
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29年　3月　肩口 
(あて先) 

東京都知事　殿 

届出者綜翳籍繋嵩国書 　　　▼ 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。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79fｸｾi�ﾈ*ｨｷS9)ｩm｣�CC)MC#(,ﾈ自YB�I 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��#��e�r�r��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �#Y-��
※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 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 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設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｨ��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣#�3iMI&經��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�8ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖紿ﾈ���I?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖紿ﾈ���I?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖紿ﾈ���#�?｢�

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 �5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。) 丼�9ik2�

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�9ik2�

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(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

<連絡先>

株式会社前田産業　東京支店　担当:　　　　　連絡先:03-6206-6690
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汚染土壌の運搬方法

運搬フロー図

汚染土壌の搬出場所
東京都北区西が丘3丁目1442番22 (地番)

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壌

陸運:株式会社ダイセキ環境ソリューション 

荷姿:バラ積み十飛散防止シートまたはフレコン詰め 

汚染土壌処理施設
処理:株式会社ダイセキ環境ソリューション

横浜リサイクルセンター

所在地: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
許可番号:横浜市第0851001001号



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 使用車の氏名等 偖ｨ��刋�xﾙ�b� 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2����飛散等を防止する構造 バラ積み、シート掛け又はプレコン詰め 

抹式会社ダイセキ環境ソリューション 株式会社岸野商店 株式会社後藤田商店 �8ﾈｹ�78ﾖ�ｾh��#�Bﾘ�c嶋､ｲ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9�(ｾinﾙ�i�Cx�Sb��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR���2ﾓ3CSbﾓ#���� �5�987b�

045-802「216 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

044-366-1414 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(9>Mﾘ-��
有限会社江口建材 黒田建材 株式会社協和商会 有限会社日昇興業 有限会社湘南オートサービス ��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾi�ｹ$ｩ*ﾃ#Rﾓ��3���b��ﾈﾞ育9(hﾋHｾhｷｹ>�2ﾓ#�ﾓ���� 

ダンプ �7�8凅ｨ-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

川崎市月 俥粟i�9nﾉ*ﾃbﾓ�b�044-355-7756 ��ダンプ �6�8凅ｨ-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

東京都大田区千鳥3-15「6 横須賀市湘南鷹取3-24「0 �03-3750-6939 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

045細521葵4322 ��ダンプ ダンプ �7�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��6�8���-ﾘ��5h�ｸ6x謌+yiH,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

真田建設株式会社 株式会社塩沢建材 石川建輸株式会社 有限会社海部建材 有限会社丸善三栄商事 有限会社東栄興業 旭企業株式会社 シグマテック株式会社 有限会社国良産業 佛�F靆x嫌�萎育8ｺｸ嫌u霍c3#S蔦"��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hｹ�*ﾃ2ﾓ#蔦r���Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ���� 
044-3粥賀9432 ��ダンプ �7�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

045-541-7971 ��ダンプ �7�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

川崎市川 俥粟i�Y8sBﾓ"ﾓ��′　044-223-1185 ��ダンプ �7�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

川崎市川崎区扇町9「 川崎市川崎区桜本十20-3-606 �044輸355-1088 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6ywﾘ6冓H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

044-280-3094 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7h8ﾈ5(99&�-��

川崎市川 俥粟i8ﾉ69*ﾃ窺I&��044-221-1602 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｽ�-��

埼玉県入間市狭山台172-3 �04-2935-0607 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7h8ﾈ5(98ｶﾈ-��ロンヽ 川崎市Il 俥粟ij�*ﾃ2ﾓ��ｸ�ｳr�044-366-2151 046-204-6920 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

神奈川憬座間市ひばりが丘十13-16 川崎市川崎区旭町216-1十202 横浜市港南区東永谷3-47-「9 横浜市鶴見区生麦5-1十3 剪�ダンプ ���'X����*ﾒﾘ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��有限会社小田桐興業 ’有限会社玉城建材 三浦興業 劔刄nブ頼み、ン　　　　　　　　　　田 
044-276-0904 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

045置82十2756 045-50十4472 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��

ダンプ �7�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��
株式会社杉山商事運輸 有限会社松建 渡辺建機有限会社 

横浜市緑区東本郷3丁目46「 �045-370-4844 ��ダンプ �6�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7h8ﾈ5(98ｶﾈ-��

横浜市都筑区東山田町318 �045-952-5148 ��ダンプ �7�8���-ﾘ��5h�ｸ6xｧﾈ*�H,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-��



有限会社暁建材 ���=��ﾈﾊxﾘ(ﾜ�ﾅ8ｪi�ﾉ*ﾉ69%ｳ�C�"�0467-75-8782 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

有限会社初瀬川建材 ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�9(i�ﾘﾚ｣3"�0465-36「747 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はプレコン詰め 

笠間建材 ���=��ﾈﾊx､9�kﾈ�8ﾙ�Zｩfｳ))ｩm｣�ふS"�046-229-07了8 �5�987b�バラ頼み、シート掛け又はフレコン詰め 

有限会社本杉建材 ���=��ﾈﾊxﾏｩm育8��kﾃヲ�046-247-3895 �5�987b�パラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

有限会社松本建材 ���=��ﾈﾊxｩﾘ9hﾞ育8願*ｨｷS�2ﾓ3��0467-85-2305 �5�987b�バラ舐み、シート掛け又はフレコン詰め 

ジオワーク株式会社 ���=��ﾈﾊx嫌�依H�9��63sC�ﾘ���2�046-205-5409 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

株式会社田中土建工業 ���=��ﾈﾊx､9�kﾈ�98ﾉI�5�$｣2ﾓ(�#r�046-232置5134 �5�987b�パラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

株式会社建勝 ���=��ﾈﾊx､9�kﾈ�9�Y$ｩfｳ2ﾓ(�C2�046-247-3895 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

林建材興業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h鮑�)*ﾃ�#bﾓ#"�045-744葛5091 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はプレコン詰め 

有限会社諸富士興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9�(ｾh圸,9*ﾃ#c��ﾓ陳�045-813-2760 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

寺尾運輸興業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi$ﾙ*ﾃBﾓ�rﾓCR�045-546-3505 �5�987b�バラ頼み、シート掛け又はフレコン詰め 

平沼興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8�9M�69*ﾃ3sbﾓ"ﾓ#�2� �5�987b�バラ撮み、シート掛け又はフレコン詰め 

豊川興業株式会社 ��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ8�S8�S2�044細290-3531 �5�987b�バラ頼み、シート掛け又はフレコン詰め 

有限会社岩崎ライン ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�8揵�C3�"ﾓ2�0465-36-2244 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

株式会社白山興業 俥仂ｨﾊv､从ﾈ�9�)m��ﾃ2ﾓh�Sr�048-269-1311 �5�987b�パラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

株式会社宮川土木 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi�ﾉ�h擦Bﾓ3rﾙEc��03-3897-0040 �5�987b�バラ積み、シート郵ナ又はフレコン詰め 

株式会社和泉土木 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9*�?｣8�S�椒R�048-223-2880 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はプレコン詰め 

勝進管工株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾiI)+�))ｩm｣#�ﾓ���03-3602-4941 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 

株式会社斯業 俥仂ｨﾊy(�X8�9(i�ｩ*ﾃBﾓ(�S��0494-22「616 �5�987b�バラ積み、シート掛け又はフレコン詰め 


