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添付資料1

1.汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

1・1土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面

形質変更時要届出区域の所在地:東京都台東区橋場一丁目2 0 2番1 (地番表示)
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起　点 

起点は、台東区橋場一丁目202番1の 
最北端とする。 

格子の回転角度10度44分 

格子の回転角虚は、起点を通り、束西方 

向及び南北方向に引いた掠並びにこれら 

と平行して10m間隔で引いた緑により構 

成されている格子を、支点を中心として、 

右回りに回転させた角度を示す。 

凡　例 

二霊園　図㌢欝讃諾害しようとする瑚, 
一　致地境界　　　　　　形質変更時要届出区域の面積:3,690.91霜 



添付資料3

3.汚染土壌の運搬方法

3. 1運搬フロー図

形質変更時要届出区域:東京都台東区橋場1丁目202番1

鉛(溶出"含有) ・枇素(溶出) "ふっ素(溶出)汚染土壌

運搬受託者
シグマテック株式会社

東京都中央区日本橋富沢町5番4号

1次運搬 (陸上輸送) �餃���倆"�添付資科4参照 

荷　　　姿 �5�987h6x8�6(4頷ﾉf���5h�ｸ6xｧﾈ*��

積替・保管
三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

2次運搬 (海上輸送) �餃���倆"�添付資料5参照 

荷　　　姿 ��IIX�6�6(6�4ｨ6��ｲ�

積善・保管
諌杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵浜町1十1

3次運搬 (陸上輸送) �餃���倆"�添付資料4参照 

荷　　　姿 �5�987h6x8�6(4頷ﾉf���5h�ｸ6xｧﾈ*��

株式会社山崎砂利商店

処理施設 途中工場

処理受託者 施設所在地 滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

施設の種類 浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

許可番号 第1161001012号

3. 2　運搬体制

運搬受託者:シグマテック株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料4、 5のとおり



4・汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する讐類

皿 俶yw���,ﾉkﾈ��使用者の住所 兢X��Ш�b�車体の形状 ��'ｩ7��ｸ,ﾈ顗�"�儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

1 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���取高綿中央区日本橋富沢町を4 ��k"ﾓScX6s##���ダンプ �H��N�ﾄ���-8,��b��+ﾈ�X-ﾒ�ート(● �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2 �隶仂iE�=�檍���神奈川県慣浜市茜区北車2丁目8-4 傅ﾉKRﾓ3#ふ3S#��ダンプ ����ｶﾙ�h��-8,��b��+ﾉ��-ﾒ�ソート( �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

夢 囘ﾉ�ﾈｻｸｼiiX�檍���持家川県横浣市録区上山3丁目37-5 ��ダンプ ��B�&靹���-8,��b�兒ﾉ��-ﾒ�ート(′ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

4 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡増山町小用1280-18 ��ダンプ �H��ﾅﾙ�h��-8,��b�佶i��-ﾒ�シート(′ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

5 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾇ顫I5��神奈川県川場市多麻区鎧戸(支59 ��ダンプ �H���9�h��-8,��b��i��-ﾒ�ンート(′ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

6 佗偬H檍��u)(hｻｹ'ｨ4x985��ｸ7h8�485��千束県劇更市子烏12-10 ��ダンプ �H��ｶﾘ�B�-8,��b�冢yIH-ﾒ�シート( �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

7 凅x�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 ��ダンプ �H��緩�h��-8,��b��+ﾉxｨ-ﾒ�シート(′ �8ｨ4x5�6X8ｸ蟯��

〇 凅y?8檍���(�ｻｸｼb�埼玉県川口市粛鳩ヶ谷4丁目6-12-506 ��Cふ#案Bﾙo�Sb�ダンプ �H��鷓����-8,��b��+ﾉ��-ﾒ�シート(- �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9 凅x�檍��Yﾉ:�68ⅹ5��紳奈川県II圃市川埠区浅野町子5 ��ｸ｢ﾓ3fRﾒイ�B�ダンプ �H��O��h��-8,��b�仭)��-ﾒ�シート(. �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

10 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉的I旧市東館家2-3-12 ��Cふ##BﾓccC��ダンプ �H��鷓����-8,��b��9��-ﾒ�シート(′ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

11 儻ﾙx8檍��(XﾛB�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 ��ダンプ �H��O��h��-8,��b�俯���-ﾘ�5h�ｸ6r���8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

12 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5永X�檍���埼玉県久喜市菖蒲町全宇宙323-1 ��C��ﾓコﾓ�����ダンプ �H��O��h��-8,��b��+ﾉ��-ﾒ�シート(′ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1種 亊HｧX�ﾈ憖�俾陞���栃木県真岡市荒町5218 ��ダンプ �H���9�h��-8,��b�兒ﾉ��-ﾒ�シート(′ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

I4 仗ﾘ�h檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷市声ケ埠3丁目347 ��ダンプ �H��Fｨｯﾈ��-8,��b��+ﾈｨﾘ-ﾒ�シート(′ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

I5 凅yY畏x���Y5B�青湊県八戸市西白山台き丁目13-1さ ��ダンプ �H���8�b�つ素 �(���-ﾘ�5h�ｸ6r���8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1露 弍ｸ�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸24㌻1 ��ダンプ �B顰ｩw��つ素 佶h�X-ﾘ�5h�ｸ6rや��8ｨ4x5�6X8ｹ�ｸ�"�

17 冲ﾈﾌ�檍��嫌:�､y�b�束帯都江戸川区鹿骨2丁目43-4 ��ダンプ �����9L���-8,��b��i��-ﾘ�5h�ｸ6r��ﾂ��8ｨ4x5�6X8ｹjｒ�

18 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�隧YE｢�神奈川県横浜市鶴見区平安町1-36-ケ2ol′ ��ダンプ �B雜ﾙ�h��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6r��ﾂ��8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

19 冲ﾈﾌ�檍��fｸ偀蝌ｼb�欝衰県北津軽郡根柳町飯野趣椙元き8-I ��ダンプ �H��O��h��-8,��b��=I��-ﾒ�シート(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

20 弍ｹ¥���ｬ�ﾈ�ｴ��浦安市壕野2-ま6-108 ��C�ﾓ3SRﾓ��4��ダンプ �H��鷓����-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��シート(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

21 冓Y?8檍��蕀Oh4�6�6�985��東京勧大田区本羽田ト27十重01 ��ダンプ �H��O��h��-8,��b��h倩-ﾘ��ソート(ポ �4x5�6X8ｹ�ｲ��

こ塑 弌��Xⅹ�ｹtﾈﾌ�檍���束照輝江戸川区蘭葛西8-16-6 ��ダンプ �H��Fｨｯﾈ��-8,��b��+ﾈ�X-ﾘ��シートく′ �4x5�6X8ｹ�ｲ��

23 凩ｸ輩7冦影�陞���墓標輝北区葺合2丁目7-12 ��ダンプ �B韭Y����-8,��b��?���-ﾘ��ンート(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

24 凅x�檍���絢ﾙ5I���東京郎足立区伊興3-17-25-301 ��ダンプ �H����(X��-8,��b�俯���-ﾘ��“ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

25 凅x�檍��6x5h7ﾒ�東京勧葛飾区西水元1丁目2ト2 ��ダンプ �H��N冩(��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��●　ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

26 儻ﾙwｸ檍��Jｨ耳8(5ｨ8ﾂ�東京勧中央区制Ii〃丁目19-了 ��ダンプ �H��ｶﾙ�b�つ素 亅Y��-ﾘ��ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

27 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾙyﾒ�東京都重合区巣増1丁目2-25-3o2 ��ダンプ �H��O��h���つ素 �+ﾈ�X-ﾘ��●　ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｸ奉��

28 凅x�檍��抦ﾋHﾔ��b�束東部鹿田区両国3丁目2ト14 訳Crﾓ3#ふ3冤��ダンプ �H��ｦﾘ����-8,��b��+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾂ��8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

29 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄「丁目き28 �;�Rﾓ鉄"ﾓ��*ｳR�ダンプ ��H��O��h��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

3o 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��禅東川則=噸面容同区水沢3-ト27 ��ダンプ �H��O��b�-8,��b��+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6r��ﾂ��8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

31 冲ﾈﾄx檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京郭足立区入谷3丁目5-8 ��ダンプ ����鷓�b�-8,��b��=I��-ﾘ��ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

32 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5瑛ﾘ�檍���蛾都江轍区潮見ト1○○さ ��ダンプ �H��O伊8��-8,��b��i��-ﾘ��ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

33 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東泉部江戸川区中葛西を重い3 ��ダンプ �H��;�h��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾂ�著4x5�6X8ｹjｒ�

34 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸ鋸･ｩ'｢�東京都江戸川区集中的=3-1佃ト306 ��ダンプ �H��;�8ﾈ��-8,��b�佶i��-ﾘ��ト(ポ 著4x5�6X8ｸ烹��

35 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸標鎮町3㌻28 訳C�##ビﾓ33#R�ダンプ �H���9�h��-8,��b�兒ﾉ��-ﾘ��ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

3寄 冓X�檍��ﾔｹ��5x887�92�鷲粛部江戸川区西葛西種牛16 ��ダンプ �H��Fｨｯﾈ��-8,��b�仭)��-ﾘ��ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｸ����

37 冓X�檍��5�48��6(4��糟粕i陳I=峰市川節区千鳥巾8-2 ��CBﾓ#モﾓscCB�ダンプ �H��ｶﾘ惠��-8,��b�佶i��-ﾘ��ト(ポ 畑4x5�6X8ｸ烹��

38 ��ﾉkﾈﾉｨﾝ駟X�檍���手荒練習姦野市昏潰2-4-1 ��CrﾓG32ﾓ�#���.ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,�ﾄ���ﾉ��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾂ��8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

89 仍駢I�x�8�檍���千葉県船橋市三山l-糾-9 ��ダンプ �H��鷓�定-8,��b��+ﾉ��-ﾒｲ�ト〈ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

40 ��俾陞���(ⅳ�紳索川則=峰高車区商事町3丁目7㌻1-209 訳CBﾓSヲﾓss�r�ダンプ �H��鷓�h��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��ト(ポ �8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

41 冲ﾈﾌ�檍��7�4ｨ8ｨ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川鼎=職市川節足大筒本町田1 ��CBﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ �H���(ｯﾂ�-8,��b�佶i��-ﾘ��-ト(ポ 著4x5�6X8ｹ�ｲ��

42 冲ﾈﾌ�檍���ﾈ�8ｵｩ;2�千葉県瑚I情宣1丁目2番5号 ��ダンプ ��B餔��h��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��ート(ポ �6ﾘ4x5�6X8ｹ�ﾘ�"�

43 估凩�7冦��千禁県松戸市珂原糠2種7-牟305 ���rﾓ3ヲﾕ3ャ��ダンプ ��H��Fｨｯﾂ�-8,��b�佶i��-ﾘ��ト(ポ �6ﾘ4x5�6X8ｹ�ｲ��

44 冲ﾈﾌ�檍���襍�ⅸ饕�束東都江戸川区中葛西1丁目1ト14 ��*(+9�ｬ2ﾓssS"�ダンプ �B餔��h��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��ト(ポ �4x5�6X8ｸﾅR��

45 傴ﾉ6H暮t�xxﾗh檍���照東都杉並区栴里2丁目2㌔噛 ��ダンプ �H��ｶﾘﾄ�-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��ト(ポ �4x5�6X8ｹ�ｲ��

46 �6饐8¬JYtﾈﾌ�檍���禅宗川県議浜市部筑区東山田町318 ��CRﾓS�"ﾓS�C��ダンプ �H��O��h���つ素 兒ﾉ��-ﾘ��-ト(ポ �4x5�6X8ｹ�ｲ��

47 册�陞��(inﾈⅹﾝ靫鮎b�埼玉隔離松山大字下唐子1482番 ��ダンプ ��H��O��h���つ素 �=I��-ﾘ��ート(ポ �4x5�6X8ｹ�ｲ��

48 冓X�檍��8h5h6��儘��寓東都江戸川区瑞江ト36-14 ��ダンプ ��H��O��h��-8,��b��+ﾉ��-ﾘ��ト(ポ �4x5�6X8ｹ�ｲ��

49 冓YY畏y�9Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西鶴江3丁目33番地 ��ダンプ �H��ﾆ運x��-8,��b�兒ﾉ��-ﾘ��ト(ポ �4x5�6X8ｹ�ｲ��

50 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�江戸川区一之江2丁目12番5号 ��ダンプ �H��Fｨｯﾈ��-8,��b�佇ﾉ9ﾈ-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾂ��4x5�6X8ｹ�ｲ��



I心 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 兢Xﾋ騙ﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顗ｦｲ�飛散膏を防止する樽造 

1 冤ﾘ�檍���(ｪ維ｹy淫I5��厳賀撫大津市浜大津4丁目7-優 ��ダンプ �H��O��h��-8,��b�直税み十シート(ポ 刄Gステル嬰) 

2 冓Y=�檍���Xﾏﾈ､ｩJﾘｻｹE｢�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 ��ダンプ �H��O鵜���-8,��b�Ⅲ積みでシート(ポ 刄Gステル敦) 

3 冓X�檍��8H7ﾘ5ｸ98暮t��三緩県伊賀市予野手西出270鴫也の丁 ��ダンプ �H��ｶﾘﾄ�-8,��b�直税み十シート(ポ 刄Gステル製) 

4 冓X�檍���9�2�盤費県大洋市本堅田2丁目7-29 ��ダンプ ��H��hﾙY8��-8,��b�屯積み十 坪6r�7ﾂ�エステル製) 

5 �-��YyﾙW�ﾔ駅��崇良県生駒郡穣網町雲瞳寺之丁目10-7 ��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��b�宙積み十シート(ポ 刄Gステル製) 

e �-h�檍��6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 ��ダンプ �H��枇惠��-8,��b�直積み十 坪6r�7ﾂ�エステル望) 

7 ��Y:�I���xﾔ鮎ilﾘ�檍��� ��S迭ﾓ(��｣ゴ��ダンプ �B颶ｨｯﾈ��-8,��b�屯積み十シート(ポ 刄Gステル製) 

8 假hⅸ饕�三重県伊賀市上神戸僻的-877 ��ダンプ �H��児�h��-8,��b�喰積み十 ��ｸ6r��ノエステル製) 

9 �<俾陞��5(5�8(6X6(4��束良県大和郭山市筒井町1147-1 ��ダンプ �H��児�h��-8,��b�直積み十シート( 刄潟Gステル製) 

10 冓X�檍��ｽ�4xﾜ��b�京都府亀岡高下矢田町四丁目20響5号 ��ダンプ �H��繁�h��-8,��b�哩積み十 坪6r��リエステル製) 

11 冲ﾈﾌ�檍���y68ﾉｨﾝ��東都市伏見区久蜜石原町3番地29 ��ダンプ �H��鷓�h��-8,��b�直積み十シート(′ 刄潟Gステル製) 

12 冲ﾈﾌ�檍���(鯖�ｹ�r�療勧府堪同市河原林町河原尻北垣内15番地 ��ダンプ �H��(ｩY8��-8,��b�直積み十シート(′ 刄潟Gステル嬰) 

13 冲ﾈﾌ�檍��fｹ6ﾂ��高徳奇骨区久世敵城町傭0青柳ユタセランス向日町602 ��sRﾓcC2ﾓ�����ダンプ 豫ｨ��O��h��-8,��b�直積み十シート(′ 刄潟Gステル製) 

14 ���:�顥�｢�京鵡市山科楕勧修寺冷尻18-4 ��ダンプ �B��X搨�-8,��b�喧積み十シート( 刄潟Gステル製) 

1盲 �(ｼh檍��揵>ﾈｻｸｼb�京劇府船井郭粛丹波町蒲生痛生野214○12 ��ダンプ �H��ｶﾙY8��-8,���直積みで 坪�X6r��)エステル製) 

16 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫員r�精粗府船井郡哀丹波町豊田水湊的-3 ��ダンプ �H��Fｨｯﾈ��-8,��b�直積み十 �6r��リエステル製) 

17 �(i,9�ﾘ佖�粛郭府東都市西京区大鼓沓掛町13-aO9 ��ダンプ ��H��ｶﾙ�h��-8,��b�直積み十 坪6r��リエステル製) 

1寄 ��俾陞���i�y�y8ｨﾔ鮎b�照都府租同市隷町縫取糠11」し ��ダンプi �H��ﾆ運r�-8,��b�直積み十 坪6r��リエステル製) 

19 兀�69<i4xﾔ鮎b斡���療粗布粛区久世襲土用町357番地 ��ダンプ �H��ｶﾙ8ﾈ��-8,��b�宙積み ��ｸ6r��リエステル製) 

20 俘(ｸｹz�JR�東館府宇治市広場町尖山4-37書 ��ダンプ �H��O��h��-8,��b�喰積み ��ｸ6r��ﾂ�リエステル製) 

21 凅x�檍��ﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵陣寮尼嶋市田能う丁目4-22 ��ダンプ �H��Fｨｯﾂ�-8,�ｻﾂ�噴穣み �6r��リエステル製) 

22 冲ﾈﾌ�檍���Y(8ﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府牧方市招平野町6-18 ��ダンプ ��x僣��O駅���-8,��b�直積み十シート( 刄潟Gステル製) 

23 �ｨ5�484�42�大阪府四儀蝦市田原台1丁目13-10 ��音　ダンプ �H��Fｨｯﾈ��-8,��b�直積み十シート( 刄潟Gステル製) 

24 冲ﾈﾌ�檍��鉙蕗�ｸﾝ��大阪府放方布津日商町1丁目27-22 ��ダンプ �H��O��h��-8,��b�喧積み �5h�ｸ6r��リエステル製) 

2き ��98xⅹ5��京都府綴喜郡井手町井手小字庵猪ノ阪2甘 ��ダンプ ��H��ｶﾙ�h��-8,��b�喧積み十シート( 刄潟Gステル製) 

26 丿俾陞��4ｨ6ﾈ5�4ﾘｭ)t��大阪府岸和田市場戴湊町11-1 ��ダンプ �H��O鵜���-8,��b�彊積み十シート( 刄潟Gステル製) 

27 佶9�仆ｹL凅x�檍���大阪府岸和田市大北町子3 ��ダンプ �H��;乂���-8,���直積み十シート( 刄潟Gステル製) 

28 ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市調印19-12 ��ダンプ ��H��O��b�-8,��b�直硫み十シート( 刄Gステル製) 

29 �6�5顫I5��大阪府貝壕市半田的1 ��ダンプ �H��侍���-8,��b�喧積み十シート( 刄潟Gステル製) 

30 俎9u佻)tﾈﾌ�檍���大阪府堺市堺区甲斐西3-ト1き ��ダンプ �H��N��h��-8,��b�直積み �5h�ｸ6r��リエステル製) 

31 伜)�ﾉ;俤��京都府綴喜郡井手町井手嶋祐振39 ��srﾓH靃"ﾓ3�$��ダンプ �H��鷓�h��-8,��b�喧積み �5h�ｸ6r��リエステル敦) 

さ2 冓X�檍��8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮4伸 ��ダンプ �B�%陷ｨ��-8,��b�Ⅲ積み十シート( 刄潟Gステル製) 

33 冓X�檍��69(h婿fIdﾈ���大隈府八尾市駒木の本5丁目49 ��s(6s�2ﾓ�S�B�ダンプ �H��;�8ﾈ��-8,��b�喧積み十シート 刄潟Gステル製) 

き4 俘),8顥�ｩlﾘ�檍���兵庫県伊丹市萩野6丁目58 ��s"ﾓy{湯ﾓ�#���ダンプ ��H��畔ｼ���-8,��b�直積み �5h�ｸ6r��リエステル虫) 

35 冲ﾈﾌ�檍���hｯb�大阪府東大飯高長瀬町1丁目3-6 ��bﾓcsコﾓ�����ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十シート( 刄潟Gステル製) 

36 ��H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-1寄 ��s(耳甘"ﾓC3SR�ダンプ �H��O��b�-8,��b�直積み十シート( 刄潟Gステル製) 

37 ��俾陞��精���大阪府大阪市港区困中種子1 ��ダンプ �H��O鮎���-8,��b�屯積み十シート(ポリエステル製) 



添付資料5

5.汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

表5.1 2次運綬(川崎浩一岸和田港)

使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���連絡先 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

松栄綜式会社 兀�ｨﾊyfｸｾ8�(�8��鉙ｾigｹ*ﾈ自)ｩm｣�YMC��ﾘb�093-761-6262 �H��O駅���-8,��b�底積み十ハッチによる密閉(構造図1) 

密漁海運株式会社 ��YZｨﾊy,8ｷhﾊ倡8ﾖ�*ﾉEbﾓ���0972-82-2502 �H��O��h��-8,��b�底積み十ハッチによる密閉(構造図1と同型) 

正栄海運裸式会社 �8ﾈｹ�78ﾖ�ｾh､8ｭﾓ9)ｩm｣#bﾓ��03-3454-6551 �H��O��h��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉(構造図「と同型) 

住着海運株式会社 �;�8xﾊxﾔ9nﾈﾅ8鉑l�*ﾈﾟ冦穎ﾉJｨ�(､ｩ��3h�S��088-699置6622 �H��O��h��-8,��b�直積み十ハッチによる密閉(梯造園1と同型) 

有限会社富士港運 ��ywHﾊym易�,8�9(h匍9)ｩm｣Bﾓ�r�0438置23-6454 �H��O駅���-8,��b�直積み十ハッチによる密閉(構造図1と同型) 

富山港湾運送株式会社 �8ﾈｹ�79(h匣ｾi?ｩgｸｻC�)ｩm｣y�ｳ��ﾘb�03-327トも391 �H��O��h��-8,��b�直税み十ハッチによる密閉(樺造園1と同型) 

第一中央汽船株式会社 �8ﾈｹ�79(h匣ｾi�iW�?�)ｩm｣�IMCHﾘb�03-5540-2096 �H��ｶﾙ�h��-8,��b�直読み+ハッチによる密閉(構造図1と同型) 

東海運珠式会社 �8ﾈｹ�79(h匣ｾi��､8自)ｩm｣窺C�(ﾘb�03-6221-2231 �H��ｶﾘ����-8,��b�直税み十ハッチによる密閉(構造図1と同型) 

大道埠頭株式会社 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育9;亅9*ﾃy)ｩm｣rﾓ"�06-6411-2551 �H��鷓����-8,��b�直積み十ハッチによる密閉(構造図1と同型) 

太平洋セメント株式会社 �8ﾈｹ�78ﾖ�ｾi�H�｣"ﾓ2ﾓR�03-5531-7398 �H��O��h��-8,��b�直様み十ハッチによる密閉(構造図1と同型) 
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6.積替後保管の用に供する施設に関する書類(三井埠頭㈱:川崎港)

6.1積替・保管施設の配置図

案構内図
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添付資料7

7.積替"保管の用に供する施設に関する書類(兼杉興業㈱:岸和田港)

7.1積善“保管施設の配置図
¥、 、¥　　　　　締出矩綴巌


