
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 

東醐知事殿　　　　　　　　　　職工I年掴/門 

醐脚豊襲議届け出ます 
形質変更時要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾitﾉk��)ｩm｣9MCH��9<x��9MCc�&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土嬢の特定有害物質による 汚染状態 �B�7��ｸﾎﾓs�t),�-8,��b�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘvﾂ纔uhﾘ(*"�
槻素(土壌溶出量基準不適合の.03餌g/鴫 

※詳細は添付蕾類1のとおり 

汚染土壌の体頼 ��ﾃc�+#8�����h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の遭殻の方法 凛H補一�:竟B������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染二蟻を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��7H4(�ｸ8ｸ6��X7��ｸ6x6��ｸ5��

汚染土接を処理する者の氏名 又は名称 乘I?8檍��ﾘ�5Hｾ飩ﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所在地 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8冓Vﾉ?�)ｩm｣�iMCbﾃrﾃな,ﾈ自YB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ-3僖���8ﾈ���(i?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��3�D���ﾈ霾����ｨ5�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4ﾅ��6ﾘ98ﾈ�/�ﾍﾉ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾂﾈ4ｹD��佇霰ﾈ��mｨ*ﾒ�

遇殿の用に供する自動車等の使用者の 氏名又は名称及て)漣鮨先 ��i5儻Hｬ�,ﾈ,h*�.�����+XｶD俚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G詣鰻の 際、積替えを行う場合に限る。) ��

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繰管施設を用い る場合に限る。) ��

備考　ユ　ニ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)を諦鼓し、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。

<連絡先>

大和ハウス工業株式会社　東京本店　建築事業部.工事部　担当:　　　　　鴨し: 0撮2寝ト2202

株式会社フィールド・パートナーズ浄他茹障一部　　　　担当:　　　　　TEし; 03・俄68-8252



添付畜類重

汚染土嬢の場所を明らかにした要措置区域等の図面

形質変更時要届出区域の新種地:束粛部江東区有明1丁目3番4、雪番5、 3呑6 (地番表豹



添付資料3

汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

株式会社東興開発

形質変更時要届出区域 劔東京都江東区有明l丁目3番4、3番5、3番6(地番表示) 剪�

鉛(含有量)、枇索(溶出量)、ふっ素(溶出量) 

(ダンプトラックによる陸運) 

運搬受託者 刳博ｮ会社フィールド・パートナーズ ��東京都捲区虎ノ門l-2-8　虎ノ門琴平タワー10階 

荷姿:ダンプトラック+シート掛け 

※運搬請負者(協力会社)は添付資料4のとおり 

処理施設 劍ｩH�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾘ���9�ﾈ冓Vﾈﾔ��｢�剪�
千葉 侈x�9�ﾈ�8冓Vﾉ?�)ｩm｣�iMCh��x���,ﾈ自YB���

種類 陶Zｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ���

処理方法:異物除去、含水率調整 



添付書類4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

運搬車両一覧表、運搬車両構造図を示します。

汚染土壌
運　搬　車

縦横5cm以上の大きさの文字を用いて「汚染土壌運搬車」との表示

32○○



使用車両一覧表(株式会社東興開発)

自動や等使用者の氏名鮮 剏}終発∴　′ 偬I�ﾈ,ﾉ*H�2�汚泉土畦の租顔 儖(藝9�/���(+x.儖YNR�

) 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ� �5�987h6x8�6(4��船、ひ案、ふっ荻 仄���-ﾘ抦8�6(4�5h�ｸ6r�+)^�.ｨ99�ｲ��

2 乘H�檍��ｭi8ﾈ皐ﾏﾉ7佶｢� ��鉛、ひ素.ふっ蒸 �+ﾉ4�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r胃xﾔ�*�98ﾛﾒ��

3 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���048-798-6鮒4 ��飴、ひ箱、ふっ衆 �+ﾈｪ�-ﾒｸ6x8�984�5h�ｸ6r��8ﾔ�*�99�H�"�

4 乘H�檍��ｶ�yﾒ� �5�987h6x8�6(4��鉛.ひ瀧.ふっ素 兢飃�-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6r�,ﾘｶ���99�ｲ��

3 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ｼb� �5�987h6x8�6(4��青苗、ひ疎.ふっ努 �+ﾈﾝx.｢ｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�+(+�.ｨ98����

6 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb� ��船、ひ幕、ふっ箱 �+ﾈ･H-ﾘ抦8�984�5h�ｸ6x+�8ｨ4x8ｸ99�ｲ��

7 �4h5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍��� �5�987h6x8�6(4��錆.ひ継、ふっ蘇 ��9��-ﾘ抦8�6(4�5h�ｸ6r��88h8ｸ99�ｲ��

8 丿yJ�騁�ｩH�檍�������������ﾂ� �5�987h6x8�6(4��輪、ひ素、ふっ藷 侘ﾈ･H-ﾘ抦8�6(4�5h�ｸ6r�9�8h.ｨ99�ｲ��

9 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985�� ��鉛、ひ荒.ふっ熱 �ｨ�(-ﾘ抦8�6(4�5h�ｸ6r�+(��8ｸ99zｲ��

10 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b� ��鉛、ひ素、ふっ素 ��挨H-ﾘ抦8�6(4�5h�ｸ�"��84x6�8ﾈ99�ｸ�"�

= 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ繆�ﾈ8�986ｨ984�� �5�987h6x8�6(4��飴、ひ怒、ふっ楽 ��茜ﾈ-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6r��84x6�8ﾈ99�ｲ��

12 乘H�檍��嫌Eﾉ��� �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ謡、ふっ素 �����-ﾘ�(6x8�6(4�5h�ｸ6r運ｨ4x6�8ﾈ98����

13 �;�8y7冦茜H�檍��� ��鉛.ひ素、ふっ詳 倡9$�*�6x8�6(4�5h�ｸ6r怨儘�*�98���

14 佶��d曝ｻｸｼhｩH�檍��� �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ素、ふっ藷 冓ｹ$�-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6r怨陞h�8*�99�ｲ��

15 �6饐8ﾅﾘｴ�tﾈﾌ�檍��� ��鉛.ひ窯.ふっ素 侘亅ｸ*�6x8�6(4�5h�ｸ6r井�H-8.ｨ98ｺ��"�

lら 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��014-959-34さら �5�987h6x8�6(4��節、ひ継、ふっ衆 仂或榎ﾒｸ6x8�985�98自H�4竸�.ｨ99�ｲ��

17 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍����� ��鉛.ひ繁、ふっ素 冖yKx*�6x8�984�5h�ｸ6y�8.運�.ｨ994鋳�

18 乘H�檍���(ﾅﾒ� �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ裁、ふっ森 �X囗-ﾘ抦8�6(4�5h�ｹzｨ柯4x8ｸ99fR��

19 冲ﾈﾌ�檍��7�4ｨ8ｨ6x8ﾈ�ｸ6h4(984�� �5�987h6x8�6(4��鍋、ひ素、ふっ素 �+ﾈｼ8.ｨ6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ戍|ｨ.ｨ99�鋳�

20 冲ﾈﾌ�檍���ﾈ�8ｵｨﾉ｢� ��飴、ひ窯、ふっ素 ��卯x*�6x8�6(4�5h�ｸ6r�+(4x6�8ﾈ99'b��

どI 估凩�7冦��047-3栂-5889 �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ韓、ふっ議 倚ｹ4x*h抦8�5ﾈ4�5h�ｸ6r��8+�.ｨ98����

22 俚):�ⅹ��tﾈﾌ�檍��� �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ素、ふっ森 ��蔭�-ﾒｸ6x8�985�98耳諟鈷4x6�8ﾈ99�ｲ��

登3 鳩H蝎Y8ｩH�檍��� ��鉛、ひ森、ふっ京 僮y��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�9�8h8ｸ99�ｲ��

雷4 偃ﾈ�檍��4ｨ5�5B�047-300-1310 ��飴、ひ系、ふっ窮 仂���-ﾒｸ6x8�984�5h�ｸ6r��84x6�8ﾈ99�ｲ��

25 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍��� �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ素、ふっ諒 �+ﾉl�-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6r穐�+�.ｨ98����

26 冲ﾈﾌ�檍���ｾ�hⅸ饕� ��鉛、ひ衆、ふっ素 ���68*�6x8�6(4�5h�ｸ6r�9�4x8ﾈ99�ｲ��

2了 冲ﾈﾌ�檍��5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ6(7h8�986r� �5�987h6x8�6(4��餌、ひ素、ふっ禽 ��8ﾍ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r��8-ﾈ.ｨ99zｲ��

28 冲ﾈﾌ�檍��5h6X4(�ｸ788ｸ6r� �5�987h6x8�6(4��鉛.ひ誹.ふっ素 �����-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r��84x6�8ﾈ994鋳�

29 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍��� �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ素、ふっ乗 �+ﾉwx-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r��84x6�8ﾈ99g���

30 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��046了-50-6755 ��鉛、ひ裁、ふっ稀 ��H�(*�6x8�6(4�5h�ｸ6x��ﾈ8ｨ4x8ｸ99�ｲ��



轡弛直等使用者の氏名評 剏}統允 侘��ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土椋の孤韻 冩8ﾆ榎�/�f(鉅+x.ｸｭxｿb�

31 ���ﾈｻｸｼb� ��飴、ひ素.ふっ稀 �$X�ｾ8�X6x8�984�5h�ｸ6r�*�.�4h.ｨ99�ｲ��

32 冲ﾈﾌ�檍��荿夊ﾉｩ�ﾘｻｸｼb� �5�987h6x8�6(4��鉛.ひ維.ふっ黙 ��袷�-ﾒﾘ6x8�6(4�5h�ｸ6r��84x8ｸ98謔��

33 �4�484ｨ8�ｩ�ﾘﾔ鮎itﾈﾌ�檍��� �� ��9+(ｾ��X6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ+�.ｨ99�ｲ��

3う 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹY�ｸﾗ2� �5�987h6x8�6(4��鉛、ひ素.ふっ素 ��ﾊX-ﾘ耳6x8�6(4�5h�ｸ6r杏h.運�.ｨ�X99'r��

35 乘H�檍��ｵ4｢� �5�987h6x8�6(4��紬、ひ薪、ふっ蘇 ��掩�-ﾒﾘ6x8�984�5h�ｸ6x,ﾘ�x.運�.ｨ99�ｲ��

36 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｹ��� ��ぬ、ひ執、ふっ瀞 佇ﾈﾍ�-ﾒﾘ6x8�6(4�5h�ｸ6r�9饋�.ｨ98ﾄﾒ��

37 乘H�檍��4ｨ5�5B� �5�987H6x8�6(4��掃、ひ素、ふっ無 �5ｹ�-ﾒﾘ6x8�6(4�5h�ｸ6r�*ｨ8ｨ4x8ｸ99�ｲ��

38 �� �� ��

39 �� �� ��

40 �� �� ��

1I �� �� ��

42 �� �� ��

43 �� �� ��

44 �� �� ��

45 �� �� ��

46 �� �� ��

47 �� �� ��

48 �� �� ��

49 �� �� ��

与0 �� �� ��

51 �� �� ��

尋2 �� �� ��

53 �� �� ��

54 �� �� ��

55 �� �� ��

56 �� �� ��

5了 �� �� ��

58 �� �� ��

59 �� �� ��

00 �� �� ��
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・全長　了725 

デッキ八●和ら4.5(耐磨耗鋼)

フロント八●ネル: 3.2(加工-デン鋼)

サイド八〇ネ肌3. 2(加工-デン鋼)

テール八●勅: 4.5(耐磨耗銅)

この仕様は詳細設計の際に改良の為、多少変更する場合は御了承下さいe
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