
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　7月//日 

東京都知事　　　　　　　殿 

東京都江東区亀戸四丁目22番1号 

屈輔　大木建設株式会社 

鮭翻編川　韻書題 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、形質変更時要届出区域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 俔ﾙ8ﾈｾi�Y8s))ｩmｦﾉMB� 

汚染土壌の特定有害物質によ �-8,��iv頽�｢旭顏�W94ｸﾘr���僣ｭﾉtﾉ|｢旭顏�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 �3�ゅ�FS�2�

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

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��ｵ4｢�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍����ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繹ﾈ��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖貶ﾈ���?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖貶ﾈ�#�?｢�

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 ��ｨﾝx,ﾙ5儻H��}���,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。) 丼�9h,�+R�

’ツ● 　ヽ ’ウ無?∴『1 

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。) 丼�9h,�+X�����ｶ�T｢�

化学物灼約線課 

し達籠左所属:出穂翻東武会社 

藷鷲名　こ。3_5。28_。。11携帯 
恥x番号　　　;　03-5628-0952 



(添付菌類1 )

汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域等の図面

㌢〆〆阜/

凡　　倒　　　　　　　単位区画番号

昌三麗護の閏　-①∴
「:単位区画(博mXわれ)　A ④l⑤　⑥,

□: 30m区画
二:図蚤統合

ふっ素鴻出電　Pb:船含有量

採取濯噴 くG」の) __Qふq5 __」霊室0 ��4�,)w�鳴��

田 � “1禰‾‾ ������s"�A2 

o.8虹 ��ｸ�ｲ����ｸ�ｳB�Il　一∴阜 

_.1.O屯 �7X尨�ｆﾂ�史.e ��

●. ��ｯ�ﾉEb�く最　隻 ��ﾂ�

○○__」量。皇豊 �,ﾈ�ィ�. ��ﾂ�

___仝..慮O 　●● 峯�E���ﾂ�● �*ﾙ�ｲ�%���ﾂ�

.　　- 

6(ヽ(ヽ ��ﾂ�. 偵��ｲ�

__ヱ」主!」 坪ﾊ��9�����ﾈ������●　　● ��ﾈ����ｲ�

__食.°亀 凵怐@　こ 貞���(�bﾒ����ﾆ��

堅.主壷‾ _10_○○ ��ﾈ��ﾈ�"�1之 

1　●i ��ﾈ��B�1　璽- 

重職教裏書徽章び ��鼠〇、五,_ ��

雪調 書細く●l′l) �0.e轍下 

.京二　　義重 剏¥4昨_　_ 

鞘半量ユ軸

)耀劇・船出龍田

旗頭深度 奉褪襄�ﾕ���5����(��U8��ﾝi7伜"��

(G」m) _.○○.戚 ___寄馳一〇__ ___⊥.旦且 ��+ﾈt��#S��ｯ��軍葺 合8 停ﾙ�(暈�+#���ﾘ,ﾈ�"��F��ー“生 き4on ー】4史 �)ｨ���8xx���疫��ｲ��ｲﾕ��B�。遡 __1s臓 ∠I雪 . “γ 21、. 仞h暫��2�2�����8･r�A4(芝) 3○○鴇轟 ���B���l∴▲4⑧ ?eo .d了 ����t�ｲ�F���ｨ�h��������?��ﾈ�(�R�∴有鞄二 〇9°○ 　プInr) 

‥a了e曳葛_ -4《寄Qへ ●●● ○○_Q.Qo .-了.q寄、鵜 ._丘迎..__ _10.○○、 ��ｲ頽H+U����ﾂ�,�������駝e�����葛1 ・; 」撮_ .7 亰I����c��穆ｨ+R粢��Fﾂ�● 1書n __、{生巨_ 禽 �*ｴ���ｨ�｢�磁�*ﾘ.rﾅ��ｸ�ｲ��*ﾘ.r褪�宝8�ｲ�ｽr��育��厩ﾅ��_∴..亀亀. _亀._. 　● ��B隕8.H�e���4��*ﾘ.奉�*ﾘ.r�乏〇一 ll▲ "邑__ 貫 ��ﾂ�耳ﾅ"��8+U��11Qn ,. .71〇 くる 

`l ��h7b�1 仗r�◆ 宙7��憲 一」」 峯��|｢��で貞 ��___一く 　く鼻 ��ｨ�ｨ�ｨ*ﾓR�����ｩ���

了 ��8 免ﾂ�「i 

∴　　言、6.、 ��ﾉv"�S 

_8」」 嶋����曇.. ��������ｸ���」巳,、 �9��
二日_ 偵���ｨ������� 

__10 1 停顰ﾘ�e����╋��,.、_8..-_ l) 奉粨�bﾔﾅ��������∴臆∴1○ 　○ ��ｲ��ｲ�且_. .エー._ 櫨下 貞��ｸ�ｵ�ﾂ�� �.1額 11 ��(���Fﾂ�

.ふ12 ������h������"�11 

5 1so 
- 

重○○陣後農具び ま書棚 絡細く購章′しI ��

)鋤・劇団



4.汚染土壌の運搬方法 添付書類　3

(1)運搬フロー図

汚染土壌は以下のフロー及び運搬ルートに基づいて、現場から処理施設まで大型車両にて

運搬を行うものです。

要措置区域等

東京都江東区大島二丁目1番

(都市計画道路補助1 1 5号線道路築造工事作業所内)

」丁‾…‾‾‾‾‾

ふっ素、鉛含有汚染土壌運搬

運搬:株式会社KSJ 

荷姿　こ10tダンプトラック　十　防塵シート掛け 

処理施設:ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字裏山も6

種　　類:分別等処理施設、浄化等処理施設

処理方法:無害化洗浄システム(3段階洗浄)

許可番号:第0121001003号

【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書類
添付番頴　4

車　種 倆H��{ﾉMH��ﾘb�汚染土の種類 儖(藝9冉育��ｹ'R�

1 偬B�平ダンプ ��ｹzs���*ｳCSィ�鉛、フッ素 �+ﾉ��ﾂ�5h�ｸ6ywｹ�b�

2 �"�平ダンプ ��ywC���,ﾓs##��

3 �2�平ダンプ ��ｹzs���*ｳCSッ�

4 5 釘�平ダンプ ��ｹzs���*ｳCSビ�

5 兌ﾘ5�987b�足立100き4588 

6 澱�平ダンプ ��ｹzs���*ｳSCモ�

7 几��平ダンプ ��ｹzt���*ｳc�3B�

8 唐�平ダンプ ��ｹzs���*ｳcC32�

9 湯�平ダンプ ��ｹzs���*ｳcC3B�

10 ����平ダンプ ��ｹzs���*ｳcC3R�

11 ����平ダンプ ��ｹzs���*ｳcC3b�

12 ��"�平ダンプ ��ｹzs���*ｳcC3r�

13 14 ��2�平ダンプ ��ｹzs���*ｳs�S2�

14 兌ﾘ5�987b�足立100き7541 

15 ��R�平ダンプ ��ywC���,ﾙ{�##��

16 ��b�平ダンプ ��ｹzs���*ｹ{鉄CB�

株式会社KSJ


