
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

●拭潟年　与月　仏日

東京都港区芝三丁目8番2

届出者　　JFEミネラル株式会社

代表取締役社長小倉滋

東京都知事殿

土壌汚染対策法第16粂第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 (住居表示)東京都葛飾区東四つ木1丁目19-8

(地番表示)東京都葛飾区東四つ木一丁目67番15

汚染土壌の特定有害物質による汚
染状態

鉛及びその化合物　(土壌含有量160へ29,000 mg/kg〉

鉛及びその化合物　(土壌溶出量0.1へ0.33皿g/し)
シアン化合物　　　(土壌溶出量　　　0.5mg/し)

ほう索及びその化合物(土壌溶出量　　　3.6mg/し)

セレン及びその化合物(土壌溶出量　　　0.0包6皿g/し)

※詳細は添付資料1のとおり

汚染土壌の体積
60.5 m3 (鉛、シアン、ほう素、セレン)

※詳細は添付書類2のとおり

汚染土壌の運搬の方法
陸送(自動車)
※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

汚染土壌を処理する者の氏名又は
名称 早来工営株式会社　Ol旧工場)

汚染土壌を処理する施設の所在地 浄化等処理施設:神奈川県川崎市川崎区扇町6- 1

汚染土壌の搬出の着手予定日 平成28年子月う(日

汚染土壌の搬出完了予定日 平成28年b月IO日

汚染土壌の運搬完了予定日 平成28年も月(0日

汚染土壌の処理完了予定日 平成28年‡月が日

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

添付書類4のとおり

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。 )

積替えは行いません。

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。 )

保管施設は使用しません

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)を記載し、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。



汚染土壌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所在地:東京都葛飾区東四つ木1丁目67番15

添付資料1



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1。運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都葛飾区東四つ木l丁目19-8 

基準不適合土壌

シアン、セレン、鉛、ほう

素

陸　運;株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番抱1 

荷　姿;ダンプトラック十シナト掛け 

陸　運:株式会社東昇【運搬請負者】 

愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:早来工営株式会社　川崎工場

神奈川県川崎市川崎区扇町6鵜1

種　類;浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)



」二 l l � 劔��くつ 乏� 

置●- く⊃ ぐや �*ﾘ.��*襭��ｹ����YjB��2���･��Lr�○　○ 

モ… 約 〇巴 � 

l 　　内法長3450 

口 � ��������剴ｯ ⊂} ⊂〕 く⊃ ���

く ~i 

三三 � ��4　85 凅ｵﾂ���

ヽ ��⊂) く:) 劔冤 冓 

ー¥ 劔劔 �� � 

ロコ 圃墓園闘 li′iI○ 　○iヽ 　ヽ"「 　′ 11言5 剪�����色十王 劔僮 ��刳�1 般 勺1 

〇〇〇 凵R　● �� 劔凾ﾍり■臆漢易お 

○○ 剪� 劔冰.1I　　I 

;　　　ヽ′し　　　　I　　　　i 剪�

一三竃こす暮=肇●・--,○○重○○- 　　〇〇〇易　　　　〃 剪�劔凵v葵　　　　　　i 

‾、-●○○し_一". 劔 劔僮 � 剪�

3280 剿ﾈ�ﾃ#h*ｲ�劔� �1β80 剪�

全長∴5800 劔劔劔�� o青書職J持○　γ置農" 

注)・詳細設甜改良のため本位練を一部変更する抱合があります。 劔劔凾ｵ/欄端肌舶 劔�85�987h6x8�6(4驢�.(蕀lｩ�ﾒ�鑓’園細 僞���▼賀 帝L或�+U2��ｨ�ｸ�ﾈﾎ8饕������$Cs3コ�
・籾略三面図につき、一部のオプションを省略しています. 

shin脆薄霞景合七で重し七d綜ノ⊥1ノ1櫛識轟 



<運搬車両一覧>帥昇

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�;��使用者の住所 佗ﾙи�b�拡体の形状 俾�:隱ﾉ6�顫Hﾘb�劍刪館7佝�,ﾈ顥}��飛散笹を防止する紺造 

宣 �ｩ�(福�庇京都江戸川区廠巧西6-17-10 ��2ﾓS鼎)'SS3#R�ダンプ ��ｹzr�1雷0 �+ｲ�8001 ��拡散み十トラックシート(ポリエステル教) 

容 �ｸｮ(��7冦��取高都足立区弘道2-5-6 ��2ﾓ94澱ﾓ���睦�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3621 ��直敬み十トラックシート(ポリエステル饗) 

8 �ｹ6餾Hﾉｨﾝ��埼玉良川三筋高上口l-1飾一1 ��ダンプ ��9mｩ���100 �,��9純3 ��直級み十トラックシート(ポリエステル製) 

4 �ｹ6餾Hﾉｨﾝ��埼玉思川三好高上口l-嘉25-1 ��ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�1916 ��直積み十トラックシート(ポリエステル裂〉 

5 �ｹ6餾Hﾉｨﾝ��埼玉県川三好市上口1-1鮪-1 ��Cふ鉄2ﾓゴ3��ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�21姉 ��屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

6 �ｹ6餾I���｢�埼玉鹿川三籍市上口1-1獅-1 ��Cふ冰纈ﾓ3S3��ダンプ 傚ｩmｩ���181 �+2�9 ��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

了 �ｸ鰄里�東珊練馬区旭町1-2み18-10き ��2ﾓS��Bﾓ�h-ﾃ��ダンプ �-ｹF��100 �,｢�7 ��直積み十トラックシート(ポリエステル数) 

8 宙ｪ傅ｹ.ﾂ�奴京都鵬脚-22-工8ヰ03 ��2ﾓS���bﾓ�h+3��ダンプ �ｹF��100 �,ﾒ�卵0 ��匝積み十トラックシート(ポリエステル縁) 

9 �ｸﾜHﾉ｢�購肩部練馬区地肌一笈-18-103 ��ダンプ �4�.｢�100 �,ﾒ�1塑4 ��暗殺み十トラックシート(ポリエステル袈) 

10 �ｹ�x��7佶｢�埼玉県和光市下新倉4-工0ぜl ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �,��15 ��直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

ll �8�985�6X6(7hx｢�蚊嫡数馬区策大泉9「37二四 ��ダンプ 伜Hｼr�100 �,ﾒ�1214 ��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

12 �ｸ6x7�5靼)�｢�蚊揃撤筋区南大東1-16-9 ��2ﾓャcrﾙ��(�b�ダンプ 傀ｩ�"�130 �,ﾒ�55 ��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

13 �ｸ6x7�5顫H饕�東京都撹馬区宙大鹿1-重6-9 ��2ﾓャcrﾓcC#��ダンプ �ｹF��130 �+2�2001 ��曲数み十トラックシート(ポリエステル製) 

14 �ｨ6x7�5驅ﾉ���賄都鯛区南大東1-16-9 ��2ﾓ3ド�ｨ�cC#��ダンプ 傀ｩ�"�1寄0 �+ｲ�き00 ��面的み十トラックシート(ポリエステル摂) 

15 �ｸ6x7�5���ﾂ�東京都練馬区南大東1-16-9 ��2ﾘ靃ツrﾓcC#��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+ﾒ�的 ��匝積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

16 �ｸ6x7�5靼)�｢�痛京都練馬区南大東1-1叶9 ��2ﾓ3ツrﾓcC#��ダンプ 傀ｩ�"�180 �+��83 ��直敏み十トラックシート(ポリエステル製) 

17 �ｸ6x7�5顫HﾌB�卿練馬区南大東1-18-9 ��2ﾓャcrﾓh駻�ダンプ 傀ｩ�"�“180 �,B�17 ��轍み十トラックシート(ポリエステル袈) 

重8 ��8ﾌｸﾊ�ｨﾌﾈxｲ�疲高柳飯場区大泉町3-2-19 ��ダンプ 傀ｩ�"�100 �-��宣11 ��直積み十トラックシート(ポリエステル綴) 

19 ��8ﾌｸﾊ��8ｩ4��煉痛都政鴎区大祭町8-2-19 ��ダンプ 傀ｩ�"�重80 �,ﾒ�999 ��呼励み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

20 ��8ﾌｸﾊ倆X藕､｢�政帝都練馬医大東町8-2-18 ��ダンプ 傀ｩ�"�100 �-��888 ��匝敵み十トラックシート(ポリエステル袈) 

21 ��8ﾌｸﾊ刋�8ｨx｢�麻京都線馬匹大泉町8-オ13 ��ダンプ ��io2�10D �-��竹7 ��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2包 ��8ﾌｸﾊ�xﾍ)4��痛珊練馬区大泉耽-む13 ��蔦S鼎yFS��ダンプ 傀ｩ�"�130 �,��666 ��直積み+トラックシート(ポリエステル製) 

28 ��8ﾌｸﾊ��L｢�ｲ�勲京都放題区大泉町3-2-18 ��ふS鼎rﾓSSS��ダンプ. ��X�"�工00 �+r�5弱 ��暗殺み+トラックシート(ポリエステル袈) 

24 ��8ﾌｸ精��｢�砥部練馬区大泉町3-2-18 ��ダンプー● �ｹF��曲0 �+��444 ��直積み十トラックシート(ポリエステル裂) 

25 ��8ﾌｸﾊ刋�8ｨx｢�脚故馬区大泉町8-オ18 ��ダンプ 冢IF��100 �+2�鶴場 ��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

28 伜Xﾌｸﾊ佶ｨﾍ(x｢�舶部練馬医大京町3-2-18 ��ダンプ 傀ｩ�"�100 �-ｲ�8 ��直積み十トラックシート(ポリェスチル襲) 

27 �r���ﾉ5Io"�押粛両統焔区春日町6-1い34 ��ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�1891 ��直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

28 �ｩ��ﾈｺH魔�煎東都統馬匹春日町6-工0-84 ��2ﾓ3度*(�SC����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�重892 ��庫積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

29 �ｩ��ﾈｻｸ��奴京細線馬留春日財6-10吋4 ��ふンs�ﾓC����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�2097、 ��曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

80 �ｩ��ﾈｻｹ�R�姉初級廃置春日調いl調4 ��ふ3都�ﾓC����ダンプ 傀ｩ�"�工00 �,ﾒ�務87 ��直救み十トラックシート(ポリエステル甜 

81 �ｨ黙nﾉ5Io"�郭京都練馬区密田町6-10-84 ��8�S3都�ﾓC�����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�鮪88 ��屯積み十トラックシート(ポリエステル填) 

82 �ｩ��ﾉ5Io"�脚練馬区春日同債-10-鉱 ��2ﾓ3都��Y��R�ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�2863 ��直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

33 �ｩ��ﾈｻｹ�R�晩節鵬じ馬区春日町叶10置84 ��2ﾓ3都��X�c����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�2871 ��直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

84 倩ｘ�)wB�貼弼臓馬区春日町6-10吋4 ��ふ�ｯx6sC����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�2946 ��.直鎖み十トラックシート(ポリエステル袈) 

35 �8ﾉ��ﾔ�ｹ4��埼玉腺朗被布宮戸10」姶 ��C�ｩ�rﾓc�ｴ��ダンプ 傀ｩ�"�180 �+r�705 ��直赦み十トラックシート(ポリエステル袈) 

86 仍鞏xﾔ��Xx｢�埼玉腺朗報市宮戸l直せ6 ��C����6shﾔン��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+2�?07 ��畜殺み十トラックシート(ポリエステル製〉 

37 兔胃xﾔ溢Hx｢�埼玉県概観市宮戸10→26 ��CふH蜒���ダンプ 傀ｩ�"�鳩0 �+2�708 ��暗組み十トラックシート(ポリエステル製) 

88 �8ﾉ��ﾔ逢傚��埼玉県靭徴市富戸10-26 ��CふCド自mx*���ダンプ 傀ｩ�"�宣容0 �+2�70鶴 ��匝積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

89 丶ｩ�Y,ｸﾉｨ�9�ｸｬｲ�轍足立区足立船人2七〇3 ��2ﾓ3ン蔦�ｼ�,ﾒ�ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�1203 ��直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

40 �ｩ�Y,ｸ��8ｩ�ｸｧﾂ�痛細足立区足立区舎人2-4-8 ��2ﾙ,ン蔦�<b�ダンプ ��ｹzr�100 �*��8896 ��直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

4l �ｩ�Y,ｸ偀ｦｸ暮t��爛足立区足立区会人2-4-3 ��8耳ｧ3祷自�T#B�ダンプ ��ｹ?��宣00 �*ｲ�495 ��直積み十トラックシート(ポリエステル幾) 

42 �ｨ-ﾈ*�,�.r�兜駒足立区六木8-刻-2 ��2ﾓャ�ふ�eﾓ澱�ダンプ ��ｹzr�180 �+2�5的1 ��匝積み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬車両一覧> ㈱紳昇

使用者の名称笹 俶yw��(,ﾈ���連絡先 侘I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動車登録番号 劔汚染土敬の種類 儖(藕ﾅｸ/�f育�+x.俔ﾉ�"�

43 �ｸ-ﾈ*�,ﾘ.r�東京都足立区六木3-2叶2 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4793 ��宙積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

44 �ｸ-ﾈ,ｸ,�.r�東京都足立区六木8一刻ゼ ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4179 ��直積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

4呂 �ｸ-ﾈ*�,ﾘ.r�兜京都足立区六木3-ま0「2 ��ふ3c�bﾓ�#澱�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5799 ��捌み十トラックシート(ポリエステル竣) 

46 �ｸ-ﾈ*�,ﾘ.r�蚊京都是正区六木8輸20-2 ��ふ田�bﾓ�#唐�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4311 ��昨秋み十トラックシート(ポリエステル裳) 

47 忠Eｸ-ﾈ*�,�.r�奴京都足立区六木8-2叶3 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�500l ��狂積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

48 �ｸ-ﾈ*�,�.r�誌都是正区六木3-20「曳 ��ダンプ ��i�ｹzr�100 �,ﾒ�的28 ��轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

49 忠tﾂ傅ﾉ��v�|��舶都練馬区田柄1〇百-34 ��ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�2114 ��確執み十トラックシート(ポリエステル裂) 

50 忠oh揵��ｩY|��泉島部練馬区田桶トト34 ��CふCcrﾓ�����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�2958 ��直積み十トラックシート(ポリエステル致〉 

51 冑笘�%ﾉ��ｻｸ��龍湖府区田柄宣七〇鎚 ��ダンプ 傀ｩ�"�宣00 �,ﾒ�靴7了 ��嘲み十トラックシート(ポリエステル製) 

52 俑�鯖7冦ｉtﾂ��賠都放馬区早宮1-5-5 ��CふCcx�X�ﾃ����ダンプ �ｹF��100 �,ﾒ�783 ��直損み十トラックシート(ポリエステル製) 

58 忠iR�(纂b�蜘江戸川区甫堪西5-1ト15 ��ダンプ ��ｹzr�工30 �,ﾂ�1001 ��面貌み十トラックシート(ポリエステル製) 

S4 宙ﾈb俾��ｹ|��琉東都江戸川区宵巧西㌻11-15 ��ダンプ ��ｹzr�130 �+ﾒ�200さ ��函積み十トラックシート(ポリエステル袋) 

55 宙ｩB�綾y�R�郭粛都江戸川区南葛西5-11-15 ��ダンプ ��ｹzr�工00 �,ﾒ�8108 ��高説み十トラックシート(ポリエステル襲) 

56 忠iR儿i5Io"�奴京都江戸川区高歯西5-1l-15 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4484 ��宙積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

57 宙ｩB��ﾉ5H侔�醐江戸川区南葛西5-u-15 ��ダンプ ��ｹzr�重30 �+r�5005 ��轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

き8 宙ｩB侘仄H魔�奴東部江戸川区前野西5-11-15 ��ダンプ ��ｹzr�130 �+r�6006 ��曲数み十トラックシート(ポリエステル製) 

59 �"僥�5Io"�奴京都江戸川区南茸西5-1l-15 ��2ﾓ3cッﾓ閲��{��ダンプ ��ｹzr�130 �+r�7007 ��密積み十トラックシート(ポリエステル製) 

60 宙ｩB冰(ｻｸｼb�劾京都江戸川区高歯西5-11-15 ��ダンプ ��ｹzr�鳩0 �+ﾒ�8008 ��直鎖み十トラックシート(ポリエステル製) 

61 宙ｩB�(����戒京都江戸川区宙拷西春11寸5 訳2ﾓ3cッﾓピ�r�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�9009 ��直鎖み十トラックシート(ポリェスチル製) 

62 宙ｩB��&ｩ�R�爛江戸川区詩普西㌻u-15 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5939 ��正敏み十トラックシート(ポリエステル製) 

63 宙ｩB仂�5Io"�乗珊江戸川区蹄晒5十l-15 ��2ﾓ3cッﾘ+3s�r�ダンプ ��ｹzr�130 �-��100 ��直積み十トラックシート(氷りエステル製) 

64 宙ﾜﾂ僥霎�B�卿脚江戸川区高哲西5-11-15■ ��ダンプ ��ｹzr�130 曝+��200 ��直較み十トラックシート(ポリエステル襲) 

65 忠tﾂ佰ﾉvﾘ�ｴ��如粛都江東区平野2-16一脇 ��ダンプ ��ｹzr�130 �+r�424 ��直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

66 �6x8�5�7H4�486�985�,ﾒ��奴京都江如区東陽を3「塞 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5532 ��捌み十トラックシート(ポリエステル製) 

6で 忠tﾂ伜)vﾙ�I�R�舶諦β江東区平野2-16一鑓 ��ダンプ ��ｹzr�工00 �,ﾒ�芝975 ��歯数み十トラックシート(ポリエステル袈) 

68 宙ﾝﾉ��?ｨｻｸｧ��奴東都埼飾区柴又5一曲一手刻1 ����S3cッﾓピ�r�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�B掠8 ��庫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

β9 �� ��ダンプ ��二 �� ��荘統み十トラックシート(ポリエステル製) 

70 忠oR�5h蝿暮t��千葉県宵謡市不入斗卯7-2 ��ダンプ ��ｹzr�100 �*��3973 ��彊請み十トラックシート(ポリエステル袈) 

了1 �� ��ダンプ �� �� ��喰積み十トラックシート(ポリエステル製) 

12 �ｸ4X4h6(7X4X6(5��戒欝都千代田区惣貯蓄置2-1 ��2ﾓ田ッﾓピ�r�ダンプ ��ｹ¥��100 �,ﾒ�6073 ��曲積み十トラックシート(ポリエステル寝) 

73 亊i8ﾈ福�束弼江戸川区東培西6-17-10 ��ふS��ﾘ*#S3)<R�ダンプ ��ｹzr�し80 �+r�8002 ��顧み十トラックシート(ポリエステル襲) 


