
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I月主7日 

東京都知事　殿 

東京都港区港南2丁目15番2号 

届出者株式会社大林組東京本店 　　　　　「鵜臆賀∴ 

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 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78��$ｨｾi��ｹ��?�)ｩm｣)MC3俘b� (地番表示)東京都渋谷区神宮前二丁目2番10号、 

新循区霞ヶ丘町16番3号 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘs�c�-c�#�t"����

汚染土壌の体積 ��#S"��ﾆﾓ8�������������������������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵�,俾h+x�"�

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮�r一�:竟B����������������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵(,俾h+x�"�

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5H98�X7(6(4�8ﾈｹ韜ik�����h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵(,俾h+x�"�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�.(ﾈ苹?｢疫ﾉ.ｒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ�8�ｩ?｢疫ﾉ.ｒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔6ﾈｸ霾賈?｢疫ﾉ.ｒ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖貶ｸ霾�*�?｢疫ﾉ.ｒ�

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 兔ｨ鐵(,ﾈ�SBﾈ暮L�鋹{ﾈ8ｨ5�6x�h,俾h+r�

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。) ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

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。) 兢ｸｬx郢�ﾘ,ﾙw�*(,�*(�"�

備考l　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)を語載し、押印すること

人にあってはその代表者)が署名することができる。 之9∴」?
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図1-2　形質変更時要届出区域の場所

表l-1措置対象となる特定有害物質

措置対象となる特定有害物質 ���X�9�B�区画数 

形質変更時要届出 �H*�.h-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��土壌含有量基準不適合 澱�

区域 剴y壌溶出量基準適合 
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<以下、 2次処理(参考) >

〇〇〇〇---○○輸---〇〇〇一一〇-----------一-輸--一〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「

!海運:東海運株式会社　　　　　　　　!

;荷姿:船舶(ハッチが-付)　　　　　　i
i○○置〇〇〇_農○○_○○-〇一--○○-〇〇〇〇〇一一一〇輸-一書--○○○○〇〇〇〇--〇〇〇一一l

.__】し○○__〇〇〇_置_______○○葛____○○_〇〇〇〇輸〇〇〇〇--------輸〇〇〇〇〇-〇〇〇〇一------○○輸「

処理施設:株式会社サン・ビック　名古屋事業所　　　　　　　　:

(愛知県名古屋市港区潮見町5番)

種　　類:浄化処理施設

処理方法:洗浄、発熱、セメント原料リサイクル
●〇一〇〇〇〇-葛〇〇〇置一一一〇〇--農-○○--〇〇一------一〇---一一一一〇-一輸〇〇一○○〇一〇置-

図2-1汚染土壌の運搬フロー図
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表2-3　運搬請負者(協力会社)一覧

自動車等の使用者の氏名等 俶yw��(,ﾈ���連絡先 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�基準 不適合 土壌の 稲類 儖(藝9�/�f育�+x.���"�

明和土木興業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�98ﾉ|ﾈ彡))ｩm｣2ﾓ�"�048-798-6684 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98����

株式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi^ﾈﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�)MChﾘb�03-5664-3383 �5�987b�鉛 �+ﾉxｨ-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社丸和工業 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi?ﾉ$｣9)ｩm｣Rﾓ��03-3853-6961 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r��H�h4x6�8ﾈ99�ｲ��

株式会社豊信トラスト 俥仂ｨﾊxﾔｸ訷�9(c))ｩmｩI"ﾓ#��0480-3ト8124 �5�987b�鉛 �+ﾈ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社戸舘総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉑�ﾃ9)ｩm｣�BﾓBﾓ3�R�03-3655-1865 �5�987b�鉛 �.ｩ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｹH87ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社新拓典薬 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�8麻�)ｩm｣3#窺I&��048-952-8155 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ+��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社米塚総連 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�9Oﾈ�mィﾓ�"ﾓ�B�048-421-5088 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

株式会社脊葉興業 ��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)63�ﾓrﾓB�045-593-8145 �5�987b�鉛 �+ﾉwx-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

株式会社ハーモセレ �8ﾈｹ�79(h匣ｾi�i�ﾃ�ﾓ�蔦x��$b�03-3553-6823 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ�h4x6�8ﾈ98����

有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓC9t�B�03-5666-3168 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ��7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��)ｩm｣�bﾓ2�03-6806-2572 �5�987b�鉛 俔���-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ998｢��

有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�044∴288-7644 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾂ�4x6�8ﾈ99�B��

シグマテック抹式会社 �8ﾈｹ�79(h匣ｾi?ｩgｸｻHｷｹ�)*ﾃYMCHﾘb�03輸5651-2201 �5�987b�鉛 �.ｩ��-ﾘ�i�if育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

松島運輸株式会社 �8ﾈｹ�79�兔�ｾiG騷#"ﾓ#Rﾓ�2�03-5913-8371 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾒｹ�ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾂ�4x6�8ﾈ99�ｲ��

株式会社三尾ア置くンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤686s#rﾓBﾓc���03-3741-8150 �5�987b�鉛 �hﾖX-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r���4x6�8ﾈ99�ｲ��

株式会社小原工薬 �8ﾈｹ�79J�68ｾi{ﾈﾙ�9)ｩm｣(6s�B�03-363辱-0461 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾcY)ｩm｣�bﾓ"ﾓ��r�03-裏659-9932 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

K丁産業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�8自�c�)ｩm｣2ﾘ�b�03-3655-5478 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾂ�4x6�8ﾈ99�B��

山良建設株式会社 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｮﾉ�ﾘﾊ��)ｩm｣�"ﾓ�2�03-3489-7137 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ+y�ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

優勝商運有限会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾉ���ﾃi)ｩm｣�bﾓb�03-3689-2768 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社保戸田総柴 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(i�ﾉ�ﾃy)ｩm｣#2ﾓ�"�03-5667-4874 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社北建産業 ��)�位yfｹvﾘﾆ�8��xｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��0172-77-3305 �5�987b�鉛 �+ﾈﾈｸ-ﾘ+y�ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98､鋳�

有限会社果実興業 ���=��ﾈﾊy�Vﾈ�8ｬ�仞i[ﾘ��*ﾉ)｢ﾘ*ｳbﾙEbﾓ#���045-507-0070 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社松田商会 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣3�ﾓCr�03-5607-2035 �5�987b�.鉛 �i_�-ﾘ��ｩ:yf(鉅5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社倉舘建材 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9$俥虻ﾓ#�ﾓbﾓ��R�048-261-6246 �5�987b�鉛 �+ﾈ�(-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

裸式会社伊能璽犠 ��ywHﾊx葺���98ﾉnﾃ))ｩm｣#bﾓ��b�047-355-1159 �5�987b�鉛 �.ｩ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

抹式会社活建製菓 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾh堅ｻｳ8�｣�xｨｳ#Rﾓ3���03置5647-5880 �5�987b�鉛 �hﾖX-ﾘ��ｩ:yex鉅5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98ｴ"��

有限会社高野建材 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣���SBﾓC�b�048-266-5251 �5�987b�鉛 �+ﾉ<x-ﾘ+y�ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

豊島土木株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi�ﾉ�Xﾋ86s(�(ﾘb�03-3608-8741 �5�987b�鉛 �+ﾉxｨ-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��048-259-0159 �5�987b�鉛 �.ｩ��-ﾘ+y�ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

宇和建設興業株式会社 ��ywHﾊx鉙ﾌｸ�9(x鯖*ﾃ2ﾓ��X6s"�047-362-33的 �5�987b�鉛 �hﾖX-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

株式会社売国商店 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi�Y$ｩ63Rﾓ#bﾓ��03-3606-8565 �5�987b�鉛 �.ｩ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

阿仁建材工業抹式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9Ky[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�048-224-5473 �5�987b�鉛 �hﾖX-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社大潮産業 俥仂ｨﾊyfｹ�ｹzxﾅ8嫌=�*ﾉgｹ*ﾃ2ﾓb�048-721-8100 �5�987b�鉛 �.ｩ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾂ�4x6�8ﾈ99�ｲ��

有限会社高架建興 �8ﾈｹ�79Jｨ唏���9¥�m�*ﾃ3bﾓ#2�“042-666-4218 �5�987b�鉛 俔���-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�B��

株式会社井口工築 俥仂ｨﾊx�9Oh�9[ﾙ_ｳ3SH�ｸ�ｳ"�048-726-2793 �5�987b�鉛 �+ﾉH�-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

抹式会社竹村建商 ���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9|霎i�ﾉ�ｳ�SCRﾓb�042-783-0666 �5�987b�鉛 �.ｩ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98����

有限会社昌栄興業 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9�X琶�H��i63332ﾓ��048-296-4311 �5�987b�鉛 �hﾖX-ﾘ�i�if育�5h�ｴ�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

向井建設抹式会社 �8ﾈｹ�79�y�968ｾi�ｩ69�ｹ69*ﾃ"ﾘ+2ﾓ��03-3257-1315 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

北陸産業裸式会社 俥仂ｨﾊy��ﾏX�8岔�i��bﾓBﾓ�"�048-467-6684 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ��ｩ:yf育�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98烹��
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1.陸上運搬

陸上運搬に使用する車両は、大型のダンプトラックであるo

運搬時の飛散・流出防止、運搬時の悪臭による沿道等への生活環境の保全のため、ダ

ンプトラック等による運搬においては、図3-1のように不織布やエステル製のシート等

による養生を行なう。運搬車両の荷台は鋼製であり、破損箇所等がなく、テールゲート

が確実に閉まるものを使用する。

車両の運転席と助手席側の2箇所に文字サイズ140ポイント(50mmX50mm程度)

以上の大きさの『汚染土壌運搬車』の表示を行なう(写真3-1参照)o

積み込み◆荷下ろしの待機時等にはエンジンを停止させて騒音や振動にも配慮する。

『汚染土壌運搬車』

図3-1運搬車両の養生(ダンプ車による運搬の場合)

写真3-1草両表示
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運搬過程において、分別や他のものとの混載は行なわない。

事故等により、運搬する汚染土壌が転落し、飛散し、若しくは流出し、又は当該運搬

の際に生じた汚水若しくはガスが飛散し、流出し、地下に浸透し、又は揮赦したときは、

直ちに当該運搬を中止し、自動車等又は保管設備の点検を行なうとともに、転落した汚

染土壌の回収を行なう。

汚染土壌の含水比が高い場合には、運搬時の振動により泥状化して流出しないように

改質(同化)して運搬する。

ダンプトラックの構造図を図3-2に示す。
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【自動車・運搬容器の横道】
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図3-2　ダンプトラック(運搬車両)の構造図


