
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28年I/月/日 
東京都知事殿■ 　　届出者鵜謹諾籍会● 

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 ��ｹzxｾh揵�I?�)ｩm｣IMH��������������������������員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
足立区小台二丁目792番2、同番7、同番9の各一部(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質による �-8,��h��O案�*ﾙ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr����������i5儻H��}������

汚染土壌の体積 �#���-宙-8,��c｣C�-���僂ｩKS�+(����-8,��h�X僂｣都����枇素・ふっ素・鉛:614壷、枇素・ふっ素:38壷) 

※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�: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 �4h5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又 倅�Hⅸ馼ｩH�檍���

は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ��ywHﾊyJｩ�y�8�8�8ﾘ)nﾈ鬩>ﾈﾙ��CCズMC"�

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉ7俐ｸ自D���ﾈ霾賈)ｨ��m｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4x4�D譏ﾈ韃(,ﾉ62�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4x4�D��ﾈ�-8,���?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ-3yD苻ﾈ�-8�ｩ?｢�

運搬の用に供給する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連絡 先 ��i5儻H��}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) ��2�

●’28,11.01 着‾‾　　　　　_ヽ 

保管施設の所在地並びに所有者 兔8ﾇ(ﾔ�~�C�#畏b�

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) ��ﾈ��ｬ))8ｼxｬ(�(淙ｧhﾊﾂ�
駒賞対兼湛 

連絡先:田中・三浦建設共同企業体 

担当:臆臆■臆臆 疋Tﾈ���2ﾓ3ャ�ﾓ�3���

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。

エコ訪うけナナ・王宮才弱音臆臆　‾‾‾‾‾‾‾　oJ-坤一雄什
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添付書類3-l

1.運搬フロー図

l)フロー①



添付書類3-2

2)フロー②



添付書類4-1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

自動車等の 使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�草体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

明和土木興業㈱ 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�98ﾈｭ�c))ｩm｣2ﾓ�"�ダンプ �H��N��h��-8,��b�匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)丸和工業 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi?ﾉ$｣9)ｩm｣Rﾓ��ダンプ �B�'��h��-8,��b�底積み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱堅侶トラスト 俥仂ｨﾊxﾔｸ訷�9(c))ｩm｣��ﾓ#��ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)戸館総業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉑�ﾃ9)ｩmｨ�SBﾓBﾙxｳ�R�ダンプ・ �H��O井���-8,��b�直税み十トラックシート(ポリエステル梨) 

(有)新拓興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�8麻�)ｩm｣3#��i&��ダンプ �H��N��h��-8,�ｽ��直穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)米塚総研 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�9Oﾈ�mィﾓ�"ﾓ�B�ダンプ �H��ﾊY{���-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱青葉興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)63�ﾓrﾓB�ダンプ �H��O�8ﾈ��-8,��b�喧積み十トラックシート(ポリエステル製) 

エステートサービス㈱ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��Y)ｩm｣�bﾓ2�ダンプ �H��ﾆ閲���-8,��b�直穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)ケイ子ツク ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

シグマテック㈱ �8ﾈｹ�79(h匣ｾi?ｩgｸｻIW��)*ﾃYMCHﾘb�ダンプ �H��ｶﾘﾉ8��-8,����直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

松島運輸㈱ �8ﾈｹ�79�兔�ｾiG霆ﾓ"ﾓ#Rﾓ�2�ダンプ �H��O案���-8,��b�直穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤68�RﾙEcrﾓBﾓc��R�ダンプ �H���9(8��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱小原工業 �8ﾈｹ�79f�68ｾi{ﾈﾙ�9)ｩm｣#�ﾓ�B�ダンプ �H��O井���-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃY)ｩm｣�bﾓ"ﾓ��r�ダンプ �H��O厭ﾘ��-8,�ｽ��直萩み十トラックシート(ポリエステル製) 

K丁産業㈱ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�8自�c�)ｩm｣2ﾓ��ダンプ �H��O閲���-8,��b�画稿み十トラックシート(ポリエステル製) 

山良建設㈱ �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｮﾉ�ﾘﾊ��Y)ｩm｣�"ﾓ�2�ダンプ �H���ﾝX��-8,��b�喧積み十トラックシート(ポリエステル製) 

佐藤商運(有) �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�ダンプ �H��O����-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)保戸田総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃy)ｩmｩEc2ﾓ�Eb�ダンプ �H��N�L���-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(宥)北越産業 ��)�位yfｹ,8ﾇ佛9oi*ﾈｭｩnﾈ葎轌�c3ふ��ダンプ �H��O閲���-8,��b�直績み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)晃頁興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i[ﾘ��*ﾃ�ﾓ3bﾙEbﾓ#���ダンプ ��H����h��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)松田商会 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣3�ﾓCr�ダンプ �H��O閲���-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製〉 

(有)倉舘建材 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9�xﾞィﾓ#�ﾓbﾘ�S�R�ダンプ �H��O衣R�-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱清建興業 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾh堅ｻｳ2ﾓ�rﾓ#Xｨｳ3��R�ダンプ �H��O井���-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)高野建材 僵xｼｨﾊy�ﾈﾏｸ�9e(ﾘ)m�))ｩm｣��ﾓ�BﾓC�b�ダンプ �H��O駅���-8,��b�画稿み十トラックシート(ポリエステル製) 

豊島土木㈱ �8ﾈｹ�78畔飃ｾi�ﾉ�Xﾋ3�ﾓ#�ﾓ"�ダンプ �H��O����-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

l大害工業㈱ 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X琶�YI�S3ふ��ダンプ �H��O�H��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

幸和建設工業㈱ ��x�hﾊx鉙ﾌｸ�9(x鯖*ﾃ9)ｩm｣��ﾓ"�ダンプ �H��O��h��-8,��b�直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱売国商店 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi�Y$ｩ63Rﾓ#bﾓ��ダンプ �H��ｶﾙL���-8,��b�直穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

阿仁建材工業㈱ 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9nﾙ[ﾘ�Y)ｩmｨ�S8ﾝsb�ダンプ �H��ﾊYw���-8,�fB�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)大潮産業 俥仂ｨﾊyfｹ�ｹzxﾅ8嫌=�*ﾃ2ﾓR�ダンプ �H��O�(8��-8,�ﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)高架建興 �8ﾈｹ�79Jｨ唏���9¥�m�*ﾃ3bﾓ#2�ダンプ �H��O閲���-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱井口工業 俥仂ｨﾊx�9Oh�9[ﾙ_ｳ3SH�ｸ�ｳ"�ダンプ �H��O��h��-8,��b�喧積み十トラックシート(ポリエステル製) 

㈱竹村建商 ���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋHﾘ(ｸｸｾi�ﾉ�ｳ�*CCRﾓb�ダンプ �H��枇����-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)自業興業 俥仂ｨﾊx�ｦﾈｸﾈ�9�X鬩�Ie)�i63332ﾘ�R�ダンプ �H��ｶﾘ����-8,��b�直読み十トラックシート(ポ」エステル製) 
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自動卒等の 使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状、 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する請造 

三井高密(裸) ��ywHﾊy�ywH�8朱m�ｾhﾈｩ�ﾃ2ﾓ��Rﾓ�"�ダンプ �H��ｶﾘｧ���-8,��b�直積み十トラックシート(ポ)エステル製) ダンプ 剪齔ﾏみ十自動開閉重くステンレス製) 

タンク章 剪ｼ積み十重諦め(ステンレス製) 

山轡興業(抹) ��ywHﾊy�ywH�9(h匣ｾi6��｢ﾃ�)ｩmｩEc9MC�hﾘi�Y��7(8ｳ$b�ダンプ �H��O閲���-8,�w��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(裸)三富総菜 ��x�hﾊy�ywH�8��ﾝ粟hﾟym�*ﾃ2ﾓ蔦#x��3���ダンプ �H��N�粂��-8,��b�直積み十トラックシート(ポ)エステル裂〉 

(株)議連 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�)MI&綯�ダンプ �H��N�粂��-8,��b�直様み十トラックシート(ポリエステル裂) 

(有)土屋建材 ��x�ﾊy�ywH�8扎ﾊ��ﾈｾh�(ｻI*ﾃS2ﾓ"��C2ﾓ#Srﾓ##SR�ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(抹)日商 ��ywHﾊy�ywH�8靄m�ｾi+x��ﾋI*ﾃCrﾓ��ダンプ �H��O駅���-8,�ﾝ��底積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(裸)イマムラ興業 ��ywHﾊyJｩ�y�8ｮ��ｻH�X�SヲﾓR�ダンプ �B餒�{���-8,��b�底積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)タテヤマ商会 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾhﾘ).ﾙ�ﾃbﾓ3�ﾘ�SBﾓ#�b�ダンプ �H��O��h��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル裂) 
タンク串1 剪ｼ積み十重締め(ステンレス製〉 

丸東商牽く有) �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ8�RﾓS"ﾓ#�"�タンク草 �H��N�閂��-8,��b�直積み十蛋揺めくステンレス製) 

〈有)伊藤総栄 �8ﾈｹ�78*Hﾔ偉ｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓC2ﾓB�ダンプ �H��O�ｸ��-8,��b�底積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(宥)シティービルド �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞ�*ﾃBﾓ#rﾓ�2��2ﾓS#C2ﾓ#C3��ダンプ �H��O��h��-8,��b�直殺み十トラックシート(ポ)エステル製) 

臆臆臆臆漢 ��ダンプ �H��O駅���-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

(有)セキゲ千千㌧ヾロブアルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�8�(ﾞ��ﾓ#�ﾓ�B��2ﾓ3c唐ﾓ#sS��ダンプ �H��N�{���-8,�w��直積み十トラックシート(ポノエステル裂) 

(株)伊能駐機 ��y��ﾊx葺���98ﾉnﾃ(ｮﾃ#bﾓ��b�ダンプ �H��N�����-8,��b�直積み十トラックシート(ポノエステル製) 

(桔)ハーモセレ �8ﾈｹ�79(h匣ｾi�hｷｳ�)ｩmｨ*#��iW����7(8ｳ(､ｲ�ダンプ �H��O井���-8,�w��直積み十トラックシート(ポ)エステル製) 

(抹)SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�兩8鏸戮c�ふ"��C��Rﾓs澱ﾓ(�ｸ�ｳR�ダンプ �H��<hｽh��-8,��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 
タンク軍 剪ｼ積み十重輪め(ステンレス製) 
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置ダンプ(自動開閉蓋)構造図
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・タンク車構造図


