
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薄 

平成28年l月∠ゼロ 

お 

り届け出ます。 

要措厨区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi�ﾈ��[ﾘ自)ｩ?ｨﾔ���9MH,ﾈ自YH����ナMC�����ナMCH��� 1187番1の一部、1187番2の一部、1188径7の一郎、無地番の一部 

(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �H���7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
鉛　(土壌溶出轟基経不適合) 

※添付裔類l参照 

汚染土壌の体積 �#3�偵fﾓ2��h�8�}�(�������

汚染土壌の運搬の方法 ���一�:竟B��ｹ�ｲ��IIR��ｹzH補一�:竟B梯��i5儻NU�}�8����

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �4x5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ��馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8�����X����

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8hｬ9D颱hﾈ���+xﾏｲ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8bID��Xﾈ貶�ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉEc吋��ﾈ��ｳ�ﾏｲ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ唏ｷｹD���9hﾈ���*H�ｨ冷�

運搬の用に快する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び避 絡先 ��i5儻IMI}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 ��i5儻H肘}綛����

_章一 

を行う場合に限る。) �-ﾂ�l′ヽ「ヽ　書　　_、_ 

保智施設の所在地並びに所有 �9�X�ﾂﾘ��H�ﾈ���ｨ�｢�

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。) 豫�:ﾈ��ﾆI-Hⅸﾘb�

「ヽ-○○‾‾ 

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。
/



凡　　例



添付書類3-工

1.運搬フロー図



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1.旭企業株式会社　　神奈川県横浜市管区北幸2丁目8-4　　　　　　題輯: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�'ｨx｢�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葛4 

3 佇顏s�3�*���3S�"�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

4 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ*���3塔��ダンプ �隶伜ｸx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

※上記内容は、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-う　　　　　電話: 044-299-3531

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｢�神奈川県続演市縁区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ��*ｸ��"�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 

3 ��ﾈﾞ������*H��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32-7 

4 ��ﾈﾞ������*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県続演市緑区上山3丁目37-5 

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県続演市緑区上山3丁目37-5 

6 ��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37-5 

7 ��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-さ 

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

9 ��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 

10 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市縁区上山3丁目37-さ 

11 ��ﾈﾞ��3���*���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 

12 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市録区上山3丁目37-5 

13 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�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 

14 ��ﾈﾞ��3�*ｳ#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市線区上山3丁目37-5 

15 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県続演市緑区上山3丁目37葛5 

16 ��ﾈﾞ��3�*�#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾉ�ｹo(x｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

17 ��ﾈﾞ����*�3�SB�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県続演市緑区上山3丁目32-7 

18 ��ﾈﾞ����ｸ*�33i{��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置5 

19 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県続演市緑区上山3丁目37-5 

※上記内容は、車検証より転話したものである

3.有限会社ツカダ　埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18　　　　　　　電話:049-296-1854

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 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

2 估i$｣�3���*(��S���ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山同大学小用1208-18 

3 估i$｣�����*�����sB�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

4 估i$｣�3���*���3ssr�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用120818 

5 估i$｣�3���*H��#�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用120818 

6 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「8 

7 估i$｣�3���*H���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小制200-18 

※上罷内容は.車検証より転記したものである

添付書類4-書



4珠式会社後藤田商店　’神奈川県川崎市川崎区浅野町ト5　　　　　電話044置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 ���諍w��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*���#ss"�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈l 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ6sR�

2 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ��*���3�sb�、ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈l 迄ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈ鳧ｾi�9nﾉ*ﾈ6sR�

3 ��ﾈﾞ������*���Csモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈) 綿ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

4 ��ﾈﾞ������*���Csヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈I 迄ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

5 ��ﾈﾞ������*���C涛B�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈I 迄ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ��R�

6 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ��*���C涛R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈l 綿ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

7 ��ﾈﾞ������*���S#�2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈」 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ��R�

8 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ��*��cS#釘�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈) 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ6sR�

9 ��ﾈﾞ������*���S3�R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈l 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

10 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈I 迄ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ6sR�

11 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈l 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

※上記内容は、車検証より転記したものである

5.株式会社田中興業エンタープライズ　　千葉県浦安市千鳥12-10　　　電話.047-353-2609

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 做ｸ躡nﾃ���*���cCS��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼhﾔ�985��ｸ7X8�484��千葉県浦安市千鳥12-10 

2 做ｸ躡nﾃ�����*���S�唐�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

3 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#"�ダンプ �ｩ69(hｻｹ'ｨ4x985��ｸ6�8�485��ｲ�千葉県浦安市千鳥12-10 

※土語内容は、車検証より転記したものである

6.株式会社ツカサ総菜　　神奈川県横浜市蕃北区新吉田町5857-1　　電話045-592-1 142

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���*ﾘ��3#��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

2 ��Vﾃ�����*���S��"�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾙ'｢�神奈川県横 兌ｨ�979'ﾘｾi8ﾈ�)63))ｩm｣#Rﾓ��

3 ��Vﾃ�3�*���{都釘�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

※上記内容は、車検証より強請したものである

了.有限会社宮原商店　神奈川県川崎市多摩区登戸1259　　　　　　電話:0仙鴨59-3456

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 �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

2 ��ﾈﾞ������*��s�R�ダンプ 宙ｪ亶ｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多庵区登戸1259 

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

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

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

6 ��ﾈﾞ������*���#C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

7 ��ﾈﾞ������*���#s迭�ダンプ 忠tﾂ亶ｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多庵区登戸1259 

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

9 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �."亶ｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

(0 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ 宙ｨHｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多雇区登戸1259 

11 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩座高生田8-5824-i 

12 ��ﾈﾞ������*���SC�"�ダンプ 丶�亶ｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多頭区碕生田8-5824-( 

書3 ��ﾈﾞ���'S����*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区爾生田8-う824-I 

14 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多度区南生田8-5824-i 

※上紀内容は、車検証より軽話したものである

添付書類4-2



8.渡辺建繊有限会社　　神奈川県横浜市都筑区東山田町318　　　　　唱詣045-592-5148

自動車登録番号 又は車両番号 剋ﾔ体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 刋�ﾃ�����*���c�����5�987b�渡辺建機㈲ ���=��ﾈﾊy��Vﾈ�9YI'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

2 ��Vﾃ�����/���3�����5�987b�渡辺建繊㈲ ���=��ﾈﾊxﾉ�ﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

3 ���、101え　2○○0 �5�987b�渡辺建機㈲ ���=��ﾈﾊy��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

4 ��Vﾄ簸���/�������5�987b�渡辺建繊㈲ ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

5 ��Vﾃ���*������ｸ�ｲ��5�987b�渡辺造機佑〉 ���=��ﾈﾊy����979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

6 ��Vﾃ���ｨ��?���X�ｨ�ｨ�｢��5�987b�渡辺建機㈲ ���=��ﾈﾊy��Vﾈ�8�'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

7 ���、100　く　7000 �5�987b�渡辺建磯佑) ���=��ﾈﾊy�Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

8 亰ｲ�、130　を　9〇〇〇 �5�987b�渡辺避磯(載 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9YI'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

9 凛��、131え　6000 �5�987b�渡辺建磁(劫 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

10 倅"�、130　こ　4000 �5�987b�渡辺建磯備) ���=��ﾈﾊy�Vﾈ�9YI'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

※上記内容は、車検証より転記したものである

9・㈲とかノトレーディング　神奈川県川崎市川崎区大師本町6-1重　　　題話:04牛280-1321

自動車登録番号 又は車両番号 剋ﾔ体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��i崎100　か　2362 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���=��県 俥育2�崎区大師本町6-11 

2 ��I崎100　か　2363 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���H��県II 俥育4ｦ��崎区大師本町6-11 

3 ��I崎1○○　か　2709 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���T亦�県J 俥育2�崎区大師本町6-11 

4 ��l崎100　か　2710 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���T鳴�県II 俥育4ｦﾂ�崎区大師本町6-11 

5 ��i崎100　か　4046 �5�987b�膳)ヒカリ・トレーディング ���=��ﾂ�県)I 俥育4亦�崎区大師本町6-11 

6 ��l崎1○○　か　4133 �5�987b�晴)とかノ・トレーディング ���=苳��県II 俥育4｢�崎区大師本町6-11 

7 ��l崎100　か　4492 �5�987b�㈲とか)・トレーディング ����hﾈ��県川 俥育8ﾈ��崎区大師本町6-11 

8 ��l崎100　か　4505 定5�987b�晴)ヒカリ・トレーディング ���=莓ﾂ�県Il 俥育9�｢�崎区大師本町6-11 

9 ��i崎　〇〇〇　か　4604 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���Xﾈ��県JI 俥育2亦�鴫区大師本町6-11 

10 佇��崎100　か　4836 �5�987b�隋)とかノ・トレーディング ���Y�R�県= 俥育9�ﾂ�崎区大師本町6-11 

11 ��b�崎100　か　4837 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ��9=霾��県II 俥育9�｢�崎区大師本町6「1 

12 鳴�崎1○○　か　5110 �5�987b�栢)とかノ・トレーディング ���Y�R�県J 俥育4亦�崎区大師本町6-11 

13 未�崎100　か　5111 �5�987b�㈲とか)・トレーディング ���=苳��県jI 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

14 鳴�崎102　け1 �5�987b�晴)とか)・トレーディング ��9=��d��県I 俥育4鳴�崎区大師本町6-11 

’15 鳴�崎100　く　2 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���=��ﾂ�県Ii 俥育4白�燭区大師本町6-11 

16 鳴�崎130　え103 �5�987b�㈲ヒガノ・トレーディング ���=莓ﾂ�県= 俥育4白�崎区大師本町6-11 

17 鳴�崎130　え105 �5�987b�㈲とかノ・トレーディング ���=苳��県月 俥育6白�崎区大師本町6-11 

18 佇��崎130　え106 �5�987B�陪)とかノ・トレーディング ���=��ﾂ�県Ii 俥育4白�崎区大師本町6-11 

19 鳴�崎130　え107 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ����hﾈ��県I 俥育9�ﾂ�崎区大師本町6-11 

※上記内容は、車検証より転記したものである

1〇一株式会社津野商店　神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16　　　　輔舌:045-802-1216

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�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県楼浜市泉区弥生台7番地16 

2 ��Vﾃ�����*ｸ��#����タンフi �ｨｭﾙnﾈⅹ5��相姦II憬横浜市泉区弥生台了番地16 

3 ��Vﾃ�����*���鉄#��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈Il憬横浜市泉区弥生台7番地16 

4 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

※上記内容は、車検証より韓記したものである

添付書類4-3



仕株式会社大堀　　昏森県八声市西白山台5丁目13-13　　　　　　　電話.0178-27-8用

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 �i78ｷｳ���*���sc澱�ダンプ �ｩ�Y�ﾂ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2 �i78ｷｳ�����*���s都2�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

3 �i78ｷｳ���*����#S��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

4 �i78ｷｳ���*���ゴ�B�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市面白山喜5丁目13-13 

5 �i78ｷｳ�����*����#SR�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

6 �i78ｷｳ�����*���ン���ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

7 �i78ｷｳ�����*���ン�"�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

8 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸奇習白山台5丁目13-13 

9 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

10 �i78ｷｳ��ｸ�ｸ��*�����s"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

11 �i78ｷｳ��ｸ�ｸ��*�����S��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

12 �i78ｷｳ�����*�����S"�ダンプ �ｩ�Y5B�膏森県八戸市西白山台5丁目13-13 

13 �i78ｷｳ�����*�����S2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

14 �i78ｷｳ�����*�����SB�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

15 �i78ｷｳ���*涛�cR�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

16 �i78ｷｳ�����*�����ッ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

17 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ �ｩ�Y�｢�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

18 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

19 僮������*���S���ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

20 僮������*���S#��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山合う丁目13「3 

21 僮������*���S#��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山合う丁目13-13 

22 僮�簸���*���S#"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西日山喜5丁目13-13 

23 僮������*���Sc��タンフ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13●13 

24 僮������*���Ss��ダンプ �ｩ�Y5B�高森県八戸市西白山台5丁目13-13 

25 僮������*���S���ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

26 僮������*���S�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

2了 僮������*���S�2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

28 ��｣�����*���S�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

29 ��｣�����*���c���ダンプ �ｩ�Y�ﾂ�膏森県八戸市西白山台5丁目13-13 

30 僮������*���c���ダンプ �ｩ�Yv��青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

31 僮������*���cC��ダンプ �ｩ�Y5B�寄森県八戸市西白山台5丁目13-13 

32 僮���ｸ�ｸ��*���cCb�ダンプ �ｩ�Y5B�寄森県八戸市西白山台5丁目13-13 

33 僮������*���cI{��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

34 僮������*���cC��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西富山台5丁目13-13 

35 傀ｩ�#�����*���cSc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

36 傀ｩ�#�����*���c#S2�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸育苗白山台5丁目13-13 

37 傀ｩ�#�����*���c3閲��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市電白山台5丁目13-13 

38 傀ｩ�#�����*���c3モ�ダンプ �ｩ�Y�ﾂ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

39 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��*���c3ヲ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

40 傀ｩ�#�����*���c都��ダンプ �ｩ�Yv��青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

4重 傀ｩ�#�����*���c鉄r�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�吾森県八戸市西白山台5丁目13-13 

42 傀ｩ�#�����*���c鉄��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

43 傀ｩ�#�����*���cc�"�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

44 傀ｩ�#�����*���ccコ�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

45 傀ｩ�#�����*���ccッ�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

46 傀ｩ�#�����*���c涛2�ダンプ �ｩ�Y5H���青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

47 傀ｩ�#�����*���s�コ�ダンフ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西富山台5丁目13-13 

※上記内容は、車検証より転記したものである

添付書類4-4



12.株式会社天佑　埼玉県朝霞市根岸245-1　　　　　　　　　　　電話:048-46ト8277

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 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��*���C�3b�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

2 傀ｩ�#�����*���C�3��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

3 傀ｩ�#�����*���cCC��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

4 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

5 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

6 傀ｩ�#�����*���cCS"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

7 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��*���cCS2�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸2451 

8 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��*���cCSR�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

9 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

10 傀ｩ�#�����*���cS���ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

11 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��*���cS�"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

12 傀ｩ�#�����*���cSィ�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

13 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

14 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

15 傀ｩ�#�����*���c涛��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

16 傀ｩ�#�����*���{��#"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

17 傀ｩ�#�����*���s�3B�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

18 傀ｩ�#�����*���s�3R�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

※上記内容は、車検証より転紀したものである

13.日向建設株式会社　神奈川県神奈川区恵美須町7-2　　　　　　　距謂:045-453-6691

自動車登録番号 又は車両番号 剋ﾔ体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾃ�3���+��������5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟igｹ*ﾃ�)ｩm｣"ﾓr�

2 ��Vﾃ�3���*��������5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

3 ��Vﾃ�3���*h����"��5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

4 ��Vﾃ�3���*�����2��5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾉ8育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

5 ��Vﾃ�3���*h����Rﾂ��5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�*#��

6 ��Vﾃ�3���*(����b��5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�9'S��

7 凛��、130　あ　807 �5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

8 ���、130　う　808 �5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

9 ��Vﾃ�3���*(�������5�987b�日向建設㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm､�2ﾓ��

10 ��Vﾃ�3���*���3�����5�987b�日向延投㈱ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

※上記内容は、車検証より転蒋したものである

14・株式会社太田工業　神奈川県川崎市川崎区湊町4丁目6番23号　　　電話:044-276-9375

自動車登録番号 又は重商番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*��s湯�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10葛5 

2 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

3 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ��*���3#ィ�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

4 ��ﾈﾞ������*���C#3r�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

5 ��ﾈﾞ������*���C#3��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

6 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ��*���CCSb�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区湊町4-6-23 

7 ��ﾈﾞ������*���CCSr�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区湊町4-6-23 

8 ��ﾈﾞ������*���CY{唐�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区浜町4-6-23 

9 ��ﾈﾞ������*���Cs澱�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区浜町4-6-23 

10 ��ﾈﾞ������*���S3���ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区浜町4-6-23 

11 ��ﾈﾞ������*���S�途�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区浜町4-6-23 

※上記内容は、車検証より軽記したものである

添付書類4葛5



15.株式会社明立　　愛知県瀬戸市萩殿町2丁目1 1了　　　　　　　　　　電話056ト82-7943

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 儖i*8揵g��3���.s���ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

1 儖i*8揵g��3���,&�"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

2 儖i*8揵g��3���,(��#��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

10 儖i*8揵g��3���,h��3���ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩毅町2丁目117 

10 儖i*8揵g��3���+ﾓ�#��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市報殿町2丁目117 

3 儖i*8揵g������*ｳ�����ダンプ 乘H�檍���zr�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

4 儖i*8揵g������*ｳ���"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬声市議殿町2丁目117 

5 儖i*8揵g������*ｳ���2�ダンプ 冓X�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

6 儖i*4傅ﾉg��3���*$粕��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市議殿町2丁目117 

7 儖i*8揵g��3���*C���*B�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市議殿町2丁目117 

8 儖i*8揵g�簸���,ﾒ涛V��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

9 儖i*6ﾈ揵g������,ﾓ�鉄"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市議毀町2丁目117 

※上記内容は、車検証より転調したものである

16株式会社ミツケン　　愛知県名古屋市守山区善心4丁目203　　　　　電話. 052-796-1229

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 冖ﾈﾌ8壹�3�*����ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区等心4丁目203 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*��"�ダンプ 乘H�檍��+H5ﾈ5�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���+��2�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目203 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���*C�B�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目203 

5 冖ﾈﾌ8壹�3�*c�R�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�程如県名古屋市守山区等心4丁目203 

6 冖ﾈﾌ8壹�3���*(��*CS�R�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

7 冖ﾈﾌ8壹�3���*(��SS�b�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目203 

8 冖ﾈﾌ8壹�3���*���cC�r�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区垂心4丁目203 

9 冖ﾈﾌ8壹�3���*���cC���ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目203 

10 冖ﾈﾌ8壹�3�*c�r�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目2的 

11 冖ﾈﾌ8壹�3�*��b�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

※上記内容は、車検証より転記したものである

17.有限会社受電建材　愛知県春日井市大手町2丁目204-1　　　　題詩iO568-82-5616

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��ﾂ�

l 儖i*8揵g��3�+38*C&ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

2 儖i*8揵g��3���+x��3Scr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥��ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

3 儖i*8揵g��3���+x��3Sc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��劾U�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

4 儖i*8揵g��3���+8��3Sc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蟹=ｸﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

5 儖i*8揵g��3���+8��3Ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蟹=ｸﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目之04-1 

6 仭ﾈｺﾘ揵g����+33Ss"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���96Hﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

7 儖i*8揵g��3���+x��3Ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��捧=ｸﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町之丁目204-1 

8 儖i*8揵g��3���,h��3Ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蟹=ｸﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁昌之04-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

添付書類4-6



18.有限会社妻木興薬　　愛知県名古屋市瑞鶉区惣作町3丁目4宮　　　電話,052葛665-2280

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 冖ﾈﾌ8壹���-���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��勾m綾ｸｼb�愛知県名古屋市塙稿区惣作町3丁目引-2 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���,���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��{駑綾ｸｼb�覆知県名舌塵市樋稜区惣作町3丁目4ト2 

3 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��#鼎��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��勾m綾ｸｼb�愛知県名古屋市塙穂区恕作町3丁目4ト2 

4 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��3c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��匀m綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目川上2 

5 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��3ピ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��匀m綾ｸｼb�程的県名古屋市増穂区惣作町3丁目4l-2 

6 冖ﾈﾌ8壹�����,(��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��勾m綾ｸｼb�愛知県名古屋高崎稀区惣作町3丁目4ト2 

7 冖ﾈﾌ8壹��ｸ�ｸ��,ﾘ��S田2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��勾m綾ｸｼb�愛知県名吉屋市塙穂区惣作町3丁目4ト2 

※上記内容は、車検証より転読したものである

19有限会社村山建設　　愛知県名古屋市守山区脇田町1201　　・電話・052-799-〇〇〇5

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 冖ﾈﾌ8壹�3���+������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���,(��#s#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���,h��3c3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区腿田町1201 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���+ｸ��CSCR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

5 冖ﾈﾌ8壹�3���+x��SCSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

※上記内容は、車検証より転記したものである

20株式会社匠興産　愛知県小牧市大草5728-232　　　　　　　　鞘舌・0568-29-9905

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 儖i*8揵g��3���+���CR�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大掌5了28-232 

2 儖i*4傅ﾉg��3���+8��CSH*B�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大草5728-232 

3 仭ﾈｺﾘ揵g��3���+x��SCSB�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大草5728-232 

※上記内容は、車検証より転記したものである

21・株式会社大真サービス　愛知県小牧市大草5785-276　　　　　電話:0568-79-6113

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 儖i*8揵g��3���*���C��R�ダンプ 乘H�檍���Y[ｨ5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大草5785-276 

2 儖i*8揵g��3���*(��D樋r�ダンプ 乘H�檍���Y[ｨ5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大草5785-276 

※上記内容は、車検証より転紀したものである

22有限会社ティー・ダブリュ・ディー　愛知県春日井市東野町5丁目2十十4　　　電話・0568-84-7505

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 弍)Xﾃ�3���+��コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6X4(�ｸ�X5�7T�8h�X6X4(�ｲ�愛知県春日井市東野町5丁目2ト14 

2 弍)Xﾃ��ｸ�ｸ��,ﾘ��田��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6X4(�ｸ�X5�7R�8h�X6X4(�ｲ�愛知県春日井市東野町5丁目2ト14 

※上記内容は、車検証より転記したものである

23・マルシバタイヤ株式会社　愛知県豊田市保見町井ノ向26　　　　軍配舌‥0565-48-3321

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 囘ﾉ63�3���+���SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

2 囘ﾉ63�����,h��モ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

3 佶�63�����,ﾘ��#sR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

4 俑I63��ｸ�ｸ��,h��モ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県堅田市保見町井ノ向26 

5 倅�ﾓ��ｸ�ｸ��,ﾓ�#���ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

6 倅�ﾓ��+���csッ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

7 囘ﾉ63�3���+���SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

8 倅�ﾓ�3���+ﾘ��SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

※上記内容は、車検証より転記したものである

添付書類4-了



24有限会社オートハーツキソザキ　　愛知県名古屋市両区寺崎町　　　電話052-665-2280

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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���#s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4��ｸ6x6��ｸ684ﾈ5ﾈ5H4ﾒ�愛知県名古屋市南区寺崎町1-2 

※上記内容は、車検証より軽話したものである

25.尾張土木工業株式会社　　愛知県名古屋市天白区一本松1丁∈　　　寓語: 052-805-3506

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 冖ﾈﾌ8壹��ｸ�ｸ��,ﾘ��cscr�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目白Ol-I 

2 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��CsC��ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛紬腺名言屋布天白区一本松I丁目110トI 

3 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��csビ�ダンプ 儖i*97冦慰葦ﾈｩH�檍���登別鳴名古屋市天白区一本松I丁目I10i-i 

4 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��#����ダンプ 儖i*97冦慰溢HｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松I丁目IiOトi 

5 儼ﾈ鈊�����,ﾘ��#�釘�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松I丁目IIOl-I 

8 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�s���ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目=OI-) 

7 儼ﾈ鈊��ｸ�ｸ��,ﾘ��#��2�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���蜜卸県名吉尾市天白区一本松i丁目iIOI-1 

8 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�s���ダンプ 儖i*97冦慰�乘H�檍���愛知倶名古屋市天白区一本松I丁目=Oトi 

9 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�c#2�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松I丁目1iOトI 

10 儼ﾈ鈊�����,ﾓ��#R�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛郷腺名古屋市天白区一本松i丁目=Oi-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

26.有限会社真吾製薬　　愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69　　　　　　電話: 0567-96-1871

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 冖ﾈﾌ8壹��x��*c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*#��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���*C���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目89 

5 冖ﾈﾌ8壹��(��*���{都r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

6 冖ﾈﾌ8壹���+���SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

7 冖ﾈﾌ8壹�38��*����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

8 冖ﾈﾌ8壹���*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

9 冖ﾈﾌ8壹�����-��B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�/�沓�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

※上記内容は、車検証より転記したものである

27-有限会社丸賢鉱業　　三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87　　　　　母語:0567-68-3204

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 倅�C�3���*���##R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-8了 

2 倅�C�3���*���r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺6之8-87 

3 倅�C�3���*���SR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曾岬町自費628-87 

4 倅�C�3���*(��CR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

5 倅����(��*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

6 倅�ﾃ���*(��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｩo"�三重県桑名郡木曽岬町白壁628-87 

7 倅�C�3(��*(��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-8了 

8 倅�F尾ﾈ*h��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県襲名郡木曽岬町白留628葛87 

9 倅�C��(��/���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨ搨�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

※上記内容は、車検証より転紀したものである
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28.株式会社トータルシステム　　長野県松本市大宇和田4709番地　　　電話: 0263-40-0366

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 傴ﾉgｳ��ｸ�ｸ��,ﾓ�C���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

2 傴ﾉgｳ��ｸ�ｸ��,ﾓ���b�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

3 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��S3R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

4 ���鉑gｳ�����,ﾘ����2�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

5 傴ﾉgｳ�����,ﾓ��3R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

6 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�ツr�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宰和田4709番地 

7 傴ﾉgｳ��ｸ�ｸ��,ﾓ��Cb�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

8 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��c���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

9 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�Cb�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

10 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

11 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�cc��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

12 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�CR�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

13 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#����ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

14 傴ﾉgｳ��ｸ�ｸ��,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

15 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�ツR�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

16 傴ﾉgｳ��.���S���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

17 傴ﾉgｳ��ｸ�ｸ��,ﾓ��C��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4了09番地 

18 傴ﾉgｳ�3���*h��#R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

19 傴ﾉgｳ�3���*#�モ�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

20 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�#r�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

21 傴ﾉgｳ��ｸ�ｸ��,ﾓ�sc��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

※上記内容は、車検証より転琵したものである

29・株式会社プレジャー　愛知県名古屋市線区鳴海町字下汐田1:　　電話:052-625-3361

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 冖ﾈﾌ8壹�����*ｳ�3C��ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐田I58 

2 冖ﾈﾌ8壹�����*ｳ��'S��ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市録区鳴海宙「字下汐田I58 

3 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��(ｩ��ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町李下汐田158 

4 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��3ン"�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市録区鳴海町手下汐田158 

5 冖ﾈﾌ8壹��ｸ�ｸ��*���sS32�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋高給区鳴海印字下汐国I58 

6 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��ゴsB�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�衷知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田158 

※上記内容は、事検証より転記したものである

3〇・株式会社横井建材　愛知県春日井市八田町7丁目12-32　　　　　電話.0568-85葛5351

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 儖i*8揵g��3���,h��3��ダンプ 乘H�檍����皐ﾉｨﾝ��愛知県春日井市八田町7丁目12-32 

※上記内容は、車検証より転記したものである

31・有限会社明建興業　愛知県小牧市桃ケ丘3丁目68-1　　　　　電話・0561-42○○129

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 儖i*8揵g������,ﾘ��#ン2�タンフ 冲ﾈﾌ�檍��¥).ﾈｻｸｼb�愛知県小牧市桃ケ丘3丁目68-1 

※上記内容は、車検証より転話したものである

添付書類4-9



32有限会社襲海技嘘∴∴愛知県海部郡飛鳥打球患新田字竹芝郷八二ノ馴65-I　　　　電話・056了-56-2221

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逸(,ﾈ���

1 倅�������-���C#途�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ､8�蜥� 

2 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��イ�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ､8ｵｨ�� 

※上記内容は、車検証より転記したものである

33.C ・W"丁東海株式会社　　愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45　　　　距話:0567-56-7377

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 冖ﾈﾌ8壹��ｸ�ｸ��,ﾘ��ンs��ダンプ �8�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

2 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ピs��ダンプ �8�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

3 冖ﾈﾌ8壹���*���3�C��ダンプ �8�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

4 冖ﾈﾌ8壹���*���3�C2�ダンプ �8�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部邪飛烏村松之郷1丁目45 

5 冖ﾈﾌ8壹���*���3�c��ダンプ �8�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目4与 

※上詑内容は、車検証より経論したものである

34.ダイキ建設株式会社　愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2704　　　電話:052-414-6800

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 冖ﾈﾌ8壹�3���*h��#��"�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2704 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*h������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川医書幾2丁目2704 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���*�������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2704 

4 冖ﾈﾌ8壹��8��*(��ャ��ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名言屋市中川区富津2丁目2704 

5 冖ﾈﾌ8壹�����-���s#"�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名吉屋市中川医書浅2丁目2704 

6 冖ﾈﾌ8夊���3���*h��32�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2704 

7 冖ﾈﾌ8壹���*(��332�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区言辞2丁目2704 

8 冖ﾈﾌ8壹���*(��3332�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2700 

9 冖ﾈﾌ8壹���*(�������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名言蜃市中川区富津2丁目27調 

10 冖ﾈﾌ8壹�3���*ｳ�����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉溌2丁目27調 

11 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓ��s2�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目27調 

12 冖ﾈﾌ8壹���*��s���ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区言津2丁目2了04 

13 冖ﾈﾌ8壹���-���#����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川医書津2丁目2704 

14 冖ﾈﾌ8壹�����-ﾘ��3����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区古津2丁目2704 

※上記内容は、車検証より転話したものである

電話

自動車登録番号
又は車両番号

車体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

※上南内容は、車検証より転話したものである

自動車登録番号
又は車両番号

車体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

※上記内容は、車検証より転記したものである
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瞭　　　　　添付書類4「 1

自動車登録番号
又は車両番号

車体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

※上線内容は、車検証より転記したものである

な話

※上記内容は、車検証より転記したものである

垣話:

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　　　　　使用者の住所 

1 �5�987b�　　　　　「　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1 

2 �5�987b�看　　　　　　　　　　　割 

3 �5�987b� 

4 �5�987b�し鵜鵜____　　　　」 

※上記内容は、車検証より転話したものである

置語

自動車登録番号
又は車両番号

草体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

※上記内容は、車検証より転記したものである

電話:・

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　　　　　使用者の住所 

1 ��ダンプ ����������X���������������������������X����

2 ��ダンプ ��

3 ��ダンプ ��e��ｨ�ｨ�･��ｸ�ｵ��ｸ�ｵ�����b�

※上琵内容は、車検証より転記したものである

電結

自動車登録番号
又は車両番号 車体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

※上記内容は、車検証より転記したものである

電話　　　　　　‾　‾

繋議撃　車体の形状使用者の氏名又は名称　　使用者の住所 
1　　　　　　　　　　　　ダンプ 

回I　　　　患匿案I　　　　　　　　　　　　　漢 

3　　　　　　　　　　　　　ダンプ 

※上記内容は、車検証より転記したものである

44株式会社徳心　愛知県名古屋市緑医大京町字定細山14-233　　　電話.052-693-5219

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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��鼎�R�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市録医大扇町幸定細山I4-233 

2 冖ﾈﾌ8壹��ｸ�ｸ��-���b�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市緯区大都町宰定執山I4-233 

3 冖ﾈﾌ8壹�����-�����ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市録医大扇町宇更細山14-233 

4 冖ﾈﾌ8壹�����-���R�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛那県名吉尾市場区大高印字寅執山i4-233 

5 冖ﾈﾌ8壹�����-���B�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋高揚庭大高町手足納山I4-之33 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-12

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

L愛知海運株式会社　　　　　　名古屋市港区名港二丁目9番31号　　　　　　電話:052-612-3725

番号 ��Ikﾂ�船舶番号 凛I69�2���kﾂﾉ�gH齪��使用有者の住所 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

l �+�+�,ﾘ*Hｭｲ�13440l �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋両港区名港2サ31 佻���-ﾘ�6�6(6�,處ｨ.��)n"�易ﾉ�)�ﾓ���

つ ��i��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�140古海 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋缶港区名港2-9-31 漠u��-ﾒｸ6ﾘ��68��,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

3 ��h��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�141258 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���l 愛知県名し(,-屡南港区名落書-9-3し �$���-ﾘ�6�6(6�,�.h.�(噂"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

4 ��h耳*�*�,(*ｲ�12954了 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋布施区名港2-9-3l 丼���-ﾒｸ6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

5 ��h蓼��ｶxｭｲ�133078 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港登-9-31 �.ｩ��-ﾒｸ6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

6 ��i��Jｩ_9x渥ｲ�13生182 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 俔���-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

7 �5h��133554 �I&ﾙ9�戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名遼2-9-31 侘���-ﾒｸ6�6(6�,�.h.�I¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,f俑9�R��

8 ��h蓼�Jｨﾇﾈ��ｭｲ�し322う5 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋「串巷区名捲ご-9一部 �.ｩ��-ﾘ��ﾈ��686�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

9 ��兩8ｭｲ�135399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋南港区名港2-9-31 �+ﾉ��頷ﾈ6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�
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東洋埠頭株式会社川崎支店神祭Iil馴幡仙崎区扇町3-1 /

書-〇〇一・一下記拡大図部分

○保管場所拡大図
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