
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　上戸年　j月」芦田 

東京都知事殿　　　　　　　　　弧憫轍中畑脚調醐欄 

届出者　大成鰯練武鏡鯨支店 
脚晒職　　　　印 

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壕にふ、て、次 
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79(h匣ｾhﾈ�8x自)ｩ?｣#)MI&���#9MI&���#IMI&竏�ｸ�ﾈ鹵�� 東京都中央区月島一丁目2205番地、2209番地の一部 
2210番地の-部　　　　(地番表示) 

汚染土壌の特定有畜物質による 汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｴｩv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
枇索(土壌溶出量基準不適合) 
※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 鉄vﾂ縱Y���������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

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

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 倅�Hⅸ馼ｩH�檍����爾�

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ��ywHﾊyJｩ�y�8�8�8ﾘ)nﾈ鬨ﾘ)69�CCズMI&�(-�*��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5颯騏ｸﾈ糲�ｩ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8�5颯隸�ﾈ��h�ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈｹﾙD鞋ｸﾈ�?��ｩ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8b����6ﾘﾈ饂y?｢�

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��}綛,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。) ��

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。) ��

備考　1　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〉密語寂し、押印することに代えて、本人く法人にあってほぞの代表者)



汚染土壌の場所を明らかにした要括薗区域等の図面
形醸更時要届出区域等の所在地:煎都中央区月島一丁目22番地、 23番地、 24番地(住居表示)

東京都中央区月島一丁目2205番地、 2200番地、 2210番地(地番表示)
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汚染土壌の運搬の方法

形質変更時要届出区域:
東京都中央区月島一丁目2205番地、 2209番地、 2210番地(地番表示)

鉛(土壌溶出量、土壌含有量基準不適合)
枇素(土壌溶出量基準不適合)

【運搬受託者】 
YAMAテック株式会社 

荷姿:直積み十浸透防止シート等又は天蓋式・密閉式車両 

【処理施設】
三井商事株式会社

千葉県八千代市上高野字商圏台4誓番地2ほか

種類:浄化等処理施設

処理方法;浄化

汚染土壌処理業許可第0121001 001号

1.運搬フロー図

2.運搬体制
運搬受託者; YAMA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、添付書類4-1のとおり



添付喜類書

毒.汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

工　使用自動車及び使用船舶の構造について

運搬を行う自動車ば「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」に基づき、以下の対応を行う。
◆　汚染土壌は、ダンプトラックにより陸上運搬する。

・荷姿ばパラ積みとし、荷台全面にシート掛け又は天挙式、密閉式ダンプトラックを使用し、汚染

土壌の飛散を防止する。
・　自動車の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示約5c鳳の大きさの文字を行う。

・　運転手は管理票を自動車に備え付け、運行する。
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運搬車両構造図(ダンプトラック)



2.運搬車両一覧

東京都中央区月島一丁目220岳番地、 2209番地、 2210番地(地番表示)

運搬受託者: YAMAテック株式会社

ー　三井商事株式会社

住所:千葉県千葉市稲毛区穴川二丁目9番1 3



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾉ;9}��飛散等を防止する構造 

三井商事㈱ ��C2ﾓ#SRﾓcccb�ダンプ �H��'倚R�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

三井商事㈱ ��C8��#SRﾓcccr�ダンプ �H��5ｸﾝ��直積み十自動開閉蓋(ステンレス製) 

三井商事㈱ ��C2ﾓ#SRﾓccc��タンク車 �H��O衣R�直積み十善締め(ステンレス製) 

山喜興業㈱ ��C2ﾓ#�Hｨｳ��CB�ダンプ �H��N�ﾟR�直積み十浸透防止シート(ポノエステル製) 

㈱三善総菜 ��ダンプ �H��O衣R�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱義建 ��8潟SccBﾓ33�2�ダンプ �H��O衣R�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲土屋建材 ��C2ﾓ#Srﾓ##SR�ダンプ �H��O��b�直棲み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱日商 ��C2ﾓ(�Sbﾓx�S3��ダンプ �H��O衣R�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱イマムラ興業 ��CrﾓC#蔦イcb�ダンプ �H��O��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲タテヤマ商会 ��2ﾓSci{蔦�C���・ダンプ �H��N��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル畿) 

㈲タテヤマ商会 ��9'SSci{蔦�C���タンク車 �H��O��b�直積み十蓋繍めくステンレス製) 

丸東商事㈲ ��2ﾓ3cッﾓC����タンク車 �H����b�直積み十善締め(ステンレス製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

㈲伊藤総菜 ��2ﾓSccbﾓ3�c��ダンプ �H��O��b�直稿み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲シティービルド ��2ﾓS#C2ﾓ#C3��ダンプ �H��N��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲セキゲ千㌢へ’口げルト ��2ﾓ3c唐ﾓ#sS��ダンプ �H��O��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱伊能重機 ��Crﾓ3SRﾓ��S��ダンプ �H��N��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱ハーモセレ ��2ﾓ9<SS8氾c�#r�ダンプ ���僣��O��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱sKクリーンシステム ��Cふs澱ﾓ#��R�ダンプ �H��O衣R�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱sKクリーンシステム ��Cふs塗�S#��R�タンク車 ���僣��O��b�直積み十善締め(ステンレス製) 

㈲戸館総菜 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�ダンプ �H��O衣R�直積み十浸透防止シート(ポノエステル製) 

K丁産業㈱ ��2ﾓ3cSRﾓSCs��・ダンプ �H��O��b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲東京プランニング ��2ﾓScS蔦涛#2�ダンプ �H��ｶﾘﾟR�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱小原工業 ��Crﾓ3#ふ3�32�ダンプ �H��O衣R�直頼み十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈｺ驀��飛散等を防止する構造 

和泉土木㈱ ��Cふ##2ﾓ#ャ��ダンプ �H��O衣R�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

I �� 


