
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 

東京都知事殿　　　　　　　　　　平棚準在野日 

輔籍擬勢言後園 土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要躍区域等から搬出する汚染土域発音長のと 劍*��

り届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79fｸｾhｼｸ9hｷX自)ｩm｣yMB員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都北区桐ヶ丘一丁目1045番1の一部(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質による 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 �(�ｸ�ｲ蔕ﾓ8�h�i5儻H��}�(����

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B����i5儻H��}�8����

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 ��i5儻H��}紿����

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��6h48�X5h48���ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8iU9D���.以苻�ﾙ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�XﾙﾉD�*ﾘｦXﾈ���Ym｢�

汚染土壌の運搬完了予定日, 兌ﾙ�ﾈ唔�iD靈駝�8h�ｸ�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ5稲�D���8hﾈ粨7I?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����

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) ��

保管施設の所荘地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(保 ��c)vR綯颱c��

管施設を用いる場合に限る) 帝*韭ｹN�:ｹx粳�ﾘ��ﾜB�

連絡先:大谷建輿株式会社 　TEしO422-54-816l �� 現耀藷撥拶 

備考　ユ　ニの属紙の大きさは、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。



添付書類上1

要措置区域等の所在地

東京都北区桐ヶ丘一丁日7番(住居表示)

東京都北区桐ヶ丘-丁目1045番-の-部(地番表示)

ヽくクe 軍書∴∴l霜 

B2-2 深度 ���ﾘ"���鉛含有畳 (mg/kg) 凩｢�� ����b�

概況調査 ��ｲ�240 

0-5c肌 ��ｼ�XﾉL�4��160 

5-500軸 ��樂Xﾉ~｢�23 

1.Om ����ｳ#�纉��不検出 

2.O調 ����ｳ�偵唐�不検出 

3.Om �����ゅ唐�不検出 

4.Om ����#r纉��不検出 

5.Om �����b纉��不検出 估��ﾞﾒ�ｴ��B2-2 B2-5 ��北区 1045 �5�ｷX自)ｨ齟���

基準値 �｢�150 

※赤字:基準値超過 

B2-5 深度 儷xﾘ"���鉛含有畳 (mg/kg) 

概況調査 0- 跳ｨ�b��ixｲ�310 53 

5-50c調 調���������ｲ�69 凩｢��)　　　　　) �� � 

1.Om ����#�ﾃc2�34 

2.Om ����#�緜2�不検出 

3.O爪 �����偵c2�不検出 

4.Om �����ゅc2�不検出 

5.O調 ������r緜2�不検出 

基準値 辻�150 劔劔 

※赤字:基準値超過 



添付畜類3-1

1.運搬フロー図



汚染土壌の運搬の刷二俣する自動車に関する書類　　　　　　　　　　添付輔ト1

運搬受託者:エコシステムエンジニアノング株式会社　東京都千代田区神田須田町1丁目34葛4

1.旭企業株式会社　　神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4　　　　　　　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 ��ﾈﾞ����*���#�途�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

2 ��ﾈﾞ����*���3C3B�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

3 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

※土語内容は、車検証より転話したものである

2・豊川興業株式会社　神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5　　　　　電話:0仙-299-3531

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����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�ダンプ 兔yw�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

3 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県騎浜市緑区上山3丁目37〇号 

4 ��ﾈﾞ������*ﾘ��r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目3了-5 

5 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�紳奈川県横浜市線区上山3丁目37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���+����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

7 ��ﾈﾞ��3�*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��3���*���sr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜奇縁区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��38��*����2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

11 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県模演市緑区上山3丁目37-5 

12 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

※上記内容は、車検証より転琵したものである

3・有限会社ツカダ　埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18　　　　　・電話:049-296「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���/���"�ダンプ 忠78684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

2 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 

3 估i$｣�����*�����sB�ダンプ 亳｢�684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山卸大手小用1208-18 

4 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1208-18 

5 估i$｣�3���*H���#R�ダンプ 冲2�684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

※上詑内容は、車検証より輯謁したものである

4・株式会社後藤田商店　神奈川県川崎市川崎区浅野町ト5　　　　　電話‥044-366-1414

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������*���Csモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

3 ��ﾈﾞ������*���Csヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区 匐冢ﾉ*ﾃ�ﾓR�

4 ��ﾈﾞ������*���C涛B�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区 �$inﾉ*ﾈ��R�

5 ��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 

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

※上話内容は、車検証より転記したものである



添付書類・う-2

5・株式会社ツカサ総菜　神奈川県横浜市港北区新吉田町58571　　　電話河45-592「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���*ﾓ3#��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��柚奈川県領海市都筑区東山田2丁目25-8 

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

※上謁内容ば車検証より転話したものである

6・有限会社宮原商店　神奈川県川崎市多摩区登戸1259　　　　　　電話:0糾-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���

1 ��ﾈﾞ������*��s�B�ダンプ 曠��(ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

2 ��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 

3 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ ����(ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多度区登戸1259 

4 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多度区登戸1259 

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

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

7 ��ﾈﾞ���ｮﾃ����*���SC�"�ダンプ ���ﾎXﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多庫区南生田8-5824-1 

8 ��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葛5824「 

9 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ 忠Y(ｷｸﾋHⅹ5��祐奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

※上詑内容は、車検証より転記したものである

7・㈲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　　　電話‥044-280「321

自動車登録番号 又は車両番号 倬i�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*���#3c2�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 

2 ��ﾈﾞ������*���#s���ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈 豚ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

3 ��ﾈﾞ������*���CS�R�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈 豚ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

4 ��ﾈﾞ����*鼎c�B�ダンプ �:�7�*�6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

5 ��ﾈﾞ������*���C�3b�ダンプ �ｸ,h*著�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

6 ��ﾈﾞ������*���C�3r�ダンプ ����7�4ｲ��X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

7 ��ﾈﾞ���(��*���ダンプ ����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 

8 ��ﾈﾞ������*ﾘ��"�ダンプ 刎ｸ�(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 

9 ��ﾈﾞ��3���*c��b�ダンプ ����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 

10 ��ﾈﾞ��3���*c��r�ダンプ �<��,h*著�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月I崎市川崎区大師本町6-11 

※上記内容は、車検証より転話したものである


