
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年子月　五日

東京都知事　殿

東京都港区芝浦4-3-4田町きよたビル5階

大林組・東亜建設工業・熊谷組工事共同企業体

届出者王　　●

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ﾖ�>ﾉ?�)ｩm｣�MCスﾘiWHｽ��(地番表示)東京都港区港南一丁目100番,二丁即00番2,同102番の各一部 

汚染土壌の特定有害物質によ 儖閲竕7��ｹv頽��顏�W94ｸﾘr鎚-8,��b�7��ｹv頽��Hｮ顏�W94ｸﾘr��
る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 鎚�ﾂﾈﾟ度�S�Eh����萼����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��※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 �ｨ5H98�X7(6(4��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �ｨ5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5�����Vﾉ��wH��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土域の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋粨5ﾈﾈ��i?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾞDiD霰��h��}ｩy騅f���

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙIX��mｨ��ﾅ(踪ﾌ���?壱"�

汚染土壌の処理完了予定日 佗ｸﾅ�蓼�ｬXｮﾉ.冕x�ｸ�ｹg9'�ﾚ8ﾏｹN�(��
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T賢し ��i5儻H��}�8,ﾈ,hﾋ��X����ｨｸｨｸ�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TEし(運 搬の際積替えを行う掛合に限る。) �,�+R�

ヽ 保管施設の所在地並びに所有者の 氏名又は名称及びTBし(保管施設を 用いる場合に限る。) �,�+R�

【TBし】大林組◆東亜建設工業・熊谷組工事共同企業体

氏名:　　　　　電話番号: 03-5439-6622

を記載
にあらてはその代表者)が署名することができる。

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名) しこ押印することに代えて、本人(法人



汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図

要措置区域等の所在勘東京都港区港南一丁目100番、二丁目100番2、同102番の・1部(地番表示)

萌工区 の形式を変更しようとする場所を明らかにした弱音置区域等の図面 　　　　里垣図〇」堕し 
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添付資料3

汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

運搬フロー図を下図以降に示す。

要措置区域等

東京都港区港南一丁固100番、二丁目100番2、同102番の各1部(地番表示)

椎葉、ふっ素による汚染土壌(溶出量基準不適合)

陸運:株式会社サン・ビック随搬受話割 

荷姿:ダンプ十シート掛け 

処理施設; ㈱ジー・イーテクノス横浜事業所

種類:分別等処理施設(異物除去、含水率調整)

3-1



2.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TEし

汚染土壌の運搬車両の使用者(㈱サン青ビック及び協力会社)

株式会社サン・ビック

明和土木興業株式会社

株式会社義建

有限会社丸和工業

株式会社豊信トラスト

有限会社戸舘総菜

有限会社新拓興業

有限会社米塚総建

株式会社膏薬興業

株式会社ハーモセレ

有限会社　伊藤総菜

エステートサービス株式会社

有限会社ケイテック

シグマテック株式会社

松島運輸株式会社

株式会社三尾アドバンス

株式会社小原工業

有限会社東京プランニング

KT産業株式会社

山良建設株式会社

佐藤商運有限会社

有限会社保戸田総菜

有限会社北建産業

有限会社晃真興業

有限会社松田商会

有限会社倉舘建材

株式会社伊能重機

株式会社清建興業

有限会社南野建材

豊島土木株式会社

大蓉工業株式会社

幸和建設興業株式会社

株式会社霜田商店

阿仁建材工業株式会社

有限会社大翔産業

有限会社萬栄建興

株式会社井口工業

株式会社竹村建商

有限会社昌栄興業

の名称と連絡先を以下に示す。

東京都捲区港南2丁目16-1

埼玉県川口市東顕家2丁目3-12

東京都江戸川区春江町2丁目12番6号

東京都足立区入谷3丁目5-8

埼玉県幸手市中2丁目11-20

東京都江戸川区小松川3丁目1在-4-305

埼玉県三郷市栄1丁目328番地

埼玉県戸田市美女木4-1214

横浜市都筑区東山田1-7-4

東京都中央区新川1-19-7　2F

東京都江戸川区鹿骨2-43-4

東京都江東区潮見1丁目16-3

神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2

東京都中央区日本橋宮沢町5番4号

東京都杉並区梅里2-25- 13

東京都大田区本羽田1-27-4-601

東京都墨田区両国3丁目2l-14

東京都江戸川区5丁目16-2+07

東京都江戸川区上一色1丁目3-1

東京都世田谷区喜多見工丁目12-13

東京都江戸川区南萬西6丁目16-6

東京都江戸川区中葛西7丁目23-12

青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38- 1

神奈川県横浜市鶴見区平安町1-36-2-201

東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47

埼玉県川口市柳崎4-20-6-105

千葉県浦安市東野2丁目26-106

東京都足立区伊興317-25-30 1

埼玉県川口市芝高木2丁目10-14-406

東京都葛飾区西水元1-2 1-2号

埼玉県八潮市大字大願538-1

千葉県松戸市仲井町3-8 1-2

東京都足立区大谷田5-26-8

埼玉県川口市弥平1丁目13-6

埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5

東京都八王子市並木町36-23

埼玉県上尾市平方3540-2

神奈川県相模原再縁区川尻1545-6

埼玉県川口市大字赤芝新田333-1

3-2

TEし: 03-6718-2553

TEし: 048-798-6684

TBし: 03-5664-3383

TEし: 03-3853-6961

TBし: 0480-31-8124

TBし: 03-3655-1865

TBし: 048-952-8155

TEし: iO48-42l-5088

TBし: 045-593-8145

TEし: 03-3553-6823

TBし: 03-盲666-3168

T巳し: 03-6806-2572

TEし: 044-288-7644

T思し: 03「565l-2201

TEし: 03-5913-8371

TEし: 03-3741-8150

TBし: 03-3635-0461

TEし: 03-5659-9932

T藍し: 03-3655-5478

TEし: 03「3489-7137

TEし: 03-3689-2768

TEし; 03-5667輸4874

T麗し; O172-77-3305

TEし: 045-507-0070

TEし: 03-5607-2035

TEし: 048-261-6246

TBし: 047-355-1159

TBし: 03-呂647-5880

TEし; 048-266-5251

TEし; 03葛3608-8741

TBし: 048-259-0159

TBし: 047-362葛3339

TEし: 03-3606-6565

TEし: 048-224-5473

T思し: 048-72l「8工00

TEし; 042-666-4218

TEし: 048-726-2793

TBし: 042-783-0666

TEし: 048-296葛4311
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