
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芋函拒6」右目 

東京都知事　　殿 
〒101ふ0脱l東京都千代田区神田須田町2-5-2 

須田町佐志田ビル9階 

.届出者　獄鍋アイ・エス甲)ユーシお 

代書郎粧せ奄村 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 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾig���))ｩm｣S9MCC���C��&餉B�� 
東京都葛飾区堀切2丁目53番10号(住居表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��i5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �#c"繙ﾓ2疫ﾉ.ｒ�
※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��
※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��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ���x慰�8ｩH�檍�����ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃbﾓ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���hﾈ���#�m｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以����Y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以����Y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以���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 ��i5儻H��}紿,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。) ����h*ik8+R�

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 �6ﾘｨｸ�(6ﾘ7��(�h畔�R�
28.6,-6 

保管無し　　　　　　　　　ヱ8菰真樹撮…若: 

る。) �8�ﾉﾙ&HｷﾈﾋyyX･xﾉ��
付す寄れ州外競・ 

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)を記搬し、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。



汚染土接の特定有害物質による汚染状態(第一種l

表3・l　土壌ガス分析結果

土壌ガス採取畦点 剩�ﾂﾓR�Al-6 ��ﾂﾓ��定畳下限値 

第 �7��1.1-シ“ク朋エチレン　　　voIppm 披脾�0,4 披脾�0.1 

種 特 定 ��ｲ�4ｲ�シスー1之-ジクロロエチレン　voipp爪 釘繧�3.4 �����0.1 

宥 電 物 質 �5��ﾄ��ﾛ��テトラク聞エチレン　　　　voIppm 披脾�0.2 ���b�0.1 

トリクロロエチレン　　　　　voIppm �#B�76 ����0.1 

薬N.D.を愚下限値未満を示十へ

凡例

□ :要措置区域

□ :原位置浄化範囲

㊥　:既存調査地点

※表中の布告:基準不適合

※表中の不言:第二溶出塾墓碑不適合



汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(第二種Al-5:区画)

凡例 

[二コ:要措置区域 

□:掘削範囲 

㊥　:深度把握調査地点 

e　:平面綾込調査地点 

※表中の本)““ :基嘩不適合

※表中の木工:第二溶出量基準不適合



汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(第二極A十6区画)

凡例 

□:要措置区域 

□:掘削範囲 

㊥　;深度把握調査地点 

e　:平面絞込調査地点 

※表中の木立:基準不適合

※表中の木工:第二溶出量基嘩不適合



汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(第二種∴ Al“8区画)

‾〇二“ヽ 劔偬ﾈ�����ﾈ�Sf"�劔刹N点 

食　.　　　　　1●隷 劔��Al A ㊨i A 曝�����ｲ�I]r褸�b�b����ﾈ�Sb�(.B�bィ��’・A工・6c Al-6d 劔」∠区画線 ラブ之 

∴‾缶ユニ潰 竺笠l ’Al・擬 Al・毎で A ��ﾃｨｼ����ﾓRィ陶?�耳爾��ﾈ�"��二Al-5(8 ∴㊥...- ∴㊤∴ Al-5(㊥ 

1- �-　　1-8(3) 剪�　e」 　Al-8d` 11▲8 剪�Al-8e �20m 

圭・8b　　　　▼ 剪�

Om/5m 劔碇�ﾂﾒ���� 15m 

l.　　/ 
Å上8(3) 劔掘削範囲 ��ﾂﾓｃ"��剪�

凡例 □:要措置区域 □:掘削範囲 ㊥:深度把握調査地点 e:平面綬込調査地点 深度 凾ﾙう轟(溶出〉 劔Eｩ7��劍Z億クロム(溶出) 

(Gし-m) 剪ｲ停′ふI 剪з+Rﾙ-ﾂ��剿Pg.′l 

表層 剋蜿� 剪�剽plべ 估�ﾞﾙLﾘ股�

l.Om �0.了1 劔'R��+"�凾ｭ0.005 

l.3同 凾ﾐ.04 剴�紵+"�凾ｭ0.00弓 ��

登.O肌 �0.03 剴"蕀�｢��(0.005 ��

:らO爪 �0.02 劍+�*B��+"�凾ｭ0.005 ��

※表中の在;-: :墓碑不適合

※表中の赤手:第二溶出畳基準不適合



汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

要措置区域
東京都葛飾区堀切2丁目53番10号(住居表示)

東京都葛飾区堀切2丁目53番40、 41 (地番)

汚染土壌
ふっ素

ほう素
六価クロム

鉛

トリクロロエチレン

シスー1,2-ジクロロエチレン

陸運:株式会社ハーモセレ 

東京都中央区新川1丁目19番7号 
YOSHIKAWABLDG.2階 

運搬方法:ダンプトラック 

荷　　姿:フレコン(内袋あり) 

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6-1

種類:浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出・熱脱着)、浄化(抽出・洗浄処理)

許可番号:第0861001002号

許可の年月日:平成2了年4月1日

許可の有効期限:平成32年3月31日

汚染土壌処理施設の能力:浄化(抽出・熱脱着)　17.64m3瓜、 423m3/d

浄化(抽出・洗浄処理)　40七瓜、 960tId



2.運搬体制

運搬受託者:株式会社ハーモセレ

東京都中央区新Jl廿丁目19番7号YOSHIKAWABLDG.2階

運搬体制

株式会社ハーモセレ

工

費㈱義建

・明和土木興業㈱

・㈲まかばら

搬出車両登録一覧表

NO. 倆I{ﾈ����車種 俐Y�Y��｢�|｢�r��表示番号 傀ｩ�陞���

1 ��ｹzx���3�����*����������8tダンプ 几津S���営　　1261 �ｨｶ�ﾉ｢�

2 ��ｹzx���3�����*H�������"�8tダンプ 途ﾃc���営　　1262 �ｨｶ�ﾉ｢�

3 ��ｹzx���3�����*H�������2�8tダンプ 度�c���営　　1285 �ｨｶ�ﾉ｢�

4 ��Xｷｸ���3�����+8����#�3��8tダンプ 唐ﾃ����建　　3841 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

5 ��Xｷｸ���3�����+8����#�3"�8tダンプ 唐ﾃ����建　　3842 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

6 ��Xｷｸ���3�����+8����#�32�8tダンプ 嶋ﾋ����建　　3847 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

7 ��Xｷｸ���3�����+8����#c���8tダンプ 唐ﾃ����建　　4185 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

8 ��Xｷｸ���3�����+8����#c�"�8tダンプ 唐ﾃ����建　　4186 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

9 ��Xｷｸ���3�����+8����#s#��8tダンプ 唐ﾃ����建　　4250 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

10 ��Xｷｸ���3�����+8����#s#"�8tダンプ 唐ﾃ����建　　4251 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

ll ��Xｷｸ���3�����+8����#s3��8tダンプ 嶋ﾔ����建　　4266 冖驢�7冦綾ｸｼhx｢�

12 ��ｹzx���3�����+8����S�3��8tダンプ 途ﾃs���建　　8478 �ｸ-ﾈ*�,�.r�

13 ��ｹzx���������,ﾘ����Cs�2�8tダンプ 途ﾃs���建　　8447 �ｸ-ﾈ*�,�.r�

14 ��ｹzx�����������,ﾘ����C�s��8しダンプ 途ﾃs���建　　8332 �ｸ-ﾈ*�,�.r�

15 ��ｹzx���������,ﾘ����Ss湯�8tダンプ 途ﾃs���建　　8581 �ｸ-ﾈ*�,�.r�

16 ��ｹzx���������+x����S����8tダンプ 途ﾃc���建　　8472 �ｸ-ﾈ*�,�.r�

17 ��ｹzx���������,ﾘ����C3���8tダンプ 途ﾃs���建　　8347 �ｸ-ﾈ*�,�.r�

18 ��ｹzx�����������,ﾘ����c3#��8tダンプ 途ﾃs���建　　8673 �ｸ-ﾈ*�,�.r�



(の　自動車等及び運搬容器の構造(規則第65条第3号)
・汚染土壌の運搬には、下記ダンプトラックを使用します。

二三

Z-きまこc
輸- -持○ ○‾二　　‾‾事にi.トーu.　“臆し〇〇〇〇丁ロ

二千詳誓書

自動車等および運搬容器の構造(ダンプトラック)

(5)運搬用に供する自動車等への表示等(規則第65条第4号)
・使用する自動車の外側の両面に、 J工SZ8305に規定する140ポイント以上(約5 cm)の大

きさの文字を用いて「汚染土壌運搬車」との表示を行います。
・汚染土壌を運搬中の自動車には運搬中の汚染土壌の管理票を備え付けます。

「叫-京


