
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 

東京都知事殿　　　　　　　平成29年両足日 

東京都豊島区駒込l丁目8番11号 

届出者東鉄工業株式会社東京建築支店i臆し 土壌汚染対策法第16粂第1項の規定はり、要措置区域等から搬出する汚染土虞言責、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79V��ﾈｾhﾔﾉ*ﾉ?�)ｩm｣3s#�MC�,ﾈ自YH��3�3)MH,ﾈ自YH��3ン�� 
番の一部、3899番の一部、3900番の一部 

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r��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �##�ﾓ8�R�B��
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補一�: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����矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

又は名称 忠gｸ����wH���

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���Hﾈ���9?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Hﾈ��y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Xﾈ��i?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���hﾈ�3�?｢�

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H��}紿��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

ぴに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

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)を記載し、押印することに代えて、

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>

東鉄工業株式会社　担当

∃∃鯵
03-3381-8903

之墓.号で



汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面 

重信置区域等の所在地こ東京都品川区広町二丁目3721番1の-部、3832番の一部、3898番の-部、3899蕾の一部、390〇番の-割く地番) 
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添付書類　3

汚染土壌の運搬の方法

3-工事　運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都品川区広町二丁目3721番1の一部、3832番の一部、3898番の.一部、 

3899番の一部、3900番の一部　(地番表示) 

基準不適合土壌

鉛

陸　運;株式会社　東立テクノクラシー 

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工3-1

海　運:株式会社　東立テクノクラシー 

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:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社凍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、 118番l

種　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



汚染土撥の運搬の用に僕する自動車に関する書類

<運搬草両一覧>　　東京都品川区広町　→　観察用県川崎市Il崎区扇町

添付畜類　4

¥ ��使用者の名称等 俶yw��(,ﾈ���連絡先 倬i�ﾈ,ﾈﾆ��2�汚親王接の揺類 �-�)i�/�f育�+x.��ｨｿb�

1 ��㈱束昇 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃbﾓ�����08-5942-53愛5 �5�987b�鉛 �+ﾎ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾅR��

2 ��(株)岸野商店 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾘﾔッ�045-802一曲16 �5�987b�鉛 ��ﾉM�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ漏��

3 ��寺尾運輸興業(株〉 ���=��ﾈﾊxｧ)Vﾈ�8ﾖ�fｸｾily*ﾈ*��yt�CR�045-546-8505 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹW��"�

4 ��(有)松建 ���=��ﾈﾊxｯiVﾈ�9��=��ﾈｾh秤�)*ﾃ�S3Rﾓ��045-870十48舶 �5�987b�鈴 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

5 ��〈殊)弘充建設 ��=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎i¥ｨ�/��ﾓ��045-742-糊55 �5�987b�鉛 竸8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

6 ��(株)岡田建駁 ��i��=��ﾈﾊx司Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾi[ﾘﾌｳ2ﾓSRﾓ�2�045-8減-4243 �5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾅ竰�
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重2 ��㈲宮原商店 ���=��ﾈｧﾈ.萎育9�ﾙe�i6�ｳ�#S��044-959-3456 �5�987b�鉛 �+ﾉ&ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

13 ��渡辺建惚㈲ ���=��ﾈﾊy�Vﾈ�9YI'ﾘｾih8�)69*ﾃ����0亀5-592-5148 �5�987b�鉛 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

14 ����ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢� �5�987b�鉛 �+ﾉ�ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｼ���

15 �� �� �5�987bﾂ�鉛 冩ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

16 ��堀口輿欒㈲ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾈ6s�ふr�03-3687-1762 �5�987b�踏 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��
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22 ��㈲岩脇土木 兒Hｹ�79�ｹzxｾhﾔ�;�"ﾓRﾓb�08-純66-8012 �5�987b�鉛 �'Y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

23 � � �5�987b�鉛 竸8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��
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密5 ��“㈲小山土建 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9x榎ﾈ徂6s�rﾓ�X���ﾂ�03-8978-6320 �5�987b�鉛 �+ﾈ膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

26 ��京和工繋㈱ 俥仂ｨﾊy*���9698sC�rﾓ��048-486置6191 �5�987b�鉛 曼i��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹv���
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28 �� �� �5�987b�鉛 �+ﾉwx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��
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<選駁撃両一覧>　　東京諦品川区広町　→　神奈川県川崎市川騎区扇町

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用哲の柱所 刋�xﾙ�b�・車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する椛造 

30 �(i�ｨｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区菊名7丁目?-飾-305 ��CRﾓIo��｣(茱��ダンプ �B�直接み十トラックシート(ポリエステル製) 

容1 刳ﾅ ��ダンプ �B�薗積み十トラックシート(ポリエステル致) 

獲 �� 

32 ��Xｼ)�ﾙ�"�神奈川原敬浜市港北区読書国東1-48-17 ��CBﾙ^�rﾓiNSB�ダンプ �B�薗穣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

331 �ｹ�ﾈ�8ｴ(ﾉ｢ﾂ�千襲県市川市窒1「2-5 ��H6sンふSツ��ダンプ �B�直接み十トラックシート(ポリエステル製) 

84 �ｸ7�8H5H4ﾒ�踊江戸川区北葛西4-職一竣 ��8��4塔ぺ4x邵*ｲ�ダンプ ���画数み+トラックシート(ポリエステル嬰) 

35 �ｨ偰>ﾉEｨﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江3-33 ��2ﾓツsbﾓSSc"�ダンプ ��x傳�直税み十トラックシート(ポリエステル襲) 

86 �ｸﾍﾈ�y)7冦��衆帝都江戸川区瑞江2-曳7-8 ��ふ3csit���^��ダンプ �B�直読み十トラックシート(ポリエステル殴) 

37 �?ｩ�ﾉ5Io(x｢�東京都葛飾区細田4-10-8 ��9t�vScx4�(����ダンプ �B�直貌み十トラックシート(ポリエステル袈) 

88 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都沈痛区塩浜2-8-16 ��2ﾓツsbﾘ�3c"�ダンプ �B�直教み十トラックシート(ポリエステル塑) 

39 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区高尚飾宙丁目2-工 ��2ﾓツモﾓ涛���ダンプ 兌"�埴積み十トラックシート(ポリエステル製) 

40 �ｨｮ)nﾉ7佶｢�東京都足立区会人8-ト工8 ��2ﾓ3ゴ2ﾓcSC��ダンプ �B�菌数み十トラックシート(ポリエステル製) 

4工 �� ��ダンプ �B�蹄み十トラックシート〈ポリエステル援) 

4曳 ��� ��ダンプ �B�睨み十トラックシート(ポリエステル製) 
S ��

43 忠tﾂ傅ﾈ鏐ｻｸ���埼玉県新座市新館l丁目5-9 ��ふンsふc3#��ダンプ �B�直接み十トラックシート(ポリエステル型) 

亀4 �""〇°"。〇〇°〇°"〇°○○,○○臆〇°"○○臆"○○"〇°臆臆○○ ��ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル裂) 

1 ��

鵜 冲ﾈｿ�檍��,h4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6鵜重工 ��Y9t�#��ﾓ��s��ダンプ �H�b�直税み十トラックシート(ポリエステル畿) 

46 乘H�檍���hｻｹJﾒ�神祭II腺川崎市川崎区頗町2-工賃-8 ��CBﾓ#��ﾓ#s途�ダンプ �B�薗積み十トラックシート(ポリエステル捜) 

47 �ｩ�ｨﾉｨｻｹiX�檍���神奈川尉l腰市川崎区細管逝4丁目5-3 ��ｴｸ��ｸ｣BﾓSCC��ダンプ �B�確積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

18 俘),8ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県川崎面前紳区久地l13-25 ��CBﾓ�#"ﾓ�S�xｲ�ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル興) 

49 丿ﾘｷ)���ﾈﾉｨﾝ��神蔚=県大和市妹問1-15置81-308 ��Cbﾓ#c2ﾓ閲塔��ダンプ �B�軍韻み十トラックシート(ポリエステル貌) 

50 �ｸ5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�塊京都江芦川区篠崎町4丁目27-鳩 ��CrﾓCcRﾓ#ャ��ダンプ �B�窪積み十トラックシート(ポリエステル裂) 

51 ��饉ﾙvﾙzI�r茜B陳�埼玉県加須市西ノ宮80オ1 ��C��SSモﾓsc途�ダンプ �B�拡積み十トラックシート(ポリエステル毅) 

52 ��'ｨｻｸｼhx｢�埼玉県三郷市学田1358-8 ��Cぺ�3rﾓャ���ダンプ �B�顕み十トラックシート(ポリエステル致) 

53 �ｹ��68ﾉｨﾝ��千窮県抽帝大井2089 ��C���田蔦C3��ﾒ�ダンプ �B�碑積み十トラックシート(ポリエステル稜) 

5年 冲ﾈﾌ�檍��F(蓼蝌ｼb�埼玉県秩父市下吉田7533-裏 ��C釘ﾓsrﾓ���b�ダンプ �B�碑銘み十トラックシート(ポリエステル袋) 

55 �485�7�8ﾘ5x5�6X4(6(4�5�｢�東京都江戸川区北葛西4-工2-2 ��ぺ廚c澱ﾓCs�ﾂ�ダンプ �B�直稲み十トラックシート(ポリエステル製) 

56 乘H�檍�����)+xﾉｨﾝ��川崎市川崎区藤崎2-14-10 ��CBﾓ#��ﾓCCS��ダンプ �B�直弼み十トラヅクシート(ポリエステル稜) 

言7 ��ｨﾘx檍��,R舐鞋R�神奈川県川崎市川峰区小西町4-4 ��CBﾓ#cbﾓ�����ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

58 乘H�檍����7ﾘ4x6�8��川崎市川崎区宮士見2-3→3 ��CH5｣ci��CsR�ダンプ �B�笹積み十トラックシート(ポリエステル裟) 

59 乘H�檍������68ﾔ鮎b�川崎市川崎区横町10-5 ��H9�ﾓ#sbﾓ�3yj��ダンプ �B�睦積み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　東京都品川区広町　→　神奈川県川崎市川崎区扇町 

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｨ,ﾈ顥}��飛散等を防止する拙造 

60 乘H�檍��ｺi��ⅸ橙�神奈川県川崎市II圃区浅野町6-16 ��ﾜ�ﾓ茜�ssSb�ー　ダンプ �B�笹薮み十トラックシート(ポリエステル致) 

61 乘H�檍���伜(ⅹ/ｹO�9ｲ�神奈川県境浜市鶴見区生麦5丁目1l-3 ��CRﾓS��'YL�s"�→ダンプ �B�暗殺み十トラックシート(ポリエステル襲) 

62 乘H�檍�����(里�川崎前車区常幸町8-75-1. ��CBﾓSヲﾙ{都�r�ダンプ �B�直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

63 � ��ダンプ �B�喧積み十トラックシート(ポリエステル禦) 

獲臆臆臆臆臆臆臆題臆鵜臆臆臆臆臆賀臆漢書 ��

64 冲ﾈﾌ�檍����ﾙ�|x蝌ｼb�神奈川県川崎市川崎区湊町8丁目9-17 ��CBﾓ8ｩ�#�S��ダンプ �B�直敏み十トラックシート(ポリエステル製) 

65 ��ｹ:�､ｩJﾘ�茜H�檍���柏奈Il幌川崎市川噂区大川町13審弛4号 ��CBﾓイBﾓ��#2�ダンプ �B�西轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

※上記内容は、車検証より暗記したものである



汚染土蟻の運撥の用に供する自動車に関する書類

<運搬車両一覧>　愛知県名古屋面詰区松見町　→　愛知県瀬戸市山路町

添付書類　4

使 冽��(,ﾉkﾈ�^ｲ�使用者の住所 倆Yxﾒ�先 冕��ﾈ,ﾈﾆ��2�汚染土壇の種類 儖(藝9�/�D韈�+x.��;��

1 ��㈱脚立 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�9_�Iﾙ*ﾈ幌)ｩm｣����0561-82- 弐鼎��ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

雷 ��㈱ミツケン �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8荿�(ｾhﾔｹ�3I)ｩm｣#�2�0駆-796- ��##��ダンプ �B�直鎖み十トラックシート(ポリエステル敦) 

3 ��㈲愛蕃建材 �ﾙ&ﾘﾊx�?ｨ皐�9�X詹*ﾃ))ｩm｣#�Bﾓ��0568-82一 鉄c�b�ダンプ �B�喧積み十トラックシート(ポリエステル製) 

4 �｢�トータルシステム �+ynﾈﾊx鉑gｸ�9�X鬩��63Cs���)&��0268-40 蔦�3hｧ��ダンプ �B�直毅み十トラックシート(ポリエステル製) 

5 �ｨ4�5x4�986�6(4��假inﾈﾊyfｸﾛ(ｷhﾅ9zx怏*ﾈ��69,ンふ"�蔦蔚3�*ｲ�トラクタ �B� 

6 �ｨ4�5x4�986�6(4���+ynﾈﾊyfｸﾛ(ｷhﾅ9zx怏*ﾈ��633C唐ﾘ5ｲ�0267-脅1 蔦ゴ�R� �B�遣散み十トラックシート【ポリエステル製) 

㈱掠非建材 ���&ﾘﾊx�?ｨ皐�9Jｩ69*ﾃy)ｩm｣�D雕ｲ�0568-85 蔦Sゴ��ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

8 ��(㈱徳心 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊ﾜH傀ｾi�Xﾘ)*ﾈ詹�ｸﾝx�#�Bﾙ,h,ﾒ�052-693 蔦S#���ダンプ �B�直頓み十トラックシート(ポリエステル製) 

9 ��㈲東海殺建 �I&ﾘﾊx､9YH坙O)8y�ｩO)8y�i62�ｬi'ﾉEhﾝx6�6ｨ6ﾙeS�cRﾓ��蔦###��ダンプ ���直積み十トラックシート(ポリエステル製)● 

10 ��C・和で東海㈱ �I&ﾘﾊx､9YH坙O)8y�ｨ鉑Ehﾝs�)ｩmｨｵCR�056了-56 蔦sピr�ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ll ��ダイキ建設㈱ �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9(i�ﾈｾhｶx蕪))ｩm｣){��B�蔦c����ダンプ �B�垣積み十トラックシート(ポリエステル製) 

:曲 宙ﾕ8.�� �I&ﾘﾊyOi*8願�8蓼ｻﾙ*ﾉ4��3�MI&��肪6l-55 蔦閲�3"�ダンプ �B�直駁み十トラックシート(ポリエステル製) 

18 ��(掬大事土木 �I&ﾘﾊx�?ｨ皐�9W9?�4ｸｷS�)ｨﾘH邵鞁&B�0568-88 蔦ツs��ダンプ �H�R�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

14 ��(抹)∴他見 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8荿�(ｾhﾏﾉ�Fﾉ)ｩ�c�rﾓb�052-?79 蔦�{涛��ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

15 忠tﾂ�4ｨ6ﾈ5�988ｨ�ｸ5���I&ﾙ�)kﾈﾌ9O倡8荿�(ｾi�X鬨岑柑8ｩj�鬨ｿy63�ｵB�052-739 蔦SSC��ダンプ �B�直頼み十トラックシート(ポリエステル畿) 

舶 ��㈱服部商会 �I&ﾘﾊy&ﾙzx�8�8･�I*ﾈ嬖63##��0566郎 蔦�S�b�ダンプ �B�直穣み十トラックシート〈ポリエステル製) 

1了 �8ﾈ､9Z亥�騁���ﾌ�｢�冕�&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8荿�(ｾi�ﾉ�ﾃ�)ｩm｣c�"�0568-84 �?�ツS��ダンプ �B�垣毅み十トラックシート(ポリエステル製) 

18. ��㈲西上商店 �I&ﾘﾊxｪ�$ｨ�8ﾗ)Zﾙ*ﾉ弁63)t�cb�0562-96 綴�ン��ダンプ �B�直録み十トラックシート(ポリエステル饗). 

臆臆臆喜題 �� �� �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

19 ���� 刄_ンプ 

曳0 �� �� 刄_ンプ �B�直撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

21 �� �� 刄_ンプ �B�彊薮み十トラックシート(ポリエステル製) 

22 28 二独 �� �� 刄_ンプ �B�薗穀み十トラックシート(ポリエステル製) 

■ダンプ �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

菓臆臆臆臆臆臆臆鵜鵜■"鵜臆臆臆園 ���5�987b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

※上記内容は、車検証より転記したものである
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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

<運搬船舶一覧表>神奈川県川崎市川崎区扇町→愛知県名古屋市港区船見町

添付書類5

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

1 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9輸31 ��2ﾓ3#迭ﾓsC#��鉛 �4ｸ6(6y�B�ハッチカバー 
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積替・保管の用に共する施設に関する替類

1韻語・保管施級配置図

東洋埠頭川崎支店全体図
神奈川県川崎市川晦区扇町13-1東洋埠頭抹式会社川崎支店

○保管場所拡大図

淀城

_‾∴一一㌢∵二二

排水処理股俄
(稼集沈殿)

鋤搬霊,醐



毅替章保管の用に供する施設に関する替類

l積善・保管施設配置図

八号地全体図　　名古屋市港区船員町き7番地地先轟知海運株式会社八号姐現業所

添付書類7

積替・保管場所拡大図

一一一・一・一一・一一一一一‾　軸、・へへへへ・-、._

土壌保管拐斬

ヽ----○○●一一一●一--一一-●

′′一一一〇-…----、、ヽ

了　土域預替場所


