾂ��5�987b�節 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��

孤 �� ���5�987b�鉛 仄霑�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

29 ��"""""〇〇〇"""""〃○○"""〇〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇〇〇 ���5�987b�釣 薄ﾈ�ｹIX-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｭb��

80 ��ﾉ�ｨｭi�Xx｢�抑菊川県横波II鵬此医術名7丁=了-2む的5 �� �5�987b�創 况ｩ�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��

亀1 ��� ���5�987b�統 ���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾙ"��

82 �� ���5�987b�鉛 仗���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

■○○■ ��
脚 漠$儁X�9N)j2�干姪耽i時間ii吏l七七 �� �5�987b�統 漠uﾉ4�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

3I 忠��7�8H5H4ﾒ�騎渦江戸川は重傷隔喜・12-槌 ��Iｲﾓ3cャ�b��"� �5�987b�軌 �-x侍-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

35 宙ｾ騫騅)IY'ﾂ�撮郎櫛江戸用事西成江糾櫓 �� �5�987b�紛 �+ﾈﾍ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹzｲ��

86 �ｸﾍﾈ�ｧﾉ7冦��璃擁姉江別用も朗直な2柚 �� �5�987b�紛 僣韃X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ�h6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

奪7 �?ｩ�ﾉy�*9>��撮斑櫛埠飾隣組叩iト10-縛 ��2ﾓ3cy=ﾈ茱�� �5�987b�鉛 俟�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��



<陸運①　車両一軽>

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ��"�使用者の住所 佗ﾘﾆ�7��巾体の形状 �茜Y7��,ﾉ,iD��飛隠密を防止する版遊 

38 �4x5�6X�ｸ6x5H�Rﾘ7(5�｢�琉穂綿江奴区櫨馳-8-鳩 訳2ﾓツ�bﾘ�3c"�ダンプ �B�甜み十トラックシート(摩りエステル援) 

寄9 俛ｸ�盈�7冦�｢�如廊都江戸川区晴堪飾8丁目2-1 鑓ﾖs3cモﾓ涛���ダンプ �B�函励み十トラックシート(ポリエステル襲) 

40 �ｨﾝHﾊﾉ7�?B�瞭高精度立区会大計ト18 ��2ﾘ�32ﾙ9ｳC��ダンプ �B�彊敬み十トラックシート(ポリエステル敬) 

41 ��喜"喜喜SS■喜喜賀〇〇〇〇臆臆臆〇〇〇〇臆臆臆" ��ダンプ �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル殻) 

42 豫R� ��ダンプ �B�蚤積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

d寄 忠W｢傅ﾈ鏐ｻｸﾚr�埼玉腺新盛市斬掘1丁胃声-9 ��2ﾙd�ｵBﾘx｢�ダンプ �B�租税み十トラックシート(ポリ●ェスチル彼) 

付 � 刄_ンプ �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル認) 

15 ��神勅I】則Il崎市川塔区大師本町優-11 ��ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル蝕) 

16 儁(�檍���hｻｸｹ"�神刺Il県川艦的il崎区殿町2-1与-8 ���ﾉ+"ﾓ#���S#s几��ダンプ �B�妊概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

4で 乘H�檍��5�486X4�4��押詰川則り特利Ii筒区千席町8-主 訳�Bﾓ#ヨ�Ssh�X�ｲ�ダンプ 兌B�匹敵み十トラックシート(ポリエステル焚〉 

寸き �:��ｨ¬5HｩH�檍���神京間燦川蹄帥Il崎区鋼飽4丁目5輸3 ��h-��Bﾓ3CBﾓSI����ダンプ ����薗軌み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

49 �ｨﾄ8ﾉｨﾝ�5Io"�+���抽寮Il憮川崎印南柵区久地ト18-跨 ��3H耳･I�冲��S�2�ダンプ �B�轍み十トラックシート(ポリエステル恐) 

50 忠����=��ﾈⅹﾙﾂ�同案川県木和市棚卜鯨-容1-8鵬 �+(.�-ﾉ�簽ピ���ダンプ �B�蜜積み十トラックシート(求りエステル製) 

5し �ｸ5h6X4(�ｸ788ｸ6r�購京都江戸川区飯館町4丁目蜜7-1種 �-�*�H�ﾂﾓ#i���ダンプ �B�閲み十トラックシート〈ポリエステル取) 

58 ��饉ﾙvﾘ�)O��/"��埼玉県加歓巾西ノ宮5唯-1 ��4唐ﾙwsふsc�+r�ダンプ �&"�拡散み十トラックシート(ポリエステル甜 

弱 亂傅xｻｸ矩4��埼玉県三襲晴半田重容郭-8 �4唐ﾙ5ﾃrﾘｪﾈｯ���ダンプ �B�峨み十トラックシート(ポリエステル録) 

ま鵜 �ｹ��69���｢�手狭腺棺的大井20紗 仄唐ﾓ�4��c94��ダンプ �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

露5 冲ﾈﾌ�檍��jH蓼���ｲ�埼玉煉憐父市下吉田了53蜜-1 枇�c滴�i��+S���b�ダンプ �ﾂ�政積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

56 ��兜痛請江戸川区地場西4-宣2-2 ��ふSc妬��{����ダンプ �B�曲敬み十トラックシート(ポリエステル袈) 

き了 乘H�檍�����)+xﾉｩ���川崎的I】崎区藤敬2-1小10 ��I��ｷﾈﾞﾙ��ｯ�S��ダンプ 兒��暗積み+トラックシート(ポリエステル覧) 

謡 ���8ﾈ檍��,R舐ﾅ"�軸斜II鮒=崎市川崎区小鳥町4-4 ��ダンプ �B�蜜敬み十トラックシート(ポリエステル披) 

59 傚���8����,X4x5ﾈ��8��川崎的Il峰区締士恩納 忠KYJRﾓ#��������ダンプ �B�醐み十トラックシート(ポリエステル襲) 

60 �<俾陞������68ﾔ�/��川崎市川崎区職印1いる ��-�6s#sbﾓ塔sR�ダンプ �B�確積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

軌 乘H�檍��zI$僥X橙�押奈川思川館的川場区注好調5-16 ��ﾈ顗�Xﾆ夷ｨ43sSb�ダンプ �B�喧執み十トラックシート(ポリエステル襲) 

葛謡 仍�陞���伜(ⅸﾌHﾌy�r�柏剃腺駁洗車幽鬼区生薮委丁目11-3 訳H唏蘒V�-8�)+(���ダンプ ��ﾈｧﾂ�直櫨み+トラックシート(ポリエステル襲) 

6容 弌X�檍�����(ﾗ��川聯市勢区高車町8イ㌻重 �-�����ﾈ璽ss�{��ダンプ 抱��������o��劇み十トラックシート(ポリエステル観) 

6亀 亅���(ｮﾂ阡ﾈ��棹��?�?�5"�刄_ンプ ��x����������ｼ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�)ob�

65 冲ﾈﾌ�檍������(韶)>�����=��ﾉ�Y;yYIwﾖ仂�iF�*ﾃ9)ｩ?｣蔦��������S3ch�Yj卯S��ダンプ �B�徽み十トラックシート(ポリェスチル疲)’ 

随 �Y:ｸ､ｩJﾘ�栄Yv�檍����wﾙ�t侭>仆�4曝陂ｾi�Y�ﾉ*ﾉH韵xﾌｨﾘb���9z��ｸ6x咥+T��#2�ダンプ �:R�薗糊み十トラックシート(ポリエステル政) 



<陸運②　車両一覧>

¥ ��侠同着の名跡密 仍���(,ﾈ���迎鯖先 剄d松の形状 �衣H齎敬,ﾉ69J��飛旧哲を防止する鳩遥 

1 ��㈱聞直 ��Xﾊy,靂ｸ�9Hｹ6�$�)ｩ?ｨﾔ����056ト82-7弧3 刄_ンプ �B�政概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2 ��㈱ミツケン �I&ﾙ�)kﾈﾌ8夐G稲x�)M竸ｩ�3I)ｩmｨﾄ2��0§2-7的輸青229 刄_ンプ �B�旺馳み十トラックシート(ポリエステル製) 

寄 ��㈲愛魯逸材 �I&ﾘﾊy/ｹI(皐�9�X詹*ﾃ))ｩm｣#�頷ﾈ�｢�0568-82-請16 刄_ンプ 冩��改撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

4 ��㈱トータルシステム ��ｹ�ｩ�ﾈ鉑gｸ�9�X琶���h+s��/ｩ&��02館「l(ト0066 刄_ンプ 豫ｲ�曲積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

5 ��㈱アジアンチック �/�nﾈ髯fｸﾛ(ｷinｹzx怏*ﾈ��69�4唐ﾙkb�0267-5ト3505 刄_ンプ �B�縦横み十トラックシート(ポリエステル製) 

.6 ��㈱プレジャー �I&ﾘﾊx�*ｹO倡9L�ｾiZﾉ��*ﾈ派岑�63�'��052書6街-靭61 刄_ンプ 倅ｲ�商積み十トラックシート(ポリエステル粧) 

了 ��舶峨薙雌材 凉ﾙ&ﾘｽ冕y?ｨﾏY%飩ｩ69*ﾈ,X+y�i<hｯ��0568-騰一旗嚇l 刄_ンプ �B�政敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

8 ��鵬心 處YD�ﾊykﾈﾌ9��IUxｾi�Xﾘ)*ﾈ鬩.位h�#�H耳ｶC2�052-戯れ既19 刄_ンプ �B�直叡み十トラックシート(ポリエステル捜) 

9 ��㈲凍海技耽 �<杏�>9y險ﾘv9wﾒ�0567-靴-2塑l 刄_ンプ �B�直殺み十トラックシート(ポリエステル袈) 

10 ��ぐ・冒・軍政櫛的 �I&ﾘﾊx､8踵k儖)8y�ｨ鉑EiY��)ｨﾘCR�05き了づ6-78?1 刄_ンプ �B�面的み十トラックシート(ポリエステル製) 

ll ��ダイキ醐 �I&ﾘﾊykﾉ�(･�ｩ(i�ﾈｾiwy4�)ｩmｨﾋi+"�0能管11●上る800 刄_ンプ 倅ｲ�鵡積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1ま 忠�r�� 儖ｩ&ﾘﾋｹV�*9�ﾈ�8蓼ｵ�*�:冽���MI&��0561-請-湘2 刄_ンプ 冩��宙励み十トラックシート(蘇りエステル製) タラ′ 

13 ��(機)大帝土木 �I&ﾘﾊyN��皐ｽ�W9?�4ｸｷT�)ｩ�/���&��0568郎671 刄_ンプ �B�庭的み十トラックシート(ポリエステル製) 

14 ��(快)健昇 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐T�.(�(ｾhﾏﾉ�C�)ｩ�c�6sb�0誠」779葛079l 刄_ンプ �B�底敬み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重5 ��情)カネケンリース 儷ﾈｻﾘﾊykﾈﾌ8夊ﾞｩ(h�(ｾi�Xｧx岔~ﾈ夐j�鬩d�68ﾍ��0瓢一博一指伸 刄_ンプ 冩��輝積み十トラックシートぱリエステル穏) 

16 17 鳩 ���� ��ダンプ �B�政積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ �ﾂ�政敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ 凭��轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

19 20 �� �� ��ダンプ �B�超撤み+トラックシート(ポリェスチル製) 

ダンプ �B�誼瑚み十トラックシート(ポリエステル製) 

l‾ヽ



<海運　船舶一覧>

愛知海運株式会社

番号 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用有者の住所 刋�xﾙ�b�汚染土壌の種類 ��I�ﾈ,ﾈﾆ��2�飛散等を防止する構造 

1 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���浸知県名古屋市港区名轄2-9-31 ��2ﾓ3(ｩ�sC#��鉛 �4ｸ6(6y�B�覆知県名古屋市港区名港2-9-3l 
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1積替嘉保管施設配置図

東洋埠頭川崎支店全体図
神奈川県川崎市川崎区扇町13-1東洋埠頭株式会社川崎支店

○保管場所拡大図

海域

.‾置-一-○○--「---_二二ン翠一一一・一一一一一一‾‾一‾‾‾‾‾一



l　積替、保管施設配置図

八号地全体図　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


