
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⊥β年/月/土日 

東京都知事　殿 

届輯器器壇 剪�

土壌汚染対策法第16条第l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 ��偖ｨｸ�ﾈ麌�ｩ8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾhﾝy639)ｩm｣窺C8ﾘh��俘b� 

【地番表示】東京都葛飾区細田3丁目754番3、769番l、770番l: 

770番2、771番1、772番1、777番、778番l、778番3、 

779番2、781番工、781番4 

東京都葛飾区細田町779番1、780番1の各一部 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 田鳴�(����-��

汚染土壌の運搬の方法 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��ｭﾙnﾈⅹ5��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ4h�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i�iI�))ｩm｣#�3iMCS�ﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���(ﾈ��X��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Hﾈ���3���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Hﾈ���3���?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Xﾈ��H��?｢�

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 乘H�檍��ｭﾙnﾈⅹ5���DTﾃ｣�CRﾓ��"ﾓ�#�h���ﾉ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。) ���-ﾙ�h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�(������������������ｴ��

’28.1.15 

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。) 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*&�����ｵｹ�N,�ﾘb�

連絡先:マックスエンジニアリング株式会社 
担　当:　　　　　　TEし:03-5425-1238 

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。
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3-1.運搬フロー図

要措置区域等 凵y住居表示】東京都葛飾区細田3丁目8-3,8-9 劔 
【地番表示】東京都葛飾区細田3丁目754番3外13輩 

六価クロム化合物・シアン化合物・鉛及びその化合物後枇素及びその化合物汚染土壌 劔��

運搬:株式会社岸野商店(運搬受託者) 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

i　　　積替:行わない　　　i 

汚染土壌 処理施設 傀謁ﾓｨｩH�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ8ｨ6ﾘ8h�ｸ5h8�92�� 

摸浜リサイクルセンター 

横浜市鶴見区生麦2丁目2036番50号 

許可番号:横浜市第085100100「号 

種類:分別等処理施設 

※シアン混じり汚染土壌は、 2次処理施設が異なるため管理票を別とした。

3-2.運搬体制

株式会社岸野商店

神奈川県横浜帝京区弥生台7-16

TEし: 045-802-1216

※協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料「自動車等の使用者の氏名等及び連絡

先・自動車一覧表」参照。

9



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

株式会社岸野商店　　神奈川県横浜市泉区弥生台7-1 6　　　　　　　　　　　　　　　電話: 045-802-121 6

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 ��Vﾃ�����*���鉄#��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

2 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-「6 

3 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7「6 

4 ��Vﾃ�����*ｸ��#����ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

5 ��Vﾃ�����*ｸ��3�3��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

6 ��Vﾃ�����*ｸ��3����ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

7 ��Vﾃ�3���*���C����ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

8 ��Vﾃ�����,ﾓ�ss��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7○○6 

9 ��Vﾃ�����,ﾓ#�途�ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7「6 

10 ��Vﾃ�����,ﾘ��#cc��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台了16 

11 ��Vﾃ�����,ﾘ��33ッ�ダンプ 忠hR亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-置6 

1　　横浜100　は1809 刄_ンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台716 

13 ��Vﾃ�3���+8��c##R�ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

※上記内容は、車検証より転記したものである

有限会社松建　　横浜市緑区東本郷3丁目46-1　　　　　　　　　　　　　　電話: 045-370-4844

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���

14 ��Vﾈ�S����.x��c2�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46「 

15 ��Vﾃ�����.x��c��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46-1 

16 ��Vﾃ�����.x��c��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区束本郷3丁目46-1 

・†7 ��Vﾃ�����.x��sr�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46「 

18 ��Vﾃ�����.x��s��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区束本郷3丁目46-1 

19 ��Vﾃ�����.x���"�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46-1 

20 ��Vﾃ���+�����R�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46「 

2_. ��Xﾌｳ�3���.�����SR�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区束本郷3丁目46-1 

水戸100　ら　186 �5�987b�(有)松建 ��Vﾈ�9|霎i8ﾉgｸｻﾓ9)ｩm｣Cbﾓ��

※上記内容は、車検証より転記したものである

渡辺建機有限会社　神奈川県横浜市都筑区東山田町3丁8　　　　　　　　　　　電話:045-592-5148

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���

23 ��Vﾃ�����/������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

24 ��Vﾃ���*h��#����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

25 ��Vﾃ�����/�3����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

26 ��Vﾃ�3���+���C����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

27 倚yVﾃ�����+���S����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

28 ��Vﾃ�3�*h��c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

29 ��Vﾃ�����*ﾘ��s����ダンプ �6饐9�(ｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

30 ��Vﾃ���X*��������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈月惧横浜市都筑区東山田町318 

31 ��Vﾃ�3���/�������� �6饐8ﾉｨｴ�液ﾂ��神奈川県横浜市部筑区東山田町318 

※上記内容は、車検証より転記したものである



寺尾運輸興業株式会社　　神奈川県横浜市港北区樽町4-1 7-45　　　　　　　　　　　　電話: 045-546-3505

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���

32 ��Vﾃ�3���*(��sS�R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9「1 

33 ��Vﾈ��'S3���*���sS�r�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9「1 

34 ��Vﾃ�3���*���{鉄���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

35 ��Vﾃ�3���*���sS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

36 ��Vﾃ�3���*���sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9「1 

37 ��Vﾃ�3���*���sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

38 ��Vﾃ�3���*���sS#"�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

39 ��Vﾃ�3���*���sS#2�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9「丁 

40 ��Vﾃ�3���*���sS#B�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈Il憬川崎市川崎区大島上町9「1 

41 ��Vﾈ��)｣3���*���sS#R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

42 ��Vﾃ�3���*���sS#b�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

43 ��Vﾃ�3���*���sS#r�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

44 ��Vﾃ�3���*���sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-丁1 

横浜130　あ　7529 刄_ンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

46 ��Vﾃ�3���*���sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9葛11 

47 ��Vﾃ�3���*���sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

48 ��Vﾃ�3���*���sS3"�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-す1 

49 ��Vﾃ�3���*���sS32�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

50 ��Vﾃ�3���*���sS3B�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9「1 

51 ��Vﾃ�3���*���sS3R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

52 ��Vﾃ�3���*���sS3b�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

53 伜iVﾈ��*C3���*���sS3r�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

54 ��Vﾃ�3���*���sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

55 ��Vﾃ�3���*(��sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9「1 

56 ��Vﾃ�3���*(��sSC��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

57 ��Vﾃ�3���*(��sSC��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

孟会社諸富士興業　神奈川県横浜市泉区岡津町2。。。_。　※上記内容一蓄慧誓書のである

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���

58 ��Vﾃ�3���+3C�C"�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県横浜市泉区岡津町2690-9 

59 ��Vﾃ�3���+3C�C2�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県横浜市泉区岡津町2690-9 

60 ��Vﾃ�3���+8��C�CB�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県横浜市泉区岡津町2690-9 

61 ��Vﾃ�����,ﾘ��C�Cb�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県横浜市泉区岡津町2690鵜9 

62 ��Vﾃ�����,ﾘ��C�Cr�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県横浜市泉区岡津町2690-9 

63 ��Vﾃ�3���+8��C�C��ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県横浜市泉区岡津町2690鵜9 

※上記内容は、車検証より転記したものである

笠間建材　　　神奈川県海老名市国分北2丁目1 8-52　　　　　　　　　　　　　　　電話: 046-229-0778

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　　　　　　　使用者の住所 

64 ��ｩlﾓ�3���+8��ccsr�ダンプ ������������X�����������������������������"�

65 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��Cssb�ダンプ 偖ﾈ���������"�

※上記内容は、車検証より転記したものである



林建材興業株式会社　　　神奈川県横浜市緑区寺山町826-22　　　　　　　　　　　　電話: 045-744-509 1

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���

66 ��Vﾃ��(��*#�����ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県横浜市緑区寺山町826-22 

67 ��Vﾃ�3���*#��#"�ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県横浜市緑区寺山町826-22 

68 ��Vﾃ�3���*#��32�ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県横浜市緑区寺山町826-22 

69 ��Vﾃ�3���*#��sr�ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県横浜市緑区寺山町826-22 

70 ��Vﾃ�3���*���モ�ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県横浜市緑区寺山町826-22 

71 ��Vﾃ�����,ﾘ��S#Cb�ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県横浜市緑区寺山町826-22 

72 ��Vﾃ���-8�������ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県横浜市緑区寺山町826-22 

※上記内容は、車検証より転記したものである

高津建材興業株式会社　神奈川I県川崎市高津区久地1-13-25　　　　　　　　　　　電話:044-822-1513

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���

73 ��ﾈﾞ��3���*(��32�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県川崎市高津区久地1-13-25 

74 ��ﾈﾞ������*���332�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県川崎市高津区久地十13-25 

祈　　川崎100　あ　555 凵Eダンプ 俘),8ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県川崎市高津区久地1-13-25 

76 ��ﾈﾞ������*H��S����ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県川崎市高津区久地十13-25 

77 ��ﾈﾞ������*h��s����ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県川崎市高津区久地1-13-25 

78 ��89h蕪�3�*��������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ霆ｸｼb茜B��神奈川県川崎市高津区久地十13-25 

※上記内容は、車検証より転記したものである

株式会社AOBA　　神奈川県横浜市緑区北八朔剛973-3　　　　　　　　　　　電話: 045賀482-9959

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���

79 價ｨ唏�������,ﾘ��#�s��ダンプ 宙ｩB���(���神奈川県横浜市緑区北八朔町19了3-3 

80 ��ﾙh������,ﾓ�S�2�ダンプ 宙ｩB���$��神奈川県横浜市緑区北八朔町丁973喜3 

81 ��ﾙh������,ﾓ�S�R�ダンプ 宙ｩB���$��神奈川県横浜市緑区北八朔町1973-3 

※上話内容は、車検証より転記したものである

平沼興業　　神奈川県横浜市上飯田町376-2-203　　　　　　　　　　　　　　言語

※上語内容は、車検証より転記したものである

有限会社本杉建材　神奈川県厚木市襲名89　　　　　　　　　　　　　　　　電話:046-247-3895

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���

83 ��ｩlﾓ�����.�������2�ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89 

84 ��ｩlﾓ�3���-ﾈ����32�ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89 

85 ��ｩlﾓ�����.x�����2�ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89 

86 ��ｩlﾓ�����.x������ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89 

87 ��ｩlﾓ�3���+ｸ��3#��ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89、 

88 ��ｩlﾓ�3���+8��3sR�ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89 

89 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��#ャ��ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89 

※上記内容は、車検証より転記したものである



有限会社牧山商事　神奈川県相模原市南区松が枝町17「5-605　　　　　　　　　電話:046-298-54了了

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���

90 ��ｩlﾓ��8��*���S����ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が横町17-15-605 

91 ��i�ｩlﾓ�3���*(��S����ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市両区松が枝町17-15-605 

92 ��ｩlﾓ�3���*(��S��"�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が枝町17-15葛605 

93 ��ｩlﾓ�3���*(��S��2�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市両区松が枝町17-15-605 

94 ��ｩlﾓ�����.x��s����ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が枝町17葛15-605 

95 ��ｩlﾓ�3���+8��s����ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が枝町17-15-605 

96 ��ｩlﾓ�3�+ss��"�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市両区松が枝町17-15-605 

97 ��ｩlﾘ�S3���+8��s��2�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が枝町「7-15-605 

98 ��ｩlﾓ�3���+3s��R�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市両区松が横町17「5-605 

99 ��ｩlﾓ�3���+8��s��b�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市両区松が横町17-15-605 

100 ��ｩlﾓ�3���+���s��r�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕��神奈川県相模原市両区松が枝町17-15-605 

101 ��ｩlﾓ�3���+8��#�"�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市両区松が枝町17-15-605 

※上記内容は、車検証より転話したものである
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