
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 

戟之8年I工月1・書目 

東京都知事　殿 

届出者醗離籍露俺 剪�

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。 

要措置区域等の新種地 �8ﾈｹ�79fｸｾh����H自)ｩm｣窺C�ンyMC#H,ﾈ自YB�&餉IUﾈ鹵�� 
東京都北区十条台一丁目8番41号の一部(住居表示) 

汚染土壌の特定有密物飾こよる �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���渥ﾉtﾈ恢ｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染状態 ��i�鞏x,ﾙ5儻Ijy}��,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 ��Xv｣2��
熱鮮細は添付寧穎2の通り 

汚染土猿の運搬の方法 �5�987h6x8�6(4�,�.h.几(補一�:竟B��
※詳細は添付密類3の通り 

汚染土接を運搬する者の氏名又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ)�h5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土殻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8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する施投の所在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣#�3iMCS��R�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ紵?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔3Hﾈ�4�<��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖紿ﾈ駮�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖靼hﾈ隱y?｢�

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縁先 �5儻H��}紿,ﾉ,ｨ.��

積替えを行う墳所の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先(運搬の陳 ����h*h,�+R�

、積替えを行う場合に限る。) 停為儼�<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。) 兢ｸｬx,�+X������扎ｼ������%ｸ��馼ﾜB�����Dh�宛8饕�

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。

【連絡先】

北野建設株式会社　　　　　　　　、担当;　　　　　富EL : 03・鐘62-7373

株式会社ダイセキ環境ソリューション　　担当;　　　　　　冒EL : 03-34B6"2801



添付資料1

土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形貰変更時要届出区域等の図面

形質変更時要届出区域の所在地:東京都北区十条台一丁目1 8 9 7番2 4の-部(地番)

費--　単位区図

一二一　箱境界

"〇〇〇一〇　敷地燦昇

圏形質変更時賽鹿田区域(平成28年蛛廉都告示

第〇8了勧こより指定した区域)
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土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状態を明らかにした図面
土地の形質の変更の施工方法を明らかにした平面図、立体図及び断面図( 1 )
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添付資料　3

汚染土壌の運搬方法

工　運搬フロー図

形質変更時要届出区域 剿ﾈ刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���<ﾘ�Lﾘ誇��

東京都北区十条台一丁目8番嘉897番24の一部(地番表示) 

i 

東京都北区十条台一丁目8番41号の一部(住居表示) 

l鉛及びその化合物含有量基準値超過土壌 

管理票　　　　陸運‥株式会社ダイセキ環境ゾリュ∵ション 

にて管理　　荷姿:バラ積み十飛散防止シート 

処理:株式会社ダイセキ環境ソリェーション 剪�

横浜リサイクルセンター 
横浜市鶴見区生麦二丁目2036番地50 

種類:分別等処理施設 

処理方法:分別等処理 

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∵賞は、添付資料4の通り。



自動車等の 　　等 偖ｨ��連絡先 ��車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

使用宜の氏名 株式会社後藤田商店 日野商店 長谷川商店 有限会社江口建材 ��ﾈﾞ育9�ﾉ4仞i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�044葛366葛1414 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ積み、シート掛け 

東京都大田区多鹿川2-25-8 ��2ﾓ3sSふピc"� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

横浜市部筑区川和台31-16 ��CRﾓ倆�"ﾓ都(�R� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

椋浜市戸塚区深谷町25-11-1116 �� �5�987b�鉛及びその化合物 �7�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

黒田建材 ��ﾉ8育9(hﾋHｾhｷｹ>�2ﾓ#�ﾓ�� ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ穣み、シート掛け 

株式会社協和商会 有限ム社日昇興業 ��ﾉ/ｸ�9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃh�Sb�044-3弱置7756 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ稽み、シート掛け 

東京都大田区千鳥3-15-16 ��2ﾓ3sS�ﾓc�3�� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��:重要 有限会社湘南オートサービス 要田建設裸式会社 株式会社塩沢建材 丿��ｸ棹�8�9>ﾉ�偃c2ﾓ#H�S��045-521-4322 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ蒲み、シート掛け 

群馬県伊勢崎市境伊与久3259-2 �� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8��X-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

川崎市川鴫区京町3-29-7 ��CBﾓ3SRﾓ鼎3"� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8儿�-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��重要I 石川運輸裸式会社 有限会社海郭建材 有限A社丸幸=栄商事 ��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��045-54十7971 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ積み、シート掛け 

川崎市川崎区大島4-2-8 ��CBﾓ##2ﾓ��コ� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8俟X-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

川崎市川崎区扇町9-1 ��CBﾓ3SRﾓ���c�� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��暮 有限会社東栄興業 旭企業株式会社 シグマテック抹式会社 有限ム社国良産業 ��ﾈﾞ育9�ﾉzｨｾhﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�044葛280-3094 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ積み、シート掛け 

川崎市川階区束田町8番地 ��CBﾓ##��Sc�"� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

埼玉県大同市狭山台172-3 ��Bﾓ#�3Rﾓ�c�r� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

川崎市川崎区浜町3-9-17 ��CBﾓツbﾓ#�S�� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8��X-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��なま 有限会社小田桐興業 有限ム社玉城建材 冲ﾘ�w�ﾊxﾜ�ｭH�8-�,�.�*ｨｷS�ﾓ�8�Sb�046-204-6920 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ積み、シート掛け 

こうヽ 川崎市川崎区旭町2-16-11-202 ��CBﾓ#sbﾓ���B� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��

つま 三浦興業 有限会社日昇興業 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi8ﾈ侭$｣2ﾓCrﾓ���045-8之1-2756 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ積み、シート掛け 

東京都大田区千鳥3-15-16 ��2ﾓ3sS�ｨｳン3�� �5�987b�鉛及びその化合物 �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*��軍事音 有限会社アゲナ琉運 ��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�9*ﾃふ��044-280-3567 ��ダンプ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��バラ積み、シート掛け 



【自動車・運搬容器の髄】
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