
様式第十六(第六十一条第二項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28年/月　8日

東京都知事　殿

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o　　　　　　　　　ヘヤ持つ諸 � 

要措置区域等の所在地 佝H肘W冽�ｼ�爾�声表示) 番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��ﾂ� 
(土壌溶出量基準不適合;0.031mg/しへ0.34mg/L) 

※詳細ま添位塾副の通り 

汚染土壌の体積 僞h*ｩ�hﾙ�拘8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�畏ﾎｧ)J��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土域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��｢�

汚染土接を処理する抱腹の所在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃbﾖﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ�#Y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�(ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋紿ﾈ�#�?｢�

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 ��i5儻I�i}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。) ��i���h*h,�+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 箇施設を用いる場合に限る。) ��i]ｸｬx,�+R�

(連絡先) 
AGし環境株式会社　　担当: 

備考l　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)を罷職し、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。

解し斑東榊
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4.汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面

形碇変更時要届出区域の新種地:東京都大田区大森兜3丁目27番13号(住居表示)

東京都大田区大森東3丁目6393番2 (地番表示)
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図4-1汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面 
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6-2運搬フロー図

【形質変更時要届出区域等の所在地】東京都大田区大森東3丁目 27番13号(住居表示)

東京都大田区大森東3丁目6393番2 (地番表示)

汚染土壌(トリクロロエチレン)

陸運

【運搬受託者】株式会社ハーモセレ　東京支店 

住所:東京都中央区新川1丁目19番7号 

YOSHIKAWA　BLDG.2F 

【荷姿】トラック十フレコン(内袋あり)十シート掛け 

【処理施設】　早来工営株式会社　川崎工場

住所:神奈川県川崎市川崎区扇町6-1

【種類】浄化等処理施設(浄化(抽出一熱脱薄))

【許可番号】第0861001002号

6-3運搬体制
運搬受託者:株式会社ハーモセレ　東京支店

協力会社及び使用する自動車の一覧は、添付書類4のとおり
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添付書類4

7.汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(搬出現場　一　早来工営㈱)

会社名　　　　1　　　　　住所 劍A絡先 

NO.1 乘H�檍����6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川1輸19-7 ��2ﾓ3SS2ﾓc右cr�

NO.2 冲ﾈﾌ�檍����ﾛ(���ﾈ��東京都江戸川区西瑞江5-14-58 ��2ﾓ3��Bﾓ�ScR�

N0.3 乘H�檍��8ｨ7�4��ｸ8ﾂ�東京都中央区日本楯蠣殻町ト6輸1 ��2ﾓScC2ﾓ3S3R�

NO書4 ��8ﾌｸﾊ佶ｩ�ﾘｩH�檍���東京都練馬区大泉8-2-13 ��2ﾘ.�鼎rﾓSSS��

NO.5 乘H�檍��5H986ﾘ4Xｻｸｼb�東京都大田区山王4葛18-3 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�

N0.6 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2-12-6 ��2ﾓSccBﾓ33�2�

NO.7 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20細2 ��2ﾓ3c�bﾓ�#澱�

N0.8 冲ﾈﾌ�檍���Hﾉｨﾘ(鍈�東京都足立区西綾瀬3-34-7 ��2ﾓ3イ蔦3c32�

NO.9 冲ﾈﾌ�檍���ｨ鉙ｻｸｼb�埼玉県川口市石神1408 ��Cふ##�'Sc3SR�

N0.丁0 冲ﾈﾌ�檍���(ﾚｩ7冦��埼玉県草加市小山ト20-20 ��C�｣イ2ﾓ#都��

漢書■ �� ��

漢書■I �� ��

音喜臆■ �� ��

音臆臆 �� ��

次頁以降の車輌は『直積十防じんカバー(ポノエステル製)』にて飛散等を防止する。 

15



会社名 倆H霻�草書 剋ﾔ検 傀ｨﾝﾙ&��連絡先 

.1 �ｨ6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�8tダンプ 做ｸ躡nﾃ���*��1003 �?｣#ゅゅ#��東京都中央区新川十19-7 ��2ﾓ3SS2ﾓc�#r�

2 忠tﾂ俚(���胃��8tダンプ 做ｸ躡nﾃ���,ﾒ�2029 買#ゅB��"�東京都江戸川区西瑞江5-14葛58 ��2ﾓ3��Bﾓ�ScR�

3・ 忠tr俚(��4ｸﾝ��8tダンプ 做ｸ躡nﾃ���,ﾒ�2860 買#ゅ2�#2�東京都江戸川区西端江5-14-58 ��2ﾓ3��Bﾓ�ScR�

4 忠tﾂ俚(��暮�｢�8七ダンプ 做ｸ躡nﾃ���,ﾒ�2858 買#ゅ2��b�東京都江戸川区西瑞江5「牛で8 ��2ﾓ3��H��ScR�

5 忠tﾂ俚(��暮�｢�8tダンプ 做ｹe亶����,ﾒ�2741 買#ゅ2����東京都江戸川区西瑞江5-14-58 ��2ﾓ3��Bﾓ�ScR�

6 忠tﾂ俚(��4ｸﾝ��8tダンプ 做ｸ躡nﾃ���,ﾒ�2743 買#ゅ2����東京都江戸川区西瑞江5置14-58 ��2ﾓ3��Bﾓ�ScR�

7 宙ｩB�8ｨ7�4��ｸ8ﾂ�8をダンプ 做ｸ躡nﾃ���,ﾒ�2896 買#ゅC"�東京都中央区日本橋蛎殻町ト ��2ﾓScC2ﾓ3S3R�

8 ��8ﾌｸﾊ佶ｩ�ﾒ永R��8tダンプ 傀ｩ�#���-��8 買#ゅ"���東京都練馬区大泉3-2-13 ��2ﾓS鼎rﾓSSS��

9 ��8ﾌｸﾊ佶ｩ�ﾒ悦r��8七ダンプ 兢ﾉF����+2�222 買#ゅr纈�東京都練馬区大泉3-2-13 ��2ﾓS鼎rﾓSSS��

10 ��8ﾌｸﾊ佶ｩ�｢永R��8七ダンプ 凭ｩ���3�+��444 買#ゅ������東京都練馬区大泉3-2-13 ��2ﾓS鼎rﾓSSY)｢�

11 僵靂ｸﾊ��膤影��81ダンプ �5�F����+r�555 買#ゅ��纈�東京都練馬区大泉3-2「3 ��2ﾓS鼎rﾓSSS��

12 ��8ﾌｸﾊ�ﾙ�ﾒ茜B��8tダンプ 傀ｩ�#�3�,��666 買#ゅ偵#��東京都練馬区大泉3-2「3 ��2ﾓS鼎rﾓSSS��

13 �;Hﾌｸﾊ佶ｩ�ﾒ悦r��8七ダンプ 傀ｩ�#���-��777 �?｣#ゅ�)?���東京都練馬区大泉3-2-13 ��2ﾓS鼎rﾓSSS��

14 忠xr�5H986ﾘ4Xｻｸｼb�8tダンプ 儼��ﾃ�3�+��3300 �?｣#ゅb�#��東京都大田区山王4「8-3 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�

’I5 忠xr�5H986ﾘ4Xｻｸｼb�8七ダンプ 儼��ﾃ�3�,"�33 冕c#ゅb�3��東京都大田区山王4-18-3 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�

16 宙ｩB�5H986ﾘ4Xｻｸｼb�8tダンプ 儼��ﾃ�3�+��20 買#ゅB�#2�東京都大田区山王4-18「3 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�

17 忠iR�5H986ﾘ4Xｻｸｼb�8tダンプ 儼��ﾃ�3�,ｲ�22 買#ゅB�#2�東京都大田区山王4「8〇七 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�

18 宙鐱EH�X986ﾘ4YZI�b�8七ダンプ 儼��ﾃ�3�+r�300 買#ゅ��#��東京都大田区山王4-18十3 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�

19 宙錂�5H986ﾘ4Xｻｸｼb�8七ダンプ 儼��ﾃ�3�+r�3500 買#ゅb�#r�東京都大田区山王4「8-3 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�

20 宙ｩB�5H986ﾘ4Xｻｸｼb�8七ダンプ 儼��ﾃ�3�+ｲ�330 �?｣#ゅR�#b�東京都大田区山王4-18-3 ��8潟3ssrﾓ�S#"�

21 宙ｩB亳9���8tダンプ ��ｹzx馗3�*��81 �?｣#ゅ���#B�東京都江戸川区春江町2-12-6 ��2ﾓSccBﾓ33�2�

22 宙ｩB亳9���8七ダンプ ��ｹzs�3�*B�82 買#ゅ���#B�東京都江戸川区春江町2「2-6 ��2ﾓSccBﾓ33�2�

23 宙ｩB乖ﾘﾉ｢�8tダンプ ��ｹzs�3�*B�83 買#ゅ����2�東京都江戸川区春江町2-12-6 ��2ﾓScb�6s33�2�

24 忠tr�-ﾈ*�,�.r�8七ダンプ ��ｹzs�3�+2�5031 買#ゅ偵r�東京都足立区六木3-20-2 ��2ﾓ3c�c�#澱�

25 忠tr�-ﾈ*�,�.r�8七ダンプ ��ｹzx�c��,ﾒ�4179 買#ゅ���#��東京都足立区六木3-20-2 ��2ﾓ3c�bﾓ�#澱�

26 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�8セダンプ ��ｹzs���,ﾒ�5001 買#ゅr�#B�東京都足立区六木3-20-2 ��2ﾓ3c�h�S#澱�

27 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�8tダンプ ��ｹzs���,ﾒ�4311 買#ゅ��#��東京都足立区六木3-20-2 ��2ﾓ3c�c�#澱�

28 忠tﾂ��Hﾉｨⅸ饕�8七ダンプ 偸I?ｩYC��ｸ�ｸ,ﾒ�2635 買#ゅ偵#��東京都足立区西綾瀬3-34-7 ��2ﾓ3イ蔦3c32�

29 忠tﾂ��Hﾉｨﾘ(鍈�8tダンプ ��ｹzs���,ﾒ�1846 買#ゅ"�#R�東京都足立区西綾瀬3-34-7 ��2ﾓ3イ蔦3c32�

亀0 忠tﾂ��Hﾉｨⅸ饕�8七ダンプ ��ｹzs���,ﾒ�1864 買#ゅ"�#r�東京都足立区西綾瀬3-34-7 ��2ﾓ3イ蔦3c32�

31 忠tﾂ��ｨ鉙ｻｸｼb�8七ダンプ ��Xｷｳ���,ﾒ�2271 買#ゅ偵#��埼玉県川口市有神事的8 ��Cふ##蔦c3SR�

32 忠tﾂ��ｨ鉙ｻｸｼb�8さダンプ ��Xｷｳ���,ﾒ�2427 買#ゅR����埼玉県川口市石神1008 ��Cふ##蔦c3SR�

33 忠tﾂ��ｨ鉙ｻｸｼb�8とダンプ ��Xｷｳ�3�+2�675 買#ゅ偵3��埼玉県川口市石神1仰8 ��Cふ##蔦c3SR�

34 忠tﾂ伜(ﾚｩ7冦��8七ダンプ 偸I?ｩYC�3�,B�1001 買#りﾎ�#��埼玉県草加市小山十20-20 ��Cふ鼎2ﾓ#都��

35 忠tﾂ伜(ﾚｩ7冦��8七ダンプ 偸I?ｩYC�3�,"�之002 買#ゅ������埼玉県草加市中山上20-20 ��Cふ鼎2ﾓ#都��

36 忠tﾂ伜(ﾚｩ7冦��8七ダンプ ��i?ｩYC�3�+2�8003 買#ゅ��繧�埼玉県草加市小山1ゼ0-20 ��Cふ鼎2ﾓ#都��

37 忠tr伜(ﾚｩ7冦��8亡ダンプ 偸I?ｩYC�3�,"�5006 �?｣#ゅ偵#��埼玉県草加市小山1-20-20 ��Cふ鼎2ﾓ#都��

38 忠tﾂ伜(ﾚｩ7冦��8セダンプ 偸I?ｩYC�3�+r�6006 �?｣#ゅ偵�B�埼玉県草加市小山1ゼ0「20 ��Cふ鼎2ﾓ#都��

39 忠tﾂ伜(��7冦��8七ダンプ 仭�?ｨｨC�3�+r�7007 買#ゅb�#R�埼玉県草加市小山1-20・セ0 ��Cふ鼎2ﾓ#都��

40 忠tﾂ伜(ﾚｩ7冦��8仁ダンプ 偸I?ｩYC�3�+r�9009. 買#ゅ"�#B�埼玉県草加市中山手20-20 ��Cふ鼎2ﾓ#都��
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