
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28年i月上砂　日 

東京都知事　殿 
〒108-8502 

東京都港区港南2丁目15番2号 
届出者　株式会社大林組東京本店 剪�

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　について、次 剪�

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79�y�968ｾi��68ｽ�*ﾉ?�)ｩm｢� (地番表示)東京都千代田区神田錦町二丁目2番12の一部 

(指-677号) 

汚染土壌の特定有害物質によ �-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘvﾂ貳ﾖr�+R��

る汚染状態 �����������������������h���ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵�,俾h+x�"�

汚染土壌の体積 ��chﾅ(�������������������h���ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵�,俾h+x�"�

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:竟B����������������h���ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鑄処+�麌+x�"�

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��7H5(6(4�5������������h���ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵(,俾h+x�"�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��(ﾔ鮎hｩH�檍�����9�ﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i9�i*ﾃ#"ﾓ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ茫?｢疫ﾉ.ｒ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋餬霾餉H葮uﾉ.ｒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋顫Hﾈ險H��uﾉ.ｒ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ驗��?｢疫ﾉ.��"�

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 兔ｨ鐵(,ﾈ�SB竟I{ﾈ8ｨ5�6x�h,俾h+x�"�

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 ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

を行う場合に限る。) ���ﾈ4�V���,���,(���

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。) ��

保管施設は用いない。　驚畿畿藷 
化学物貨対線課 

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)を寵載し、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。

大鶴薄霧親　鸞第卿
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園田形質変更時要届出区域
・〇一〇一:区域指定(指-677号)告示における閲査対象地

図1-2　形質変更時要届出区域の場所
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形質変更時要届出区域

千代田区神田錦町二丁目2番12(地番表示)の一部

ふっ素による汚染土壌

陸運:株式会社フコックス【運搬受託者】 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け、または、天藷付きダンプトラック 

処理施設:衆工業株式会社　市川リサイクルセンター

千葉県市川市二俣新町22-1

種　類　:分別等処理

処理方法:異物除去、含水率調整

海運:エスオーシー物流株式会社 

荷姿;船舶(ハッチカバー付) 

処理施設:住友大阪セメント株式会社　高知工場

高知県須崎市押岡123

種　　類:セメント製造施設

処理方法:セメント原料リサイクル

海運:エスオーシー物流株式会社 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

八戸セメント株式会社

(保管庫)

処理施設:八戸セメント株式会社

青森県八戸市大字新井国字下臆得場7葛1

種　　類:セメント製造施設

処理方法:セメント原料リサイクル

図2-1汚染土壌の運搬フロー図
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汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する蕾頒

(形簡変更時要局地区成一泉工業(株)市川リサイクルセンター)

株式会社フコックス　東京都江東区佐賀1一日2　　　　　　　　　　　　　　　　電話は3-3641-8281

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 �,h+�*ﾃ���*�9m33��ダンプ 乘H�檍��7H5(6(4�5��東京都江東区佐賀「-1-12 

2 �,h+�*ﾃ���*僞c#�2�ダンプ 乘H�檍��7H5(6(4�5��東京都江東区佐賀1鵜1-「2 

有限会社東京プランニング　東京都江戸川区中葛西打て6-2-107　　　　　　　　　電許03-5659-9932

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

3 做ｸ躡nﾃ�3�.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-†6-2 

4 做ｸ躡nﾃ�3�.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

5 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

6 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾓ�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

了 做ｸ躡nﾃ�3�,##2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

8 做ｸ躡nﾃ�3�,C#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

9 做ｸ躡nﾃ�3�,��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16置2 

10 做ｸ躡nﾃ�3�+����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

11 做ｸ躡nﾃ�3�-����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

12 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓ�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

13 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

14 做ｸ躡nﾃ�3�+s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

15 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西516-2 

16 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾓ涛湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

シグマテック株式会社　東京都中央区日本橋富沢町暗4号　　　　　　　　　　　電話・03-5651-2201

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 傀ｩ�#���,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橘宮沢町5-4 

2 傀ｩ�#���,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

3 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

4 冖ﾈﾌ8壹���,ﾙ4�3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

5 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

6 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ���R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橘富沢町5-4 

7 傀ｩ�#���,ﾓ#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本楯富沢町5-4 

8 傀ｩ�#���,ﾓ#33r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

9 傀ｩ�#���,ﾓ#3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

10 傀ｩ�#���,ﾙEcssb�ダンプ※ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5-4 

11 傀ｩ�#���,ﾓ#ssr�ダンプ※ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

12 傀ｩ�#���,ﾓ#�#b�ダンプ※ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

※　天竃付き車両 



1.陸上運搬

陸上運搬に使用する車両は、大型のダンプトラック(一部、天藍付き車両)である。

運搬時の飛散事流出防止、運搬時の悪臭による沿道等への生活環境の保全のため、ダ

ンプトラック等による運搬においては、図3-1のように不織布やエステル製のシート等

による嚢生を行なう。運搬車両の荷台は鋼投であり、破損箇所等がなく、テールゲート

が確実に閉まるものを使用する。天整付き車両の運搬では、確実に天蓋の閉まる車両を

使用する。

車両の運転席と助手席側の2箇所に文字サイズ140ポイント(50mmX50mm程度)

以上の大きさの『汚染土壌運搬車』の表示を行なう(写真3-1参照)。

積み込み・荷下ろしの待機時等にはエンジンを停止させて騒音や振動にも配慮する。

『汚染土壌運搬車』

図3-1運搬車両の養生(ダンプ車による運搬の場合)

汚染車壊運搬車

汚染土壌運搬車

写真3-1車両表示
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運搬過程において、分別や他のものとの混載は行なわない。

事故等により、運搬する汚染土壌が転落し、飛散し、若しくは流出し、又は当該運搬

の際に生じた汚水若しくはガスが飛散し、流出し、地下に浸透し、又は揮赦したときは、

直ちに当該運搬を中止し、自動辞等又は保管設備の点検を行なうとともに、転落した汚

染土壌の回収を行なう。

汚染土壌の含水比が高い場合には、葛運搬時の振動により泥状化して流出しないように

改質(固化)して運搬する。

ダンプトラックの構造図を図3-2、天整付きダンプトラックの構造図を図3-3に示す。
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【自動車・運鞍容器の構造】

図3-2　ダンプトラック(運搬車両)の構造図
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図3-3　天蓋付きダンプトラック(運搬車両)の構造図
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