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東京都知事殿

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成27年度)

報告者

平成　28年　6月ユ7日

在‾所　　　　東京都港区赤坂2-14-27国際新赤坂ピル東館18階
鹿島建設珠式会社東京土木支店

2ブ　ラ　　氏　名

(法人にあってば名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　03-6838-0336(担当. ∴)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1 2条の3第7項の規定に基づき、平成27年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 剋ｭ島建設株式会社東京土木支店都内各工事現場 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb�

事業瑞の所在地 剪噤@一　　　　都内各所　小事チ伝却岬)　　　　　　　　　　電話番号　　03(3746)6879 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量の 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶�僞(*hｦｲ�0.3 ��� 俾倆�暮L��〒136-0075 東京都江東区新砂3-11十 ���Sc���(株)京葉興業 新砂事業所(改 質同化プラント) �)｢�

2 宙-��4B�12.5 釘�009635 豫y�Hﾔ鮎b茜B��〒136-0075 東京都江東区新砂3-11-7 ���Sc���(裸)京菜興業 新砂事業所(改 質固化プラント) �)｢� 

3 茶b僭�7h8�5�6�6"�4阮��6.4 �2� 俾倆�暮L��〒136-0083 東京都江東区若洲郷-25 (有明興業若洲工場Iト刀 �� �)｢�

4 �� ��022693 冲ﾉk霆ｸｼb茜B��〒143-0002 東京都大田区城南島3-2-1 5 ���C�#2�高俊興業(裸) 東京臨海エコ プラント �)｢�

備考
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月00日までl提出すること。

2同-の都道府県(政令市)の区域内iこ、設置が短期間であり、又l斯在地が一定しなし嘩柴揚が2以上ある持合は・これらの事業場を1事業場として甜腕上で提出すること。
3産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること.
4菜種には日本標準産婆分類の中分類を記入すること。
6運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、 「産築廃棄物の種類」の欄-こその旨を記載するととも{こ・各事項Iこついて石組合有産菓廃棄物に係るものを

明らかにすること。
6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。
7区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入する蓑e　　　　(東京都はり一部改編職綿)
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成27年度)

東京都知事殿 ヽ　　　報告者

平成28年6月　30日

住　所　　　　東京都中央区京橋二丁目16番1号

氏　名　　　　　清水建設株式会社代表取結役社長井上和幸
営業本部:・ ∴∴∴上i　“ト

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　03-3561 -3776

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1 2条の3第7項の規定に基づき、平成27年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 、

事業場の名称 刄_ウインチ日本橋179 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb�

事業場の所在地 凵ｧ103-0027　　　東京都中央区日本捕1-7-9　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　(　) 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��,ﾈ顥}��排出量(寄 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の許可番号 �餃��9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 

1 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��5.616 ��S"�000138 �ｨ�ﾕﾒ�〒136-0082 東京都江東区新木場1-14 -7 �����3��㈱春江 ��r�

2 茶"��4B�0.66 �2�023128 �ｩ78�9�餔X5｢�985��ｲ�〒136-0075 東京都江東区新砂3-「1- 1s ���Sc���㈱京菜興業 ��r�

3 �� �� �� �� ��r�

4 �� �� ��丁 �� �)｢�

備考
「この鴇告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30目までに提出すること。

2同一の都道府県(政令市)の区域内に.設置が痘期間であり、又は所在地が一定し軌、事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること.
3産業廃煮物の種類及び委託先ごとに記入すること。
4業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。
5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産婆廃案物が含まれる場合は、 「産業廃棄物の種類」の棚にその旨を掲載するとともに、各章刺こついて石綿含有産業廃棄物に係るものを

明らかにすること。
6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要I抽いこと。
7区間を区切って運搬を婁託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間糠の運搬受託者又は再愛読者(こついてすべて記入すること。　　　　僚京都により一部改編H23.3)



明細様式2東京都

東京都作成械式(2ページ以降用)

1 /4ページ

番 伜���ｼh��G���ｯﾈ��Z��排出重代) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住 所 剌�ｪ受託者 の許可番号 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��処分場所の住所 
号 �,ﾈ����顗����}��佰�WIhy�B�の粋可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

1 僭�7h8�5�6�6(4竕���隴ﾉtﾉG��ｯﾉZｒ�4.005 唐�015855 冲ﾈﾌ�檍��4��b�4��376-0134 佛�F靆xｼｹ�h�9�iz)*ﾈｭhｧx�2�ﾜY��&�ｻ���､��iTﾒ�041031 忠tﾂ冓韃(��ﾋ�� ��

2 �4ｸ8�5��h5(984�8ｨ�ｸ6x�Y:伜Hｮﾒ�*ﾘ+ｉ�駘渥ﾉtﾉG�栗Zｒ�31,04 湯�015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��376-0134 佛�F靆xｼｹ�h�9�iz)*ﾉ[x訷�2�+yts#�YMI�(��､��iTﾒ�041031 忠tﾂ冓韃(��ﾋ�� ��

3“ 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�0.37軍 �(����001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�xx�檍���370-2139 俥仂ｨﾊx��(�9gｸｻﾙ��靈C��rﾓ"�000209 乘H�檍��8h�ｸ8�� 亦�

4 ��4B�111.1 ����015258 忠tﾂ偃x夊ﾉｩ�ﾒ�ｻｸｼb�210-0867 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9&IEｩkbﾓ�bﾒ���024375 凅x�檍��8ﾈｻｲ�､ｩJﾒ� 亦���

5 ��4B�280.3 �3��010724 ��9�ﾘⅸ蜥永R��290-0525 ��ywHﾊx�8ﾋH�9¥HﾋH派�)?ｩ���#cc"ﾓ(､��026418 乘H�檍��8�4ｨ62�4ﾈ��� 

6 ��4B�572.5 都��026670 凅x�檍��8ﾈ8��5"�290-0525 ��ywHﾊx�8ﾋH�9¥Hﾎｨ派�(ﾙ�補�#Sc"ﾓ(､��026418 乘H�檍��.�4ｨ62�4ﾂ� ��

7 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�1 ���001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�ｩH�檍���136葛0075 �8ﾈｹ靂ｨﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｸ��)ｩm｣���MC3�ﾘb�00398之 忠xr仄I:�7冦�� ��

8 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�1 ���00側盤3 俘(�)v�{駟X��檍���143-0002 �I>ﾉYI�Y68ｾh��>ﾉ8s85ｸ�ｳ�R�00側降3 俘(�(ｻｹ'ｨｩH��檍��� ��

9 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�15:375 ��b�001024 們I��8ｨ5H48ﾏx+R�Wﾙwｸ檍���143〇〇〇02 ��雹騏��Y68ｾh刺ﾘ(+38自�#�R�004823 俘(�(ｻｸｼhｩ(��檍��� ��

10 �*ｨ.ｨ*ｹ}��乞22 ���001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�59?8檍���143-0○○2 �8ﾈｹ駝y�Y68ｾh��>ﾉT�8ﾍﾘ*#�R�004823 俘(�(ｻｸｼhｩH��檍��� ��

11 倩h*ﾘ+��0.09　● ���001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�vx�檍���143-0002 �8ﾉ8ﾉYI�Y68ｾh茫���8�蘒��004823 俘(�(ｻｸｼixx��檍��� ��

12 仞���*ﾘ+��使42 �"�001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�xx�檍���143-0002 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh司�円ﾃ8自7��S�R�.　004823 俘(�(ｻｸｼhｩH��檍��� ��

13 �4ｸ8�5�*ﾘ+���5(984�8ｨ�ｸ6x*ﾘ+��ｷ�-�:俾Xｮﾘ*ﾘ+��1.17 �"�001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�iX�檍���143-00寄2 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8xv�"ﾓ�R�004823 俘(�(ｻｸｼhｩH��檍��� ��

14 僭�7h8�5�6�6(4��1.08 釘�001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�xx�檍���143白的02 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh刺��ﾘﾃ8�璽�R�004823 俘(�(ｻｸ�hｩH��檍��� ��

15 儖ｨﾎﾎ<�.���6x*ﾘ+��32乞75 �#b�002661 宙ｩB倡9�ﾉ�弌2�4x985x6ｨ4�8ｨ984��136・-0075 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh��ﾛｳ9'S�6sr�005618 宙ｩB仍鞏綾ｸｼb� ��

16 �4ｸ8�5�*ﾘ+���5(984�8ｨ�ｸ6x*ﾘ+��ｷ�-�:俾Xｮﾘ*ﾘ+��510.87 鉄��010724 ��9�ﾘⅸ蜥影��136-0075 �8ﾈ肘YHﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ2ﾓ�6sr�005618 忠xr仍駢Hｻｸｼb� ��

17 ��4B�乙48 ���00き618 忠iR仍駢Hｻｸｼb�136-0075 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ2ﾓ��｢�005618 忠xr仍駢Hｻｸｼb� ��
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番 伜���ｼh��G���ｯﾈ��Z��排出量の 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住 剌�ｪ受託者 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾂ�処分場所の住所 
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��所 凾ﾌ許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

35 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘy7��iZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�0.625 �"�001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�xx�檍���23調45 ���Y�ﾉ}ﾈｮyU倡9-�仞iihﾔﾂ�*ﾃ))ｩm｣�MC��004313 筈dXｬ(ｺｲ茜B�� ��

36 亅I�Y�ｹG�ｯﾉZ��巾001 ���001817 佰ｹ(h8�6�485磯b�8ｸ�X4X4x485�6x�R�+�x-ﾈ+t傚��(6ﾘ6r�236輸0003 ���=��ﾈﾊyJY�(�8ｾ��(ｾhﾔｸ葡��ﾓ��ｸ�ｳH､�)Tﾒ�003072 忠<著5h5ﾈ5h7B� ��

37 ���"��決岑,ﾉG�褪�l.03 ����003177 宙ｩB價ｨ訷4�4R�230-伽 ���Y�ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i]�5b�*ﾃ9MI&���004313 筈hｹ��弌2茜B�� ��

38 仞���*ﾘ+��15,82 澱�015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��2100861 ���=��ﾈﾊy�ﾈ�ｨ�9�ﾉ8粟h揵z��*ﾃH6sB�000768 ��Y�鞅ﾈｼb� 

39 ��4B�184.3 �#"�007004 忠E��8H7ﾘ4x92�5��ｸ7h8�485��2100867 ��H���ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈ苻ｾi��*ﾂ�ふR�000175 儷9?�毎蝌ｼb�悦r�� ��

40 ��4B�347 迭�015076 亊ｹ8ﾈⅸ饕液ﾂ��21か-0の67・ 冩Y���ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�bﾓR�’0001了5 儻�?�毎蝌ｼb�茜B�� 

41 ��4B�45,59 澱�015258 忠tﾂ偃x夊ﾉｩ�ﾒ�ｻｸｼb�210-0867 ���=��ﾈﾊy�ﾉ���ｦHｾi��*ﾂ�RﾓR�0○○175 丼�?��伜仂b�茜B�� ��

!42 ��4B�525.9 都2�019250“ 冖驢�7冦綾ｸ��永R��210「鳩67 冲ﾙ=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�h�薰�000175 儻�?���蝌ｼb�茜B�� ��

43 僭�7h8�5�6�6(4竕�駘渥ﾉtﾉG��ｯﾉZｒ�0495 �"�002555 �79'ｨﾗﾈ蝌ｩH��檍���972-0161 俟Xｬ9j�*(.ﾘ*ｸ�8�9nﾉ*ﾈ�8�2�nﾈ詹�(ﾇ����X､�3�Tﾒ�002555 �79'ｨﾖｨ蝎xx��檍��� ��

44 �*ｨ.ｨ*ｹ}竕�駘渥ﾉtﾈ蝌ｼb�G�ｯﾉZｒ�26.64 途�002き55 �79'ｩ�ﾉ7永X��檍���972-0161 兀�8位vﾈｷ(�9nﾉ*ﾈ�8�2�nﾉ���(ﾇ�窺C�､�3�Tﾒ�002555 �79'ｨﾖｨ蝎xx��檍��� ��

45 �*ｨ.ｨ*ｸｺﾘ*ﾙ�駘渥ﾉtﾈ蝌ｼb�G�{饂ｒ�7.4 ���000416 兔h馼ｩｩ=�u��h6ﾘ�R�ﾔ�8�4x5(7H8h�ｲ�訷��*奉�370-2139 佛�F靆xﾘ(ﾞ育8ｶx鯖*ﾈ�8ｵ9[ﾒ�#�ビﾓ��172154 �?�ﾏX蝌ｼh�yﾒ�tﾈﾌ�檍��� ��

46 僭�7h8�5�6�6(4竕���xﾘytﾉG��ｯﾉZｒ�0.09 ��ﾘ�ﾈ���015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��370-2139 佛�F靆xﾘ(ｪ育9���*ﾈ�9�I[ﾒ�#�ベ�Rﾓ��172154 �?�ﾏX蝌ｼh�yﾒ�tﾈﾌ�檍����� ��

47 僭�7h8�5�6�6(4��0.059 ���001817 佰ｸ�ﾉ(h��8�4�498��8ｸ�X4X4h485�6x�R�+�7h*h+#8���(�ﾈ�b�140-0003 �8ﾈｹ餾IV冽�ｾiJｩ*ｨ蕀)ｩm｣(�R����003072 ���ｩB�5h985h4�� ��

48 倩h*ﾘ+��19.71 塔"�029671 �8ﾈ恢ﾉｩ'｢右���11(ト0011 ��xﾍI�H菱ｾh蓼6ﾙ}c�ﾓRﾒ�2�029671 忠tﾂ俛�ﾏR� ��

49 �4ｸ8�5�*ﾘ+���5(984�8ｨ�ｴｸ+��ｷ�-�:俾Xｮﾘ*ﾘ+��45鴨9 �#r�001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�hX�檍���136-0082 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�im��ｨ賈)ｩm｢�9MC#hﾘh��#xﾘb�070680 乘H�檍��4�6ﾂ�5�6r� ��

50 僭�7h8�5�6�6(4��123.75 ��Sr�001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�ｩH�檍���136葛0082 �����78ﾕﾙ8ﾈｾi�im��ｨ賈)ｩm｢�9MC#hﾘh��#xﾘb�070680 乘H�檍��4�6ﾂ�5�6r� ��

51 �4ｸ8�5�*ﾘ+���5(984�8ｨ�ｸ�+��ｷ�-�:俾Xｮﾘ*ﾘ+��5之5 �2�015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��1.36-0082 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ�ｨｾi�im��ｨ賈)ｩm｢�9MC#hﾘh��#xﾘb�070680 冑X�檍��4�6ﾈ�R�5�6r� ��
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番 伜���ｼh��G���ｯﾈ��Z��排出量的 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住 剌�ｪ受託者 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾂ�処分場所の住所 
号 �,ﾈ����顗����}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��所 凾ﾌ指可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

52 僭�7h8�5�6�6(4��1.53 �"�015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��136-0082 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�im��ｨ賈)ｩm｢�8ｻ�#hﾘh��#xﾘb�070680 乘H�檍��4�6ﾂ�5�6r� ��

53 僭�7h8�5�6�6(4��9.書9 ��"�070680 乘H�檍��4��6ﾈ5�6r�136置0082 �8ﾈｹ韋ﾈﾕﾙ8ﾈｾi�im��ｨ賈)ｩm｢�9MC#hﾘh��#xﾘb�070680 冤ﾘ�檍��4�6ﾂ�5�6r� 

54 ��4B�2640 �2�009635 �儁Xﾔ�>���133-0061 僭俔ﾙ¥ｨｾhｷ(5ｨ���006618 乘H�檍��ｹ鞏��ｻｸｼb� ��

55 茶b僭�7h8�5�6�6(4驀��30.449 ��Sc��●　035283 儼��ﾈ暮t�x｢�143-0003 ���8ﾉ79�Y68ｾhｹ餬ﾉz�"ﾓ�RﾓR�1320035283 儼��ﾈ暮t�x｢� 

56 茶b僭�7h8�5�6�6(4驀��6.録晦 �3S��046478 兀Hｨ��ﾈ*ﾙhR��124-0013 �8ﾉ8ﾉ79^���i8ﾉzy��2ﾓRﾓ��1320007854 俘)~I�I�ﾈｩH��檍��� ��

57 茶b僭�7h8�5�6�6(4驀��17.97 田#R�002229 �掩�ﾕ��仂��143-0003 �8ﾈｹ韃��Y68ｾhｹ餬ﾉT�"ﾓ�Rﾘ+2�132003軍283 儼��ﾈ戊ｸｸx｢� ��

58 茶b僭�7h8�5�6�6(4驀��4.757 鉄#"�032186 �ｩ8ﾈｹ�4�8ｨ4��5ｨ985��ｲ�1ま1-0836 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi?ﾉ$｣rﾓ�"ﾓ�"�1320032186 �ｩ8ﾈｹ�4�8ｨ4��5ｨ985��ｲ� ��

59 茶�2仞���*ﾘ+��乙702 �#澱�032186 �ｩ8ﾈｹ�4�8ｨ4��5ｨ985��ｲ�121-0836 俘ｹW浦I�ｹzxｾi?ﾉ$｣rﾓ�"ﾓ�"�1320032186 �ｩ8ﾈｹ�4�8ｨ4��5ｨ985��ｲ� ��

60 茶b僭�7h8�5�6�6(4驀��0.005 ���012327 �8ﾉYH戊ｭ�x｢�143葛0003 �8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉT�"ﾓ�RﾓR�1320035283 儼��ﾈ暮t�x｢� ��



様式第三号(第八条の二十七関係) 1/3　ぺ-ジ

東京都知事殿

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成2了年度)　　　　　平成28年6月24日

報告者
住　所　　　　東京都中央区京橋二丁目16番1号

氏　名　　　　清水建設株式会社取締役社長井上和幸
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　03-35671∵1111

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1 2条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 剴y木東京支店が管轄する都内の各工事現場 劔刹ﾆ種 妊��H8�ﾔ鮎h��ﾘ�ﾂ�

事業場の所在地 凵ｧ104-8470　土木東京支店が管轄する都内の各区域　=住押し1　　　電話番号(03(3561)384≒⊃ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量の 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶"��4B�2 �"�144043 宙ｩB�(i8x4ｨ6"�5��ｸｻｸｼb�〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3丁 目17番22号 ��cSCSB�㈱環 ��r� 

2 宙-��4B�0.5 ���119756 宙ｩB�4ｵ��〒143輸0012 東京都大田区大森東5丁目 31番6号 ���几鉄b�(株)SKY �)｢�

・3 茶ｙm�*ﾘ+��527.4 ��SSb�073829_ 宙ｩB�7ﾘﾋ86x5b�〒283巾823 千葉県東金市山田 1048,1056」9他 ��s3�#��(株)マルトシ �)｢�

4 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��218.8 �#B�037216 宙ｩB蛤�T��dｲ�〒351-0004 埼玉県朝霞市根岸字関尻 448-2他 ���c�C��前田道路㈱ ��r�

備考
1この報告書は、前年4月1日から3月31日ま蛸こ交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。

2同-の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。
3産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
4菜種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。
5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、腫柴廃棄物の種類」の梱Iこその旨を語群するとともlこ、各事項iこついて石綿含有産業廃棄捌こ係るものを

明らかにすること。
6　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には詰入する必要はないこと。
7区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行っ鳩舎には・区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入すること。　　　　煉京都Iこより一部改編H23.3)



産業願物管醸交付等状況報轄(平成塊度,

東京都知事　殿

平成28年　6月30日

報告者

住　所東京都港区港南2-15-2品川インターシティB楳

氏　名株式会社大林組東京本店・　　　　　　i ・く

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電寵番号　03(5769)1390

廃棄物の処理及び?輔に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、平成2 7年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 劔Jｨ唏���9>�/��*ﾙ79>�ｦXﾔ磯hﾋｸ�｢�劔業　種 ��ﾘﾘxﾔ磯hｼb�(iZｩ}隧�仰�

事業場の名称所在地 劔Jｨ唏���8/��*ﾙ79>�ｦX�������������������������������������������jxﾎｩMHﾘh�����2ゴsc駐�3���

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ�,ﾈ�Y}��排出量(t) 刳ﾇ理票の 交付枚数 �餃��9�X�(,ﾂ�ｹh�)MHﾘb�運瀬受託者の氏名又は名称 �餃��h,ﾈ���処分受託者の 許可番号 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��処分場所の住所 

1 僭��駘�9��5.0 �2 ��3Ss��3Svﾂ�株式会社フィルテック 弍)Xﾈﾊy�ﾘ��ﾊ倡9?侏I*ﾈ�賈Kﾒ�?｣�#�氾(､��2181003571 乘H�檍��7H4(8ｸ6X6(4�� 

2 �4�5�7H4�8ｸ6x�X5(984�8ｨ�ｸ6x�"�163.8 �17 ��3���S�ャ��有限会社サンフラワー 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9gｹ�俶ﾉ)ｩm｣#b���MCI�ﾂ�1120037852 �(hﾋHﾉｩ�ﾘｩH�檍��� 

3. �4�5�7H4�8ｸ6x�X58984�8ｨ�ｸ6y5B�45.4 �6 ��3������ャ��有限会社サンフラワー �8ﾈｹ�79�ｹzxｾh揵�C�)ｩm｣#R�MC��ﾘb�1320025147 倅�xﾉｩ�ﾘｩH�檍��� 

4 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�74,2 �8 ��3���S�ャ��有限会社サンフラワー 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9m延�賈)ｩm｣#b���MCI�ﾂ�112003了852 �(hﾋHﾉｩ�ﾘｩH�檍��� 

5 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�190.0 �19 ��3������ャ��有限会社サンフラワー ��ywHﾊx�9�ﾈ�9gｸﾗ9;�#SSB�=ｳコ�1220019627 �'ﾉ�韃仂hｩH�檍��� 

備考

l　この報告書は、前年4月1日から3月31目までに交付した産業蟻物管理票について6月30日までに提出すること。

2　同-の都道府県(政令市)の区域軸こ、散壁が短期間であり、又は所荏地が-定しない事業勘ミ2以上ある持合には、これらの中葉緒を1蝶場としてまとめた上で提出することe

3　産業廃棄物の抵類及び委託先ごとに記入すること。

4　業稲には日本標準産業分類の中分類を記入することp

5　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃染物が含まれる窃合は、 「産業廃棄物の稲類」の桐にその旨を掲載するとともに、各春項について石綿含有産業廃染物に係るもの瑚らかにすること。

6　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである窮合には記入する必要はないこと.

了　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。
(日本工菜規格　A列錘)



番 号 伜們IG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者の 許可番号 ��ｸﾙ掩(�(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾂ�ｹh�)MHﾘb�処分受託者の氏名又は名稀 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

6 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�7.2 ���1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�東京都江東区新砂3丁目10 番l号、3丁目11番28号 ��3#���c�C��前田道路株式会社 ��

7 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�68.1 唐�1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�東京都江東区新砂3丁目11 審28号 ��3#��C����S��日本チヤトミックス株式会社 ��

8 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�37.4 釘�1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�東京都足立区小台1丁目25 審宣1号 ��3#��#S�Cr�三立遠投株式会社 ��

9 �*ｨ.ｨ*ｹ}��l,252.2 ��s"�し300075198 乘H�檍��5it2�東京都江戸川区東葛西3丁目 17番15号 ��3#��#c鉄r�槙会社日成ストマック・トーキs- ��

10 �*ｨ.ｨ*ｹ}��7,687.7 ���澱�1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�東東都江戸川区東葛西3丁目 1了番15号 ��3#��#c鉄r�儀式会社日成ストマック・トーキ9- ��

11 �+ｸ,ﾉ�ﾈ鰮¥ｨｬyyﾘ蝌ｼi:�o)Z��0.3 ���1367002913 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾘH暮t��千葉県袖ヶ浦市長清掃1号1 -51他 ��#s���3s2�エコシステム千葉株式会社 ���

12 ��4B�11.4 澱�1300025527 乘H�檍��7H5xﾔ��ﾒ�東東都江東区新砂3丁目具1 -13、15 ��3#���Sc���株式会社京葉興業 ����

13 ��4B�0.9 ���13000渡海16 伜)�8ﾉｩ�ﾘｩH�檍���埼玉県戸田市笹目北町14番 地17他 ���#�����^塔r�日興サービス株式会社 

14 ��4B�0.0 ���重300078092 乘H�檍��ｭｹ$9;刋慰鮎b�東京都稲城市大丸宣434審 3他12肇 ��3#���c�Cb�株式会社エコ・ファクトリー ��

15 ��4B�10.4 唐� 乘H�檍���Y}��y8ﾈｹ馮ｹ5��東京都八王子市大谷町481 番、外8掌 ��3#����#s��株式会社小池建材 ��

16 ��.闇靺ﾈﾘyG�ｯﾉZ��5.4 釘�1300003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島3丁目4 番3号 ��3#���SCc"�株式会社リサイクル・ビア ��

1了 豫yyﾘﾅ靺ﾈﾘyG��YZ��1.0 �"�1300003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島3丁目4 番3号 ��3#���SCc"�抹式会社リサイクル・ピア ��

(日本工業規格　A列4番)
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成27年度)
平成28年6月20目

東京都知事殿 報告者

住　所　　　　東京都新宿区西新宿㌻8-1新宿オークタワー

氏　名　　　　　大成建設㈱　‾.’

(法人龍わては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　03-5381 -5372

担当者　　　　　大成建設㈱東京支店

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定-こ基づき、平成27年度の産業廃棄物管理票Iこ関する報告書を提出します〇、　/ 

事業場の名称 剔蜷ｬ建設㈱東京支店 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯h��

事業場の所在地 凵ｧ163-6007　　　東京都新宿区西新宿6一汁1新宿オークタワー　　　　　　　電話番号　　03(5381)5372 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量は) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhr�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾂ��,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶"��4B�171.6 �#"�ロ 0130000o226 �4x5�4��ｸ8ｲ�埼玉県戸田市笹目北町1午 19 ����#���3Cビ�日興サービス(妹) 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�2���� 

2 茶"��4B�1.4 ���01300000605 倅�x�yﾘﾔ鮎b�神奈川県横浜市戸塚区上矢 ��Sc#���3��2�日本ケミテック ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾi7做ﾂ�
(株) 兀I*ﾃ#�c��忠iR��都町2160 

3 茶"��4B�33.6 釘�01300001281 �*ﾘｩB��YOﾈｴ��埼玉県戸田市笹目北町14- 19 ����#���3Cビ�日興サービス(株) 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�8ﾟ冦ｩfｹ*ﾃ�ｸﾒ����

4 �"��4B�47.0 湯�01「02005988 伜)�YZ亥忠xr��埼玉県戸田市笹目北町14- 19 ����#���3Cビ�日興サービス(株) 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�8ﾟ冦ｩfｹ*ﾃ��ﾒ����

備　考
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産葉廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。
2同一の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しか専業場が2以上ある場合lなこれらの事業場を1事業場としてまと膿上で提出すること。
3産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
4菜種には日本椋準産業分類の中分類を記入すること。
5運搬又は処分を委託した産柴廃棄物Iこ石綿含有産黛廃棄物が含まれる場合くま、 「産薫密棄物の種観の脚こ勅旨を記載するとともに・各事項Iごつは石綿含有産業廃棄物に係るものを

明らかlこすること。 ・

6処分拐所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

…認諾譲二鞘翳認諾護罵欝謂撥譜繋誤電繋績競麗講読鷲詳報謁鰯籍しています。 (鯨都-こより一部欄間)
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“臆臆鵜賀““““““““““““““賀“““““““““‾““ロココ　　　　　　　　　　　　　　　州営「喜書で。検暮雪霊.亡で。.葵葛臆臆 

番 伜估�����Z��排出量の 凉ﾙUｸ,ﾂ�運　受託 �����9�X��,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�R�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
ヽ �,ﾈ���(��ﾏｲ�又( 凾ﾌ暑　可 倩���iFﾂ�号 5 �,ﾂ�*ﾓ"��4B�1.9 �"�　軍手 01300009635 丶hﾜ�鮎b�埼玉県戸田市笹目北町1十 19 ����#���3Cビ�日興サービス(株) ��ﾂ�

6 7 茶"��4B�64.8 湯�01300009638 佰ﾈ皐ﾉｩ�ﾒ茜B��埼玉県八潮市大幸二丁目4 ����#��#S�釘�(珠)石井富里エンジ 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�Y�86ｩ)ｩm｣B�27-1、428-1 刄jアリング �#rﾓ���C#ふ��

(2)汚泥 ����繧�14 ���3�����c3��向井建設(株) 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬟))ｩmｨ鍈��3C3"ﾓ2ﾃB�01120145945 宙ｩB�5&2�埼玉県八潮市大字2丁目字 上432-3,4 

8 茶"��4B�108.0 ��R�01300009638 佰ﾈ皐ﾉｩ�ﾒ永R��- ���##��cS#C��理研工営(綜) ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i3C#�,ﾂﾒ�YH��C3�ﾓ����ﾃ�ﾓ���I���ﾂ�
千葉県市川市_俣429の- 部、的0-1、43十1、428他’ 

9 ��b��4B�24.0 �"�01300014228 宙鏸�$ｵ4｢�千葉県市川市二俣429の- 部、僻いて、鳩十1、、428他 ���##��cS#C��理研工営(殊) ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i3C#�,ﾈ爾�YH��Hﾃ�ﾓ���ｿC�ﾓ���C#��ﾂ�

10 11 12 13 14 �,ﾈ刮4B�58.2 ��r�01300015258 忠tﾂ偃x夊ﾉｩ�ﾘｻｲ�ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町小室 字志久偶櫓8 ����#���3都��野崎興業(裸) 俥仂ｨﾊyfｹ�ｹzyYH嫌=�*ﾈ抦��ｧy�ｸｷcCC���

(2)汚泥 鼎妬Eb�66 ���3����S#S��(有)守屋建設提 案 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾘ)$｣�田8���01220009722 宙ｩB俘)$ｨ刮4H�yﾒ�千葉県市川市高谷1舗3、 1964 刄Zンター ��田B�

(2)汚泥 ���"�1 ���3����c#S��(有)守屋建設興 業 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ2ﾓ2�01320009089 ��ﾉthｻｸｼh*ﾙhR��東京都大田区城南島3-3-3 

(功汚泥 釘繧�1 ���3����S#S��(有)守屋建設興 業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�Rﾓ���05720017413 ���ﾈ蝌ﾄ�*ﾘｩB��神奈川県川崎市川崎区扇町 5-10 

(2)汚泥 �#R�"�7 ���3���#��釘�(有)大患産業 ��xｬ靆x�9�ﾈ�8ﾘ)$｣�田8���01220009722 宙ｩB俘)$ｨ刮4H�yﾒ�千葉県市川市高谷19脚、 1964 刄Zンター ��田B�
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賀喜喜喜喜喜喜臆臆臆"""""""正　晴ここここiiiiiiiiiiiiii-"喜漢書間 劔劔処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

番 号 15 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量仕) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ���,ﾘ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�
の種類 (2)汚泥 涛"ﾃB�交付枚数 14 �,ﾈｹh�)MHﾘb���3���#ン32�氏名又名 寺尾運輸興発 く妹) ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��8r�Rﾓ���05740000175 儻�?�毎蝌ｼb�<鋳�中 

16 茶"��4B�53.4 ����01300030754 亂仂b�埼玉県戸田市笹目北町14- 19 ����#���3Cビ�日興サービス(妹) 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�8ﾟ冦ｩfｹ*ﾃ������

17 茶"��4B�39,9 途�01300037542 �4x5�5h�ｸ4x5ｉhR��埼玉県戸田市徳目北町1午 19 ����#���3Cビ�日興サービス(珠) 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�8ﾟ冦ｩfｹ68�����

18 茶"��4B�乙4 �"�01300058686 忠tﾂ�5�6X8H7ﾘⅸ橙�神奈川県川崎市川崎区扇町 5-10 ��Ss#���sC�2�栄伸産業(橡) ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�X馗���

19 ��b��4B�4∬ 湯�01300075850 ��bﾘ4ｨ6(5��ｸｻｸｼb�神奈川県茅ヶ崎高萩国字埋 ���C#3�sSゴ��覚-カッター興業 ���=��ﾈﾊxｩﾘ9hﾞ育96�68駟yﾒ�(株) �63�#yMH-�*��Tﾒ�宙ｩB��田827番ほか1竿 

20 21 22 23 24 茶"��4B�9.6 ���01300077743 亶ｸﾞ�/�沓�千葉県市川市二俣429の- 部、伸0-1、431-1、428他 ���##��cS#C��理研工営㈱ ��ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i3C#�,ﾂﾒ�YH��^ﾘ*#���ﾃ�ﾓ���C#��ﾂ�

(2)汚泥 �3ゅR�161 ���3���s���"�丸辰道路 �8ﾈｹ�79^8�倡9�Xｭｳ�C2ｳ9�ﾂ�01320116146 宙ｩB�4x5(�X7H4�4�6r�8ｨ�ｲ�東京都稲城市大丸14紬-3他 

(2)汚泥 �"紕�6 ���3����几鉄b�(株)SKY(東京 都) �8ﾈｹ�79�Y68ｾi�Y��8ﾈﾍﾉ)ｩm｢�3�MChﾘb�01320119756 宙ｩB�4ｵ��東京都大田区大森東五丁目 31番6号 

(2)汚泥 ��綯�1 ���8�ｸ�ｳ�Cc�S��(有)金澤興業 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�9;�ｩfｹ*ﾃ�ﾍ�����01120003487 �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5ｈｩB��埼玉県芦田市笹目北町1午 19 

(2)汚泥 釘���1 ���3���Sイsr�けいひん ��Vﾈ�9>ﾈｾi>ﾉ��686s�bﾓ#X���Sc#��3#ゴ"�傴ﾉgｸﾉｩ�ﾒ茜B��神奈川県横浜市南区南太田 1「6-25 
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量毎) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

135 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��5.8 �"�01310004823 俘(�(ｻｸｼb茜B��東京都大田区城南島3一㌢「5 ���3#���C�#2�高俊興業(株) �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ"ﾓ�R�

「36 茶8�R佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��†.0 ���01300017928 �8ﾈﾍ8ｻｸｼb茜B��埼玉県所沢市南永井字北葛 本木842 ����#���cs�#��東睨興業(株) 俥仂ｨﾊx��(�9>ﾈ迄皐鬩fｸ爾�gｹmャC"�

137 茶8�b佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�6.8 �2�01300020793 宙ｩB俎)68ⅹ5ｉ8ﾂ�ｹ�72��埼玉県八潮市大字木曽根字 ����#��3cC���(株)コーエイサービ ス 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩m��ﾘﾚｨ鬚�廃棄物(安定 劔��3SCYMC���SCiLS���決�2�剌�545番「、軍46版1、以上 

型のみ) 劔�)Tﾒ��2輩 

「38 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��0.2 ���01300023丁33 ��i��ｬ(ｺｲ茜B��埼玉県吉川市小松川567-1 他 ����#��#3�32�新和環境(株) 俥仂ｨﾊxｶy�ﾈ�8抦鉑�ﾃSi{蔦���ﾂ�

139 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��61.0 �3R�0「3101014」9 ��:H�8x､8補�茜B��東京都大田区城南島3-牛15 ���3#���C�#2�高俊興業(株) �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾘ-��R�

140 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�480.4 ��s2�013001「6404 忠tﾂ�8�5(�ｸ4x5"�6X6(4��千葉県木更津市笹子大成笹 ���##���cC�B�(有)ワコーエコテック ��ywHﾊym易�,8�8ﾟ倡�ﾊ)�ﾈﾟ��廃棄物(安定 劔倡�{ﾉ�ｩ�i68鬩&���;��Cc��剋q両村新田字地蔵堂台69 

型のみ) 劔儁B紕綯ﾘ�S"�剩ﾔ.4.6-「2 

141 茶8�R佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��35.3 �3B�013「0000416 �8�48ﾔ�8�ｻｸｼb�茜B��埼玉県草加市青柳2-1212他 ����#����C�b�ワイ工ム興業(株) 俥仂ｨﾊy�����9�)oc"ﾓ�(�S)�ﾂ�

「42 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��5.4 釘�0「3「0004823 俘(�(ｻｸｼb茜B��東京都大田区城南島3-2十5 ��)｣3#���C�#2�高俊興業(株) �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ"ﾓ�R�

」43 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��工7 �2�0†300017928 俘駝霆ｸｼb茜B��埼玉県所沢市南永井字北- 本木842 枇�X�S#���s�#��東関興業(株) 俥仂ｨﾊx��(�9>ﾈ迄皐鋹fｲﾒ�gｹmャC"�

「44 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��十2 �2�01300023133 ��i��ｬ(ｺｲ茜B��埼玉県吉川市小松川567-1 他 ����#��#3�32�新和環境(株) 俥仂ｨﾊxｶy�ﾈ�8抦鈐��ｳcrﾓ���ﾂ�
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量㈹ 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

145 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ�/�ｭﾈ-竰�8.3 湯�01310036630 ��Yth暮t�茜B��東京都板橋区新河岸1-14- 12 ���3#��3cc3��大友運輸(株) �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi�h憙ｭﾓ�ﾓ�Hｨｲ��"�

146 茶C貯G��駘�9��0.3 ���01357003571 �7H4(8ｸ6X6(4竕<���岐阜県多治見市廿原町字四 反田820-2外 ��#�����3Ss��(妹)フィルテック 弍)Xﾈﾊy�ﾘ��ﾊ倡9?侏I*ﾈ琶62�Kﾙ?｣�#�ﾓ(､��

147 茶C貯G��駘�9��89.1 ��"�01350018949 �5�48�xﾔ�8�ｬ(ｺｲ�<��宮城県仙台市青菜区芋沢宇 ��SC���S#����仙台環境開発(樺) 亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wHｾh���(鬚�
管勘) �ynﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�剞ﾂ野木的7輸1外12筆 

148 茶S"僭�oｲ液ﾂ�0.9 �"�01357002555 �79'ｩ>y.｢�<���千葉県八千代高上高野手本 ���#s���Sc3r�(珠)東亜オイル興業 所 ��ywHﾊyJｩ�y�8�8�8�9nﾈ詹m��
害) 劔侘ｹvｳ�s#ふR�剏ﾋ楊1了2みち 

149 茶S2��4B液ﾂ�60.0 迭�01356001169 ���x慰域(*ﾘｩE�<��神奈川県川崎市川崎区扇町 ��Sss�����c��早来工営(株) ���=��ﾈﾊt���
害) 劔管物) 迭ﾓs���5-79 

150 茶S2��4B液ﾂ�･���0.5 ���01350003072 �5h985h4��<���東京都品川区八潮3-2「1 ���3s���3�s"�(妹)シンシア �8ﾈｹ�79V��ﾈｾiJｩ*ｨﾖx*#���

151 茶SB僭�褪液ﾂ�･���43.5 澱�01350000226 �4x5�4��ｸ8ｲ�<���神奈川県相模原市中央区宮 下2-3了5-5-1 ��塔s����s#��三友プラントサービ ス(株) ���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�屮"ﾓ3sRﾓRﾓ��

■■臆■ 剪� ��



様式第三号(第八条の二十七関係)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成2 7年度)

28.6-24

東京都
ヽ●　　　　　　　　　●　　●●

威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　28年　6月　16日

住所　　禁譲襲撃毒誌嘉ODAビル
報告者鳥人急称及び代表者の氏名,取締役支店長　藤田　謙

電話番号　　　　　03-3535-1422

聡耀●離き平成27年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3 
」 事業場の名称 凵@　　　　　ヽ・ 戸田建設㈱首都圏土木支店　都内各工事現場 劔仂h��韶ﾒ�総合工事業(中分類コード:DO6) 

事業場の所在地 凵ｧ104-8388　東京都中央区京橋1-7-1TODABU工LDING　都内各所 劔�6I�)MHﾘb�03-3535-1422 

番 僭�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��排出量 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �(t) 佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ�"��,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 ��4B�0.473 釘� 宙ｩB亊ｹ$9;刋慰��ｼb�東京都稲城市大丸 ���c�Cb�株式会社エコ・ �8ﾈｹ�78手�倡2�
1434-3 刄tァクトリー ��C3Bﾓ2�������+R�

ユーロ020000㌃∽00 

2 ��4B�m3ﾘ6���#������108.75 ��2�O11999 �ｩthｻｸｼhｩH�檍���千葉県流山市三輪野 山字向原746-3 ���##���武蔵野建設株式会 社 ��ywHﾊyzﾈ�(�8蕀}inﾈ�"�鬨ﾏﾈﾋCsCbﾓ2�

3 ��4B�m9��+H�Ygﾈ�X�Xｭh�B�96 �����O12832 乘H�檍��fｹzH蝌ｼb�千葉県流山市三輪野 山字向原746-3 ���##���武蔵野建設株式会 社 ��ywHﾊyzﾈ�(�8蕀}inﾈ�"�鬨ﾏﾈﾋI{鼎bﾓ2�

4 ��4B�45 迭�012832 乘H�檍��fｹzH蝌ｼb�千葉県流山市三輪野 山字向原746-7 ���##���武蔵野建設株式会 社 ��ywHﾊyzﾈ�(�8蕀}inﾈ�"�鬨ﾏﾈﾋCsCbﾓr�

コード:0200000 

5 ��4B�168 ��b�026670 乘H�檍��8ﾈ8�5"�神奈川県川崎市川崎 区扇町5呑20、・21 �����sR�富二栄産業株式会 社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟b���*ﾃYMC#���&ﾂ�

コード:0200000 

6 僭�oｲ�12 �2�001804 乘H�檍������ﾏR�千葉県白井市河原子 ������B�株式会社　和光 ��ywHﾊyI(皐�8憙ﾋH��2�
サービス �3#yMI&���5H�ｸ7(5��27番地 

コート:0300000 

7 僭�7h8�5�6�6(4驀��4 �"�001804 乘H�檍������ﾏR�千葉県白井市河原子 ������B�株式会社　和光 ��ywHﾊyI(皐�8憙ﾋH��2�
サービス �3#yMI&���5H�ｸ7(5��27番地 

コート:0600000 

8 僭�7h8�5�6�6(4驀��0.65 �2�003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島 3丁目4番3号 ���3CSR�株式会社タケエイ �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2�)ｩm｣IMC8ﾘb�

コード:0600000 
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番 僭�ｯﾉZ�,ﾈ顥}�����排出量 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

号 �(七) 佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

58 �4�5�7H4�8ｸ6x�X5(984��49.1 �#��136i44 冲ﾈﾌ�檍��什�ﾈﾉｩ�ﾒ�東京都江東区新砂3 ���c�C����R�前田道路株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ2ﾒ�リート破片 劔工業 �?���ﾓ#���8ﾈｹ靼xﾝ靫��｢�11-28 

コード:1502000 

59 �4�5�7H4�8ｸ6x�X5(984��1,22 偵��139970 乘H�檍��*(.ﾘ*ｸｻｲ�ｼb�東京都江東区新砂3 ���c�C��前田道路株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ8爾�リート破片. 劔乖ｳ��ﾓ#���8ﾈｹ靼xﾝ靫��｢�1l-28 

コード;1502000 

60 ��.闇靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��0,375 �"�003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島 3丁目4番3号 ���3CSR�株式会社タケエイ �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2�)ｩm｣IMC8ﾘb�
コード:2010000 

6l ��.闇靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��0.75 �"�003455 乘H�檍��5�5�4x42�神奈川県川崎市川崎 区浮島町10-11 (地番:300番3ほ か) ���3CSR�株式会社タケエイ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟b�X)8y*ﾃ��ﾓ���&��MC｣3��MC8-�*鋳�

コード:2010000 

62 ��.闇靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��3,375 �"�004823 俘(�(ｻｸｼhｩH�檍���東京都大田区城南島 3葛2-15 ���C�#2�高俊興業株式会社 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2�ﾓ"ﾓ�R�

コード:2010000 

63 ��.闇靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��9.8 ���01工999 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���東京都江東区新砂3 ���c�C��前田道路株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ2ﾒ�-11-28 剴結檮㍾ﾞ工場 ���ﾓ#��

コ十°:2010000 

64 ��.闇靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��5(��h+�#�������24 迭�041644 ��ﾈ蝌ｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎 区塩浜3-24葛1 0 ���c�C��前田道路株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟b�冓Vﾃ2ﾓ#Bﾘﾔ���

65 ��.闇靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��5(自nS#�������16 釘�100311 冲ﾈﾌ�檍����ﾉｨｴ��神奈川県川崎市川崎 区塩浜3-24-1 0 ���c�C��前田道路株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟b�冓Vﾃ2ﾓ#Bﾓ���

66 豫yyﾘﾅ靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��5(��｣｣#�#�����0.125 鳴�003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島 3丁目4番3号 ���3CSR�株式会社タケエイ �8ﾈｹ�79�Y68ｾh司��8s2�)ｩm｣IMC8ﾘb�

67 豫yyﾘﾅ靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��8.375 ����003455 乘H�檍��5�5�4x48�R�神奈川県川崎市川崎 区浮島町10-11 (地番:300番3ほ か) ���3CSR�株式会社タケエイ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育6ﾈ�俥粟b�X)8y*ﾃ��ﾓ���&��MCｳ3��MC8-�*鋳�

コードこ2020000 
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番 号 僭�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��排出且 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の許可番号 �餃��9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���里 (七) 

68 豫yyﾘﾅ靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��0.625 ���068133 乘H�檍��4x5(5h5��埼玉県北葛飾郡杉戸 ��c��32�株式会社エコシス 俥仂ｨﾊyfｸｨｸ�ﾈﾅ9�侘ｹ*ﾂ�

コ一宮2020000 劔埼玉 �*ﾉgｸｻﾓS�2ﾓ��俥仂｢�本郷593-1 

69 豫yyﾘﾅ靄ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG�ｯﾉZ��5(�ｸ6Ε#�#�����0.45 ���132421 �7ﾘ685�5x887�98ｩB��檍���神奈川県川崎市川崎 区水‡工町1番50ほ か ���33���木材開発株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟b��Xﾕﾙ*ﾃ�MCS�-�*��
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様式第三号(第八条の二十七関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「/2　ペ"シ 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成27年度) 
平成　28年　6月　30日 

東京都知事殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

へ草　　　住　所　　　神奈」順横浜市中区本町4-43セボン関内第2ビル 

「28.6.2了　　　氏　名　　　　戸田建設株式会社横浜支店;　　′’ ‾璃藤猿轡　醗番華人Iこあっては等琴欝等’`.. 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、平成27年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 

事業場の名称 剏ﾋ田建設株式会社横浜支店(代表作業所:町田縁覚寺新築) 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb� 

事業場の所在地 凵ｧ　231置0005　　　神奈川県様浜市中区本町4-43セボン関内第2ビル　　　　　　　　電話番号　　045(228)6063 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
【=う でテ �,ﾈ�X顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶�r�5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��R�12.1 迭�01401104984 �ｹ�ﾘﾔｲ�〒236-0035 横浜市金沢区大道2-1仁13 ��Sc#���c�C��前田道路㈱ 横浜合材工場 �8(ﾜsH6�祢4辻���Vﾉ�)wHｾh�8ｻﾞ>姐"�

2 茶�r�5(984�8ｩ?�6r�Fｩ]���0喜2. ���01300000405 �ｨ4x6��ｸ4�8ｨ�ｲ�988�486r�〒之「0-0014 川崎市川l崎区貝塚十十5 ��Ss#����C�R�㈱エバーグリー ンライト ��xﾗﾈ.)z�Sツr��ﾉ8育9�ﾈﾞ粟i��*ﾈ8h6ｨ�b�

3 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6x5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��18 澱�0140「104984 �ｹ�ﾘﾔｲ�〒236-0035 櫛浜市金沢区大道2-†十13 ��Sc#���c�C��前田道路㈱ 横浜合材工場 ���/�;�6s���2�ｵｹVﾈ�8毎ｾi7仆ﾙ*ﾈ蕀�ﾓc8蔘3���

4 茶�b�*�.ｨ��}��0.3 ���01401104984 �ｹ�ﾘﾔｲ�〒236-0035 横浜市金沢区大道2-「午-13 ��Sc#���c�C��前田道路㈱ 横浜合材工場 �H��6s��4���YVﾈ鮖.ﾘ���*ﾃ�Sc8ｨｳ3��

備考 
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。 
2同一の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が-定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。 
3　産業廃棄物の種類及び委託先ことに記入すること。・ 
4業軽には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを 

明らかにすること。 
6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場 劔合には記入する必要はないこと。 

7区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行っ鵜全くこ臥区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入することp　　　(東京緋より一部改編日23.3) 



東京都作成様式(2ページ以降用)　　　　　　　　　　　　　　　事業場の名称:戸田建設裸式会社横浜支店(代表俺業所:町田縁覚寺新築)　　　2/2　ぺ‾シ 
漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

5 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��0.6 �"�01300000405 �ｨ4x6��ｸ4�8ｨ�ｲ�988�486r�〒210-0014 川崎市川崎区員稼1-1-5 ��Ss#����C�R�㈱エバーグリーン ライト・ �)｣#��ﾓ�ツx�ﾂ��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�ﾓ��

6 茶ｙm�*ﾘ+��0.6 �"�01401104984 �ｹ�ﾘﾔｲ�〒236-0035 横浜市金沢区大道之-14-13 ��Sc#���c�C��前田道路㈱ 横浜合材工場 �)｣#Crﾓ���2���Vﾈ�8毎ｾh�8ｻﾓ�Sc2ﾓ3��

7 茶ｙm�*ﾘ+��0.5 偵��01300000405 �ｨ4x6��ｸ4�8ｨ�ｲ�988�486r�〒210-0014 川崎市川崎区貝塚ト1-5 ��Ss#����C�R�㈱エバーグリーン ライト �)｣#��ﾓ�ツr��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�ﾓ��

8 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ�/�ｭﾈ-竰�0.1 ���01401104984 �ｹ�ﾘﾔｲ�〒236-0035 横浜市金沢区大道2-14-13 ��Sc#���c�C��前田道路㈱ 横浜合材工場 ����8�b�

9 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ�/�ｭﾈ-竰�0.1 ���01300000405 �ｨ4x6��ｸ4�8ｨ�ｲ�988�486r�〒210-0014 川崎市川崎区貝塚1「-5 ��Ss#����C�R�㈱エバーグリーン ライト �)｣#��ﾓ�ツr��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�ﾓ��

〒 �� ��r�

丁 �� ��r�

丁 �� �)｢�

〒 �� ��r�

丁 �� �)｢�


