
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 

卒成増年　ラ　月幻日 

東京都知事　　殿　　　　　　　　東京都港区三田4丁日7番27号 

株式会荏田比谷アズニス 

届出者代表揃役小林定ふ臆 
菓臆臆臆■ 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。 

要措置区域等の所在地 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾖ�ｾh�蕪�)ｩm｣�iMI&�,ﾈ自YB� 
(地番表示)東京都港区芝浦l丁目6l-1の一部、62の一部 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �B�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
枇素(土壌溶出量基準不適合) 

ふっ素(土壌溶出量基準不適合)*詳細は添付資料1のとおり 

汚染土壌の体積 鼎"綺+(ｫ��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h,�.h.凛H�8暮L��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍����5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

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

又は名称 ��V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 ��Vﾈ�9-�仞i�iI�))ｩm｣#�3bﾓS��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋紿ﾈ賈7�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ�3�?｢�

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 �5儻H��{�,俾h+r�

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。) �,�+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 (保管施設を用いる場合に限 る。) �,�+R�

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)を語載し、押印することに代えて、

あってはその代表者)が署名することができる。

伊直部帝塵梓

中二0う一升巧一両
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添付資料や

汚染土壌の運搬方法

3-1運搬フロー図

3-2　運搬体制

運搬受託者:株式会社　ダイセキ環境ソリューション

協力会社及び使用する自動車等の一覧は添付資料4の通りである。

3-3　運搬などの方法

1)運搬に伴う有害物質等の飛散など及び地下浸透を防止するための措置

・汚染土壌の搬出時には運搬車両のタイヤを清掃する。

・汚染土壌の運搬中の飛散防止を図るため荷台のシート養生を行う。

・運搬中の土壌の流動化による流出防止・地下浸透防止のため、積込時には土壌の性

状を確認し、運搬車両の積載部位の施錠状況を確認するo

2)運搬に伴う悪臭、騒音及び振動による生活環境保全上への支障を防ぐ措置

・荷台へのシート養生は荷台全面を覆うことで密閉性を高め悪臭対策とする。

・住宅地などの狭小な道路を避けアイドリングストップを励行ことで騒音・振動対策

を行う。



添付資料-4

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

運搬車両の使用者の名称と連絡先を下記に示す。

運搬受託者:株式会社ダイセキ環境ソリューション

株式会社岸野商店　神奈川県横浜市泉区弥生台7-16　　　　　　　　　　　　　　　聯香山45-802-1216 

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 忠iX�(ｭﾙnﾈⅹ5��相姦l 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

2 儉)Vﾃ�����*���田S��ダンプ 忠iR亊ﾙnﾈⅹ5��神祭」I 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

3 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈Ii 侈x､)Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

4 ��Vﾃ�����*ｸ��#����ダンプ 忠hR亊ﾙnﾈⅹ5��神奈Ii 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Cx�Sb�

5 ��Vﾃ�����*ｸ��3�3��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神祭II 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Cs�b�

6 ��Vﾃ�����*ｸ��3����ダンプ 忠xr亊ﾙnﾈⅹ5��神祭月 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

7 ��Vﾃ�3�*���C����ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈Ii 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

8 ��Vﾃ�����,ﾓ�ss��ダンプ 忠iR亊ﾙnﾈⅹ5��相乗Ii 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

9 ���������,ﾘ��#�途�ダンプ 忠xr亊ﾙnﾈⅹ5��神祭Il 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

10 ��Vﾃ�����,ﾘ��#cc��ダンプ 忠iR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 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��ﾂ�神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

12 ��Vﾃ�����,ﾓ�����ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-18 

13 ��Vﾃ�3���+8���##R�ダンプ 忠iR亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川 侈x��Vﾈﾌ8ﾊ仞inﾙ�i�Crﾘ�Sb�

14 刋�ﾃ�����,ﾘ��#�3��ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈Ii 侈x��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Crﾓ�b�

’※上記内容は、車検蛭より転記したものである 

(



有限会社本杉建材　神奈川県境 剿{市愛名89 刋佩｣｣�Cbﾓ#Cx�S3ンR�

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���

51 ��ｩlﾓ���.�����2�ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市法名89 

52 ��ｩlﾓ���.x���ﾉ4��ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名89 

53 ��ｩlﾓ���.s����ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市愛名田9 

54 ��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 

55 ��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 

56 ��ｩlﾓ���,ﾓ#ャ��ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市要名89 

※上記内容は、車検証より転記したものである 

有限会社松建　横浜市緑区束本郷3丁目46-1　　　　　　　　　　鰹語:045-370-4844 　　　　　　　1“仁‥ 

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���

57 ��Vﾃ���.x��c2�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区束本郷3丁目46-1 

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

59 ��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 

60 ��Vﾃ���.x��sr�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ佖�横浜市緑区束本郷3丁目46-1 

61 ��Vﾃ���.x��s��ダンプ 忠tﾂ傴ﾉ�ﾂ�横浜百線区東本榔3丁目46-1 

62 ��Vﾃ���.x���"�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市銀区束本郷3丁目46-1 

63 ��Vﾃ���+�����R�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46-1 

64 ��Xﾌｳ�3�.�����SR�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46葛1 

65 ��Xﾌｳ���.s�ッ�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区春本榔3丁目46-1 

有限 ����� 凵ｦ上記内容は、車検柾より転記したものである 会社牧山商事　祐奈川県相 侏H�9>ﾈｾh鉙*ｨ釖*ﾂ�17-15鵜805 �6I�#｣�Cbﾓ#唐ﾓSCsr�
I 

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 ��ｩlﾓ��8*鉄����ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅹdr�神奈川県相模原市南区松が披町17-15-605 

67 ��ｩlﾓ�3�*#S����ダンプ 忠tﾂ冏��(ﾘ(鍈�神奈川県相模原市南区松が技町17-15-605 

88 ��ｩlﾓ�3�*#S��"�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市甫区松が技町17-15-605 

69 ��ｩlﾓ�3�*#S��2�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市宵区拙く枝町17-15-605 

70 ��ｩlﾓ���.ss����ダンプ 忠tﾂ冏��(ﾘ(鍈�神奈川県相模原市南区松が枚町17-15-605 

71 ��ｩlﾓ�3�+3s����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 

72 ��ｩlﾓ�3�+ss��"�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅹ�"�神奈川県相模原市南区松が坂町17-15賀605 

73 ��ｩlﾓ�3�+3s��2�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 

74 ��ｩlﾓ�3�+3s��R�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相接原市南区松が被町17←15-き05 

75 ��ｩlﾓ�3�+3s��b�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 

76 ��ｩlﾓ�3�+都��r�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が板町17-15-605 

77 ��ｩlﾓ�3�+8��#�"�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 

※上記内容は、車験証より転記したものである 

林建材興莱株式会社　神奈川 　　　　　　　I 剏ｧ椋浜市緑区寺山町826-22　　　　　　　　　　　　　　屯賭:045-744-5091 

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���

78 ��Vﾃ��(*#�����ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb永R��神奈川県横浜市鯨区寺山町826-22 

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

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

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

82 ��Vﾃ�����,ﾓS#C��ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb永R��神奈川県横浜市織区寺山町826-22 

83 ��Vﾃ���,ﾓS#CR�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 

84 ��Vﾃ���,ﾓS#Cb�ダンプ 凩�ﾉｨﾝ霆ｸｼb悦r��神奈川県横浜市録区寺山町826-22 

I 著�����������������������������������������h�8ｴﾉ>�vX,ﾘ��棈ﾉ�x.h.�5ﾘｴﾈ+X+ﾘ.�,ﾈ,X*�.��

′

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

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

25 ��Vﾃ�����,ﾘ��C�釘�ダンプ 兌ﾘ��ｻｸｼb�横浜市上飯田町376-2-203 

※上記内容は、車検班より転記したものである 

寺尾運輸興業抹式会社　　神奈川県横浜市港北区樽町4輸17-45 劔偶語:045-546-3505 

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

26 ��Vﾃ�3���*���sS�r�ダンプ 倬ｹOh暮t�5Io"茜B��神奈川県川崎市川塙区大島上町9-11 

27 ��Vﾃ�3���*���sS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｹ'ｨ*ﾙe��神奈川県川崎市川埼区大島上町9-11 

28 ��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911 

29 ��Vﾃ�3���*���sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb栄R��神奈川県川崎市川的区大島上町9-11 

30 ��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 

31 ��Vﾃ�3���*���sS#"�ダンプ ��ｸ��鮖Oh暮t�ｺH魔茜B��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

32 ��Vﾃ�3���*���sS#2�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川同区大島上町9-11 

33 ��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置11 

34 ��Vﾃ�3���*���sS#R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川則Ii崎市川略区大島上町9-†1 

35 ��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 

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

37 ��Vﾃ�3���*���sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県川崎市川埼区大島上町911 

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

39 ��Vﾃ�3���*���sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb悦r��神奈川県川崎市川埼区大鳥上町9「1 

40 ��Vﾈ�S3���*���sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb影��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

41 凛儼ﾃ�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 

42 ��Vﾃ�3���*���y4�2�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb悦r��神奈川県川崎市川噌区大島上町9-11 

43 ��Vﾃ�3���*���sS3B�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb永R��神奈川県川崎市川崎区大島上町911 

44 冖鰻ﾃ�3���*���y�R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｹ'ｨ*ﾙiR��神奈川県川崎市川埼区大島上町9-= 

45 ��Vﾃ�3���*���sS3b�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb悦r��神奈川県Il噸市川崎区大島上町9-11 

40 ��Vﾃ�3���*���sS3r�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb栄R��神奈川県川崎市川埼区大島上町9-11 

47 ��Vﾃ�3���*���sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb悦r��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�ｻｹ'ｨ*ﾙxr��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

49 ��Vﾃ�3���*#sSC��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｹ'ｨ*ﾘｩB��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

50 ��Vﾃ�3���*#sSC��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸﾄ忠e��神奈川県川崎市川崎区大島上町9-11 

※上記内容は、車検証より転記したものである 
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