
様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成王ら年千月　も　日

住　所　東京都大田区下丸子3-28-1l

届出者　株式会社大林組
氏　名 ●

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 忠&餉IUﾈ鹵�8ﾈｹ�79�Y68ｾh岑ｭｸ��?�)ｩm｣#c���#s��
(住居表示)東京都大田区下丸子2-9-4 

汚染土壌の特定有害物質によ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ�����������ｭﾉtﾉ|ｨ��#��ﾖr�r�

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.����ﾒ�

汚染土壌の体積 俯(鰮+ﾂ�
※言,ま添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する施設の 所在地 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ｨﾈ����?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ｨﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����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H��{�2ﾃ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�

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,�+R�

【連絡先】株式会社大林組キヤノン下丸子工事事務所

霞話番号: 03-6715-2919

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。

蜘七卦ね琵



土汚染土壌の場所を明らかにした雲措童区域等の図面

要措置区域等の所在地　真京都大田区下丸子ニ丁目259零、 2了0蚤の-割く地番-
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汚染土壌の運搬の方法

(l)運搬フロー図

(2)運搬体制

運搬受託者:三好環境株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類4のとおり



搬出車両登録一覧表
1・旭企業株式会社　神奈川県横浜市西区北幸2丁目叫　　　　電話:045-328-3520

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 ��ﾈ�#���*���#�途�タン �隶仂hx｢�願ｮ仂hx｢�願ｮ仂hx｢�願ｮ仂hx｢�願ｮ仂hx｢�願ｮ仂hx｢�願ｮ仂hx｢�願ｮ仂hx｢�願ｮ仂hx｢�奈1=　　浜　西区 

2 ��ﾈﾞ��S��*���3C3B�ダンプ 刄u事く 神去Il ��))ｩm｣ふB�ﾍｸ��Vﾈ�9�ﾈｾifｸﾔｳ))ｩm｣ふB�ﾍｸ��Vﾈ�9�ﾈｾifｸﾔｳ))ｩm｣ふB�ｫ�x��Vﾈ�9�ﾈｾifｸﾔｳ))ｩm｣液�B�ﾍｸ��Vﾈ�9�ﾈｾifｸﾔｳ))ｩm｣ふB�ﾍｸ��Vﾈ�9�ﾈｾifｸﾔｳ))ｩm｣員ﾂ�ﾍｸ��Vﾈ�9�ﾈｾifｸﾔｳ))ｩm｣ふB�侈x��Vﾈ�9�ﾈｾh7��

3 ��ﾈﾞ��3�*���3S�"�ダンプ 刄t丁く 神奈川 

4 ��ﾈﾞ��S��*�3塔��ダンプ 剞nで 神奈紺 

5 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ 剴≠ﾅ 神奈Ji 神奈川 和束月 神奈川 

6 ��ﾈﾞ��3�*(��S�3��ダンプ 

7 ��ﾈﾞ��3�*(��Sイ��ダンプ 

8 ��ﾈﾞ����*���Sゴ"�ダンプ 

9 ��ﾈﾞ����*���Sゴ2�ダンプ 刄z　　　　　　　　　　2丁目8-4 
去i白　く ホシ,西区北幸2丁目8-4 ※上記内容は、車検証より転記したものである 

2・豊川興業株式会社　神奈川県横浜市緑区上山叶目37-5　　　電話0他99-3531

丁 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�ﾈ��車体の形状 ダンプ �(ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈ耳ﾌ��

使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

臆_ ��������囘ﾂ� 从譏菇������2�

2 ��ﾈﾞ����*ｳ"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�dﾉ�ﾈｻｸｼhx｢��7H+x7����=貭���Vﾂ�　区山3丁目37-5 i憬横浜市緑区上山3丁目37-5 i憬続演市線上 

3 ��ﾈﾞ����*H��2�ダンプ 

4 ��ﾈﾞ����*ｳR�ダンプ 劍7ｨ��������ﾈｾh���#9)ｩm｣3rﾓR�
豊i ��奈出　自　ぐ 

5 ��ﾈﾞ��S3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾉ�Hｼhx｢�dﾈﾈ��Hｼhx｢�dﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�dﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�dﾉ�ﾉ�Hｼhx｢�dﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�dﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�dﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�倆r���=荐����=��ﾂ���=霾����=��ﾂ��ｩ=��ﾂ�,区上山3丁目37-5 i県横浜市緑区上山3丁目37-5 憬横浜市緑区上山3丁目37葛5 憬横浜市緑区上山3丁目37-5 i県横浜市緑区上山3丁目37葛5 憬横浜市緑区上山3丁目37-5 惧横浜市緑区上山3丁目37-5 憬榛浜市緑区上山3丁目37-5 憬横浜市緑区上山3丁目37-5 

6 ��ﾈﾞ������*ﾓr�ダンプ 

7 ��ﾈﾞ������*�����ダンプ 

8 ��ﾈﾞ��3���+���R�ダンプ 

9 ��ﾈﾞ��3���+�#"�ダンプ 

10 ��ﾈﾞ��3�*H��SR�ダンプ 劍7Ik(7������d��

11 ��ﾈﾞ��3�*h��cb�ダンプ 剴ｸ*�,R���=苳����ｖ��

12 ��ﾈﾞ��3�*都r�テンプ 

13 �� 劍�"�川崎133　か　88 ��h5�987b�豊川興業㈱ 豊川興業㈱ 豊川興業㈱ 豊川興業㈱ 豊川興業㈱ 豊川興業㈱ 室川興業㈱ 剞_奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

14 ��ﾈﾞ����X*c����ダンプ 
去1自　? 

15 ��ﾈﾞ��3���*ﾘ��)｣#2�ダンプ 劔?���ﾅ"���ｩ�ﾂ�緑区上山3丁目37-5 県横浜市緑区上山3丁目37-5 県横浜市緑区上山3丁目37-5 県楯浜市緑区上山3丁目37-5 県横浜市緑区上山3丁目37-5 冒- 

16 ��ﾈﾞ��3�*ｳ#R�ダンプ 劍5�ﾅ"���5偃Yw��

17 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 劍7Rﾈ7����y�ﾂ�

十8　川崎130あ27 刄_ンプ 劍7H+x*ﾒ���ｩ�ﾂ�

19 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 劍7X�*ﾒ���(��
里　　　奈月憬横浜市緑区上山3丁目37-5 　※上記内容は、車検証より転記したものである 



3.有限会社ツカダ　　埼玉県比企郡鳩山町小用1208-1 8　　　　　　　　電話: 049-296-1 854

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 估i$｣�3���*(��S���ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

2 估i$ｨ�S����*�����sB�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

3 估i$｣�3���*�3ssr�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

4 估i$｣�3���*H��#�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

5 估i$｣�3���*H��s3��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

6 估i$ｨ�S3���*H���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

※上記内容は、車検証より転記したものである

4.株式会社後藤田商店　神奈川県川崎市川崎区浅野町十5　　　　　電話:044-366「414

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 ��ﾈﾞ������*���#ss"�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

2 ��ﾈﾞ������*���3�sb�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

3 ��ﾈﾞ������*鼎sモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

4 ��ﾈﾞ������*鼎sヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

5 ��ﾈﾞ������*���C涛B�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

6 ��ﾈﾞ������*���C涛R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

7 ��ﾈﾞ������*���S#�2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾈﾞ���)｣����*���S#釘�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

9 ��ﾈﾞ������*���S3�R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

10 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

11 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

※上記内容は、車検証より転記したものである

5.株式会社ツカサ総菜　神奈川県横浜市港北区新吉田町5857-1　　　電話:045-592-1 142

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�3���*ﾘ��3#��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

2 ��Vﾃ�3���*���S��"�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

3 ��Vﾃ�3���*���ss釘�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

※上記内容は、車検証より強記したものである



8.有限会社宮原商店,神奈川県川崎市多摩区登戸」259　　　　　　電話‥044-959-3456

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���

l ��ﾈﾞ������*��cs�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

2 ��ﾈﾞ������*��Ss�R�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

3 ��ﾈﾞ������*偵�s���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

4 ��ﾈﾞ������*��sSr�.ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

5 ��ﾈﾞ������*���#C�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

6 ��ﾈﾞ������*���#C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

了 ��ﾈﾞ������*���#s迭�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

8 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

9 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

10 ��ﾈﾞ��S����*���#��S��ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

11 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

12 ��ﾈﾞ������*���SC�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-582仁1 

13 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-582十〇1 

14 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

7.渡辺建機有限会社　　神奈川県横浜市都筑区東山田町3「 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���

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

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

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

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

5 ��Vﾃ�����+���S����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

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

7 ��Vﾃ�����*ﾘ��s����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

8 ��Vﾃ���*��������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県棉浜市都筑区東山田町318 

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

※上記内容は、車検証より転記したものである



8.㈲ヒカリ"トレーディング　　神奈川県川崎市川崎区大師本町6-1 1　　　電話: 044-280「321

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 ��ﾈﾞ������*���C�Cb�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢ﾈ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

2 ��ﾈﾞ������*���C�32�ダンプ �ｸ7�4ｲ��X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

3 ��ﾈﾞ����*鼎C�"�ダンプ �ｸ7�4ｨ�ｸ.x6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

4 ��ﾈﾞ������*鼎S�R�ダンプ �2�7�4ｸ6ﾘ�h6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6葛11 

5 ��ﾈﾞ������*���Cc�B�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

6 ��ﾈﾞ������*���C�3b�ダンプ �ｸ7�4ｲ��6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6置11 

7 ��ﾈﾞ������*鼎�3r�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�h6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

8 ��ﾈﾞ������*���X�S���ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�x6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

9 ��ﾈﾞ������*���S���R�ダンプ �ｸ7�4ｲ凭ﾈ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

10 ��ﾈﾞ���(��*���ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

11 ��ﾈﾞ������*ﾘ��"�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

12 ��ﾈﾞ��3���*c��2�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�h6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-「1 

13 ��ﾈﾞ��3���*c��R�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

14 ��ﾈﾞ��3���*c��b�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

15 ��ﾈﾞ��3���*c��r�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町叶11 

16 ��ﾈﾞ��3���*�����ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｦ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-「1 

17 ��ﾈﾞ��3���*c����ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

※上記内容は、車検証より転記したものである

9.株式会社槙運輸　神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5　　　　電話:045-423-8246

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��8��/��'X�R�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

2 ��Vﾃ��(��*#332�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

3 ��Vﾃ���*���SSR�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

4 ��Vﾃ�3���*���ccb�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

5 ��Vﾃ���*���ャ��ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

6 ��Vﾃ��(*ｳ�����ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

7 ��Vﾃ�����*���3332�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

8 ��Vﾈ�c�����*���SSSR�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

9 ��Vﾃ�����*���c�Cb�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

10 ���������*���s3�b�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

1「 ��Vﾃ�3�*(��涛湯�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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搬出車両の外観写真(見本)

汚染土壌運搬車両


