
様式第十六(第六十一条第一項関係)



汚染土塊の均所を明朗、にした疫措置区域野の図面

喪聞醗区域等の所娃地凍琉都新拇区市谷木村叩2離lの一部(地謡表示)
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添付書類3
汚染土壌の運搬の方法
1.運搬フロー図

陸運:前田道路株式会社【運搬受託者】 
東京都港区白金台5-22-12 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け. 

※運搬繭負者(協力会社)は添付賓湾曲の通り 

積蕾・保管施設:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-I

海運:前田道路株式会社施搬受託者】 

東京都港区白金台5-22-12 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

※運搬紹負者(協力会社)は添付資料5の通り 

頼替・保管施設:兼杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵湊町1 1-1

積替・保管施設②:東亜貨物株式会社

大阪市大正区南恩加島4-3

陸運:前田道路株式会社【運搬受託剖 

東京都港区白金台再-2212 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

※運搬紹負者(協力会社)は添付資料4の通り 

処理施設:株式会社　山階砂利商店途中工場

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他

種類:浄化等処理施設(抽出一洗浄処理)

浄化等処理施設(抽出一化学脱着)

許可番号:第1161000012号

2.運搬体制.

運搬受託者;前田道路株式会社
協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料4,5のとおり



添付脊類を- l

汚紋土壌の運搬の脚こ鮎する自動勘こ関する聾類

(婁揖蹄障城等一川崎港)

会社名 剌Z所 劔O�xﾙ�b�

NO.1’ 俤ﾘ��檍����ｭｸ馼蓼毎�8饕��8ﾈｹ�79(h嶸��)_ｸ6x6vﾂ��03-33陶-874了 

N0.包 ���棈檍��8xﾞ�4Y����%ｹ�ｹH�(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾈ､i)�都S���.049ノト62葵拙87 

NO.3 �ｹY�檍��ﾏY=�ﾉｨ補���ywHﾊy�(��:)(域ﾘﾊ���)ｨﾈ綯ﾓ#2��0包7尊さ4-16る2 

N0.4 �ｹ�阨騁�tﾈﾌ�檍�2�俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､h渧vS��ﾓR��0494-62-05引 

NO,§, �%H�檍ｴ���[y(hｻｸﾇ�4x5ﾈ4��ｸ7X8�484����ywHﾊx葺���9�xｪ��rﾘﾔ���剄d7置鎚3-2609 

質0.6 乘H�檍藝�Ydﾉ7冦��倅y�r�江戸Ii 仞h撼Mﾘ�3ほ=ﾘ5ｲ�03「蜜的8-消81 

N0.7’ 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b����Y�R�県搬渓苗鶴見区下衆吉子か2 剪ﾈ5-572-6116 

NO.8 冲ﾉg���485�4�5�984ﾂ��8ﾈｹ��注東区枝川2丁目28-10-1机 �03一郎8幕-了的馬 

NO.9 �.�陞��ﾎ9:�68ⅹ5����=��板�煤川的市)1脂性淡兜町1-5 剔j4-3錐一事は4 

11め.10 乘H�檍��ｪ(4x985x6ｨ4�8ｨ984������hﾈ��県板張市戸塚医小雀町名171 �0生5←約2-飴俄 

競0.11 �%IY��ﾖywI>ﾈ妻�(�X薰�乘Xｹ�78ﾕﾘﾌｸﾈ��仞i�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�0名-36了6-粥6雀 

職O.1Z, 冲ﾈ�檍��ｺH哩5I���俥仂ｨﾊy�8���9oi8y*ﾃss8ｺ���048-馳5-葛787 

N〔自3 冰兀�檍��ｶ8ﾉ｢�俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�8氷ｾi>�$ｨ��ﾈ�c#���0与8-仕2ト1237 

職O.14 ��Xｻｸ懐,隧H�檍���冏穐亦�県川端串宮調原野)鴫酌9鴫 �0到-了了7一揃51 
1N0.1き �ｨ�檍��:�69�ｹo"�冲ﾘｶfﾂ�県擬濾市都築区佐江戸町889場l �045-93了置0499 

困O.16. �4x5�6X�X��5H�ｸ7(5茜H�檍�������79�IF霎i�位���壓."���03←68興-25了2 

NO.1? 冲ﾈﾌ�檍��5ｨ4ﾈ4�6�6�7�8ﾘ7h8�986r�亶鞅)79'(ﾌｸ�c��仞h�ﾙﾃ"ﾓ#"ﾓb�03-3698-2751 

N○-丁8 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7檮ﾂ���xｸyGﾘ�9�ﾈｿ為9�ﾈ遥4�2ﾓ�bﾘ*ｲﾙz��"�儖d7-306-8了了8 

NO.19 僖��X�ｨ蝌ﾇ�ｩH�檍������+ｦﾉ.隍)j倡8ｾ��)��ﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"��0撞」785-O寸ll 

NO,20 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��俥仂ｨﾊyNHｮ冢ｹKX�)*ﾈ揵�｣�#�ふ���剩ﾝ的-紗6-18塊 

NO.2l 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｸ�b�仞i�ﾈｨﾘ渧��hｨｳ"�む3-古揃9「9932 

N0.謁 �.韭陞��ｺi��ⅸ橙����=��c��別冊 倡9�ﾉ4仞h��nﾉ*ﾃc�b�04よ-粥g-77后6 

NO,23 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾙJﾒ��8ﾈｹ陞ｸｴ侘ｲ��仞h�ﾙﾃ))ｩmｨｵC8�ｩD��0‡ト5置66-餌駆 

N0.24 冲ﾈﾌ�檍��5h6X4(�ｸ788ｸ6r��9,兀Hﾕﾘﾌｶ｢�僮ｨﾄhﾞ員ﾈ訷�2�03-施43-2439 

N0.28 ��有限会祉佐藤鴻避 �hｹ�78ﾕﾘﾌｲ��仞i>ﾉY);��ﾙ)ｩ(��bﾓb�砥-召喚9十紳鵬 

NOタ26 �>8�檍��4�5H7�5Io"��8ﾈｹ�78ﾕﾘ謔�仞i(iyh枋bﾘ-ﾃ)'SR�03「3680-8雷01 

NO.27 冲ﾈﾌ�檍����=��ﾈﾉｨﾝ������b停�県央和布上拭柳8-13-工事 �048・-263-欝7鮒 

N0.28 冓YY��6ﾙ���ﾒ����R��県足柄上郡大井町金子範8-9 剪ﾈ飾「堪置9的7 

NO.捌 冓X�檍��靼ⅳ��8ﾉ>ﾎhY+靂ｸ�b���ｾh�ﾌｩ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�宙富一言664-3383 

時O,尋0 冲ﾈﾌ�檍��肺�8ｮ�b�俥倩�X�(�X8�9�Xｷｹ�cッﾓr��0重9寸十王小-6652 

高o.雪上 乘H�檍ﾆ井�伜凭｢���x艀ﾊy�Iﾙ韈9�>�2ﾘ5ｳ8ﾝs#ふc�2��0仲-与35-2批8 

N0.32 �%H�檍��6饐9^8橙����T｢�螺椒浜市鶴見区薄掲4丁目27-芝0 �0鱒-呂82-7111 

N0.約 冑X�檍��Dy�ﾂ�佛i=茲�県川鱗曲り噛匿小島町41 �0掲一287十06了 

NO.34 �h��ﾔ鮎hｩH�檍����8ﾉ<I�ﾕﾘﾌｲ��曝ｾhｿY�)y綯ﾙo�'SR�03郎87-252l 

N○○3与. 冲ﾈﾌ�檍����?ｩY�ｻｸﾇ��伜)yﾉg姐�7舒ﾉ68�9-x9hｷY%�ﾓ��Mb�剿Q5㌻2牛0王的 

N0.36 冲ﾈﾌ�檍��ｶ)�ﾘｻｸｼb������b�蜘=鴨市川晦区桜本l置震0-3-606 剪ﾈ4-280-309ヰ 

NO.3了 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍�2�����R��県川場市川騎馬田町31縛-う3 �0雄二2鞠9-3馳i 

NO.38 �6饐8ﾉｩﾙｹtﾈﾌ�檍������R��県緻振市部範区猿山剛1糖 剏･5-き92-5148 

N0.39 兩俾陞��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�兌ｨﾌ侈y?)l�4���(ｭﾙ*ﾃ(8h6ｦﾂ�剿Q二6皐09-17舗 

NO,的 ��刎�ｩ6員���tﾈﾌ�檍������Vﾂ�県躾浜苗旭区上川井町置l㈱一7 �04むさ30-0286 

N〇・小事 ��有限会社ク照ダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ)'Yxｳ澱��0伯-953-967唇 

NO.42 �7ﾘ8ｸ5�4~､xｩH�檍���冤��ｒ�l煉灘波市鴻地区櫓相生14-現 �0鵜苫飽十的l 

NO∴.ヰ3 冲ﾈﾌ�檍��4�5H�4������=��ﾈﾊr辻�冑9Wｩ�ﾈﾞ粟i'(�3���044一里80「8667 

NO.44 冲ﾈﾌ�檍��ﾙ�5H蝌ｼb����+ｨｦﾈ･2鳴�佻x�2漠e�ｾi��*ﾉ?ｸ餝ﾘ�S�r�0組へ3鎚-21鉦 

NO.佃 乘H�檍��k颱hｻｸｼb�冖ｨ�ｻﾘﾖxﾌｲ��.ｹ(iY);�+ﾈv綯�餌-6638-61碑 

NO.包6 乘H�檍��蕀5x4�6�6�985���8ﾉ8ﾉ79�Y68�9gｸ秤686s#x�c����03-37生面15億 

NO.47 倅8�uﾘ�8蓼ｻﾙ5I���俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9KﾈｭIF3H���0掘-9毎7置的0l 

NO.48 乘H�檍��7ﾘ4x6�8�����=��ﾈ州白�凩倡2迄ｿ仞h冓Vﾈ4滴�X8B�0抽・セ66-447亀 

N○○49 ��有川珪輸株式会社 �'冩�ﾈ靆yL�ｽﾙ��ﾖ�fｸｾi�h蝿ﾘI�~綺'S��剪ﾈ5魂l葵7971 

NO.50 ��田中石材土木株武舎視 ���=��川県械須貨市長接合丁目10-1倉 �0468-56-1931 

N0.51 ��有限会社島田企荒 俥��y(�X8�969�｣#(ｵBﾖﾂ�刧U在9d・セ寸・垂ら52 

N0.52 ��層花興柴椿式会社 估侏I78ﾆX�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#y��*��"��03-輔97-1色61 

N寄,53 ��株式会社松本土木 佗Hｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ���(懽��剿Q十3701-71創 

N0.5 剌ｺ和泡理株式会社 俥仂ｨﾊy(�X9���*ﾉ�X鬩���(ﾊH毘/ｲ��0伯イセ2-イ0輔 

N○○55 ��太平洋陸送抹武会批 俥仂ｨﾊx���ｸ黜�(6ﾙ$｣��(�c���048-073-810l 

採算以勝の理馳ま『抵械十肪じんか・- (ポリエステル艶) 』にて飛散等を防止する。



汚染土撥の運搬の用に供する自動車に関する宙類

懐措置区域馨一川崎港)
No.1 冲ﾈﾌ�檍��ｾ9(X蕀�ﾈⅸ馼������8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ�����������DX+T�2ﾓ33�蔦ペ6cr�

自動埠登録番号 又は軍師番号“ 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の極所 

1 ��ﾈﾞ育��3�ｩM���11之・ �5�987b�有限会社丸幸三雑菌埼 冤��)79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩ�bﾘﾔ��

2 ��ﾈﾞ��13(=あ 冤14 �5�987b�布陣会社丸幸三栄雨帝 �8ﾉ8�78揵g粟inﾉ_ｶﾉ)ｩ�bﾙ)｢�

3 ��ﾈﾞぶ��3���*(ｹ��R��5�987b��有限会社一丸幸三栄勝野 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�?���

4 ��ﾈﾞ����ﾈ+2�1き01砂上1峰 劍5�987b�有限会社丸幸三栄商軸 侏ｹ�y79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩ63�ﾓ��

露 ��ﾈﾞ���I#3��*B��120 �5�987b�有限会社丸幸三栄商帝 ���ｹ�79(inﾈ�9nﾉ_ｳ�)ｩm｣��fﾂ�

6 ��ﾈﾞ�ﾓﾓ3���*�ｹ�#"����5�987b�有限会社丸華三栄商蒋 ��y8ﾉ79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩ�bﾓ��

了 ��ﾈﾞ��130 �*iI##2��5�987b�有限会社丸寿三難聴軒 ��xｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｨ�ﾈ��

8 ��ﾈﾞ��棚!あま124 劍5�987b�有限会社丸幸三栄商醇 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｨ���

9 ��ﾈｵ"�130亘、112毒 劍5�987b�有限会社丸幸三栄藤部 凛雹�79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩ:��ﾓ��

工0 ��ﾈｵ"�130 �*�ﾓ#b��5�987b�有限会社丸幸三栄簡辞 亅�ｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｨﾍ�,ﾘ��

工l ��ﾈﾞ��130 �*"�128 �5�987b�有限会祉丸善三栄繭薪 豫(ｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｸ駟)ｩmｦﾃ��

12 ��ﾈﾞ��130. �*��工29、 �5�987b�刹限会社丸宰三関両帝. 凭ｨｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｸﾔ�)ｩ�c��

重3 ��ﾈﾞ��1軍0 �+X�"�130 �5�987b�有陳会社丸幸三柴陶諦● �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩ�2ﾓ��

工4 ��ﾈﾞ���ｹ�3���*(ｹ��r��6x8�4�5��R�有限会社丸事三栄商帝 凛雹�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾘ��

15 駐��������4���*fﾃs���4�5h985ｮeﾘ8ﾈ6��有限会社丸幸三謙前野 做��79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

裏6 ��ﾈﾞ���ｹ�3���*�ｹ�����6x8�4�5��有限会社丸華三栄蹄帝 儉�*ｩjinﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩ�bﾓ��

17 ��ﾈﾞ��工00言え事　雷6 剪�有限会社丸華三栄閑却 凛雹�79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩm｣�ﾓ��

工8 ��ﾈﾞ��180!あ1110 劍6x8�4�5��有限会社丸幸三柴葡斬 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｨ訷ﾔ��

19 ��ﾈﾞ��重0(生え!57 剿ｨvH�X7h5ｮv�8ﾈ�ｸ8��R�有限会社丸畢三築麗辞 �8ﾈｹ鞁�(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩ�bﾙz��

No.2樵武会社島崎商事　　　　　　　埼玉県秩父郡皆野町皆野197重-1　　　丁EしO494-館-駆87 

自動車登録番号 又は率翻番号 剔髄ﾌの 形状 俶yw�9�,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l 估i$｢�����ﾈ�*緬,ピB��5�987b�株式会社勧晴雨昏 儘��玉県秩父郡皆野町涛卿1875置1 

2 估i$ｨ�����3��毒口0了 �6x8�4�5��株式会社　島鵬摘草 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾈ､inﾃ�度ﾜH�R�

3 估i$ｨ��ﾏｴ��え再44 ��株式会社島脂簡部 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾈ､inﾃ�都Rﾖﾂ�

No.3株武会社光電建遊　　　　　　子薬県浦安市富士見イ丁 劔劔m｣bﾓ#8��������H淀�rﾓ9Lrﾓ�cc"�

自動車登録番号 又は車輌番号 劔卦体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾉI#3��*bﾂ��100 �5�987b�株式会社光貸建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣ふ#2�

2 做ｸ躡nﾈﾅﾃ�3���*��2寄0 �5�987b�株式会社光賛建淫 ��yo(ﾊy^8��lｩFﾈ贓YsI)ｩm｣bﾓ#2�

3 做ｸ躡nﾈ���13(=き 冤300 �5�987b�株式会社党費珪邁 ��yo(ﾊx葺��ﾘﾈﾘ(齎ﾊ佻ﾙ)ｩm｣ふ#2�

4 做ｸ躡nﾂ�亨130! 迄*Fﾂ�上的0 �5�987b�株式会社光貴建避 ��xﾇ�ﾊx葺���8ｷｹ��ﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

き 做ｸ躡nﾂ�.1尋0 ��8*B�500 �5�987b�株式会社光賞建適 ��y+8ﾊy^8���8ｷｸ贓YsI)ｩm｣bﾓ#2�

6 做ｸ躡nﾂ�130 佛ﾈ*ﾒ�●鐙00 �5�987b�株式会社光貴建運 ��ywHﾊx葺���8ｷｸ齎ﾅ｣I)ｩm｣bﾓ#2�

7 做ｸ躡nﾂ�白30iく �700 �5�987b�株封会社光槙建避 ��xﾄhﾊx葺���8ｵ(齎ﾅ｣I)ｩm｣h�c)xｲ�
■　癖 做ｸ躡nﾂ�130!き �!800 �5�987b�株式会社光歯建選 ��yo(ﾊyZ��ｮ�ﾈ贓¥ｩ)ｩmｨｩ�#2�

9 做ｸ�nﾂ�130 �*b�l導00 �5�987b�株式会社光貴建避 ��ywHﾊx葺��ﾘﾈ��齎ﾅｨｩ�z9�S2�

No.4 亊hﾚｨ暮t�tﾈﾌ�檍��������������ﾞ仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ��ｨ肺��,TX+T�釘ﾓc"ﾓ�SS��

』 俾�:韈96�靜ｨﾘb�iH,ﾘ仼w�靼ﾘb�布体の 形状 俶yw�4�,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

ll 估i$ｨ��ｹ����*仭ピ侏h5�987b�亊hﾚｨ暮t�tﾈﾌ�檍���埼玉県秩父郡皆野町大事皆野l.880-5 



海難土壌の運搬の用に供する日動車に関する暫類
(落轄置区域鮮一川腑港 劔劍ｹﾒ��

塑1熊谷当 �100 �*仭閲塔�ﾅﾈ�h5�987h���刳J校避輸有限会社　量 偬ﾉ�9Iｩ(�X8ﾅ9H駭ﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

31搬谷i 兢00 �*��5020 �5�987b�関根運搬有限会社 俥僖(ﾊy(�X94�､inﾉ*ﾉ�Xｧx､inﾃ�益S��SR�

=　熊谷 �100 �*��島024 �5�987b�問捜運棚有限会社 俥仂ｨﾊy(�X9=�inﾉ*ﾉ�Y�8､inﾃ�ラe��

…= 估i$ｦ��100. �*��岳071 �5�987b�関根謡輸有限会社 俥��ｩGﾙ(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�右�����

轡 ��X�hﾄi$｢�100 �*��も置26 �5�987h�b�慨限運輸有槻会社 俥仂ｨﾊy(�X9��､inﾉ*ﾉ_ｸ鬨､inﾈ�ヨ�ｸ�ｳR�

子1 估i$｢�1○○ �*��五1きl �5�987b��憫振運輸有限会社　● 俥仂ｨﾊy(�X9=�'�ﾎﾙ�X鬨､inﾃ�ャ��SR�

8“ ��hﾄi$｢�100 �*��5137 �5�987b�関根運輸有限会祉 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�饕�

9 估i$｢�丁00 �*��轡144 �5�987b�.関根運輸・有限会社　- 俥仂ｩE頡厩8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨噐nﾃ�ws���R�

10 估i$ｨ��ﾏｹ4���*��7701 �5�987b�関根運輸●有限会社’ 俥倩�y(�X9��､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾈ+Sャ�ﾓR�

11 估i$｢�】30 �*��7808 �5�987c｢�∴関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X9=�i�ｹ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾙF��

1雷 估in｢�130 �*��7欝09 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�t��ﾓR�

13 估i$ｨ���3�3��冰｣s��ｯ��5�987b�刪ﾅ捜運輸有限会社’ 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､hﾘCャ�ﾙF��

丁4 估i$ｨ��ﾏｳ����*�*ﾒ�80包自　ダンプ 刹r線運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�~ｲ�

1葛 估i$ｨ��ｹ�����*�*ｲ�85舷’ �5�987h�R�i関根運輸有限会社.’● 俥仂ｩWy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾄ仆｣茜�ﾜB�

16 估i$ｨ��ﾏｳ����*�+8���"����6x8�4�5��関根運輸有限会社 仆I6靆y(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬩�nﾃ��4坪ｨｲ�

.し7 估i$ｨ���2�100 �*��8毒73 �6x8�4�5��R�関根運輸有限会社’ 俥仂ｩ�)(�X979<(ｺ���X鬨､inﾈ�cャ�ﾙ^ｲ�

I8 估i$｢������*��8358 ��h6x8�4�5��●i関根連輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

19 估i$｢�100塙、 �360唾 �6x8�4�5��’関根避鞠有隈会社i 俥仂ｨﾊy(�X978�8ﾔI*ﾉ�X鬨､inﾈ凜���SX�B�

20 估i$｢�工00与え 凵�64∴0 �4�5h5��ｸ,X6x*(*��湖棟運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾈﾔャ��ﾓR�

2l 估i$｢�100頼、 �3782 �6x8�4�5��関独運輸有限会社∴ 俥仂ｨﾊy(�X9��､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ����ﾓR�

22 估i$｢�100 ��*b�短9 ��関根運輸有限会社 俥仂ｩoI(�X9=�'�ｩY*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

2磐 估i$｢�1p〔汗か �4467 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､hﾎﾖﾈ�i�X鬨､inﾄ�3��ﾓR�

2亀 估i$｢�工的う缶 �:618∴ ��8�ｸ6x8ﾈ�ｸ6��ｲ�闇強運軸有限会祉 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

25 估i$｢�1001か �38む2 �6x8�4�5��開披運輸有限会社’ 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X馼､inﾃ�ャ�ﾓR�

26 估i$｢�100†え 僭O容 ��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ｾﾃ�ﾙe��

27 估i$ｨ��ｹ���ﾈ*��剳ﾟ殺 �6x8�4�5��関根運搬有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X馼､inﾈ�IS���

28 估i$ｨ��I#��ｮﾈ*b�凾ｳし6 傅ﾘ5h5ﾈ5ｨｸｨ+YXﾂ�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�t�R�

29 估i$､����u(ﾕﾘ�3���劍��6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

急0 ��hﾄi$ｨ��ﾅﾃ���ﾋ�*h*Cc�2�剪�関根漣綿有限会社’ 俥處侈y(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾆﾈﾋﾓ��ｨﾍﾂ�

崇1 估i$ｨ��ﾏｳ��*��剴ﾕ862. �6x8�4�5��.関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬩�ﾙnﾉ�Y4蔦R�

亀2 估i$｢�100与え巨04 剪�関根運輸有限会社. 竸8棈ﾊy(�X8ﾅ9�ｨ�*ﾉ�X鬨､hﾘCラnｲ�

3鍬 估i$｢�100雪か串926 劍6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾘｧ��

34 估i$｢�100与え �512 倡x6ﾘ7X5ｨ��ﾈ耳6h�ｲ�関根避轍有限会観. 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨ﾘ冢ﾃ�ャ�ﾘｯ��

35 册�uH���10申かうら轡27 劍6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾈ-8+3��ﾓR�

36 估i$｢�100圭え圧鳩 劍��5�987i?帽6x8ﾈ�ｸ5��ｲ�削艮運輸有限全称’ 俥仂ｨﾊy(�X9�､inﾉ*ﾉ�Y�8､i�cャ�ﾓX����

37 估i$｢�100かl6720 劍6x8�4�5��醐焚運輸有限会紀 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�4��ﾙe��

38 估i$ｨ���ﾄ��ﾈ*b�h､ﾒ�劔wﾘ*ﾘ6x8ﾈ�ｸ8��・　関根蓮胸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X979<)y����X鬨､inﾃ��4蔦R�

39 估i$ｨ���8���ﾂ�剌ﾍ051 �6x8�4�5��醐艮遅輸布陣会社 俥倬hﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ﾇ#��ﾘｧ��

40 估i$｣������剏¥7印 �5�987h5ｨ7�6x+X耳ﾖﾂ�÷　関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

互1 估i$ｨ��ｹ���剽ｹ054 �6x8�4�5��関根運輸符聴会社 俥仂ｨﾊy(�X978�8ｩY*ﾉ�X鬨､inﾃ��3�ﾓR�

42 估i$ｨ尨��ﾅﾃ�����!了50 �5�987h�X-�%8耳ﾙﾂﾒ�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�壱"ﾓR�

43 估i$ｨ��I#���剌ﾍ的5 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 僵y|侈y�YX8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

巨4 估i$ｨ��ﾏｳ����!7重l �5�987Y�Xﾕ�."�一　関狼運陶有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､iLyy����X鬨�ﾘｴ��w��

恒5 估i$ｦ牝���7互22 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾘ排�

l46 估i$ｨ��ﾏｳ����79工 ��・　関根遡愉有限会社 俥亳�hY(�X9¥ｨ､inﾉ*ﾉ�韜ｨ､i�cャ�ﾘ排�

巨71熊谷　雪1約 劔7鶴4トラクタ　　測襖運輸有搬会社　埼玉県秩父郡皆卵子大字皆駒88腫 

恒81熊谷　圭工31i 劔再30　ルブセ拘置ヲー　関根運輸有限会社　埼玉県秩父那智兜町大字常軌88鵬 

恒9!熊谷　口00函南鯛トラクタl∴開披運輸有限会社　埼玉県秩父郡皆野町大草樺勘的0-5 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する簿顕

腰措置区域等一川崎港)
N○○5紬的田中典籍エンタープライ 劔�5��������yo(ﾊymI�ﾈ�9�y+��"ﾓ������������������DX+T�rﾓ3S2ﾓ)�c��

自動埴登録番号 又は車軸番号 劔草体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��健用者の住所 

l 做ｸ躡nﾂ隲�3�罔ﾂ��*h�3�h�ﾂ��5�987c｢�㈱田中典薬エンタープライズ ��x愡�ﾈ葺���9�y+��#���

雷- ��h�ﾈ�躡nﾈ�iu��3���俎�ﾃ�x�b��5�987h�ﾂ�朝旧中興裟エンタープライズ ��xﾇ�ﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

雷 迄�躡nﾆ牝��b�冢���ｹ�涛R��5�987cｨ�R�’㈱田中典薬エンカニプライズ ��yY9kｨ葺���9�y+��"ﾘ�3��b�

亀, 停頡ｸ躡nﾂ�+3���� 冩ｲﾓS�闥��5�987h�b�’㈱田中典薬エンタープライズ ��x�ﾈﾊy��韈9�y+��)?����

毎 做ｸ躡nﾆ亅���ﾈ*舒ﾃS�唐�劍5�987b�隅田中興轄エンタープライズ 仍��Xﾊx葺���9�y+��#���ﾂ�

6 做ｸ躡nﾂ靼fﾆ�ﾘ*�+3i7S��劍5�987b�綿田中馳業エンタープライズ ��y�(ﾊx葺���8��承"ﾓ���

7 做ｸ躡nﾆ����憙����6922 �5�987b�胸囲中興繋エンタープライズ ��x��ﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

No.6株式会社　大豊王水　　　　　東京都江戸川区煎描画8輸28-2　　　　　T膿しO3-3688-8581 

自動車登録番母 又は軍師番号 劍駟�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使屈葬の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzv�����ｨﾏｳ3sr�刄_ンプ 冑X�檍���X冓7冦��ﾈ���叛京都江戸月 �9o(菱�#ふ#ふ"�

2 ��ｹzx��ｹ����傚ﾘﾏｳ��r�ダンプ・’ 乘H�檍���i�YMY7冦���9b�兼高都江戸)i 佰ｩ8ﾉyh枋ふ#��S"�

3 ��ｹzx��ｹﾓ���馼,ﾘｿ��Sb�刄_ンプ 乘H�檍���Yyﾙ7冦����2�蕪京都江戸川区揮璃晒8-撚」2 

4 ��ｹzs������,ﾖ�#�4��ダンプ“ 乘H�檍���^��7冦��察京都江戸)I 仞h�ｵ)�ﾃふ#�"�

5 ��ｹzs�������,ﾒ�#ャ��ダンプ 乘H�檍���Ydﾉ7冦��荒京都江戸)I 仞hﾗ(ｨｹ�ﾃふ#��S"�

6 亢騷sｨ��ｹ���ﾘ(-ﾆﾃ33Sr�僮ダンプ 乘H�檍���Yyﾙ7冦��東京都江戸)l 仞i8ﾎMﾙ�ﾃふ#ふ"�
∴7 �.斡ｲ�100白ま担1施 刄_ンプ 乘H�檍���Ydﾈ6ｦﾉ?�m��東京都江戸)I 仞hｬ(鰮63ふ#ふ"�

8 ��ｹzr�100・拒担1頓9 刄_ンプI; 乘H�檍���YMY7冦��b�凍京都紅戸l) 仞iz陌):｣ふ#ふ"�
∴9 ��ｹzs��100南国712 刄_ンプ 乘H�檍���Ydﾉ7冦����ﾂ�媒京都江戸)l 仞ie韋��ｳふ#�5｢�

10 ��ｹzr�巨0(口は巨7宣3 刄_ンプ 乘H�檍���Ydﾉ7冦��荒京都江戸)I 仞hｬ)Y)=�ふ#ふ"�

工1 ��ｹzr�100 �,ﾙ&9{儘ィ�ダンプ 乘H�檍���X�Y�YMY7冦����ﾈ�ﾂ�束瑚咄声」 仞i8ﾎ､y�ﾃふ#ふ"�

12 ��ｹzx��ｹ����,ﾙ�ャc2�ダンプ ��ﾈ��ｩH�檍���YMY7冦��媒京都江戸」 仞i8�鰮63ふ(+2ﾓ"�

13 ��ｹzr�-100沌再6却 刄_ンプ・ 冓YY���9�Y��7冦��恭京都江戸) 仞h�8鞁=�ふ#ふ"�

1互, ��ｹzr�100幅l6630 刄_ンプ 乘H�檍���YMY7冦��掠京都江戸川区東描画8-28-2 

No.7有限会社工藤建材工業　　　神奈川県稚沃市鶴見区 劔劔下末吉1-4-2　T臼し硬5-き72-6116 

忠勤車登録番号 又は車軸番号 劔倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使梢者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l �/)Vﾆﾆﾄ��凾ﾏ �#��Mb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫�'｢�神奈川県搬浜市鶴見区下末吉1-互-2 

2 伜IVﾂ������雪は �#��b紕�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�神奈川県撒浜市鶴見区下乗宮上4-2 

3 ���j���I#3��凾ｳl2015 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�神奈川県械浜市鶴見区下米吉十4-2 

4 �,��喋　る130 凾ｳ 况3�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�神奈川県模湊市鶴見区下兼吉ト仕-2 

5 冲ｹ%x�����3���!さ �)K���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾅﾘﾝ靫鮎b�神奈川児横浜市鶴見区下末雷1-4-2 

No.8有限会社イケダケンキ　　　東京都江兜区枝川2丁目28-10-10工　　TEしO3-粥83-7606 

自動車登録番号 又は瑠璃番号 劍鋹�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

工 ��ｹzx��ﾓ3��,b�綿ｾ���ダンプ ��xﾌ�檍��485�5�5�984ﾂ�東京都沈痛区授)l �+9)ｩT�#ふ��ﾓ����

2 ��ｹzx��I#3�M��Xﾔ磯c��刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��485�5�5�984ﾂ�捉京都江斑区技) �))ｩm｣#ぺﾔ��ﾓ����

3 ��ｹzr�130きそ再28 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��485�5�5�984ﾂ�東京部活塊区校) ��S))ｩ?｣#ふ��ﾓ����

4 ��ｹzr�130軽口鵬 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��485�5�5�984ﾂ�東肩部氾東区授) �))ｩm｣#�����ﾔ��

寓 亰8ｪ"�100晴i3288 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��485�5�5�984ﾂ�掠京都江東区枝) ��))ｩ?｣#ふ��ﾓ��ﾔ��



汚染土嬢の運搬の榊と供する畠勅勘こ関する脅頴

祝.　　(婁響区認識1悪脚町壇　T匿し。。棚唖1。 

闇 凵A、■椴.… 自動車登録番 又は軍輔醇 剿ﾈ�ﾂ����ﾘb�倆I�ﾈ,ﾈﾆ���2� ���6ﾘ�(���"�諍w��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用茸の住所 劔��

1 剞�閨@盲10(口か 劔2470 �5�987b�搾式会聴後勝田商店 刄l ��ﾈｺｹ�ﾈﾊy�ﾈﾞ育2��吩D医浅野町十第 　●　●　京 

21川崎! 劔100.擁l �27了2 �5�987b�擁式会社後藤曲拇店 � ���=��ﾉ�V緬}倡8�fﾂ�刹R区浅野町1-櫨 晴区浅野河手5 噛区城野町宣-5 ・ヽ} 

3 剞�Q’llOOiか 劔2796 �5�987h�b�株式会社言隊勝田商店 � ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ衣ｶﾂ�

4 剞��-う事00’匪 劔2800 �5�987b�練武会祉後藤田商店 � ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育2��

5 剞�閨@巨0(口か 劔88了61 �5�987b�株式会社擦鮒卿覇惜 � ���=��ﾈ茱��仞陏ｦﾉ_Hｾi¥y¥yz(,hﾖ5��

申　川崎“ 劔10〔吊か 剞a輔1 �5�987b�擁式会社後藤陣雨晴l 劔��T��県ノミ 册�����1騎区浅野町子5 

7 剞�ｹ 凵z00汚、 �3382 �5�987b�椛式会社後蝶囲揃粧 劔�I=��ﾈﾊy�ﾈﾞ��r云霎i�9nﾉ*ﾃ�ﾘｨｲ�

8 凾ﾂI 俥��100!か �41ま9 �5�987b� ��hｩH�檍��胸:�69iｩvb����+ｨ���ﾊy�ﾈ�ｨ�4��剽ﾙ匪壁聖堂と」_ 

9 剞�鑛 �100籾、 剔�30 �5�987fﾈｩH�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��劔��=貭�県川崎市川璃区浅野即上呂 　　　●) 

10 剞�閨@巨00は 劔�ﾃI{塔����x5�987h�ｩH�檍��ﾎ8�68ⅹ5��劍��ﾂ�

.)l 亰"�10申か 囘了89 �5�987b�冕韭陞��ｬ�:�68ⅹ5�����=��ﾈﾊr��DH諞ﾉ�H�9�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

巨21川崎 劔置001か �4994 �5�987f����i�ｹY�<Y�ｸﾎ8ﾇ�ｭHⅹ5�����=��ﾈﾊx�fﾉJh甯ﾈ���1婿醇浅野叫工事5 

13 �)1 儻r�100塙、 剏ﾝ99昌 �5�987b�乘H�檍��ﾋﾉ:�69*�5�����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ﾈ��剽ﾙ区報野町1-舌 

14 刪� 乘ｲ�10申か �5020 �5�987b��ｹY�檍��ﾎ95ｩ68ⅹ5�����=��i;x鈷ｾ��ye粟i�9nﾉ*ﾈ戉��ﾂ����r��(�h將�

15 凵v喜 俥���*H馗�鳧*��凾�02事 �5�987b�乘H�5ｸ7�6ｩZ��鈷ⅹ5�����=��ﾈ�&｢�册�ｽ��ﾈﾞ粟i_�彧�2ﾓR�

16 剞�ﾋ �1001か 刹Oを0 �5�987b�乘H�檠hﾙ�ﾉцﾙ�iｩ�������nｸ��������凵z蘭l-5 

17. �)l 俾｢�100匪 剩a1d.6 �5�987b�乘H�檍��ﾎ8�68ⅹ5�����=��ﾈﾊv｢�綿ﾞ育6｢�

18 凵vi 俯��100匪串事怖 劍5�987h�R�乘H�檍���hﾎ9:�4傅I5�����=��ﾈ����ｸ�9�ﾈｵ)��-�ﾉ*ﾈ6sR�

賞9 �)1 亰"�100与か再2弧 劍5�987b���餾�檍��ﾎ8�68ⅹ5�����=��ﾈﾊy�ﾈｵ(�9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

20 剏� 乘ｲ�宣0(口か串2鎚 劍5�987b�乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5������ﾙ�S��ｸ�9�ﾈ��ｾi�9nﾉ$�璽X������ﾂ�

直し 剋� 俥��100千か �531∴3 �5�987b�估ｨ筋檍���i���I69FX闥����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ�4漠ﾎ�ｾi%yч*ﾆﾂﾘﾜB�

l22 �)l 凩��捕汗か 剴I14 �5�987b��ｹY�檍��ﾎ9:��4Y5������i�ﾈ淸凩倡2��剋焔謇C野郎l-き 

l23 凵vI 俥��IOO �4｢�鵬15 �5�987b�乘H�檍��ﾎ8ﾇ�69:倩�����=��ﾈ��俥�(��ﾈﾞ粟h�冢ﾉ$�ﾓR�

包4 ��ﾂ�騎 ����浚�伜ﾃC�"�ダンプ 刳博ｮ会社繊熊田商店 剞_奈川県川崎市) 剴���粟i�ﾙnﾉ*ﾆﾈ�SR�

鮪1I 剄�!100 � 鉄C�*ｲ�ダンプ 刳博ｮ会社後藤韻梱店 剞_奈川県川幡市)l崎区浅野健叫-5 

261) 剄閨@与lOO � ���#���5�987b�冓椰式会社後藤田璃店 剞_奈川尉i麟市川麟区浅野町l-呂 

27∴l) 刳噤@tlOO � 仭ゴ(齪5�987b�刳博ｮ会社後藤田柄席l神勧冊的I鵬市川臓区絆野町子5 

ム　　　ヽ・〇㌦1、ノ　　　　　　i-　・　‾　ズ 劔劔、劉露1了1　　T宜しO生計392-6細2 

閑 �.�,�5b�齷:竟I6��/ｨﾘb�iH,ﾘ棈�)MHﾘb��劍駟�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�ノヽ.ンl 使用者の氏名又は名称 剿蒲p肴の任所 

= ��ﾈﾞ��130 �+2�的7イ �5�987fﾈｩH�檍��(4x985x6ｨ4���984��神奈川県撮嬢市戸塚区小雀町豊17l 　　　　　　′ 

2 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2之5了 �5�987b�探求会社兄エンジニア �984��神奈川県弓 俎)Vﾉ�Hﾌｹ,ｸｾh揵G�*ﾃ#�{��2�

3 ��ﾈ葢�事00 �,ﾒ�‡嬉69 �5�987c��株式会社博コ弐/ジエアリング 剞_奈月憮捕浜市戸塚区小織畷1了l 　　　　　　ノ　● 

4 �=��ｲ�工OO 冰｣#�B��5�987b�・株式会社陣エンジェアリング 剞_奈川県 儼ﾆ��b�†戸塚区中経叫2ま了l 　　′ 

毎 �=��ｸ��ﾓ����,ﾒ�雪206 �5�987c��株式会社Rエンジニアリング 剞_奈川県 儼ﾈ�8ﾌｹ,ｸｾi(hﾝx鵰�9{����������ﾂ�

1那須I100 劔U�閲澱��5�987b�商強駈エンジニアリング 剞_奈川県敬浜市戸塚区中綿町21了1 

=　那須 �100盲は 剿~70 綿��8�4�4��採水会社Rエンジニア �984��神奈川県 ��Vﾈ�8ﾌｹ,ｳ�:����ﾙ*ﾃ#�vﾂ���������6ﾒ�

l81那須 剪�001は �286 �8�5�4�ｩH�檍��鱗4x985x6｢��984��神奈川県槻挽市戸塚区小雀町21了1 　　　音臆臆・-〇・-ト」_′臆 

】9十瓢額 �100iゆ 剿ｶ寸 ��株式会祉恥エンジニアリング 剞_奈川県 乂ｩVﾈ�8ﾌｹ,ｲ�ｼ���-�ﾃ#�vﾂ�

江Ol那須　う100砂 劔25　舛々七モルサ 剿封翠�ﾐ陣エンジニア �984��神奈川県横浜市戸塚区小雀叩2裏了1 

汗自　邸須　呈l関口ゆ 劔弓　挑‖戸部糾す 剪ﾖ武舎頓エンジニア �984��騨豹I圃遡塑萱壁堅小御崎17l 



汚染土壌の運搬の用に供する自動蛾こ関する書類

(要措置区域等弓I腑捲)
N()11株式会社糞輔弼建材　　　　東京都江戸川区西瑞江3-33　　　TEしO3-3676-揃62 

自動草鞋録襟号 又は事柄辞号 倬i�ﾈ,ﾈﾆ���2�使何番の此名文は名称 剋g用者の住所 

l ��ｹzx��*ｸﾔ����ﾕﾓccr�ダンプ 乘H�檠lIOﾈﾘ9'(ﾉｨﾝ����京都江戸川懐西瑞江3-33 

2 ��ｹzx��I)-ｲ�+ｸﾜC�2�ダンプ ��式会社奨高波建材 兀R�京都妊戸川区晒瑞紅3「33 

3 ��ｹzr��9�ﾈ,�+38ﾔ�2�ダンプ �%Hｸ�檍��ｶ�.�/xﾉｨﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾘﾖs32�

4 ��ｹ¥���ｹ�3�*H+俐C#2�ダンプ 乘H�檍�8偰^9��ⅹﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ8ｩｳ2�

5 ��ｹzx��ｹ�2�+xｹ�4��R�ダンプ 僭(�檍��胸>ﾈｵ(ﾉｨﾝ���仍�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾈ刺ﾖs��S32�

6 �����ｹzx��ｹ�ｵC�ｮﾈ+8ｹ��2�ダンプ 况ﾈ�檠Nｨ乖畠4伊ｨﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈ�9�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�
“了 ��ｹzx��ｹ�4�*�Cs2�ダンプ 儉��檍��Oﾈ葺､8ﾛｨﾝ��做雹�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh蜑��ﾕﾘ��32�

8 �.越x��ﾅﾃ�3��+8ﾕ�C2�ダンプ 乘H�檍��$i>ﾉnﾘ��ﾝ�����8ﾉ78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾙ�ﾒ�

9 ��ｹzr���委ｸ,ﾘｿツ3��ダンプ 乘H�檍����ﾈ､8ﾉｨﾝ��豫(ｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈ�9>ﾉg易ﾓ8自E��

10 ��ｹzx�����3�ﾈ+俐Cc2�ダンプ 弌��檠�X乘>ﾈ､8ﾉｨﾝ���8ﾉ�y78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ%ｹ(ﾓ2ﾓ32�

11 从ｨ9i^6ﾈﾔ粟��Vﾈ.(ｿ駅ﾓ��ダンプ:∴ ��式会祉奨前鵜建材’ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh枴��ﾕﾓ2ﾓ32�

12 ��ｹzx��ﾓ��:�S332�ダンプ 乘H�檍��[�>ﾈﾘ8ﾉｨﾝ���8ﾉ�)78ﾕﾘﾌｹ�ﾉM��ﾉ%ｸﾕﾓ2ﾓ32�

No12有限会社共謙興業　　　　　埼玉県範加市棚島町773-4　　’記しO48-925-5787 

自動箪登録辞号 又は串鯛番号 劔草体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��’使用者の住所 

.1 ���ﾋ粳4�������,#�������5�987b�有限会社共栄興鶉 俥仂ｨﾊy�����9oh黙*ﾉ{都3��

2 乂綿+��Hﾟｲ�10(=な �7000 �5�987b�有I眼会社共栄興鶉 俥仂ｨﾊy�ﾘ���8ｾ�+�*ﾃy{亰I���

3 偸I?ｩYH���2�+���6000 �5�987b�有限会社粟衆塊熊 俥仂ｨﾊy�����9oh�*ﾃss2ﾓB�

4音 僮i?ｨﾝr�100曇は 刮G000 �5�987b�勧娘会社共栄興繋 俥仂ｨﾊx�9¥ｩWｩ�98y*ﾃsxﾖx惲�

5 偸I?ｨ獅�130∴け 剞�6邑的 �5�987b�有限会社弗栄興業 俥仂ｨﾊyN���9oi8y*ﾃss2ﾙ�b�

6 偸I?ｩYB�綿申さ �4鱒 �5�987b�帝限会社言粗雑興鵜● 俥仂ｨﾊx�8���9oh鄧*ﾉ{都2ﾓB�

7 偸I?ｩYB�10ひ �,��粥的 �5�987b�・布陣会社薬栄典籠 俥仂ｨﾊy�����9ﾕ浦y*ﾃy{�2ﾓB�
“8 ��):�B�鳩0 �+r�恒05 �5�987b�有限会社共栄既発 俥仂ｨﾊy���ⅸ�8y*ﾉ{土xｲﾓB�

N。13嫌武会社薗建　　　　　　　埼玉県さいたま市南区内谷I-11-20　TEL O48可2l-1237

自動 又 俐I<y�(ｭ畏b�ﾅ(蹣MHﾘb�竸ｩ�ﾈ,ﾈﾆ���2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Xｷｲ�10自なさ111 刄_ンプ 乘H�檍��Eﾉ*b�埼玉県さいたま市蒲区内谷1-n・を0 

2 ��Xｷｲ�100白ま �#y{迭�ダンプ 乘H�檍��/xﾉ｢�埼玉県さいたま市南区内谷l-工手20 

亀 ��Xｷｲ�100彊 �332�ダンプ ��ｸ�檠tﾘﾋ釥xﾉ｢�埼玉県さいたま市商I登内谷〕-喜子20 

4 偸I?ｩYB�l00!ら 田b�ダンプ 乘H�檍��ﾘﾈﾉ｢�埼玉県さいたま市南区内谷1-工手20 

5 ��Xｷｸ�����3���,iI)&��刄_ンプ 傲ｨ�檍��,Hﾉ｢�埼玉県さいたま両帝区内谷1-工事-20 

N0重4　大典重機株式会社　　　　神奈月順用船市営前医野川3托9-3　　TBしO蕪-了7了-555l

自動車登録番母 又は輔番号 劍鋹�ﾈ,ﾈﾆ���2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 凉9F���蘒���M俐C8ﾝﾙ{��刄_ンプ ��Y�ｨｻ�L�ｩH�檍���神奈川県川崎市宮前陛野川容549-3 

2 ���Vﾈ��ﾏｳ���は �#����ダンプ ��Y5H�)L�iYj��8�b�神奈川県月幡宙宮前区野川3彊9-雷 

3 亢(ﾕ���u�����は �(���JR�ダンプ ��Y5Hﾎﾉ5�ｩH�檍���神祭)l順川鱗市宮前区野川3さ偲-3 

心 佶�%x��I#3��さ圧551 刄_ンプ ��X�(�ｴ�ｩH�檍���神奈川!勘1i鴫巾宮摘区野川3549-3 



汚染土壌の運搬の用に供する自動軸こ関する璃数

く要措置区域等一川崎撼)
N°1 店ｩH�檍���68ｻｸｼh����������=��ﾈﾊx薨Vﾈ�979'ﾘｾi;ﾙ/8ﾌｹ*ﾃ�4蔦���Hｪ�4迭ﾓ�3rﾓ�ﾍﾓ湯�

自動車登録番号 又は車輌番号 剋ﾔ体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��剄ｲ用肴の住所 

〕 �/)Vﾈ��ﾏｳ3�ｹﾘ+ｸ馗�,����x5�987b�株式会社藤田興業 劔��=��ﾈﾊxﾖiVﾈ�979'ﾙ�ﾙ�Xｸ9�ｩ*ﾃ�*ｸﾖxﾔ��

2 儉�6���ﾘｦ8*�#�"��5�987b�株式会社藤岡興業 劔��)�ﾈﾊy}円ﾘ�79'ﾙ¥8ﾉ(ﾕﾘﾌｹ*ﾉgﾈﾖvﾂ�

3 ��h､)Vﾈ��ｹ�3��+��削3. �5�987b�椛武舎祉瀬田興築　二 劔��=��ﾈ�(ｶb�市都筑区祷狂戸町889-工 

4 ��Vﾈ��ｹ�3��+��江上4 �5�987h�b�株式会社藤田災難 劔��=��ﾈﾊylﾘｵｸ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃ�4��X�R�

6 丶(���ｹ�3�馼+2�ー∴b15 �5�987b�礁式会社郁 俛�5B� ���=��ﾈﾊy��ﾆｸ�2��9ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ坪�ﾂ�

6 �>YFx��ｹ�3��緯C�b���5�987b�練武会社纏即興難 劔��=��ﾈﾊyxｩVﾈ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ���

母o]6エステートサービス株式会社　東京都紅煎区潮見1-16-3　　　　　　　丁照しO3-6806-2572 

自動車登録番号 又は軸番号 劔母体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l �.越r�13申あ �710 �5�987b�エステ十サー高上蛾部会礼 偃hｹ�78ﾕﾘﾗ(ｾi�xﾅｨ�3�bﾓ2�

2 ��ｹzr�工30iい �730∴ �5�987b�エステー博一塙株式会社・ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈﾎﾘﾊ�2ﾓ�bﾓ2�

3 ��ｹzr�130lい �750 �5�987b�丈六テ十サービス株式会社 凛雹�78ﾕﾘﾗ(ｾi*ｨﾊ鳴ﾘ�bﾓ2�

4 ��ｹzr�1怠0与 �*��了60 �5�987h�b�義持十サ・・掬擬式会社- 从y�ﾉ78ﾕﾘｭ�ｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

5 ��ｹzr�13【‖い 凵E了70 �5�987b�轟テ一時一高採決会牡 ��xｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾘﾔド��2�

6 ��ｹzr�130 �*ﾒ�800 �5�987b�エステ十サービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾖy8�ｾi*ｨﾊ���bﾓ2�

7 ��ｹzr�ユ30 �*Hｿ�*C���5�987b�エステ」トサービス株式会社 �8�ｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ儻域ﾓbﾓ2�

$ 亢騷r�丁30 �*B�8宣0 �5�987b�エステートサービス梯式会社 ���i78ﾖx�ﾅｹ*ｨﾊ僣3bﾓ2�

∴9 ��ｹzx��ﾓ3���*��830 �5�987b�弱テこけ-拐株式会社 杞�ｹ�78ﾖx玖ｾi*ｨﾊ儘ぺ�+2ﾓ2�

10 ��ｹzr�130 �+2�860 �5�987b�継手十リー拐椿式会社 俘ﾉ8ﾉ78ﾕﾙ8ﾈﾏｩ*ｨﾊ�6s�ふ2�

重l ��ｩf��100高ま �3643 �5�987b�寓ス十時-ビス撫式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈ�9*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

1之 ��ｩlﾘ��ｹ�����,ﾒ�4054 �5�987b�脇デートサービス株式会社 凛雹�78ﾕﾙ8ﾉ¥9*ｨﾊ綿ｨｳ�bﾓ2�

13 佛ilﾈ��ｹ����R靱���3677 �5�987b�エステートサー巧1∴株式会社 豫(ｹ�78ﾕﾙ8ﾈ��*侈綿�bﾓ2�

珂 ��ｩf��100壇享2靭5 劍5�987b�エステー博一守.ス株式会社 �8ﾈｹ�79�Hﾘ霎i*ｩ¥｣�bﾓ2�

l烏 ��ｹzr�130 �,�%8兤R��5�987b�勤テ一博-ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ���bﾓ2�

16 ��ｹzr�130 �,��#S#R��5�987b�エステ・・トサー・幽株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘｸXｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

17 ��ｹzr�100 �,ﾒ�巨鵬8 �5�987b�轟スラー周一璃株式会社 �7ﾘｹ�78ﾖy8ﾈｾi*ｨﾊ偃慰ッﾓ2�

脆 ��ｹzr�l’30 �+2�汗了47 �5�987b�エ抒十サー拐株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�排ﾓ2�

19 兀�8x��*C�����,ﾒ�1980 �5�987b�エ貯十サービス株式会社. 亊�ｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾhﾌ隍ﾓ�bﾓ2�

20 兀�8r�1301き 剄ﾄ16 �5�987b�玉将-母上ビス株式会社 凛雹�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��耳8cit�8�b�

2l 俟Y8r�13(自さ �8重6 �5�987b�ェカナ一対-ビス撚式会社 �8ﾉY�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ�8h�ｹ|x��2�

22　福島　口301さき8⊥隼 劔�5�987b�暮好古サービス株式会社 几雹�78ﾕﾙ8ﾈｾi�xﾅｨ�3�bﾓ2�

231福島　口30はま8工6 劔�5�987b�エステ小サービス株式会蝕 ��)8�78ﾕﾘｩX殃*ｨ��椒�bﾙFﾂ�

N鴫事7(有)セキグチデベロップメント　荒京都江戸川区鹿骨芝-22-6　　　　　　丁鼠しO3-3698-27軸 

自動車登録諦号 又は轟輔番号 劍駟�ﾈ,ﾈﾆ���2�使用者の氏名又は名称 俶yw���,ﾈﾈ���

I ��ｹzx��I(*ｳ��と!18 刄_ンプ 忠tﾈ�(5ｨ4ﾈ4�6�6h-�*�687h8�986r�兜京都江戸川区上篠崎l-2十14 

2 ��ｹzx��-ﾈ*ｳ3�唏+��#��刄_ンプ 宙嚢�(5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ6(7h8�986r�凍京絨工戸川区上熊崎1農工14 

3 ��ｹzx��ｹ�3�ﾈ,"��3��ダンプ 忠tﾂ�5ｨ4ﾈ4�6�6hﾚ�68687h8�986r�耽京都沈戸月握上縄齢l-2十14 

4 ��ｹzx��ﾅﾃ�8ｺ�,b�鼎��ダンプ 儻ﾂ笘5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ4ｸ8�986r�東京都江戸川医上判 ����3#�ﾘ�B�

5 ��ｹ¥���ｹ�3�*�霓��刄_ンプ 忠tﾂ�5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ6(7h8�96ﾈ�R�痛粛都江戸)i腫上藤崎l一十十4 

ー

　

i

l

l

 

i

 

l

,

-

　

　

　

　

　

1

　

-

　

　

1

-

-

-

~

　

1

-

-

-

-

-

-

・

・

・

・

-

,

-

l

 

I

 

l

 

l

 

l

-

i

　

　

-

　

　

i

　

-

　

-

　

　

　

　

　

-

　

-

　

　

　

-

　

　

　

I

-

-

-

●

-

-

-

-

-

-

-

-

　

-

!

　

　

)

-

,



汚染土蟻の運搬の用に供する自動車に関する薯類

(薬指蹟区域等一川崎捲)
No工8株式会社関東袈同土建　　千藤県市) 劔劔市行徳駅前3-16-3-102　　　TBしO47輸奪06-8778 

日動再登録番号 又は車軸番号 劔����ﾈ,ﾈﾆ���6��使用者の氏名又は名称. �.’使用者の住所 

ト ��yo#���100一国5338 刄_ンプ �-h�檍��ﾎ�ﾘ�5I:�7佶ｨ���偃鮎hﾊy>ﾈ�b儻ﾈﾗ9;�y��2ﾙ�hﾝs3��"�

2 ��ywB��100拒曇揃07 刄_ンプ �ｹY�D�2�関東共同土堅’ ��yo(ﾋｹ���Wｨﾗ9N�y��2ﾓ�h,2ﾘﾔ��"�

3 凛ﾘ躪ｻﾘ贅��100雪は軍事鎚了 刄_ンプ ��h�hｩH�檍���b�関東異同土建:’ ��yo(ﾊx�9�ﾉV8ﾗ9;�r�316-3-102 

つ∴4 做ｸ躡nﾉ9b�剽｠0の串ま曇 ��cC��ダンプ¥∴ ��HｩH�檍��^ｩkｨｺI:�ﾘﾛ��偃鮎hﾊx�9�ﾈ�8･�;�r�3-1日で京-章iO2 

6¥ 做ｸ躡nﾂ����u�,ﾘｺs�C��劔ダンプ・’ 兀��檍��ｭYLy5I:�ﾘ���h�R���x��ﾊx�9�ﾈ�8ﾗ8ｭ�y��8�c�bﾓ2ﾓ����
i6 做ｸ躡nﾂ��100まはl2宴14 刄_ンプ 乘H�檍��亊i>ﾈｺI:�7佶ｨ�h�b�偃��ｸﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��8�S���2ﾓ��R�

7 ��志野口00南雪2251 劔ダンプ �.��檍���h了�yY�圸7佶｢���ywIxh�9�ﾈ�8ﾗ9;�r�3」16」3-102 

8 ��鬼 冢ﾆﾆﾄ�ﾈ,ﾙ�),コ�刄_ンプ 乘H�檍��篳ｭi8ﾈ�:�ﾘｩ2����yo(ﾊy>ﾉ�ﾉlｨﾗ9i�羊�3-16-磐-102 

9 ��志野呈1加担 剴#3コ�ダンプi �-h�檍��4�*霆(ｭI7佶｢���ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�h�c2ﾘ馗�"�

10 做ｸ躡nﾈ�c���l"�剴#3ッ�ダンプ 乘H�檍��¥)L�ｺI:�7佶ｨ�X�R�倡��xﾊy>ﾉw�Wｨﾗ9;�r�i3-16-3-102 

1l‾ ��x�nﾈ�h�3��-�%��剴##S"�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ緬:�ﾘﾅﾘ�b���yo)�(�9�ﾈ�8ﾗ9i�羊�3-16-3-102 

12 做ｲﾂ�冢ﾈﾅﾃ���齪-ﾂ��#3ビ�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈﾏX圸7佶｣｢���ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9^H羊�3-16-3-102 

13 做ｸ躡nﾂ���100!は壇蛇6 刄_ンプ● �ｹY�檍��､ｨ�5I:�7佶｢���yJﾘﾋｸ�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�h�S2ﾓ��"�

14 做ｸ躡nﾂ��100栂l2634 刄_ンプ 乘H�檍��亊hﾗ(鯖:�7佶｢���x��ﾊx�9�ﾈ�8ﾗ8�X遥��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

T5 做ｸ躡nﾂ�凵�10(口は �#hｽsb�ダンプ ��hｩH�檍���8�ｺI:�7佶ｨ�b���yo)Wx�9�ﾈ�8ﾗ9;�ygﾂﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

16 做ｸ躡nﾂ��100直 �#s32�.ダンプ 乘H�檍����ｺI:�7佶ｨ���B���~x�ﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;��｢�3-16-3-102 

17 做ｸ躡nﾂ��100拒 �#s9dﾂ�’ダンプ 冰兀�檍��ｭh攪緬:�ﾘ���ｨｲ���yo(ﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�r�316-3-102 

N01 祷�,8蜥�業株式会社　　　　神奈川県磯浜帝金沢区幸浦2-9-1星　　丁Bし棚-78計0蜘1 

自動車稜線怒号 又は車駒誇号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所. 

l 丶)Vﾂ�100 �,ﾒ�63坤 �5�987b�据雛壇裟練武会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ��｣�"�

2 ��Vﾂ�100 �*ｲ�27吐0 �5�987b�舟部座業株式会社 ���=��ﾎW丶)Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪(韮ﾔ�"�

3 ��ｩ�ﾂ�100 �*ｲ�274⊥ �5�987b�和沌産案株式会社 ���=��ﾈﾊyL�Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪(�S蔦�"�

4 ��倪�100 �*ｲ�35館 �5�987h�ﾂ�舟津軽艶株式会社 ���=��ﾈﾊx司Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ綴�"�

5 �/)j��100 �*ｲ�3604 �5�987b�打紐廣謙株式会社 ���=��ﾈｺ為)Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ葺/�ｯ�ﾙ��"�

倍 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�1124 �5�987b�面海産繋椛式会社 ���=��ﾈﾊyL�Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

7 ��ﾆﾉｩ��100 �,ﾒ�1002 �5�987b�舟艶麗熊線式会社・ ��=��ﾎW��Vﾉ�ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

8 ��Vﾂ�130 �*��815 �5�987b�和洋産業株式会社 ���=��ﾈﾊx､)Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

9 ���6��130 �*"�817 �5�987b�・舶弁慶柴抹式会社、 ���=��ﾈｺ依ﾉVﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ�'S�"�

10 丶)Vﾂ�130 �*"�818 �5�987b�舟韓産業株武舎祉 ���=��ﾈﾊx､(ﾆｸ�8ｾ��(�8駟T｣"ﾓ蔦�"�

裏1 丶)Vﾂ�130 �*��819 �5�987b�舟沌産隷紳式金程 ���=��ﾈﾊx司Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ�3"ﾓ蔦�"�

12 ��Vﾂ�130 �*��8曇0 �5�987b�舟緋軽震操式会社 ���+｣�xh��Vﾈ�8ｾ��(ｾh揄e�"ﾓ蔦�xｲ�

13 ��ｩ�R��130 �*��821 �5�987b�舟津軽隷株武会社 ���hﾍ6侈x､)Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｾ.�｣蔦�"�

N。20有限会祉ツカタ●　　　　　静養県比企郡鳩山町小用120818　　　T巴しO心9-29叶1854 

自動車静銀番号 又は市廓番号 劍鋹�ﾈ,ﾈﾆ���2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

l 册�$ｨ���3�3��"�S��刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

2 估i$｣���j��鳧���塔){2�ダンプ 冲ﾈﾄx檍��684ｨ4��俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�vRﾓ���

3 估i$ｨ��I#3���/�����"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��俥仄8ﾊyNHｮ�=�X�)*ﾈ揵w��’1208-18 

可 估i$ｨ��ｹ�4��↓ヽ 鉄���ダンプ 凭(ﾌ�ｾ�y��ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ������

5 估i$ｦ�+#��lヽ 佛ﾉ{�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍ﾘ��ツカタ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

6 估i$ｨ��ｹ����か ��y�Y{釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵IS#�ふ���

7 估i$ｨ��ﾏｳ3��あi3777 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍/��ニッカグ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���



汚染土球の運搬の用に供する自動車貯関する蕾難
く要措置区域等一川崎港)

N寄,2工　有限会社東方 劔プランニング∴∴強震都氾戸川区巾瑞西ト16-雷　　　　TBしO鰻-輔的葵的32 

自動車登録辞せ 又l輔弼番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉ��-ﾉkﾈ��他用者の住所 

l 做ｸ躡nﾈｹ��ｨ鳧,ﾘ-ﾆﾈ�Xｧﾂ�劍5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ�式中潟丙5寸6-之 

2 �Xｺ駭ﾈﾏｳ��=r�剞��0 �5�6ｨ6ﾘ7R�有限会社東萩プランニン汁 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｶ｢�寧中描画担㌻2 

3 做ｹDYnﾈｹ������.b�工工61 �5�987b�有限会社東武プランニング・ �8ﾈｹ�78ｻhﾌｲ鳴�区中掲薗5十6「容 

4’ 做ｹW穎ﾉI(�ｩ{ﾂ�僮��ﾉ�b��5�987b�有陳会社凍京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ&｢�区申萬押汁1叶生 

5 做ｸ躡nﾈ哥ﾄ���,ﾘ*ｲ�l167 �5�987b�有限会社東京プランニング ��8y78ﾕﾘﾌｲ鳴�庭中萬西5-16-幾 

6 做ｸ躡:ﾈ齎�渥bυ��,ﾘﾕﾘ�3c���5�987b�有限会社凝舟プランニング 弌(ｹ�78ﾕﾘﾌｹ&｢�区中摺酉蚤-16-2 

7 做ｸ躡nﾃﾓ����-ﾈ皦馗�4�8b��5�987h�b�布隠会社琉煎プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｸ6ﾘ7��区申静聴呂-宣6-2 

8 做ｸ躡nﾂ�100 �-ﾂ�117塞 �5�987b�有限会社∴寮京プランニング �8ﾈｹ�79(ﾙ�｢鳴�区中葛西計1.6一合 

9 做ｸ躡nﾂ�∴l∴00∴ �,ﾒ�=73 �5�987b�有限会社班京プランニング �4i8ﾉ78ﾕﾘﾌｲ���区中描画5細工G・ゼ 

10 ��x�躡nﾂ�100 �,ﾘｫ顏3B��5�987b�有限会社蒋蒐ブラ弱り{ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ�ｦｦh鵫�ﾉ88ⅹf陞｣�?�"�

11 做ｸ躡nﾂ�100 �.h.｣3コ��5�987b�有限会社東癌プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｶｦﾂ�直中磯田516-2 

12 迄�躡nﾂ�100直江392 劍5�987b�有限会社東京プランニング ��xｹ�78ﾕﾘﾌｴｨ-ﾂ�区申請商5-16セ 

1奪 做ｸ躡nﾂ�士oo 冰｣�3�2��5�987b�有限会社東京ブラ享ジグ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ&｢�区1青嶋酋51き∴2 

14 做ｸ躡nﾂ�100 冰｣�3釘��5�987b�有限会社凍束プラン斗グ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｸﾈ��区中葛西5-16÷2 

工葛 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾘ���排��5�987h�b�有限会社辞京プランニング・ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｲ鳴�区申瑞函岳-工6-2 

16 做ｸｫ9nﾂ�重OO直与1軌岳 劍5�987b�有限会社茂泉プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｶｨ�｢�区中描画5-16・セ 

17 帝y餔ｩnﾈ�R�工00沌白き1? 劍5�987b�有限会社東京フランごり- 做�8ﾉ78ﾕﾘﾌｴｦﾂ�区中蘭画毎場16ゼ 

18 做ｸ躡nﾂ�喜00白ま江別8 劍5�987b�有限会社荒京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｴｨ*B�歯車描画5∵ま6葛2 

19 做ｸ躡nﾂ�・100植江織0 劍5�987b�有限会社.東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｸ�fﾂ�区中葛西葛-16置2 

曳0 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾙu��ｨｳS���5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78��ﾌｲ��区申萬西5-16-馨 

2工 做ｸ�nﾂ�100 �,ﾒ�15再2 �5�987b�有限会社煉京プランニングー �8ﾈﾕ(ﾝx葺ﾌｸﾈ��区平穏頓5-工6-2 

22 做ｸ躡nﾈ�R�1bo �,ﾒ�1553 �5�987b�.有限会社掠克プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｶ｢�区中葛西5-裏6葛2 

2急 做ｸ躡nﾂ�・脚(自由1554 劍5�987b�有限会社東京7●男ベニング 凛雹�78ﾕﾘﾌｴ��陸中掲西5-16-2 

乞寸 做ｸ躡nﾃ�����俛���馘ｲ�定5�987b�有限会枇東京ブランこの¥ 痛8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾉ�y(h楨�ﾉ<Rﾓ�bﾓ"�

25 做ｸ躡nﾉ<Xﾔ����,ﾒ�1805 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｳ��「区や鶉顕5-16-2, 

26 做ｸ躡nﾈｹ���ﾕ��剋�8鵬 ��h5�987b�有限会社東京ブランニ汚’ ��i78ﾕﾘﾌｲ��区中葛西計16-2 

27 做ｸﾗ)nﾂ�100 �,ﾒ�事櫨7唇 �5�987b�有限会社東京プランニング 仂Hｹ�78ﾕﾘﾌｴ��区申薗西5-16「2 

28 做ｸ躡nﾉI#���俘"�190之 �5�987b�有限会社荒涼プランニング 俘隲9YHﾕﾘﾌｲ��区中葛西5」烏-2 

・29 做ｸ躡nﾂ������,ﾒ�2388 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｴ��区中萬西516」2 

30 做ｸ躡nﾈｹ���=r�#3ヲ�劍5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ鞏y(ﾘﾌｲ��区申描画5-16」愛 

31 ��ｹzx��ﾏｳ��I"��25了4 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｲ��区申薗酉5-16-2 

32 ��ｹzr�100 冰｣#Ssb��5�987b�有限会社諌京プランニング凍京都塑戸l 刹謦�ｺ薗5-16-2 

3急 做ｸ躡nﾈｹ��-���,ﾘ+9�涛���5�987b�有限会社東京プランニング粛京都江戸) 刹謦�ｎ｢5-1患-2 

No.22株式食性∵脇和商会　　　　　神奈川県川鵬市川樹医、 劔劔�9nﾉ*ﾃbﾓ�h����I)4ﾃ�L�ﾓ8�8�sSb�

自動車登録語電 文は車軸番号 劔単体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ﾈﾞ��130 �*B�26 �5�987b�株式会社協和商会 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ�4��Jh夐�9nﾉ*ﾃc�b�

2看　川崎 剄H30 �*B�8l �5�987b�株武会社協和商会 ���=��ﾈ��ﾟﾈﾞ倡4漠Jhｾi�9nﾉ*ﾃbﾘ�b�



汚染土蟻の運搬の刷こ供する自動車に関する書類
(要措置区域等弓用惰港)

No.23有限会社伊藤総菜　　　　　東京都江戸川茎鹿骨2丁目鳩-4　　　TEしO3-6666-3168 

自動車登録誇尊 又は輔稀号 劔草体の 形状 俶yw�粂,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���R�

す ��ｹzr�IOO �,��l11 ��X5�987b�有限会社伊藤総薬’ 剴結椏s紅戸川区鹿骨2丁目43-4・ 

2 ��ｹzx���100 �+ｲ�222 �5�987b�.布陣会社伊藤総菜　● 剴結椏s沖戸川区鹿骨2丁目的-4・ 

3 ��ｹzr�100 �,ﾂ�333 �5�987b�有限会社伊藤総菜’ 剴結椏s江戸川区鹿骨2丁目43セ 

4 ��ｹzx�R�130 �+��4糾 �5�987b�有限会社伊藤総隷 剴結椏s江戸川区鹿骨2丁月43尋 

患 ��ｹzr�100 �+��555 �5�987b�有限会社伊熊総熊 剴倹�s江戸川区鹿骨2丁即3-4 

6 ��ｹzr�130 �+��「鵬6 �5�987b�有限会社伊藤総柴’’ 剴結椏s江戸)l膣鹿,離丁即3「4 

7 ��ｹzr�100 �-����・777. �5�987b�有限会社伊藤総 ��東京都江戸川区鹿骨2丁即3可 

8 ��ｹzs｢�100 �+ﾒ�888 �5�987b�有限会社伊膿総 ��廉東都江戸川懐鹿骨2丁目43-4 

9 ��ｹzr�130 �+ｲ�、99皐 �5�987b�有限会社伊藤終業’ 剴結椏s江戸川区鹿骨2丁目包3寸 

No.犯有限会社シティービルト　　　東京都江戸川区篠鞠丁目2了1雷　　　T思しO3-与2生3-2439 

自動車登録番号 又は単騎番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

工 ��ｹzr�工30 �+2�7了8 �5�987b�有限会社シティーピルト 價ﾘｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣#s�2�

2 ��ｹzr�130 �+2�780 �5�987b�有限会挫シティービルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾiV郁的)ｩm｣#rﾓ�2�

3 ��ｹzr�1葛0 �+2�781 �5�987b�有限会社シティ手ビルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩmｩV縱�2�

4 ��ｹzr�130 �+2�782 �5�987b�有限会社シティーピルト �8ﾈｫ9YHｻhﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣){坪馗2�

5i足立 �130 �+2�783 �5�987b�有限会社シティ「ビルト �8ﾉVｹ79(ﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣){��2�

No.25有限会社健勝商運　　　　東寮都江戸川区南瑞薗6丁印6-6　　すEしO3鴨68卦」乙了68 

自動箪登録番号 又は畔鯛番号 劔草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

l ��ｹzr�130 �*��10 �5�987b�有限会社 ��維):�ⅹ�������荒京都江戸川区南葛西6丁藍は6-6’ 

2 ��ｹzr�130 �*ﾒ�雷0 �5�987b�有限余部 俚):�ⅸ戊���或京都担戸川区南騎西6丁目16-6 

3 ��ｹzr�130 �*ﾒ�50 �5�987b�有限会社佐藤商運 剄r京都江戸川区南葛西6丁同16-6 

4 ��ｹzr�1幕0 �*b�■60 �5�987b�有限会社佐藤綿避 剄r京都江戸川区繭瑞西6丁即に8 

5 ��ｹzr�130 �*"�70 �5�987b�有限会社佐藤輔遊 剴�京都証戸川区南葛西6丁目16」6 

6 ��ｹzr�130 綿�"�80 �5�987b�有限会社佐藤総連 剴結椏s江戸川区南掲商6丁目16-6 

7 ��ｹzr�130 �*"�90 �5�987b�有限会社健勝商運 剴結椏s江戸川区前掲西6丁目工6-6 

N。26株式会社アサヒ興業　　　　煎京都江戸川区中拷問6賀工2-5　　　TEしO3-3680「8301 

自動車螢録番号 又は車輌辞号 劔車体の 形状, 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾎG"�俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�29了2 �5�987b�株高会社アサヒ興業 剴結椏s江戸川区中輯暫叶l2-5 

2 做ｸ躡nﾃﾓ����,ﾖ�#3S"��5�987b�株武会社アサヒ興業 刪ｾ京都江 侘ｹ�ﾉ�y(i��=�bﾓ�"ﾓR�

3 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2354 �5�987b�株式会社アサヒ興業 剴結椏s河 侘ｹ�ﾈｾi�ﾎMﾙ�ﾈ.�ﾓ�"ﾓR�

4 做ｸ躡nﾂ�工寄0 �,ﾒ�2466 �5�987b� 兀�檍��4�5H7�ｻｹ+2�東京都沖 侘ｴ免仞i(hｨｹ�ﾃふ�"ﾓR�

5 凉韈Ynﾂ�1き0 �+2�235嚢 �5�987b�株式金持アサヒ典薬 剴剣裾ｽ江 侘ｹ�ﾈ�9(hﾉ��ﾃbﾓ�"ﾓR�



汚染土壌の運搬の用に供する自動茸に関する曹類

(襲措檀区域等一用騎港)
N○○27　有限会社神祭 劔健周　　　　神射り照夫神前- 劍�鯖X茱��十315　　　　　　丁場し04什2開一帥80 

自動車登録裔紫 又は車輔番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾈﾛ8,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

1 竸9Vﾂ�100 �*ｲ�1476 �5�987b�判捉会社神奈川 佶ｨﾝ��押奈)i 凅i�Y���8�9��ocふ�8�c�ｧ��

2 ��Vﾂ�100 �*ｲ�唖77 �5�987b�村限会社紳奔Ii 佶ｨﾝ��神奈) 凅i�Y���8�8�9oc��3�*ｲ�

3 ��Fr�10申き �14朗 �5�987b�有限会社神葬Ii �-���神奈川県大和荊七草柳8十3「5 

4 �<ﾈ�2�100 �*ｲ�148歴 �5�987b�村限会社糾崇」1 ������紳奈) 侈y�Y���ﾔ���ocふ�2ﾓ�ﾜB�

6 ��Vﾂ�100 �*ｲ�16祝 �5�987b�有限会社神祭)i 佶ｨﾝ��神奈川県大和市工事柳容「13・-15 

6 �/)Vﾂ�100まき 剳ﾟ捉 �5�987b�有限会社押素I「 緬gﾈ4��神素月 侈y�Y���8�8ｪｩoc稲YV��ｯ��

7 乂ﾉ���重00 �*ｲ�1646 �5�987b�有限会社神奈川建材 剞_奈川県大和市⊥草柳8十3置1馬 

8 亰��ﾂ�100 �*ｲ�1648 �5�987b�有限会社押掛l 佶ｨﾝ��抑泰男 侈y�Y���8�9��oc員ﾃ8自���

9. 竸9Vﾂ�1.00 �*ｲ�1650 �5�987b�御狼会社抑泰男 佶ｨﾝ��拙家) 冏��Y���8�8�)ocふ�2ﾓ�R�

10 亰ｾ債�100 �*ｲ�1鵬事 �5�987b�村隈会社神奈川娃材 剞_祭l 冏��Y���ﾘ�9��oc�#8�R�

11 冤ﾉVﾂ�100 �*ｲ�17さ了 �5�987b�有限余程神祭月 佶ｨﾝ��神葬I 冏��Y��oX�9��ocふ�8耳ﾗr�

12 ��Vﾂ�100 �*ｲ�重了88 �5�987b�有限会社印奈)l 佶ｨﾝ��神祭I 弌��Y���97���ﾕモﾓ�2ﾓ�В�

13 ��Vﾈ�b��100 �*ｲ�工955 �5�987b�有限会社神祭)I 佶ｨﾝ��神奈」 �姥hﾅ8�8�9��ocふ�jふ�R�

]4 丶)Vﾂ�100 �*ｲ�2174 �5�987b�有限会社紳蒸)l 佶ｨﾝ��神奈) 冏��Y���8�8ｧioi?��xｸ���

15 �5�ﾄ｢�工、00 �*ｲ�2244 �5�987b�有限会社押素月 儖�L��ﾂ�神祭) 綿ﾊy�Y��ﾘ(�8ﾅ)ocふ�ﾖs�R�

16 ��Vﾂ�100 �*ｲ�2265 �5�987b�有限会社神祭Il 佶ｨﾝ��神奈) 厥��Y��ﾘ(�>IYocぷﾙ�ﾓ�R�

喜7 �,陝"�事00 �*ｲ�2337 �5�987b�有限会社神奈)i 佶ｩtﾒ�神祭) 綿ﾊy�Y���8�9��oc�ｩKX�F��

18 �>Xﾕ��100 �*ｲ�2506 �5�987b�有限会社神祭)I 佶ｨﾝ��神祭) ��ﾊy�Y���8�9��ocふ�3�饕�

19 ��Vﾂ�100 �*ｲ�3280 �5�987b�有限会社押捺)1 冏ﾈ�b�神奈) 冏��Y���8�9^ｩZャ�2ﾓ�R�

20 ��Vﾂ�131 �*��18 �5�987b�有瓶会社神祭月 凛9�｢�押寮) ��ﾊy�Y���8�9��oc員ﾃ8�u��

21 冤ﾘｵｲ�130 �*b�4了 �5�987b�有融会社神祭)I 佶ｨﾝ��神勅 冏��Y���8�8ｭ頴c員ﾃ3�h��

22 丶(ｵｲ�13l“ �*��事3 �5�987b�有限会社神勅1 佶ｨﾝ��神奈」 緬�)�Y���8�8ｧioc液��2ﾓ�ｨｲ�

23 ��Vﾂ�130 �-��87 �5�987b�得限会社祁燦」1 佶ｨﾝ��R�神奈川県大都市上輩柳8-1315 

24 几�Vﾂ�180 �*ﾒ�12蜜 �5�987b�有限会社恥奈川 亅Hﾝ��神祭l 緬���Y��ｽ��9��N佗d�2ﾓ�R�

包5 ��Vﾂ�131 �*��17 �5�987b�有限会社神祭ji 佶ｨﾝ��禅譲J 綿�Wi��Wｨ�8ﾅ)Jャ�ﾇc�R�

N0.28株議会杜撰信　　　　　　神奈川県足柄上郡大井田金子338置9　　T思し046帥2・卵97 

自動車登録辞号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 傲8箸�J30 �*ｲ�848 ��h5�987b�練式会社娯信 ��=苒�螺足柄上郡大井町金子338-9 

2 ���^2�工約 �+��亀8 �5�987b�株式会社言瑛梧 ���ﾘ6ﾒ�i県足柄上郡大井町金子尋38鴫 

3 傲9>ﾂ�13() �+ﾒ�63 �5�987b�株式会社瑛信 �;H��ﾂ�i県足柄上郡大井町金子338-9 

4 傲9>ﾂ�1約 �+��148 �5�987b�株式会社言咲旛 ���R��呪足柄上郡大井町金子338鴨 

6 傲9>ﾂ�1磐卿 �+��4鱒 �5�987b�練武会社瑛惜. ���=苒�慣足柄上郡大井町金子338-9 

6 傲9>ﾂ�重00 �,ﾒ�1擬6 �5�987b�都武舎袖手財雷 �+(*I=竰�闇足楯上郡大井町金子弱8賀9 



汚染土蟻の運搬の用に供する自動甜こ関する鞠演

(要措置区域等一川崎港)
N029株式会社言鵡建　　　　　　　東京都江戸川区春江町2-鮭-6　　　　　TEしO3七6鎚-3383 

日脚草登録番号 又は箪禰帝骨 劔単体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzr�106 �/��l∴ �5�987b�株式会計言酸建 �:��79%偉ｹ�ﾈｾiIhﾖy*ﾃ)?��"ﾓb�

2 ��ﾉ�ｹzr�10生 �*��3、 �5�987b�・・’握式会社薬建 �仍�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�(��*ﾈﾝxﾔ�"ﾓh���ﾂ�

3- ��ｹzr�13l �*b�4 �5�987b�株式会社続建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

4 ��ｹzr�100 ��""��(�ｸ�ｸ�ﾂ�5　- �5�987b�株式会社義建 �*雹�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾiMy+�*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

5 ��ｹzr�100 �*ｲ�8 �5�987b�株式会社蘭越 �ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

6　∴ �ｩ�ｹv��1為0 ��"ﾒ��(�ｨ�ｨ�｢�.9 ��ﾈ5�987b�株式会社縫述 儘雹�79%偉ｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ(椒�"ﾙkﾒ�

7 ��ｹzr�13ま �*��l丁 �5�987b�株式会社醇建 �ﾉ8ﾉ78ﾕﾘﾌｹ�ﾈ�9o(ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�(ｨｳb�

8 ��ｹzr�13l �*b�10工. �5�987b�採式会社議廼 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

9 ��ｹzr�13l ��ﾈ)��1寄2 �5�987b�拭式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾖy*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

宣0 ��ｹzr�L30 ��"(�ﾂ�103 �5�987b�株式会社譲建 仄雹�78ﾕﾘﾌｹ�ﾉ)8ｭ�%�*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

N0.30_有限会社∴鹿田企画　　　　　埼玉県秩父轟大宮5輔6-7　　　　　　　↑Eし鈍鎚-捌-6筋2 

自動再登録番号 ノ又は軍師番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

l 估i$｢�130 �+2�]28 �5�987b�有限会社忠岡企画 剄驪ﾊ県秩父市大宮軸86十 

2 估i$｢�130 �+r�138 �5�987b�有限会社島田企画 剄驪ﾊ県秩父辞大宮葛488-了 

3 估i$｢�1紬 定+2�158 �5�987b�有限会社南国企画 剄驪ﾊ県秩父市太郎486-7 

4. 估i$｢�180 �+ﾒ�工68 �5�987b�笛脾会社島田企画 剄驪ﾊ県秩父市大宮5486-7 

16 估i$｢�130 �+ｲ�了18 �5�987b�有限会社向田企画 剄驪ﾊ県秩父市大宮5舶6-7 

6 估i$｢�130 �+ｲ�728 �5�987b�有限会社周囲企脚 剄驪ﾊ県秩父市大宮馳86-7 

7 估i$｢�130 �+ｲ�25轡 �5�987b�有限会社鹿田企画 剄驪ﾊ県秩父市大宮5486-了 

8 估i$｢�130 �+ﾒ�98 �5�987b�有限会社島田企画 剄驪ﾊ県秩父市大宮軌86イ 

9 估i$｢�130 �-ﾒ�100 �5�987b�有限会社島田企画 剄驪ﾊ県秩父市大宮鎚86-7 

10 估i$｢�130 �ｨ,"�2的 �4�+�6ﾘ7R�有限会社∴島田企曲 ��埼玉県秩父市大宮5486-7 

11 估i$｢�130 �-��18 �5�987b�有限会社島田愈 ��埼玉県秩父市大宮54鵬-了 

12 估i$｢�130 �+��28 �5�987b�有限会社鹿田森 ��埼玉螺秩父市大宮重486ヤ・ 

13 估i$｢�130 �+r�1206 �5�987b�有限会社島田企画 剄驪ﾊ県秩父市大宮5486-7 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する欝頗
(要摺憧区域等一川崎手鞠

No3事捕式会社三輪寝業　　　　　千葉県船橋市郎的3-23-28-603　　　　T掃しO4了-435-家418 

自動車登録番号 又は革新蒋号　- 劔車体の 形状・ 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｹk穎ﾂ�1さ0 �*��朗00. �5�987b�練武会社三餉唾隷 偃��NX��I-ｨ�9�x顗耳畔��ぺ苴�2�

2 倬��ｩnﾃ��3���*��12鱒 �5�987b�操式会社三鈴睦繋・ ��y[靉�Zｩ]�86xﾞ�2ﾘｶBﾓ#ふc�2�

3 做ｸ躡nﾂ�130 �*��1364 �5�987h�r�梯武舎社宅鈴彊繋 ��y:�g��Hｻ育9�>�2ﾓ#2ﾘ楮自4�2�
i4 凛�'Ynﾂ�130 �*��782・ �5�987b�練武会社三鈴霞繋;・ ��xﾎﾉE��IFI���)>�2ﾓ#8�iwrﾘﾍ32�

蚕 做ｸ躡nﾂ�130 ��(�R"(�"�裏2 �5�987b�線式会社三鈴産熊 ��ywI���I^8�9�ﾉ>�2ﾓ#2ﾓ#ぺ���ﾄB�

6 ��ﾂﾘ�躡nﾂ�130 �*b�2200 �5�987b�軟式会祉三鈴鹿薬“ ��y'ｨﾊy�I^8�9�>�2ﾓ(vﾃ#ほ4�2�

† 做ｸ躡nﾂ�130 畑�"�〕100 ��h5�987b�“梯武舎組三筋産業 ��ywHﾊy�I^H�9�>�2ﾓ(ﾘx+S#ふh��2�

8 ��x�躡nﾂ�1急寄’ �*��781 �5�987b�擁式会社三輪産業 ��xﾇ�ﾋH鑛9ﾘｨy79>�85ｳ8�S#飲�*ｹ4��

9 冢ﾉ62�丁00 �,ﾒ�678 �5�987c｢�株式会社三飴漣裳’ ��x�*��I%ｸ�9�I�#2ﾓ#ほF�4��

10 冢ﾉ62�書00 �,ﾒ�・580 ��ﾈ5�987b�株式会社三鈴薗業 ��xﾄhﾊy�I�ｸ�9�^8璽#9t��蔦c�2�

喜1 做ｸ躡nﾂ�130 �*��3300 ���5�987c｢�株式会社÷鈴遠謀 ��~､xﾋH跌FH�9�竸ｨ自N�5ｳふc�2�

No3 佩�%H�uﾙ��6饐8ⅸ檍������������=��ﾈﾊy�Vﾉ�I-�仞i�况sI)ｩm｣#rﾓ#����X��X+T�ﾇi'�4土w��

自動車登録辞号 又は車軸番号 劔・草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の陛所 

1 刧�Vﾈ��ﾏｳ3��*���110l 癖��5�987b�碓武会社淑辺繭会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#x�S#��

2 ��%x��I#3���*��l10∴5 �5�987b�株式会社波型商会 ���(2白�螺粉浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

盆 ��X･Hﾇｲ�130 �*��1106 �5�987b�株式会社言醍辺繭会 ���X�b�悌横線市鶴見区馬場4丁目27-20 

4 ��ｩVﾂ�130 �*��工10? �5�987b�株式会社言渡辺前会 ���=��ﾈﾊxｵｹVﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩ?｣#x自ob�

5 ��Vﾂ�130 �*��l108 �5�987b�株式会牡渡辺諦念 ���=��ﾈﾊy����9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

6 凩9�ｲ�130∴ �*��1工的 �5�987b�祢式会社渡辺聴会 ���Vﾂ�腺横浜市鶴見区馬場包丁日27-20 

7 ��Vﾂ�130 �*B�111.0 迄5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��b�幌横浜市鶴見区馬場4丁目27-曇0 

8 ��ｩVﾂ�130 �*��工具12 �5�987b�株式会社渡辺帝会 ����fﾂ�幌様演市鶴見区馬場4丁馳7-20 

No3 �8ｩH�ｾ�ｬr�踏Du(����������������=��ﾈﾊxﾈ飩h�9�ﾎF�g(揵8y*ﾃBﾓH��������DTﾄ�Bﾓ#ビﾓ��cr�

自動車登録番号 又は車輌番号 劔倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾉ6ﾘ��

置 ��ﾈﾞ��1001か 劍��ヲ�ダンプ 乘H�檍��ﾟ肺悊�相寮) 侈r��蝿了間口噸区小島町4-4 

2 ��ﾈﾞ��100 凾ｩ �3Sッ�ダンプ 冑h�檍��,Tu"�神素月 侈r未�腑的=噛佐小鳥町4可 

3 ��ﾉｩ��1○○ 凾ｩ �3S閲��ダンプ 俾ｨ�檍��Dxｸ��神祭]i 侈t��騎市川崎区小島町㌦4 

4 ��ﾈﾞ��100 凾ｩ �3hﾎ紕�ダンプ 乘H�檍��)､u"�神祭)I 侈r��DH�2��俥粟h揵8y*ﾃH�"�

5 ��ﾉ}��100 凾ｩ 亶ﾓcc��ダンプ 乘H�檍��Du"�神奈) 侈r��雌市川崎区小島町4-4 

6 ��d漠�2�100 凾ｩ �3鮎｣"�ダンプ 乘H�uﾙG踏Dy8ﾂ�抑奈) 侈vﾂ�麟市川的区小鳥町4-4 

7“ ��ﾈﾞ��100 凾ｩ �3ゴ2�ダンプ 乘H�檍�����･騙��神奈l �鋳�旧市川崎区小島町4」 

8 ��ﾈﾞ��10調 凵vか 俔8.釘�ダンプ 咒�ﾘﾈ檍��)､u"�祁茶」 曝ﾊt��I崎市)1腑区小島町虻-4 

9 ��ﾉ}������*��剪�3ゴR�ダンプ 乘H�檍��Dy�ﾂ�神祭) 綿ﾊy�ﾈ�ﾈ�9�ﾈﾞ委ｨ揵$ﾙ$���

10 ��ﾈﾞ���������*���3ゴb�ダンプ 乘H�檍��Dxﾚ��押奈) ��ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾉ�9t�B�



汚染土蟻の運搬の用に供する自動甜こ関する膏願
(琵措置区域等→川崎港)

N034益子工築株式会社　　　　　東京都注戸川区南璃西6-2岳巧　　　　　丁RしO3「3鵬7-2馬21 

出動単発録番号 又は事柄番号・ 劔辞体の ・形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ���使用者の住所 

1● ��ｹzr�100 �*��2工28 �5�987b�祐子工築港武会社’ �8ﾈｹ�78ﾖxﾌｹ�ﾈｾi��i�ﾃh�c#RﾓR�

2 ��ｹzr�∴100∴ �*��’21之9 �5�987h�ﾈ�R�益子工謹推賞会社’ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi��(餽ｩ�#RﾓR�

3 ��ｹzr�工00 �*��84菖4 �5�987b�益子工難聴式会社 �8ﾈｹ�79+靂ｹ�ﾈｾi>ﾉV�枋bﾓ#RﾓR�

4 ��ｹzr�100, �*��鎚55 ��ﾈ5�987b�益子工梁妹式会社 仍陜i78�(ﾌｹ�ﾈｾhｭHﾆi�ﾃbﾓ#RﾓR�

5 ��ｹzr�100 �*��姉18 ���5�987b�益子工熊搬式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾiY);或ｸ/�(v絣�

節 ��ｹ%��b�100 �*ｲ�鰯24 迄5�987b�益子工業株式会社.‾ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾiiｮMﾙ�ﾃbﾙk�ﾓR�

? 僥駮ｲ�lむo �*ｲ�3拭4 ��f�5�987b�益子工難聴封会社’ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾiiｨ肘z85ｸｩ��

8’ ����ｹzr�100 ���*ｲ�3535 ��h5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾉ��=�bﾘﾆ3RﾓX�b�

9 ��ｹzr�100 ��X*ｲ�3536 �5�987b�益子工雑株武舎祝 竸8肢ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi��i�ﾃh6�)�2ﾓR�

10 ��ｹzr�’100 �*��3618 �5�987f��b�’菰子工業株武会社 �8ﾈｹ�7>>偉ｹ�ﾈｾhⅹ;�ｳh5｣RﾓR�

11 ��y�ﾂ�180 �*��60了了 �5�987b�貌子工築株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾎMﾙ�ﾈﾇc#Rﾓb�

12 ��~x��ilOO �*��6081 �5�987b�益子工業株式恵社 侈ｨｹ�78ﾖxﾌｹ�ﾈｾiY);瑛｣bﾓ#Rﾙ�2�

13 ��xﾇ��∴100∴ �*��67や �5�987b�益子工業胱式会社 �8ﾈ拱78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾉwx�#bﾓ#Xｮﾂ�

14 ��ywF��・1bo �*��6997 �5�987b�益子工薬株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃh5ｳRﾓR�

15 ��ywB�’100 �*��7027 �5�987b�益子工撲椿式余程 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾉ��畑ﾆi=�h�S#RﾓX�b�

16 ��ｹzr�100 �*��7工77 �5�987h�ﾂ�益子工業株式会社’∴ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾhⅸｶ9�ﾃbﾓ#RﾓR�

17 ��ｹzx���ﾂ�く100 �*��了201 �5�987b�張子工薬株式会社 �雹�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｶY63h5｣Y'SR�

嘉8 ��ｹzx�R�100 �*��7202 �5�987b�益子工柴言醒武会社’ 凛�>ﾉYH垪ﾌｹ�ﾈｾiY);��ﾃbﾙjsRﾘ+2�

19 ��ｹzr�100 �*��7203 �5�987b�益子工叢株式会社 �8ﾈｹ�78ﾖxﾌｹ�ﾈｾi�8�)�ﾃbﾘ穆Rﾙ�2�

20 ��ｹzr�100 �*��7216 �5�987b�益子工隷株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘ���ﾈｾi^��(�#h��#X�SR�

2l ��x���100 �*��了268 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｵ)�ﾂHｨｳ#X�因B�
・22 ��ywB�100 �*��7272 �5�987b�益子工業繰式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈ�9=�bﾓ#RﾓR�

23 ��xﾇ��●100 �*��7500 �5�987b�益子工鶉株式会社 �8ﾈｹ�78垪ﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#Yt�R�

24 ��yo"�種OP. �*��7億了9 �5�987b�益子工業櫓式会社 �8ﾈｹ�79/8ﾌｹ�ﾈｾhⅸﾇｹ:ｨﾇi/ｲﾓR�

25 ��y:��100 �*��7720 �5�987b�益子工築株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈﾉ��ﾃh�c(ﾇcR�

26・、 ��yo"�100 �*��7732 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈﾉ靂X+2ﾘｶH�ｩ?｢�

2了 冰ﾈ���100 �*��8835 �5�987b�益子工繋株式会社 凛凉9�ｸﾌｹ�ﾈｾhⅸｶ8貶ｺｸｶX�ｨﾘb�

28 亅��"�100 �*��8844 �5�987b�益子工競軟式会社. �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｵ)�ﾃi?�k�ﾓR�

2拷 ��y+2�100 �*��8847 �5�987h�R�益子工禦株或会社 儉yz�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈ鰮=�h5ｳRﾓR�

30 ��yo"�100 �*��8860 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾiiｩy陌#bﾙ��ﾓR�

31 ��xﾇ��R�100 �*��9吐70 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈ寤�#bﾓ)��

32 ��ywB�100 �*��94了1 �5�987b�益子工業擦式会社 栞Xｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾiiｨ鰮63bﾘ�+2ﾓR�

No3 添tﾉ�ｨ檍����mｩT�ｻｸﾇ������������)yﾈﾊx�8齎ｶy68�9y�9hｷS2ﾓ�ﾂﾓ8����������DX+X��､rｹ,ぶ��ヲ�

日動 又 俐I6�餉Hﾘb�-ﾉ^9MHﾘb�劔���ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 伜)yﾂ������R�は ��s#2�ダンプ 儻ｩ<ﾈ檍����?ｨ螽ｻｾ､r�山梨県富士吉田市龍ヶ丘31工-3 

2 伜)yﾂ������は �##ID2�ダンプ 冲ﾉ�X檍����t愛Xｻｸｼb�山梨県営士吉田市諾ヶ丘3-工1-3 



汚染土擬の運搬の刷こ供する日動車に関する書類
(要措罷区域鮮一川崎港)

N。36有限会社兜兼興業　　　　神奈川県月慨市川腑陪桜本ト20甘606　T鼠し唖‾脚‾30鮒 

自動車登録語母 ・又嶺輔番号 劔草体の 形状二 俶yw��(,ﾈ��kﾉiB�,ﾘ����摸用者の住所 

上 ��ﾈﾞ��丁30■ �+8��兤���5�987b�有限会社暮弊典籍 ��=笂��脚川崎市川鴫庭桜本1-20-3-606 

2 ��ﾈｵ"�1雷0 �+2�6乞5 �5�987h�b�’.有賦会社・県営典薬 ���R�$��媒川崎市川騎区桜本十20-3-606 

3 ��ﾈﾞ���3���+2�626 �5�987b�符限会弛党栄典繋 ����hﾈ��j勘1噛市川崎区桜本ト20細3-606 

4葛 ��ﾈﾞ���3���+2�627 �5�987b�有限会社麗雑興業 ���=��ﾂ�即鵬制!幡区桜本l-20-3-606 

5 ��ﾈﾞ��130 �+2�628 �5�987b�有限会社薪能興業 ���=��ﾂ�勘I幡市川崎区桜本1-20-3-606 

6 ��ｩf��130 �+2�282 �5�987b�布限会社言馳簿間諜 ���=��ﾂ�訓幡串川場区桜本l-20一打606 

了 冲ﾙ}2�130 �+r�284 �5�987b�有限会社常栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈｵ(ｾhﾟygｶﾂﾓ#��X��c�b�

8 ��ﾉ8��〕30 �+r�磐象2 �5�987b�有限会社荒栄興業 ���Hﾈ��県川崎市川騎陸桜本1ゼ0」3-60馬 

No37壁用興業株式会社　　　　　神奈川県川騎市川騎区 劔劔69*ﾃ8�c8�S8������Hｭ(+T�bﾓ#��ﾘ�X�8ｷﾘ饕�

自動車登録番号 又は車輌蕃号 劔草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

事 ��ﾈﾞ��事30 �*��6 �5�987b�勤=卵巣擢式会社. 佛i=笆��県川崎市川崎区田町3-13-13 

2 ��ﾉｦr�100 �*ﾒ�了 �5�987b�勘=興※株武会社 ���R��煤川崎市川崎区田町3-13-13 

3 ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�露 �5�987b�藍川批難株或会社 ���Vﾂ�脚i憫市川崎区田町3-13-13 

4 ��ﾉр�100 �*ｲ�与 �5�987b�豊川興穀株式全快 ���V｢�県川崎市川崎区田町3-13-宣3 

5 ��ﾈﾞ��100 �*B�3 �5�987b�聾川購株式会社 ���R��酌l旧市川崎区田町3-13-1富 

6 ��ﾈﾞ��100 鰭�"�8 �5�987h�ｲ�鞋川胱繋株式会計 ���=竰�酌l帽市川崎区田町313-13 

7 ��ﾉ�2�101 �/��l �5�987b�豊川典裟株式会社 ���X�b�据)1帽市)鵜帽区田町3-1313 

8 ��ﾈ�｢�100 �*��3591 �5�987h�b�削り典籍薙式会社 ���白�I県川騎市川燐区田町㌫13・-13 

9 ��ﾈﾞ��100 �*��3367 �5�987b�豊川興繋妹式会社 ���=貭�幌川崎市川幡区田町3-工3-裏3 

青0 ��ﾈﾞ��100 �*��碧1葛4 �5�987b�勤l腺築薙式会社 ���=竰�幌)l鵬市川崎区剛]◆31帥3 

11 ��ﾈ�｢�100 �*��3105∴ �5�987b�割り興業椿式会社 ���T��慣用暗面川崎区田町3-鳩十3 

12 ��ﾈﾞ��100 �*��3079 �5�987b�壁用興鶉株式会社 ���R��l県川嶋辞川崎区田町3-13-13 

13 ��ﾈｵ"�100 �*��2粥で �5�987b�勘ii興鵠繰式会社 ��=貭�1堀川的苗」l鵬区田町31313 

1を 貯�ﾈﾞ��100 �*��2雀的 �5�987b�壁用興業櫓武会社 ���R��Jl県川蛎市川崎区田町紅13-13 

15 ��ﾈﾞ��100 �*��S##�B��5�987b�豊川兜繋株式会社 ���{貭�r幌川騎市川麟区間鴫-1㌻重3 

16 ��ﾈﾞ��100 �*��(�����5�987b�勤iI興築株式会社 ��8���b�li県川嶋市川鵬区間町3-工3-13 

No3 悼¥�]8ﾉｨ薨W｢�侘�檍��������������=��ﾈﾊxｵ�倡979'ｨｾb�劔8ﾈ�(蛻ﾅ�����������DX+T��齎ｾｲﾓYWS��

自動車登録番号 又は車輔番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 丶)Vﾂ�100 �*ﾒ�7000 �5�987b�漉邁麹協有限会社、 ���V｢�幌薇涜市部築庭東山田3∫8 

2 ��Vﾂ�工00 �*��6180 �5�987b�鞍避妊機有限会社 ���=竰�腺横浜市都築厚東山岡竜18 

3 假yVﾂ�事00 �/��3000 �5�987b�漑邁建機言矧限会社 佛i�b��l県礁浜帝都鶉区東山駒318 

4 伜IVﾂ�100 ��%��5000 �5�987b�純澄避慨有限会社 ���=��ﾈﾊx､)Vﾈ�979'ｨｾi8ﾄ��b�,�4唐�

5 侘餬ﾂ�100 �/��1000 �5�987b�渡娩廼槻有限会社 ���=��ﾈﾊx�偬�lｩ79'ｨｾi8ﾈ�)638�3��

6 丶)Vﾂ�100 �*��49与0 �5�987b�撼邁幽艶有限会社 ��=譴�1県掛渋面都築ぼ東山田針8 



汚染土壌の避蝦の用に供する自動車に関する書類

(巽措置区域等一川崎港)
No3 祷ｩH��973ｨ6��ｸ8(5ｨ8ﾈ��������[ｨ�)xi?(ﾞ�>ﾉ8ﾈﾘ8ｭﾙ*ﾃ#�ﾓ�������������DX+X���ﾓcC�蔦�s3R�

自動車登録番号 又は車輌番号 剋ﾔ体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��梗鵬者の住所 

J∴ 做ｸ躡nﾂ�13子iえi100l �5�987b�株式会社ハーモセレ 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育8ｺｸ､8ｭﾙ*ﾃ#���

2 做ｸ躡nﾂ�13(=け巨002 �5�987b�株式会社ハ一半車レ 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育98�､8ｭﾙ*ﾈ�s#�ﾓ��

3 做ｸ躡nﾉI#3��*仍���2��5�987b�標識会社ハーモセレ: 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育9�丶8ｭﾙ*ﾃ#����

No.叫0　観和産業　有限会社　　　　神奈川県横浜市旭区上)l 劔劔井町I1〇匹7　　　丁Eしけ4ト920-0286 

自動車登録番号 又は辞駒番号 劔草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

う 丶)%x��I#��Kx����sS�ﾂ�劍5�987b�盟和産業　有限会社 劍P奈川県櫨浜市旭区上川町1109-7 

2 ��Vﾈ��ﾏｴ��*亅經�"�劍5�987b�聖和靂藻　有限会祉 剞_奈川県榔浜辞旭区上川町1109-了 

轡 仭儼ﾂ�130iあ �7503 �5�987b�聖和産能有限会社　● 剞_奈川県接線市旭区上川町1109-了 

4 ��Vﾂ�130!い �7505 �5�987b�艶和琵築有限会社 剞_奈川県横浜市旭区上川町1109-7 

5 ��Vﾂ�130待、 �7506 �5�987b�聖和連繋有限会社 剞a奈川県搬襟帯旭区上川町1工的-7 

6 定ｿ儼ﾂ�130 �*"�7507 �ｨ5�987b�聖和産業有限会社 剞_奈川県械換市旭区上川町1109-7 

7 凩9Vﾂ�130 刎ｨ��ﾕﾓS����5�987b�塑和産業有限会社 剞_奈川県横浜市旭区上川町=O9イ 

容 儉�Vﾂ�130 �*(ｫ經����5�987b�’盟和産業有限会社 剞_奈川県翫浜市旭区上川町I109-7 

9 們ﾘｫ���將�1縁0 僮(��ﾘcsS�����ｸ5�987b�聖和練幾有限会社 剞_奈川県械浜市地区上川町1工09-了 

10 �8餬ﾂ�130 �*&几��S"��5�987b�塑和月 佗�tﾈﾌ�檍���神奈川爆破振市場区上川町工109-7 

u �)Vﾂ�130Iいl7513 劍5�987b�聖和 豫)tﾈﾌ�檍���R�神奈川県横演市地区上川町1109-了 

No.41有限会社グロダ土木　　.埼玉県三郷市鷹野2-396　　　　　　　TELO48-953-9675 

自動車登録辞号 又は車櫛轟音 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

1 偸I?ｩYI=ﾃ��I(*ｲ��1000 �5�987b�有限会社グロダ土木 剄髀d県三郷市場野2-396 

2 偸I?ｩYB�.工00 �*��2000 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市鴫野2-896 

3 鐙�?ｩYB�100. �*ｲ�3�����5�987h�ﾂ�有限会社タロダ土木 剄體e琳三郷市鷹野む396 

也 僮i69YII#�����*��毎000 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ児三郷市鷹野2」396 

5 偸I?ｩYHｹ�����*��5681 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市鷹野2-3鵬 

6 亊�?ｩYH���ｭhﾏｲ��*��5682 �5�987b�有限会社クログ土木 剄髣侮剋O郷市場好2-396 

7 亊�?ｩ79I#�齟��*���48明 �5�987b�有限会社タロダ土木 剄驪ﾊ県三郷市應婦2置396 

8 們)mｨﾅ8�3����*��4865 �5�987b�’有 ����4�8ﾘ4�7冦��埼玉県三郷市鷹野オ396 

9 ��8踪�3�����*��i487$ �5�987b�有 �/���4�8ﾘ4�7冦��埼玉県三郷市鷹野汁396 

10 儁x�YB�100 �*俣Cツ"��5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市鷹野2鴨鮒 

工1 偸I?ｩYB�100 �*��.4877 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市鷹野2鴨96 

ユ2 偸Iw�YB�100 �*��岳883 �5�987b�有限会雑クログ土木 剄驪ﾊ県三孤市鷹野2-396 

13 ��ｹzr�事00 �,ﾒ�26轡3 �5�987b�有 侘�檍��4�8ﾘ4�7冦��埼遜県三郷市鷹野2→396 

14 ��凛r�100 �,ﾒ�白9捕 �5�987b�有 舒�檍��5�8ﾘ5�7冦��埼遼県三郷市鷹野2-拙6 

15 佗�?ｩN｢�100か 冓4861 �5�987b�有 冖ｨ檍��4�8ﾘ4�7冦��埼玉県三郷市場野2輸396、 

16 偸I?ｩYB����tﾘ���凾ｫ881 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市場野2「396 

1了 ��ｹ¥���ｹ��U���2585 �5�987b�有限会社タロダ土木 剄驪ﾊ県三郷苗場野2-396 

18 偸I?ｩYH,c���xｨ���凵A5882 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市鷹野2十3艶 

19 亊�?ｩYB�100油ゝ �4876 �5�987b�有限会社タロダ土木 剄驪ﾊ県三郷市鷹野2-籾6 

20 ��ｹzr�100栂 �1258 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市鷹野芝-396 

雷l 偸I?ｩYB�100!か 剳纓糾ﾇ �5�987b�有限会社タロダ土木 剄骰ｕｻ三郷市鷹野2-396 

22 亂iYyz9?｣����*��∴6657 �5�987b�有限会社クログ土木 剄驪ﾊ県三郷市場野2-396 



汚染土壌の運搬の用に供する轡靭車に関する書類

(要緒博区域等∵川崎港)
N〇、互2マルタ工築株式会社　　　抑刺Ii蠣殻涜市港北区樽囲-霊4-鎚　　　でEしO生5-5俄-7001 

自動辞登録薄み 又は軍師播母 劍鋹�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 傴ﾙ%x��I$��*俐C��ｵB�刄_ンプ �7ﾘ8ｸ5靫鮎hｩH�檍����ﾒ�神奈川県磯浜樟朝腹栂町4「4-34 

2 ��Vﾂ�100蘭 亊乘��’ダンプ �7ﾘ8ｸ5�4xｭ茜H�檍��#｢�神奈川県械浜市港地区鵜野4-1互-34 

3 �����10(口か担0了6 刄_ンプ �7ﾘ8ｸ5靫鮎hｩH�檍��爾�神奈川県税演 倡8ﾖ�fｸ�)��*ﾈ5��ｸﾙ>r�

4 ���ﾂ�100か 等%3B�ダンプ �7ﾘ8ｸ5��9o(ｩH�檍���b�紳奈川県構浜 綿ﾖ�fｸ�9;ﾉ*ﾈ4ﾈ�ｳ�Bﾙ,��

5 ��ｯ���~ｸ馗�ｺ�*����｣Cr�ダンプ �7ﾘ8ｸ5靫杏�ｩH�檍���神奈川県雄探市翻ヒ区脚的-工4-3り 

6 儉�Vﾂ�100母、 乘ゴ�"�ダンプ �7ﾘ8ｸ5靫郁y�一陞���神奈川県構浜市港北置場町4-14置鈍 

7 丶)Vﾂ�書3申せ ��3��ダンプ �7ﾘ8ｸ5靫鮎hｩH�檍���神奈川県櫛鞍市港北援櫛町4「互-親 

葛 儉�ﾕ��130!さ 俣3��ダンプ �7ﾘ8ｸ5靫鮎hｩH�檍���抽奈川県城繰市擁北区鳩町41車3イ 

No.43有限会社アゲナ流避　　　神祭jう幌川嶋制I慨区池.. 劔劍+�ふ�����������H.�+X���Bﾙ���ﾓ>G){��

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiI�Ikﾂ顰ﾂ�使用者の住所 

工 ��ﾈ�ｨ��ﾅﾃ�����4ｨ�"�6粥 �5�987b�有限会社アゲナ琉避 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9tﾂ�崎区池上窮1 

2 ��ﾈﾞ�������*��2初毎 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊr倚ｹ�韈2��]霎i'(�3���

3 ��ﾎ5���I#��_8*���125イ �5�987b�有限会社アゲナ流避 ���=��ﾈﾊy�ﾈｵ(�4��噂培地_出輸事 

4 ��ﾈﾚR�重00雪か �2786 �5�987b�有限会社アゲナ流避　● ���=��ﾈﾊy�ﾉ8育2��I崎翔也上8輸1 

5 ��ﾈﾞ���ｹ��委ｸ*���3143 �5�987b�有膿会社アゲナ流通 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育2��i時速池上8-l 

6 猪ﾎDH��ﾅﾈﾔ��悪�*��刳�8畠 �5�6｢�7h�R�.有限会社アゲナ流避 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ衣ﾂ�)騎区池上8-1 

7 ��ﾈﾞ��宣00 �*��3ピ���5�6｢�7b�有限会社アゲナ流通 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育2��i瞬区池上8-裏 

8 ��ﾈﾞ���ｹ�����*��4230. �5�987b�有限会社アゲナ淡避’ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育2��1崎区池上8-1 

9 ��ﾈﾞ��.1ひ0 �*��4599 �5�987b�有限会社アゲナ灘避 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育4��1幡区池上鰭-1 

10 ��ﾈｵ"�青00 �*��4了98 �5�987b�有限会社アゲナ流避 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育2��i幡区紳士81 

N○○44有限会社団長産業　　　　神奈川県川崎市川騎区浜町3-打17　　　T思しO44-葛範-215l 

自動車登録籠菅 又は軍縮番号 剋桝ﾌの 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の往所 

1 ��ﾈﾞ��.130清子9200 �5�987b�有限会社園良産業 做ｩ=��ﾈ�(.��ｹ�6亰(ｾiF�*ﾃ2ﾓ蔦�r�

2. ��ﾈﾞ���3��8禛�#�ﾂ��5�987b�有限会社国庫逆襲 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈｵ(ｾij�*ﾈ�ﾃ8自Jsr�

3 ��ﾈﾞ��130竹串20里 �5�987b�有限会社国良産業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ��t亰(ｾi��*ﾃ2ﾓ蔦�r�

勺 ��ﾈﾞ��1箪0蒔圭9203 �5�987b�有限会社垣良産襲 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾉ�8ｾh�(任2ﾓ�'S�{��

N0南棟式会社明之興業　　　　東京軌江戸川副嘩離せ6　　　　　T置しO3-66雷8-6173 

自動車載録番号 又は草師番号 劔���ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzr�重3生き恒12 刄_ンプ 乘IY�檍���Ei5Io"�栗東静江 剏ﾋ川区申持田8・七〇き 

2 ��ｹzr�130王すi2504 刄_ンプ 乘H�檍���Ehｻｸｼb�東京都沈 �.戸川埋草描閏8→6-轡 

3 ��ｹzr�工や(=そ 仍�##B�ダンプ 乘H�檍���Ehｻｸｼb�東京都 倬b�戸川区中鞠西8-6-6 

4 ��ｹzr�1301さ �##��ダンプ 乘H�檍���Ei5Io"�蕪辞翻江戸川区中瑞西8-6葛6 



汚染土擬の運搬の用に供する自動車に関する謡類
(要職撞区域等一川崎港)

No.46株式会社三尾アドバンス　　菓煎都大田区本羽田l-27-4-的1　　　　TBしO3-3741-8150 

自動車登録番号 又は軍師番号 劍6ﾘ駟�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

十 儼��ﾂ��3��す 竸2�ダンプ● 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田ト27-4-601 

2 俥ﾘ.���ﾏｴ�]���9eﾒ�凵�_ンプ∴ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��琉京都大田区本羽田1-27-4置60l 

No.互7株式会社三郷興業　　・埼玉県三郷市坪酌鎚細重　　　　　　　でEしO48-脱了-300l 
’i自動草登録番号 又は事柄番号’ 劔車体の 形状 俶yw�粂,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��ー車用者の朋子 

l● ��Xｭ�?ｩYII#���b��,ﾒ�2689 定5�987b�株式会社三郷興業’i 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ68嚠､���

2 ��Xｭ�?ｩYII#����*��2790 �5�987b�確武舎社三郷興業∴; 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ69��ｸﾓ��

3 迄�h�?ｩYHｫ����fﾂ��*��3933 呈�5�987b�.薙武会社三郷興熊’÷ 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63C茜���

4 ��X�?ｩYB��100雪 �*�%3�ッ���h5�987b�子株武会社三郷興業∴ 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾙ��ﾉ63Cィﾖﾂ�

5 ��y^俤yYB�tOO �*姪c�ビ��5�987b�.練武会社三翰興業∴ 俥仂ｨ.��し三郷市半田48吏l 

6 ��h�?ｩYB�100!か �6220 ��h5�987b�株式会社三郷興業: 俥仂ｨ8｢�三郷前半l即84寸 

7 ��ﾈｭ�?ｩYB�100彊 �28轡8 ��h�x6x8�4�5��株式会社三郷典薬　● 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�8ｧy63C�?Rﾙ'R�

8 ��渥�?ｩ��100 �.B�駕4婦 �4�985ﾈ5ｨ7霄7�*Bﾒ�株式会社三郷興蒸 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

9 定ｭ�?ｩYCﾓ����,ﾒ�2963 ��h6x8�4�5��株式会社三郷興業i 俥仂ｨﾊx蓼�倡9Kﾉ63Cイ��

10 偸I?ｩYHﾅﾃ�幄+8.B��3錐 ��樅式会社三郷興課　- 俥僖(ﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63C茜�ﾂ�

No48株式会社マエハラ　　　　神勅惧)I慨市川幡喧塩灘-4-了　　　T思しO飽-266-挫74 

自動再登録番号 又は埴獅番号 劔.埼体の ●形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈｩｸ��ﾓ����*姪33途��5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾉ�H�8冓Vﾈｩ�Bﾓr�

2 ��ﾈﾞ��130 �*�ｿ�#c���5�987b�株武会社マエハラ　● ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ�,ﾘ冓VﾃC�ﾓr�

3 ��ﾉ�ﾂ�1301あ. �60. ��h5�987h�b�株式会社マエン、ラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ��v傀ﾈｾh冓Vﾉ�Rﾙ{��

4 ��ﾈﾞ���ｹﾃ�3�.��剪ﾈ0了 定5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊx�)/xﾈｹ�ﾈﾞ粟h冓Vﾈ揀H��

5 ��ﾈﾞ��100ふ �*B�!7 ��h5�987b�株式会社マエパラ ���=��ﾈ諞ﾉJh�9�ﾈﾞ粟h冓VﾃH������H�b�
’6 ��ﾈﾞ��130. �*��S���5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈ･粟h冓VﾃBﾓBﾙ{��

7 ��ﾉe��130 �*&鼎b���h6x8�4�5��株式会社マエハラ ���ｴｳ��ﾊy�ﾈﾞ��sﾘﾞ粟hｺ�>Rﾘ襭ﾓr�

No.49石川建欄株式会社　　　　神祭月 劔劔県概況市港北区新羽町22鎚-1　　T鴫しO45-5ヰ1-79了1 

自動車登録番号 又は呼鵬番号 劔倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�健用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

1 凩儼ﾈ��ﾏｳ�墺� �*ｸｹ���ﾂ�刄_ンプ ����ﾈﾉｮ�8ｩH�檍������=��ﾈﾊyL�Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾘ��

2 冤ﾙVﾈ��u��3��!あ!2480 劔ダンプ ����ﾈﾉｩt�ﾉ兀�檍������=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ#(ｩ���

3 ��Vﾈ��I#���き圧93 劔ダンプ ��笆ﾂ�建輸株式会社 ���=��ﾈﾊy����8ﾖ�fｸｾi�h秤$�##鉄��

4 儉�Vﾈ��ﾋ�����善さ59】 劔ダンプ ����ﾂ�珪輸株式会社 ���=��ﾈﾊx､)Vﾉ>ﾈﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾘ饕�

5 �����ｨﾔ����か匡88裏 劔ダンプ ��苳��建輸株式会社 ���=��ﾈﾊyL�ｫ�I�冉ｸｾi�h秤*ﾃ##�����

6 丶)Vﾈ��ﾏｴ��*仭ャsb�劔ダンプ ��霾��建駒株式会社 ���=��ﾈﾊy]ｩVﾈ�8ﾖ�&霎i�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

7 儉�Vﾈ��ﾏｳ�委ｸ*��ャ���劔ダンプ ��讀��建輪舞式会社 ���R侭�(��Vﾈ�8�9Z��h狽�町2295-1 

8 ��xH��ﾕﾔ�ﾏｸ*俐Cc湯�劔ダンプ ��莓��建輸抹武会社 ���=��ﾈﾊx��VﾉWｨｩ9fｸｾi�h狽�町22髄1 

9 丶)Vﾈ��ﾏｳ��刪��ﾜCc唐�劔ダンプ ����ﾈﾉｨｾ隧H�檍������=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

10 丶)Vﾈ��ﾏｳ����*��1舘19 刄_ンプ ��貭�建輸株武会社 ���=��ﾈﾊy�YVﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾉxｳ#佗fﾂ�

丁1 丶(ﾕ���ﾒﾃ����*�,b�从s��2�ダンプ 倡2��建翰株武会社 ���=��ﾈﾊ~?yVﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##佗c��

1賓 仭儼ﾈ��ﾏｴ���*����鉄鼎��ダンプ ��苒�建輸株式会社 ���=��ﾈﾊyL�Vﾈ�ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##店�R�

置3 �,餬ﾈ��ﾏｹ4���*ｸｿ閲佻ﾓ��刄_ンプ ��竰�裡鵬株式会社 ���=��ﾈﾊyL����8ﾖ�&霎i�h秤*ﾃ##迭ﾖﾂ�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する寓類

(頭措贋区域鮮一川崎捲)
No.50　間中石材土木株式会社●　　勧奈川県搬須墳市長鼓欝丁目10-　　　TELO468-56-1g3l 

自動車登録輯号 又.は輔番母 劔埼枠の 形状 俶yw�ﾞh,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

重 况�5��100 �,ﾒ�3906 �5�987b�田中石材ゴ:木樅鵜会祉 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#�)ｨﾙ�ﾈ*#�2�

2 ��Xﾉ�r�100 �,ﾙ��6fﾂ��5�987b�田中石材土木株式会社 ����#��ﾍｸ､)�ｸ棹�9Uﾈｻﾙ)ｩDｩ���ﾓ�2�

3 ��Vﾈ�b�100 �,ﾒ�8870 �5�987b�田中石材土木∴株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ(+9)ｩ�ﾙ���ﾓ�ｷﾒ�

4 ��Vﾈ��ｹ�����,ﾘ,ﾓ�����5�987b�田中石材土木株的会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣���2�

5 ��Vﾈ�hｷﾃ�3�+8+ﾂﾒ�剩_017 �5�987b�間中石材土木株球会社 ���=��ﾈﾊxｵｹ�ｸ棹�9+xﾞ#9)ｨ蹐��#��

6 ��ｩVﾂ�重30 �+v��1008 �5�987b�田中石材土木株式会社 ��9{霾闌X���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣�H唏.r�

7 亰)Vﾈ��u��3����+r�20寄-毒 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx司�ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩ�c��2�

8 丶)Vﾂ�130 �+r�]0命了 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊyﾙｹ�ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩ�h�ｨ自KR�

9 �5�､2�130 ��+r�1013 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊyL��ｸ棹�9+xﾞ)xｹ)ｩm｣�ｩ��2�

10 ��亅x��ﾋ��8ｺ�,)��#��b�劍5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊy>Y�ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩ�hｩ��2�

1l 丶)6����ﾔ�2一�.xｹ���ｨｲ�劍5�987h�b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊy��ｸ棠{ﾉ7�s9)ｩm｣��ｸ�ｳ�2�

12 ������ｷﾃ�3���,(ｹ���"��5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊy��ｧｨｬｸ�9+yK�9)ｩm｣����2�

13 儉���1磐0.塵上り09 劍5�.h6ﾘ7R�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊy5��ｸ棹�9+xﾞ)dﾉ)ｩmｨ馗�ﾓ�2�

14 �儼ﾂ�具30 �+�%3��2��5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx､)�ｸ棹�9+xｵyxﾙ)ｩm｣��ﾙy��

15 ��Vﾂ�130 �,ﾂ�200l ��Κ5�987b�田中石材土木株式会社“ ���=��ﾈﾊxｴ��ｸ棹�9+xﾞ#9)ｨ�3�ﾙnR�

16 兌)Vﾂ�重富0 �+ｶﾈ5$��<R��4�987b�国中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊyL��ｸ菱�9+yK#9)ｩmｨ�｣�ﾓ�2�

1了 凩鰻ﾈ��ﾏｳ3���,ｲ�2007 定5�987h�R�田中石材土木株討会社 ����&､卷ﾉﾙｹ�ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ｨｳ�2�

18 凩儼ﾂ�130 坪,"�事003 �5�987b�間中石材土木株武会社 ���=��ﾈﾊx･I�ｸ棹�8ｫ8ﾞ#9)ｩ�c�ﾓ�2�

19 ��ｩ�ﾂ�100, �,ﾒ�エア69 �5�987b�田中石材土木言株式会社 ���=��ﾈﾊxｼ9�ｸ棹�9+xﾞ(+9)ｩ�c��2�

20 ��Fr�上的 �*��1006 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾘﾔ�2�

薯l ��Vﾂ�し3l �*B�100’l �5�987b�田中石材土木探求会計 ���=��ﾈﾊxﾆ��ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩ�c��2�

No.即有限会社島田企欒　　　　埼玉県秩父市闘弛23-1　　　　　　　丁思しO互94-24-6語52 

自動車毅録番号 又は串轟番号 劔再伸の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

工 估i$｢�う00 �.r�1000 �6x8�4�5��有限会社島田企業 俥僖(ﾊy(�X8�968ｫ�)=ﾘ�R�

2 估i$｢�重○○白月1000 剪�耐眼会社齢悶企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾘ�2�

3 估i$｢�100胆 �2000 �6x8�4�5��有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣#(･s��

互 估i$｢�]00 �,ﾂ�包000 ��有限会社島田企業　● 俥儷ﾈﾋｹ(�X9{ﾉ*ﾉ�｣##2ﾓ��

5 估i$ｨ��ﾅﾂ�う0叫ね �3000 �6x8�4�5��有限会紆二島田企業 俥竸xﾊy(�X8�969�｣##2ﾘ饕�

6 估i$ｨ��ｹ���ﾘ�,｢��3000 冤H耳訷��Yg�*(.��R�有限会勧∴島田企築 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣#(<��Yz��

了 估i$｢�130くさ �4000 定6x8�4�5��有限会社島田食器 俥仂ｨﾊy(�X8�9�h昕##2ﾓ��

8 估i$｢�1轡0 �+r�4000 �.ﾘ�ﾈ�ﾈ,X*ｸ6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�有限会社向田金環 俥仂ｨﾊy(�X9{ﾉ69�｣##2ﾙ���

9 估i$ｨ��*C�����,���S�����6x8�4�5��有限会社島田企繋 俥仂ｩ�)(�X8�968ｫ�##8��

10 估i$ｨ��ﾏｹ4���,ｨﾜC��ｒ��5�987h�壓�X8ﾈ耳ﾙﾂﾒ�有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�8ﾘI&C#8�R�

H 估i$ｦ��!1雷0 仂�+ﾃ�����6x8�4�5��有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ｲ�

12 估i$｣��3��冩ｳc������有限会社品田企薬 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣)o���

13 估i$｢�1的 �,B�{������6x8�4�5��有限会社島田企鞍 俥仂ｨﾊy(�X8�8圸�｣#)�ﾘﾔ��

14 估i$｢�100 �,hｫ�������有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X9V969�｣(�2ﾘ4r�

l∴5 估i$｢�100iむ �8000 �6x8�4�5��有限会社島田企業 ��ｸｼｨﾊy(�X9�ﾙ69�ｩNS2ﾘﾔ��

16 估i$｢�100 �-ﾒ�8000 ��有随会社　向田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾘ��

17 估i$｢�130 �+ｲ�9000 �6x8�4�5��有限会社島田企寮 俥仂ｩH厩8�969�｣##3��
i18 估ix�����3������鞠000 ��有限会社:島田企繋 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣#(ﾄﾂﾘ��

19 估i$ｨ��ﾏｳ3���,�C��z2��6x8�4�5��有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣#(ﾖvﾂ�

20 估i$ｨ��ｹ�珣���,｢�十丁188 冽ﾘ抦8ﾈ�ｸ8��ｲ�有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊ~u餽8�968菜ｮ�#8ﾝxﾔ��

21 估i$｢�章3申す �228さ・ �6x8�4�5��有限会社島田企紫 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣(��ﾓ��

22 估i$｢�1章0 定+��#)vS����有鰊会社:島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�ｩjs#2ﾘ饕�



汚染土蝶の運搬の用に供する自動車に関する嘗類
(要轄観区域等一川崎港)

22 估i$｢�白30与 �+ｴ��13388 刄gラクタ 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ仂b�埼玉県秩父市田本職23-1 

23 估i$｢�白30与 �+���3388 � 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ哇"�埼玉県秩父市国対223-1 

24 ��hﾄi$｢�巨30 �*"�778 刄gラクタ 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ仂b�埼通牒秩父市田村223-1 

25 ��ﾉ��$｢�130- �*B�.778 剔C′ブ・峡l・レづト 冲ﾈﾌ�ﾝY����8xﾙ�ｮ仂h�b�埼玉県秩父市田杓牟務輸1 

26 ��ﾈ�X�hﾄi$｢�工30 �*B� 涛唐�トラクタ 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ估h�h�h�R�埼玉県秩父市田枇綿-1 

27 鐙�h�xﾄi$ｨ���ﾂ�’130 �*"� 涛塔ｲ� 冲ﾈﾌ�檍���i8y68ｮ仂h��ﾓ｢�埼玉県秩父市田村223÷1∴● 

28 估i$｢�10十 �*�+2�母88 凵�gラクタ 冲ﾈﾌ�檍���i8y68ｮ仂h���埼玉県秩父市増村223-1 

29 ��hﾄi$｢�与100 �*Hﾋ��:888∴ 剔Cン・プ七かレー9葛 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ刔ｸ��ﾒ�埼玉県秩父市開村223-1 

30 ��h���9$ｨ�����重凧0 �*��b�重:6粥 刄gラクタ 冲ﾈﾌ�檍���8xﾙ�ｮ仂h�����埼玉県秩父市町村2231 

31● 定�ﾉe�$｢�=30 �*"�上668 剳ﾙノブセミl中農ナ 冲ﾈﾌ�檠U(ﾋ�9ｹ¥(ｮ仂h���埼玉県秩父市田村223」 

32 ��$｢�工O子 俐H���蜜88 凵fトラクタ 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ仂b�埼玉県秩父市田村223-1 

33 ��hﾄi$｢�100 �*b�655 冦禽手持′・ラー 冲ﾈﾌ�檍���68ｮ仂h�b�埼玉県秩父市田村2231 

34 僮ｹ$｢�’100 �.r�1111 凵�_ンプ∴ 冲ﾈﾌ�檍��8x婢ｮ仂b�埼玉県秩父市田村223-1 

35 估i$｢�i100 �+ｲ�∴2222 凵f’ダンプー 冲ﾈﾌ�檍��8y68ｮ仂b�埼玉県秩父市田村223-1 

36 估i$｢�工30 �+ﾒ�30p. 凵fダンプ 冲ﾈﾌ�檍����8y68ｮ�'ｨ���埼玉県秩父市増村2鱒-1 

3了 估i$｢�1加∴ 傅��8888 刄_ンプ 帝tﾈﾌ�檍��8y68ｮ�ﾒ�埼玉県秩父市棚郎23-嘉 

38 估i$｢�白30 迄*��38 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍���ﾉ68ｮ仂cｦ��埼玉県秩父市同村2糊1 

39 估i$｢�巨30 �*"�58 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍���68ｮ仂b�埼玉県秩父市田村223「 

No.52尾花興業株式会社　　　　　琉京都葡鯛区菓新小治ト2十12　　　　T朗.03-3697∵136l 

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��斑局番の住所 

l∴ ��ｹzx��ﾅﾆﾄ�*���74丁3 �5�987b�尾花奴隷株式会社 儉xｹ�79y��ﾈﾎﾘ7��h抦ｮ#rﾙJ���"�

2 ��ｹzx�����ﾃ��ｺ�*���7415 �5�987b�尾花兜熊株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#x�c#Bﾖ�"�

3 ��ｹzx���ﾂ�工00 �*��章388 �5�987b�尾花典薬株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾiz��h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

4 ��ｹzxﾋ���100 �*��国78∴5 �5�987b�尾花興発憤武会社 �8ﾈｹ�79y��ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#C�xｲ�

5 ��h�ﾉ�ｹzr�1001き 剪S2鮪 �5�987b�尾花興梁祢試会社∴ �雹�78�(�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

6 ��ｹzv��100圭き 剏¥4268 �5�987c｢�尾花興業株式会社. �8ﾈｹ�79y��ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ){���#Bﾓ�"�

了 ��ｹzx��ｹ���eh��垉s�2�劍5�987f��尾花興業株式会社 俎)z�7>､x�ﾈｾi*��i(h･ﾓrﾙ<bﾘﾔ�"�

8 ��ｹzr�100 ��h葈ﾕﾓ#c���5�987b�尾花興幾椿武会社 �*雹�79���ﾈｾi弁�h抦ｮ(蘒#C�"�

9 �.越r�書00. ��*ｲ�4272 �5�987b�尾花興業椛武会社 �8ﾈｹ�78ⅸｭ仞hﾘ��h抦ｮ#x�Y-ｸ璽�"�

10 ��ｹzr�100 冰�*ｲ�4257 �5�987b�尾花興築株式会社 竸8ｹ�79���ﾈ��ﾇI�h抦ｮ#rﾙ�rﾓ�"�

し1 ��ｹzr�工00、 �*ｲ�4260 �5�987b�尾花興熊株式会社. �8ﾈｹ�79;ﾈ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

12 ��ｹzx�������ﾈ+8+3C#c��劍5�987b�尾花興業抹武会社 �8�ｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ)D2ﾓ�"�

13 ��ｹzx��皞ﾄ�ﾈ*ｸ*ｳC#S��劍5�987b�尾花媒染鶴式会社 ��ｹ�7>Mﾙ^8ｾi8ﾉ�h6ﾘ揵hｳx5ｨｩ��"�

14 ��ｹzr�10(自書上略7工 劍5�987b�尾花興※株式会社 �8ﾈｹ�7>Mﾘ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ){蔦#Bﾓ�(��������ﾂ�

15 ��ｹzr�100 �*ｸ駟]�ﾊb��5�987b�尾花典薬株式会祉 �8ﾉ8ﾉ7>Mﾘ�ﾈ輅8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ"ｳ�"�

16 ��ｹzr�卓上O(白き串579 劍5�987b�.尾花興藻椿筑会社 �雹�79�ｸ�ﾉ^ｩL��h抦ｮ#rﾙD�ﾓ�"�

17 ��ｹzr�白00雪ぎ �6068 �5�987b�尾花興繋株式会社 �8ﾈｹ�78實mﾘ夐8ﾉ�h抦ｮ#rﾘ��S�"�

18 ��ｹ¥��!100jき �7338 �5�987b�尾花興龍株式会社 俎(ｹ�79y��ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#y'Xﾌrﾓ�"�

19 ��ｹzx��ﾔ�+8*ｸ�cs33��劍5�987b�尾花興欒株式会社 佶8ｹ�79���ﾈｾi8ﾉ�h揵.srﾓ)�3�"�

20 ��ｹzr�100 �*ｶ土=ﾓ���5�987b�尾花興穀株式会社 凛雹�78ｨｸ�ﾈｾih9�h抦ｮ#rﾓ(�ﾔ��r�

No.53株式会社松本土木　　　　東京都世田谷区玉堤ト2l-1g　　　　　TEしO3-召70工-7181 

日動再登録蒋骨 又は市輔番号 劔���ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 儼��ﾂ�100 �*俐C#3r�ダンプ 乘H�檍��鉑gｹ7冦��東京都世岡谷区玉堤l-2119 

2 �:ﾃ��ｹ�����*俐C#�B�ダンプ 凭ｩY��6ﾘ鉑gｹ7冦��現東都世田谷区玉施工-21-19 

3 倚ﾄ曝ｹ�����*仄sC釘�ダンプ 乘H�檍��鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-2l-1轡 



汚染土蝶の運搬の用に供する棺動車に関する審頴
(主軸督置区域等一川崎港)

4 倚ｹ�ﾈ��薰�100!かl3027 �5�987b�練武会社松本土木 凛仍�79�)69$ｨｾhｼｨ�#�ﾓ(6s���

5 ��ｩ�ﾂ�100圭き†301了 �5�987b�株式会祝言松本土木 �8ﾈｹ饂��)69$ｨｾhｼｩLvﾈ�X5ｶﾂﾓ���

6 儼��ﾂ�100清!2985 �5�987b�株式会社松本土木 �雹�79�)69$ｨｾi�ｨ簡蘒&ﾃ���

7 儼��ﾂ�100か串125 �5�987b�株式会社松本土木 凛仍�79�)69$ｨｾhｼｩ.vﾂﾓ(����

8 儼��ﾂ�順白き再380 �5�987h�R�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)68ﾍ�ｾhｶ����9�3�ﾘﾔヲ�

9・ 儼��ﾂ�10(口を串156 �5�987b�株式会社松本土木 �)�8ﾉ79�)69$ｨｾhｼｨ�&ﾂﾓ#�ﾘﾔヲ�

10 儼��ﾂ�l()(=き串置07 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾiD)��?��&ﾂﾓ���

ll 儼��ﾂ�10申き串1軌 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｨ�#�ﾓ&ﾂﾓ���

12 儼��ﾂ�100樽再171 �5�987b�株式会社松本土木 仄雹�79�)69$ｨｾhｼｩ.vﾂﾓ&ﾂﾓ���

No,射場和通運株式会社　　　　　埼玉県秩父那機密鰍町大学 劔劔VN莱y�������)ｩ����c���6s)jrﾓC��2�

日動碑登録話号 又は串騙軽号 劔草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の任所 

暮 估i$｢�100 �*仄xﾄC�{���6x8�4�5��昭和麺避株式会社 仂ｨﾊy(�X8ｿ扱ｹ�9*ﾉ�X駟5���C�ｦﾒ�

豊 估i$｢�100iえj窮3 剽定�X7h8Ig�8ﾈ,"ﾒ�昭和泌逸機武会社 俥仂ｨﾊy(�X9��5��9*ﾉ�X鬨���3C�ﾍﾓb�

3 估i$ｨ��ｹ���ｸﾏｸ*���7880 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�95��9*ﾉ�X鬩L)�9,モ�

4 冓�$ｨ��ﾏｴ���*b�7粥 ��昭和通運株式会組 俥僖(ﾊy(�X9{ﾉvﾉ�9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

竜 估i$｢�100 �*��7駒7 �6x8�4�5��’昭和通運蛛式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�9�ｨ9*ﾉ�Xｧx���8ﾋｹ]��R�

6 估i$｢�100 �*b�7馬7 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8､)�9*ﾉ�X鬨�]ｨﾋｸ+3b�

7 估i$｢�100†か �7780 �6x8�4�5��昭和通運練武会社 俥仂ｨﾊy(�X8�9�9�9*ﾉ�X鬨ｿ��9WSCb�

8 估i$ｨ��ﾏｳ�ｩ�*b��846 ��昭和退避株式会社 �<�ﾘ(ﾊy(�X8�8司�)*ﾉ�X鬩L�5�ﾍﾘﾔイb�

9 估i$｢�100 �*��摘29 �6x8�4�5��昭和通運雄武会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8ｬｹ�9*ﾉ�X鬨���9�3�]��

10 估i$｢�100 �*b�84§ �5�98�X7h��8ﾈ�h8��ｲ�昭栖睦避株式会社 ��8�ﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬩5�Z���ﾂ�

11 估i$｢�裏00 �*俔�,����6x8�4�5��昭和通運排球会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

12 估i$ｨ���3����*b�81亀 �*H,��X7h5ｨ7謫H6ﾘ8辻�昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8ﾆ瑛Y�ｩ�X鬨���8��Cb�

13 �:�ﾍ����6ﾄ���*仄sピ���6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�9��9*ﾉ�韜ｨｯｹ�9?永��
’担 冽9$｢�100 �*f塔�"���昭和通運株式会社 俥仂ｩ�ﾉ(�X8�9���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

15 估i$ｨ��I#�委ｸ*仄s3�b�劍6x8�4�5��昭和通運蛛式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8ｵｹ�9*ﾉ�X鬩���3Hﾔ胃r�

16 估i$ｨ��ｹﾃ���*f滴ﾜC"�剪�昭和通運株武会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8司�9*ﾉ�X鬨､(ｮオ�yF��

丁7 估i$ｨ��ﾏｴ�*���6鵬6 �6x8�4�5��昭利通運株式会社 俥��ｨﾊx慄X8��Y��*ﾉ�韜ｩlﾘﾍ�ﾊCCb�

18 估i$ｨ��u����*b��524 ��昭和通運株式会社 �8ｼｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�Xｧx���3C�Cb�

19 估i$｢�’100 �*��60曇7 ���6x8�4�5��昭和通運株式会祉 俥仂ｨﾊy(�X8�8司�9*ﾉ�X鬨���9�3�Y2�

20 册�$｢�100 �*b�525 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾘ),��9*ﾉ�X鬨��ﾙ滴ﾔ囲ﾓb�

2l 估i$｢�裏00!か �$716 �6x8�4�5��昭和通運陳武会社 俥�<��(�X9��ﾉ�9*ﾉ�X鬨､)*｣H馗Cb�

22 估i$｢�100iえ �689 ��・昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8ｵｹ�9*ﾉ�X鬨､)'��Y2�

23 估i$｢�10(月か �6427 �6x8�4�5��昭和通運擁護会社 俥儁Xﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���9��6��

24 估i$｣������*h銈3"�傴H7h.(-�5h�ｸ5h�ｲ�昭和通運株式会社 ��ﾘ棈ﾊy(�X8�9L(鑛*ﾉ�韜ｨ���8��cb�

25 估i$ｨ��ｹ�����*��cs�r��6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾘ)��9$��y�X鬨､)�969�3b�

26 估i$ｨ��ﾏｴ���*b�6轡0 ��昭和滴週株式会社 俥仂ｨﾊy(�X9{ﾈ��ﾖｩ*ﾉ�X鬩��ﾝsC�Cb�

2了 傀ｩ�"�100 �*��了1∴46 �6x8�4�5��昭和通避株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�9�I�9*ﾉ�韜ｨ�Y�3C����

28 傀ｩ�"�100 �*b�親9 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X9lｩ�ｩ�9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

29 傀ｩ�"�130 �*��3お12 ���6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8司�9*ﾉ�X鬨､)�8ﾊHﾗr�

30 傀ｩ�(��ｹ���ｨ*b���R�剪�昭和通運株式会社 僥Y;侈y(�X8�9L��9*ﾉ�X駟}9�#C�Cb�

3I 傀ｩ�(��u��3���*��442昌 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊx慄X9Wｩ5��9*ﾉ�X鬩FYgﾉ&��H+2�

32 傀ｩ�(��*C���ｹﾘ*f塔�b�剪�昭和通運株式会社 俥仂ｩ*�(�X9��5��9nﾉ�X鬨���3C���

33 傀ｩ�"�100 �*傲ﾓ��R��6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�9�Y�9*ﾉ�X鬩<ﾉ�3H��ッ�

34 傀ｩ�(��ﾅﾃ����侏�*b�804 �5�987i�(-�8ﾈ,8�R�昭和通運株武会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨､)�3C�Cb�



汚染土灘の運搬の用に俳する自動車に関する書類

(襲指揮区域等一川崎鞠
No.粥　太平洋陸送擁式会社　　　埼玉県加須南西ノ谷8021　　　　　　　TELO48巾7紅8101 

自動車登線番号 又は車輌番号 劔倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

」. 估i$｢�緬^3�ｿ����c#��ダンプ ��饉ﾘｭ越I�xｩH�檍���埼玉賂加須市田ノ谷8021 

2 估i$ｨ��ｹ�3��凾｠ �#ss��ダンプ’ ��饉ﾙzi4冏)�yN冩(檍���ﾂ�埼玉県加須市抵ノ谷8021 

3 估i$｢��3��凾｠ �#y{���ダンプ. ��饉ﾙvﾙJi�定ｩH�檍���埼玉県加須帝酉ノ谷802-1 

4 估i$｢雹�3�ﾕﾘ���剴#ss"�ダンプ’ ��i�饉ﾘﾅ�zI�x��ｩH�檍���X�b�綺玉腺加須市轄ノ谷802-1 

吉 估i$｢���3��あ【豊774 刄_ンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍ｴｸ�b�埼玉県加須市田ノ谷8舵1 

6 佇��崎 ��3��あ �#ssr�ダンプー ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷802-1 

7 偬ﾂ�谷 ��3��い雪2了78 刄_ンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷8021 

8 傀ｩ�"���3��あ �#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市西ノ谷802十 

9 傀ｩ�"���9�ﾂ�あ 冦3#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍����埼玉県加須市田ノ谷8021 

10 佇��崎 ��3��あ �#s�"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���b�埼通牒加須市西ノ谷8021 

重工 �%ﾒ�谷 ��3���掲1 �#s�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍����埼玉県加須市噛ノ谷8021 

工2 估i$ｨ�YI#3���凾｠ �#sビ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�x�hｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷80ま-1 

13 估i$｢�偵�3��あ!2789 刄_ンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市西ノ谷802-1 

14 册�$｢���3��*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���b�埼玉県加須商西ノ谷802-1 

15 估i$ｨ��I(+9I(-��剴#xﾄC��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷802-1 

基6 估i$｢���3��あ 侏�#s�"�ダンプ’ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍��爾�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

工7 估i$｢���3��あ �){涛2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���b�埼玉県加須市田ノ谷802輸1 

18 估i$｢���3�+8*���#s釘�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市西ノ谷802-1 

工9 估i$｢���絢�*��#s迭�刄_ンプ ��饉ﾙ�騷I�y-h�檍���埼玉県加須市田ノ谷8P2-工 

20 估i$ｨ��I#3��凾｠ �#s澱�ダンプ ��饉ﾘｶi��l�ｩH�檍���R�埼玉県加須市田ノ谷802-1 

21 册�$ｨ�hｹ�3��凾｠ 蔦#s途�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷80呂-1 

22 估i$｢���3��あ �#xｶc��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍ｮ2�埼玉県加須串間,碕謡02-1 

23 偸R�谷 仍�3��あ �){涛��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ俗8021 

24 估i$｢���3��あ �#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xﾕﾉY�檍���埼玉県加須市田ノ谷8舵〇十 

25 估i$｢���3��あ �#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷802-1 

乞6 估i$｢���3��あ 俣#��"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須前歯ノ谷802-1 

2了 估i$｢���3��あ案鮪03 刄_ンプ∴、 ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷8021 

28 估i$｢���3��あl2804 刄_ンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼亜県加須市蘭ノ谷802-1 

29 估i$｢���3��あ �#��b�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�y�ｹY�檍���埼玉県別頒布西ノ谷802-1 

蜜0 估i$｢��+3�2一�*���#葦�r�ダンプ ��饉ﾙ�騷I�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷8021 

31 估i$｢���3�+ｲ�儷3�#2�ダンプ ��饉ﾙ�騷I�yu兀�檍���埼玉膿加須前田ノ谷8021 

32 估i$｢���9�ﾈ*���4�(排�ダンプ. ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉姑加須印西ノ谷802-1 

33 估i$｢���3��あ �=ﾃ�#��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須河南ノ谷8021 

34 估��谷 ��9�ﾈ*�ｿ��3��刄_ンプ ��饉ﾙvﾙzI�乘H�檍���埼玉県加須市田ノ谷802-1 

35∴ 估i$｢���j���あ �3�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷802-1 

36 估i$｢���3��*��鉄�3"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�yЧ�檍���埼玉県加須市西ノ谷802-1 

鍵7 估i$｢�姪3�+8*�.cS�32�刄_ンプ ��饉ﾙvﾙzI�xﾖhｺ8ﾘx���埼玉県加須南西ノ谷802-1 

38・ 估i$ｨ��I#3��凾｠ 几��#R�トラクタ ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須辞西ノ谷802-l 

39 估i$ｨ��*ｳ�3��凾｠ 都�#b�トラクタ ��饉ﾙvﾘ奠�xｩH�檍���埼高原加須市田ノ谷802-1 

40 俘��谷!130江、 劍�ャ�#b�父ンブセミトレ■クー ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市田ノ谷802-1 

41 估i$ｨ���ﾔ�3�ﾕﾒ�剴��穆b� ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市薗ノ谷80オ1 



帯同一瞬表(岸和田・大正区)

会社名 偖ｨ��連絡先 

NO.1( �%B伜(�8ﾛｹy淫I5��滋繍県大洋市浜大津4丁目了-6 ��srﾓS#8�S#�(ﾔ��

N0.2( �.���>ﾈ､ｩJﾘﾋｸｼb�京都帰城脇再尋問丁子門8辞地1 ��sxﾍﾒﾓY<Rﾘ�4��

NO.纏( 價R�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三瑳県伊賀市子野幸田出27的番地の重 ��ｼコﾓ3��c����

NO.4( 凛貯���2�滋確螺大粒市駆出2丁田7-29 ��srﾓSsBﾓ##){��

NO.馬( 冽2�6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺〕丁目1鞠-布-2偏 ��xﾍﾓ)^冩��ｨ�9Y"�

N0.色 ��Y:��4ｨﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之軸17 册�ｩ�zｲﾓ�ｭ弍��

N0.了 忠iR�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山南筒井町11仰-重 ��sC2ﾓY{蔦ャS��

NO.8 忠�ｲ仗��X蝌�b�京都府亀岡南下矢田町四丁目20凝る号 ��sx6s#蔦CS3��

NO.留 忠tﾂ��ﾈ��大阪府松腺市押合4丁目38ト1 弍�yEbﾓ33Bﾓ##9=B�

N0.重O 宙ﾉ貯�Y^2�大阪府宙日揮市大手痛板持的亙2 ��s#�?�32ﾓSssR�

NO.】1 忠tﾂ�4Y68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見医久我石原町3番地29 ��x*ｲﾙ4��ﾓ���"�

NO.12 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都雁亀岡輔可疎林町河弧尻北垣内舶提地 ��y{��'S#H�4�2�

N0.宣3 忠tﾂ冉ｹ6ﾂ�魚責酬い丸都南的直久世購撮剛的浦航きじクセ弓シフ両川可劇龍 ��sRﾓhﾍﾓ2ﾓ�����

N0」寸 忠vﾂ����xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀間市練阿藤杢殿祢1l-4 ��sx6s#BﾙvSゴ��

N0.1葛 佗��(揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井那京丹波町輔生輔生野214職12 ��{几鳴ﾙ�ｲﾓ#sCr�

NO,16 宙ﾉ著ﾜｩ|靫痔r�兵庫県尼崎市即能3丁ロ4-22 ��hｷﾈﾕ3c�ﾓsピR�

N0.17 忠tﾂ�*頡�ｩ�ﾘｻｸｼb�大阪府枚方市掘平野I町6-18 ��s"ﾓゴrﾙ{塔s��

N0.18 忠hR�5�484�42�大阪府四条畷市田原自1丁目13十0 ��yHﾂﾙ{唐ﾓピs��

N0.19 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪的枚方布津田田町1「日豊7-22 ��{�"ﾘｭ｣蔦#�#"�

NO.20 宙ｩB�4ｨ6ﾈ5�4ﾙ�ｾ���大阪府岸和田前地蔵浜町1l-1 ��s"ﾓC3rﾓゴ途�

NO.21 凭ｩ����xx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 ��s"ﾘﾍﾓ3蔦33�ﾂ�

N0.22 宙ｩB偬�(i�>x�ﾔ�'｢�大阪婦人層市高木の本5丁目49 ��s&ﾂﾓ�2ﾓ�S�B�

NO.23 俎8ﾉｩ�ﾘ��tﾂ��大阪府幼帝瑚区甲斐函3〇十16 ��s"ﾓS�2ﾙ8ﾓ#R�

NO.24 忠hR�8�5h4�4｢�奈良県桜井前上之宮448 ��sCBﾓC"ﾘ*CS�ﾜB�

NO.25 �(i�ｨﾉｨﾝ竕tﾂ��大阪府貝塚両港54十百・ ��s"ﾓC86s�#�"�

N0.26 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��恵都府亀岡市東別院町金谷高井田6番地 ��sx6s#rﾙjsCCr�

N○○27 忠tﾂ�6ﾈ5�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8　・ ��s"ﾓ#c2ﾓs3ッ�

狂0.28 宙ｩB��Igｹ���b�大阪府堺市柴原区阿弥51-5 ��s"ﾓ9F韶井ｨｸｨｯ��

N0.29 �� ��

NO.30 �� ��

NO.3l �� ��

N0.32 �� ��

音N0.33 �� ��

NO.34 �� ��

NO.尋6 �� ��

NO.3憾 �� ��

NO.37 �� ��

NO.38 �� ��

N0.39 �� ��

NO.4寄 �� ��

N0.4l �� ��

N0.42 �� ��

N0.43 �� ��

NO.44 �� ��

N0.45 �� ��

N○○亀6 鳴� ��

N○○47 �� ��

N0.48 �� ��

N0.重し 湯� ��

N0.5 ��� ��

lNO.5 ��ﾂ� ��

次官以降の坤師は『画稿十防じんカバー〈ポリエステル製) 』にて飛散等を防止する。
ベンゼンによる汚染土壌注フレキシブルコンテナバック(国籍有り)を使用すも



車両一覧表(岸和田・大正区)
汚染土壌の運搬の用に供する自動軸こ関する蕾額’

(岸和田・大正区一滋頸膿大津市)

N○○1(擦)山崎砂利商店　　　　　駁賀県大鶴市淀大浦4丁目7-6　　　　　　TEL07手艶3輸282l 

自動呼登録番号 叉は輔番号 儻Y�ﾈ,ﾈ�R�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剴ｳ用哲の住所 

1 囘IN��������,ﾘ��4���ダンプ �ｨｪ亥(ﾌHﾛｹy淫I5��俾�棹ﾊy�Y�ｸ�9Vﾉ�Y,3I)ｩmｩ{蔦b�

曳 俾�棹�������,ﾓ��s��ダンプ 忠,R伜(嚠ﾛｹ*"�リ商店 價ﾉV�y�Y,8�9Fy�Y,3I)ｩm｣rﾓb�

3 �h������.(��Cc���ダンプ 忠%B伜)KYjﾘ薰�嫡店 俾��Hﾊy�Y,8�9Vﾉ�Y��I)ｩm｣rﾓb�

4 僮ﾘ����3���,(�������ダンプ ��b茜B伜)ｩ�ﾛｸｬR�嫡店 俾�棹ﾊy�Y,8ﾘ)Vﾉ�Y,3I)ｩm｣rﾓb�

再 �(棹�����S���+ｸ��SS��ダンプ 宙ﾜﾂ伜)4冕ﾘ薰�鵬店 俾���y�Y,8ﾇIVﾉ�Y,3I)ｩmｨ蘒b�

No.2髄)城繭開発興襲　　　　　京都府城陽甫寺田丁子 劔口8番地I　　　　　T哩しO774-55-3980 

日動串登録番号 又は卑掃蕩号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用肴の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 俾�棹���3�,B�����ダンプ 忠iR���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�肩部肘城陽市寺田丁子口8番地裏 

2 俾�棹���3���,H��ﾔ���"�ダンプ 忠iR偸�>ﾉ/)Jﾙ5I���京都府城陽市寺田丁子口8詣地ユ 

3 俾�棹���3���+����2�ダンプ 仭I-���>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�帝都府城勝市寺田丁子口む謡地1 

亀 俾��8���4���+ｳ�4釘�ダンプ 忠�著��>ﾈ､ｩJﾘｻｹ'｢�京都府城陥市寺田丁子口8諦地l 

5 俾�倩����ﾔ�3���+ﾓ���R�ダンプ 忠Ur���>ﾈ､ｩJﾘｻｹ|��京都鵬成陽市寺餌丁子日韓地1 

6 仍�78�������,ﾓ���R�アームロール 忠�ｘ�凉隍ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽前寺田丁子口8番地l 

了 俾�ﾇｨ��������ﾃ��#��ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

8 仍�78�������,ﾙD��b�ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地l 

9 仍�78�������,ﾘｷ�3R�アームロール �ｨ��ｨｭIJﾘ遥��京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

10 仍�78�������ﾋS#�8排�アームロール 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｬ"�京都府城陽掃討園丁手前8帯地1 

ll 仍�78�������,ﾓ#�3r�ア一書ムロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城蝦市守田丁子口さ蒔地1 

12 假h�ﾈ�������,ﾓ#����ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城脇市寺田丁子口8番地l 

13 俾�棹��������ﾃ(�ｸｯ���.ダンプ 宙ｩH�(��X､ｩJﾙ5Io"�京都府城陶掃寺田丁子口8菰地l 

14 ��h��棹�������,ﾘ��(����ダンプ 虫.�i>ﾈ､ｩJﾘｻｹo"�京都府城闇市寺田丁子口8番地1 

15 俾�棹����ﾔ�����,ﾘ�ﾃ#��ﾔ��ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都肺腺闇市寺田丁子照8番地l 

16 �h槨�������,ﾓ#�ﾔ�"�ダンプ ���ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城随柿寺田丁子照8替地工 

17 仍�78���3���+8��ﾋﾄ��アームロール 宙ｩB�ｹ>ﾈ､ｩJﾙ5I���荒都府城脇市寺田丁子ロ8番地1 

18 仍�78�������,ﾓ){乘��アームローカ′ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�姑都府城腕前守田丁子口8番地1 

19 仍�78����-���,ﾓ##���ダンプ �ｩN(ｬ愛ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

20 俾�棹���3���+s##�R�トラクタ �*ﾙe�����)>�*霽��京都府城陽市寺田丁子口8産地l 

21 22 仍�78�������,ﾓ(�#��トラクタ 宙ｩB���､ｩJﾙv�����京　府城陽市寺田丁子口8蜜地l 

京都　100　ゆ　99 丿�4ｸ.(ｸｨ6ﾘ�ｸ8��R�(瑞)城南開発蟻 仍�79Wｸ�冽ｨ�8鮖69)ｨ��8ﾓ���&貭�

23 几�78���3���+s3����9●ツナ塵トレナ 忠,R���>ﾈ､ｩJﾙ�ｹo"�京都府城陽南緯田丁子口8番融 

No3繰)ヤマゼン運輸　　　　三重県伊蛮市予野寺酉 劔出2700番地の1　T思しO関毎置39-重080 

自動車登録謡号 又は車輌密号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名叉は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 倅�H����+S����-ﾈ��r�ダンプ �｣ｲ�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西田2700番地のl 

2 倅��ｨ���3�-ﾈ��ﾔ����ダカ●〃暁I↓-ラ・ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西田27的番地の1 

3 倅�,ｨ���3���,｣����ダ幼華トレラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊数市早婚字画出2700番地の1 

4 倅�x���3���,h����"�タップや軸心・ナ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊被布平野手摺曲2了00番地の1 

5 倅�H���8��ﾈ��,#��2�ク●ツナや容レーテ ���ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野宇田出2700番地のl 

β 倅�ﾘ���3���+ｳ��/��タシナ"鵬的.ナ ���ｩB�8Hｫ�+�98暮t��三重県伊猫市子野宇宙出2700韓地の重 

7 倅�H���3���+ﾓ��R�ダンプ統岬′-う・ ��9o�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三埜煉伊賀市子野手西田2700番地の1 

8 倅�H���3���+��e��ダンプや碧トラ- 宙ｦﾒ�8H7ﾘ5ｸ99O�>r�三稀県伊賀市子野手西部270〇番地のl 

9 ��ﾙN����-ｸ��+ｳ���b�ダンプ 宙ｩ��8H7ﾘ5ｸ98暮t��三通県伊輯市子野手百出2700番地のl 

10 俾�棹���3���+������r�ダンプ 宙ｶH8H7ﾘ5ｸ99�ｸｬｲ�三重県伊政市予好事西出270〇番地のl 

11 俾�ﾖH���3���,#�����ダンプ 虫搜�8H7ﾘ5ｸ9>{�ｬｲ�三重県伊賀市子野字面出2700番地のl 

12 俾�棹���Z���+x��ｷ#���ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ99�ｹt��三遊県伊賀市子野字画地雷700経地のl 

13 ����ﾈ�������,ﾓ�,ィ�アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ+ｨ98暮t��三挺蠣伊演市子好事西田2了00韓地のl 

14 倅������3���+8��##�b�lうクタ 宙ｩB�8H7ﾘ+ｨ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

陶 倅�����3���,���##�r�トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊勢市平野字で剛輝700番地の1 

16 倅�����3���+8��ｷ#���膚的 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ99>ｩt��三重県伊賀市子野手常出2700薄地の1 

1了 倅�H���3���+8������,暢クタ �*ﾙ/"�8H7ﾘ5ｸ99O�t��三重県伊額市子野卑西脇2700詩地の1 

18 倅�)����3���+8��##���トラクタ 宙ﾜﾂ�8H7ﾘ5ｸ99O�t��三琉掘伊賀前予野手踏出2700番地のl 



汚染土壌の運嫌の用に供する自動車に関する雷頼
(岸勅勘大正区一滋賀県大津市)

N○○3(陳)ヤマゼン適職　　　　　三重県伊従前予的宇田出2了00番地の1　TEしO5姉-紺1080 

自動車登録番号 又は単駒謡号 ����ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

19 倅�;����W����*ｸ��#(+S"�トラ舞 �ｨ8H7ﾘ5ｸ99O�t��三幾県伊賀市予好事画出2700替地の1 

20 倅�H���3���+���##�2�トラクタ 忠z著8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀薄手好事西田雀700蒋地のl 

21 倅����������,ﾘ��#c���ダンプ 忠hR�8H7ﾘ+ｨ98暮t��三弦塀伊賀市予野手西拙2700番地のl 

2密 倅�H�������,ﾘ��4����アームロール 宙ｻ"�8Hｫ�+�98暮t��三重県伊蹟市子卿年商出2700番地のl 

23 倅��Κ��+S����ｸﾈ��S��b�ダンプ ���ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三癒県伊賀市子野字珊博700番地のl 

24 倅�H�������*�$����ダンプ 宙ﾉ著8H7ﾘ+ｨ98暮t��三重県伊賀市子野宇宙出27叩番地のl 

25 倅�H�������,ｨ��4仞ﾂ�アームロール 忠8�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三班県伊賀市平射字輯出2700替地の1 

26 倅�ﾈ����-ﾃ����,ﾘ��ﾙ(.�B�アームローカタ 宙ｩB�8H7ﾘ+ｨ5h暮t��三亜県伊賀市子野草西田2了00謡曲の1 

2了 倅�ﾘ����馘���+8��s����アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三産児伊賀市子好事謡曲270q番蝕のl 

28 倅���+��磯c����.ｸ�������アームロール ��R茜B�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三匪県伊賀市予野宇宙出2700薄地の1 

2負 倅�H�������,ﾘ���8.ビ�トラクタ 宙鐫�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊蛮市制字面出2700番地の1 

30 倅�h�������.H��#�r�)’シフ型番レラご 宙ﾕﾂ�8H7ﾘ+�99O�}b�三盛県伊費市子野手踏出2700番地の1 

31 儻ｩ�ﾈ�������,ﾓ���｢�アーム瞥-ル 忠Ur�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三舐県伊政市予的字押出2700番地の1 

32 ����ﾈ�������,ﾓ�イb�アームロ「ル 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三亜県伊焚市子野手西国27的番地の1 

.粥 ����ﾈ�������.H��3r�要一手書フルiレーテ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三避県伊賀市子野字西出郷的番地のl 

34 豫ｸ棹���i8��8,ｸ���3����ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三砿県伊蟹市子野手呼出2700替地の重 

38 俾�棹���3���,#�����ダンプ 忠vﾂ�8H7ﾘ+ｨ99O����三重県ゆ費市子野草商出色7寄0番地の1 

36 佗儂����eT�+3����ダンプ 忠z著8H7ﾘ5ｸ98暮t��三程県伊賀市予好事西出2700番地の1 

No.4(糠)創心　●　　　　　　　　滋賀県大津柿木堅田2丁騎手29　　　　　TEしO77-57缶2227 

自動車登録亜号 又は串繭番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��｢�使用省の氏名又は名称 剋g用者の住所 

1 俾�棹���3���+���#�#��ダンプ �ｩ8B�心 俾��ﾘﾊy�Yz9�ﾉgｸﾉ�63))ｩm｣rﾘ�"�

2 俾�棹���3���+x��-ｹ����ダンプ �ｨﾇ��心 俾�棹ﾊy�Y,8ﾘ)m伊畏I)ｨｹ�*�'S#��

3 俾�棹���3�������+3�S��ダンプ �*ﾘﾜﾉoｲ�心 ��ﾙN��)�Y,8�9gｸﾉ�63))ｩ?｣rﾘ-ﾃ��

4 俾�v����3���+x��iKX��ダンプ 忠-���ﾈ+r�偬9yy�)�Y,8�9gｹeﾖﾉ%�)ｩm｣x耳ｶB�

No.5(株)ナカケン　　　　　　　奈良膿奈良市大安寺1丁目119-6-205　　TELO742-6尋-5675 

自動再登録番号 又は寧煽番号 俐I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l �=驂x�������*���c��ダンプ 佗笘6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6セ脂 

2 �=驂x����(��*#����ダンプ 忠-b�6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺l丁目19置6-205 

.3 �=驂x���3���*��Cr�ダ;ノブ 宙ｩB�6�4ｨ5�92�奈良聴衆良市大安寺I丁目19一升20あ 

4 �=驂x���3���*���(ﾗ��ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良塊奈良市大安寺1丁目l㌻6-205 

5 亂ﾙ|x����+S3���*h��9ﾓ��ダンプ 宙ｩB�6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

6 ��榎x����+Yxｳ���*���3��j��ダンプ 忠]�6�4ｨ5�98�R�奈良県奈良市大安寺1丁轡19-烏・・205 

了 �=驂x���3���*���ﾋｸ+SB�ダンプ �:ﾘ*ｲ�6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺l丁昏19-6-205 

No.6大同建設工業㈱　　　　　三重県伊鶴市上野丸之内117　　　　　‘IELO595∵2l-0856 
.自動車登録番号 又は蒔師番号 剋桝ﾌの 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用哲の往所 

l 倅�H���S3���,ﾈ��b��5�987b�大同建設工繋㈱ 倅�8ﾊx嫌¥ylｨ�9nﾈｭｹEi4��ﾔビ�

2 倅�����3���+ｳ�����5�987b�大同建設工業㈱ 倅�Hﾊx堅棹�8�9nﾈｭｹEi>���r�

3 倅�H�������,ﾘ��.xｵCx42��5�987b�大同建設工繋㈱ 倅�Hﾊx堅棹�8�9nﾈｭｹEh�#�r�

4 ���-�����簸��ま　き5雷6 �5�987b�大同建設工業的! 倅�Hﾊx堅棹�8�9nﾈｭｹEh諠�{��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する啓瞬
(岸和田・大連区一滋蟹県大津市)

No.7(探)コスモテック　　　　　　奈良県大和郡山市筒井町H47-1　　　TELO743-57-8858 

自動車登録怒号 又は培頼経号 冕��ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 �=驂x���S���+8�悦ｳ"�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山巾筒井町1147-1 

2 �=驂x�������.x��兊�ダンプ 忠%B�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井叩●1147-具 

奪 几�+x���33���*h��xｹLr�ダンプ 宙ﾈ�85(5�8(6X6(4��詩壇県大和郡山市筒井町1宣仲-1 

4 �=驂x���3���*���ﾄ3R�ダンプ ���8ﾒ�4x5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町11柑-1 

5 �=驂x���3���*���Si{��ダンプ 宙ｩ��5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井即し147-1 

6 �=驂x�宛�3���+x���#"�ダンプ 虫搜�5(5�8(6X6(4��蒸堆県大和郡山市筒井叩1妬-1 

7 ��ﾉ=驂x���3���+s�����ダンプ ���珊��8�6ﾈ8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

8 �=驂x�������-ﾘ��･ﾓ����ダンプ 宙ｩB�4x5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-l 

g. 倅�,H�������,���3����ダンプ 宙xｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

10 �=驂x�������,ﾘ��ピィ�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-宣 

= �=驂x���3�+ｸ��CH9��b�ダンプ 虫X��5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町裏地7-王 

12 帝=驂x���3(��*ｸ��ﾋｳCB�ダンプ 忠v著8ﾘ5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町11寸7-1 

13 倅�H�������,ﾈ��S����ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1賞47二1 

14 刎�慂�(���3���+8��ﾍﾓ����ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町114了-工 

15 倅�x���3���+���c����ダンプ 忠hR�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町I工47-工 

書6 刎�慂�(���3���+8����ﾃ���ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1工47-l 

N○○8(株)近畿琵熊　　　　　　　京都府亀岡高下免田町四丁目20番5号　　TEしO771-セ9弓馬30 

自動車登録語や 又は輔番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�煙硝哲の氏名又は名称 俥ﾘ�(,ﾈ���

l �8ﾉ78��4s3���*h��ッ�ダンプ 宙ｩB仗�H蝌ｼb�京都府亀岡前下矢田町田丁目20番5号 

2 仍�78���3���*���,��ダンプ 忠%B冰hﾆ�ﾘﾝ��掠都府亀岡帯下矢田町田丁目約番5号 

3 仍�78��8c����*偵�涛��ダンプ 虫搜仗��8ﾇ仂b�京都府亀岡市下衆同町四丁目20謎5号 

4 仍�78����ﾔ�����*��涛"�ダンプ ���%B仗�X蝌ｼb�京都府亀岡高下矢田呼出丁目20謡う号 

5 仍�78���3���*(��KS�2�ダンプ 宙ｩ�仗�X蝌ｼb�槙都府亀岡帯下矢田町田丁目20番5号 

6 仍�78���3���*��涛B�ダンプ 宙ｩB仗��蝌ｼb�京都府亀岡軒下矢田町四丁目20詩5号 

7 仍�78�����3���*��涛��ダンプ 忠%B仗�ﾈ蝌ｼb�京都府亀岡高下矢田吋四丁目20番5号 

8 �i78�����+3���-���ﾔ�4途�ダンプ 忠8�ｽ��ﾘ蝙,B�京都府亀岡市下矢田町田丁目20番5号 

9 仍�78���3���*���sss��ダンプ 佗笙ui��蝌ﾄb�京都肘亀岡市下矢田町田丁目20輯5骨 

10 几�78���3�*�������トラクタ 忠iR仗�X蝎~｢�京都府亀岡市下矢田町田丁目20誇5号 

11 �,�78�������*h������ 宙ｶIuiz8ⅸｼb�京都府亀岡市下乗田町四丁目20密5号 

肘0.9(有)西秀　　　　　　　　大阪府松原両河合4丁目 劔38l1　　　　　　　TBし　O72-3亀4「2236 

自動車登録諦号 又は苺隔番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾉD8��

l 刎��(���3(��*ﾘ�����ダンプ ���tﾂ�;咽r�大阪府松原市河合4丁目撚ト1 

2 刎��(����8��*h��39$B�ダンプ ���tﾂ��ﾈ��大阪府松原市 俘x/�)ｩm｣3��ﾓ��

3 刎��(����8��*H���cモ�ダンプ 忠tﾂ��ﾈ��大阪府松原辞 俘sI)ｩm｣3�ﾖﾂ�

No.]0㈱i)大誘　　　　　　　　大阪府富田林市大字」闘 劔叛将59互ゼ∴∴∴’T巴しO721-33-57了5 

自動彊欝録番号 又は単純怒号 ����ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 刎��(����ﾔ�3�,C����ダンプ 宙ｩB��Y��大椴府富田輔市大辛辣板持594-2 

2 刎��(���3���+��吋���ダンプ 宙�2��X��大阪府営闘祢市大手荒板持さ的-雷 

3 刎��(���vS���,���3���ダンプ 宙ｩB��Xｽ��大阪府富田林市大手痛板持59㍉芝 

4 刎��(����'S3���,(��3���ダンプ 宙ｩ���YuR�大阪府富田林市大字菓板持594「芝 

5 刎��"����3���,ｨ��S���ダンプ 宙ｩ���Y��大阪府宮田都市大字痛板持594-蜜 

6 刎��(���3���,H��3���ダンプ 忠iR��Xｮ��大阪府宮田種市大手東板持59㌦2 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する替類
(岸和田・大正区一級賀県大藩市)

No.11㈲怒田建材　　　　　　京都府京都市伏見区久 劔我石原町で番地禍　T巴しO了5-釣上1側2 

自動車琵録怒号 又は車輌番号 ���>8,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

‾I 侏IN�����駟4���*���G#cr�ダンプ’ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京親脚京都市伏見区久我石風I叩番地29 

2 仍�78���3���*���*ｳ渥b�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都肘京都市伏見区久我石原町3番地的 

3 仍�78���凅ｳ���*���ｾﾃc��ダンプ 忠.貯Y�68ﾉｨﾝ��京雑帰京那覇妹兄区久我石脚的番地妙 

4 儘�78����ｨ��*���4几弍��ダンプ 忠tﾂ仆I68ｫHﾝ��京都府京都帯状見医久我布原同調酎雌9 

菖 �8ﾉ78���3���*���'�vﾂ�ダンプ 忠tﾂ兀�68�ﾝ��高郷府南部市択見直久我石原餌場番地籾 

6 仍�78���3���*���ｾﾃs"�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都胸痛都市伏見区久我石原町轡茜地劉 

7 仍�78���3���*���郢{�2�ダンプ 忠tﾂ兀�68掠�｢�瑞都府茄都市伏見爆久我石原町3酎雌9 

8 仍�78���3���*(��ｾﾃyD2�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��掠都府県都市伏見区久我石原町3蒔地29 

9 仍�78����?�ｭIz���*�霎ﾃsR�ダンプ �*ﾙtﾂ刎ｸﾗﾘﾉｨﾝ��療都府環都市伏見区久離高風町3番地29 

10 俘)78��ﾓ3���*�����sb�ダンプ ���tﾂ��68ﾇﾘﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3甜1蛇9 

H 仍�78�������*����sr�ダンプ 忠tﾂ冦I68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地翻 

12 仍�78���c3���*���.�+3s��ダンプ ���姥｢兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

工3 仍�78���3���*���]�湯�ダンプ ����ﾒ僵y68ﾉｨﾝ��京都周東都市伏見区久我石原町皐番地29 

14 仍�78���3���*���/#���ダンプ 忠tﾂ處ﾈﾙ�ﾉｨﾝ��京都府京都掃妹鬼区久我石原町3番地28 

舶 仍�78�������*���gﾃ���ダンプ 亢�凛�ﾘﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3抵触2身 

16 �.ﾘｧ8���ﾃ3���*(��*ｳャ"�ダンプ 忠tﾂ兢)68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見医久我石原帰陣番地細 

重7 仍�78���3���*���z3�2�ダンプ 宙屍兀�68ﾉｨﾝ��京都府煎都市伏見区久我石原町3番地紳 

1承 仍�78���3���*���ｧ94��ダンプ 忠tﾂ���'佶ｨﾝ��寮都府京都市伏見区久我石原町8番地紗 

19 處978���3���v8��S茜��ダンプ 忠tﾈ苹��ｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地豹 

20 俎)78���3���*���eｳ�/hﾄB�ダンプ 忠tr�)968ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番Jl虹容 

21 佝)78���3���*���ｯ�ャr�ダンプ 忠/貯��68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地2郭 

詑 仍�78����ﾔャ���*(��.嶋ｭ｢�ダンプ 忠tﾂ��68ﾉｨﾝ��菰都府琉都蒔伏見区久我石原町8番地測 

23 仍�78���3���*���ｩ�4��ダンプ 忠tﾂ�;�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

2ま 仍�78���3���*���Y���ダンプ 忠tﾂ�-�68ﾉｨﾝ��京都府涼都市伏見区久我石原町3番地29 

2毒 仍�78���3���*���.x���ダンプ 忠tﾂ丶968ﾉｨﾝ��恵都脂京都市伏見区久我石原町3番地29・ 

N○○12(有)沢井建設　　　　　　京都府亀岡市柵原拭町的威風北垣′軸5番地「EしO7了1-ゼ吏7683 

自動車琵繚番号 又は革騙番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

事 凛�78���Lﾘ�飲��4��ダンプ 忠tﾂ��(鯖�丿ｲ�佝)79WｸｵH圷�8憙ﾋI}�*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ･�>�KYMI&粐�

2 ��i78���3�*ﾘ��#�ｯ��ダンプ 忠�ﾂ��井述綬 仍�79WｸｵH圷�8憖XXｸ�*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ･�>��YMI&��

3 俘)78���3�*(��3���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾅﾘｹr��8ﾉ79WｸｵH圷�8憙ﾋI}�*ﾈ憙ﾋHﾅｩfｹ%ｨ�(輩MI&��

4 仍�78���3���*ﾘ��+3���ダンプ 忠tﾂ��(鯖:h薐�仍�79WｸｵH圷�8憙ﾋID�*ﾈ憙ﾋI�ｸ�hｯ僞ｹ4��i&��

葛 仍�78���ｩz���*���.s���“ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�豫)79WｸｵH圷�8憖8�}�*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ･�>��X�9_��

6 仍餠ｨ���3�*H��s���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�亢ｹ79WｸｵH圷�8憙ﾋHﾖY*ﾈ憙ﾋI�ｹN�%ｨ�)F餉I&��

了 仍�78���dﾃ���*ﾘ������ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�仍�79WｸｵH圷�8憖��}�*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ･�>��Y�i&��

禽 仍�78���3���*�������ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ���y79G扱H圷�8憙ﾋH�*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ･�｣�*ｹMI&��

9 仍�78��ﾔ��8��*#�����ダンプ“ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�仍�79WｸｵH圷�8憙ﾋI}�*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ･�>��ｧ欝)&��

10 仍�78��8c�H��*h���'��ダンプ 忠tﾂ��井建撥 仍�79WｸｵI:�9oｸﾋI}�*ﾈ憙ﾋI�ｹfｸ冓>�YH����

11 仍�78���3���/��ツ���ダンプ 忠(ｒ�井建轍 仍�79WｸｵH圷�8憙ﾋH�ﾌH憙ﾋI�ｹfｸ･�>�KYwy&��

12 仍�78�ΛH霈���*h�挨CR�ダンプ 忠(ｒ�井建輝 仍�79WｸｵH圷�8憙ﾋHｺ�ﾘﾋI�ｹfｸ･�>��YMI&��

13 凛�78�c�3(��*(��涛��ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ���79WｸｵH圸9�憙ﾋID�*ﾈ憙ﾋI�)fｹ%ｨ�)�Y4冢r�

曝露-



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(岸和軸木亜区一滋賀県大津市)

NO,14　㈱森組建設工業京都府包同市篠町篠杢殿林工1輸4　　　　　　　　TEしO77l-24-8858 

自動車螢鯨菰号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l �8ﾉ78�s����*���#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ雨ﾒ�撤都府亀岡奇勝町解重職林11-4 

2 仍�78�������*���s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ握"�痛都府亀岡市繚印綬埜殿租11 

3 仍�78��������*��##��ダンプ �ｩ���x露>ｨﾔ�'｢�京都府亀岡市続開「筏埜殿林11-4 

4 仍�78�������*�����#���ダンプ 宙xｹ���xﾉｩ6�ﾔ�'｢�京都府亀岡南緯町鶴埜股旅11-4 

尋 仍�78�������*凅ｳスｫ2�ダンプ �ｩ���xﾉｩnHﾔ杏��旅都府亀岡市繚町幾重駿琳u-4 

6 �.�78�������*鼎�4��ダンプ 册����xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市髄町線杢殿様11可 

7 仍�78����*ｸ��.��9xｲ�ダンプ 宙xｩ���xﾊ雍ｨﾔ痔r�療都府亀同市篠町横杢殿林1l-4 

8 仍�78�������*佻3sR�ダンプ 仭Hﾊｩ�xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市筏町櫻杢殿林lト4 

9 仍�78��ﾈ*ｸ��Y�湯�ダンプ 僮Xﾝｨｴ倅yz8ﾔ頴"�京都府亀同市能町鯨杢殿林11-4 

10 仍�78����ﾔ�����*���c����ダンプ �ﾈﾍI�xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市繚町熊杢殿林1工-4 

u 仍�78���ﾔ������+s�cR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ雨ﾒ�京都府亀岡前衛叩篠杢搬称Il-4 

12 仍�78����*ｸ��ｦc�4��ダンプ 册����xﾉｩ�ﾘﾔ志��京都府亀同市繚町繚杢殿林工1-4 

13 仍�78�������*田csr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ榎��京都府亀岡帯織町犠杢殿林章ll 

14 僥ｨ喆�������*���4几途�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ案b�京都府亀岡市繚町綜杢殿林11葛4 

15 ��y78�������*都�ﾍﾓ��ダンプ. ��oY/y�ｨﾉｩ�ﾘﾔ案b�京都脂亀岡市緩町繚杢殿林11-4 

16 ��ﾈ��ｹ�78�������*都�閲��ダンプ �ｩ���xﾉｨ�8ﾔ杏��京都府亀岡市繚郎“磯埜駿称1工-4 

17 仍�78�������*都Csb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�京都府亀岡市繚町嬢杢殿林1l-4 

18 仍�78�������*���sSCr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ溢B�京都府亀岡市篠町続杢殿拝11-4 

具合 迄ｹ�78�������*都cCR�ダンプ 宙xｩ���x��Lﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市積町筏杢殿林11可 

20 仍�78�������*���{涛����グンプ �ｩ���x艙Iﾘﾔ�'｢�京都府亀岡市健打線杢殿林11-4 

21 仍�78�������*塔�3r�ダンプ �ｨﾊｩ�yz8藕ﾔ鮎b�京都府亀岡前線町轢杢殿林1l-4 

22 �8ﾉ78�������*塔��"�ダンプ �ｩ���xﾉｩnHﾔ�,��京都府包同市熊町篠杢殿柿11-4 

23 仍�78�������*塔#モ�ダンプ �ｨｿy���y�ｴ(ﾔ鮎b�京都府亀同市錦町緒杢殿林11-4 

24 仍�78�������*����2�'"�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ案b�京都府亀岡前線町篠杢殿称11-4 

之5 仍�78�������*塔c#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�東都府亀岡市緩町鍍埜殿林1ト4 

26 仍�78�������*塔i4��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ溢B�京都府亀岡市篠町綿密搬榔l-4 

27 仍�78����z�����*塔c�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�京都府亀岡商館町穣杢駿林11-4 

28 仍�78�������*塔sビ�ダンプ �ｩ���xﾉｨﾖ儘鮎b�京都府亀岡市節印綬査殿琳1工-4 

29 仍�78��������*���ピモ�ダンプ 凉9���xﾉｨ鰭ﾔ杏��京都府亀岡市熊印綬杢敬称11可・ 

30 仍�78�������*塔��B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�蝋都府亀岡市篠町篠杢殿林1いさ 

31 ��i78�������*塔嶋���●ダンプ �ｩ���xﾅﾘ褸ﾔ榎��痛都府亀岡市鯨町撥蛮殿林11「 

32 仍�78�������*涛��B�ダンプ 仭y���x露>ｨﾔ運r�琉都府亀岡市繚町筏亜殿林11可 

33 �8ﾉ78�������*涛��R�ダンプ 册����xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡前節町鰭杢澱林11可 

34 仍�78�������*�����モ�ダンプ ���ﾉｩ�ﾘﾔ維��恵都府亀岡両統町繊杢殿林工l-4 

35 仍�78�������*涛�迭�ダンプ ���.����xﾉｨﾍ(4x�b�京都府亀岡市繚吋撥杢澱林裏工-4・ 

36 仍�78�������*涛#��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市腱町鶴杢殿林11可. 

37 仍�78�������*涛9���ダンプ �ｩ���xﾉｨ�(ﾔ碓｢�京都府亀岡挿繚町筏杢殿耕Il-4 

38 仍�78�������*穆8�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ5�ﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町縫杢搬林1l-亀 

39 仍�78��'S����*涛3s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ｨﾔ鮎b�京都府亀岡市熊剛“解毒殿樟Il-4 

40 仍�78�������*���鼎#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京蔀肺魚同市桜町緩速藤林11寸 

を1 傴9Dh�����#����*涛NG"�ダンプ �ｩ���xﾉｩ5�ﾔ雨ﾒ�京都府亀岡市鯨町篠杢殿林1l-4 

.42 豫)78�Xｮﾃ����*���4都R�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�掠都府亀岡市錐町鯨杢頗祢ま1-4 

43 �8ﾉ78�������*涛C�2�ダンプ 定xｩ���xﾉｨｴ(ﾔ鮎b�京都府亀岡市繚町繚杢殿林11-4 

44 仍�78�������*穆�ッ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�荒都府亀岡市繚印綬杢殿林11可 

45 豫)78�������*�����ビ�ダンプ �ｩ7ｹ�yz8藕ﾔ鮎b�京都府亀岡市繚町繚杢殿林11-互 

46 仍�78����������*�����C��ダンプ �ﾉ���xﾆX膵ﾔ案b�京都府亀岡両種町聴杢殿林11-4　・ 

47 仍�78�������*涛����ダンプ 仭I4����xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市簾町篠杢敬称l手下ま 



汚錬士嬢の運搬の刷こ供する自動軸こ関する裔狩
(岸和田・大正区一線賀県大津市)

時O.14　㈱森組建設工業京都脚色両市繚町繚杢殿林l十4　　　　　　　　　T巳し寄7了l-24十8858 

日動草登録番号 又は埴晒番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

48 凛�78���ﾉ4���*豫��ﾉ���ダンプ �ｩ���xﾉｨｦｸﾔ鮎b�京都府亀岡市穣町篠杢駿林1ト4 

49 几y78�������*�������2�ダンプ 儷�����xﾉｩ�ﾘﾔ杏��京都府亀同市篠町繚杢威淋lト4 

50 仍�78���｣������4�8ﾘr�ダンプ 册����xﾉｩL�ﾔ宛��京榔傭亀岡市鶴町解埜殿榔ト4 

呂ま 處�78�������*�4凅ｳb�ダンプ �ｩ���y?I5�ﾔ�'｢�京節婦亀岡市簾町磯杢殿雅車重寸 

52 �5�78�������*祷ｽs#��ダンプ 册����xﾉｩ�ﾘﾔ掩ﾒ�京都府鼠同市繚町筋杢殿祐11-4 

53 仍�78������x*���4僖��ダンプ �ｸ芍���xﾉｩL�ﾔ斡R�掠都府亀岡市鶴町穣重機株il書4 

N0.1岳　㈱ノ小蒲兜簗∴∴京都府船井郁恵丹波町離生絹生野2j4輸し2　　　　　TEしO7了1-説-2747 

自動草鞋銀番号 又は事柄蒔号 ���Ih,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 仍�78���3���*H��+�3s2�ダこ/プ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町輪生髄生野21缶・12 

2 仍�78����ﾔ�4���*h��,縱2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡環丹波町蒲生紡生野2重出2 

3 ��xｹ�78�����S���*��茜�2�ダンプ �-ioｸ��y霆ｸｼb�京掛傭船井部痛丹波町鞘堂蒲生野2〕ケ1ま 

4 仍�78��-ﾃ����*���#cb�ダンプ 仆�ﾘ��>ﾈｻｸﾇ��京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

5 仍�78�������*��2�ダンプ 仭I¥ｨ��>ﾈｻｹJﾒ�京翻荷船井部京丹波町蒲生蒲生野21互・12 

6 凛�����ﾃ�����*���x�ｷ��ダンプ �ｨ揵>ﾉ5I���京都府船井郡京丹波叩’蒲生蒲生野21亙12 

NO.t6　㈱彩峻工業　　兵庫県厄鯨市岡髄3丁目妃獲　　　　　　　　　　て思しO6尋9色07875 

自動車登録番号 又は寧輪番母 倬i�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ叮��

l ���ｸ���Xﾘ��*�����ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼噛市田能櫨丁椙4-22 

2 ���ｸ����ｵH��*H��"�ダンプ ��8ﾜｩ_Hﾔ����兵庫原宿峨市田繕轡丁目4-2魯 

寄 ���ｸ���e���*(��2�ダンプ �ｨﾜｨ敲ﾔ杏��兵庫県庭峨市田能3丁飼4葛舞え 

匂 ���ｸ������3(��*���艪�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ員��兵庫県尼崎市田能3丁覇4÷22 

5 ���ｸ���4���/���r�ダンプ �ｨﾜｨ､�ﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田龍3丁昂4-22 

6 帝��ｸ���38��*H��ﾌ��ダンプ �ｨﾜｩ_H8h6ｨ��兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

7 ���ｸ����H��/���{��ダンプ �ｨﾜｨ敲ﾔ���兵庫県尼崎市田能奪丁即」盟 

8 ���ｸ���e���*�����ダンプ �ｨﾜｨｭ慰鮎b�兵庫県尼崎市田能き丁目4セ雷 

9 ���ｸ���3�*ﾘ����ダンプ 册�ﾜｨｩｸﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4「往 

10 �(ｩ�ｨ�������/����ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�塞庫腺尼崎市田龍3丁目4÷22 

11 ���ｸ������*ｳ�ﾂ�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵唖県尼陶市田縫3丁鞠4セ蓋 

12 ���ｸ����3(��/��"�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫爆尼崎布陣旋3丁目4一塊 

13 ���ｸ���8ﾔり*ｸ�����ダンプ 凩鞍�_Hﾔ鮎b��兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

l・う ���ｸ���ｴ���*���KR�ダンプ 仞霹�ｭ慰鮎b�兵庫県尼的市田能3丁目4-銘 

15 ���ｸ����ｨ��*ｸ�欝｢�ダンプ �ｨﾆ�_Hﾔ杏��兵膵県尼瞞市田龍3丁凋4置22 

16 ���ｸ���3�*c�r�ダンプ 俑��ﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市町能3丁郎-22 

17 ���ｸ���8ﾔ���/����ダンプ 册�ﾜｨ�8ﾔ斡R�兵庫県尼崎市田能3丁目ケ22 

18 ���ｸ���vXﾔ���*����ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ痔r�兵庫県尼崎市田能3丁目4●2乞 

ま9 ���ｸ���3(��*���#��ダンプ �ｨﾜｨｭ慰杏��兵庫県尼騎市田能3丁目4-22 

轡0 ���ｸ���3(��*(��Ec��ダンプ ���xﾈﾜｩd儘�'｢�東胡尼崎市田能3丁畠4平ら 

21 ���ｸ�S��8��+������ダンプ �ｨﾜｩzｨﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目手枕 

22 ���ｸ����(��/�#����ダンプ �ｨﾜｨ�8ﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目十2豊 

2急 ���ｸ���3���*H��33�2�ダンプ 仞霹�d儘鮎b�兵庫県尼崎市郎薙3丁郎ゼ2 



草間一覧表(岸和田・大正区)

汚染土壌の運搬の用に供する自動軸こ関する替額
(岸和田・大正区一滋賀県大津市)

NO.17(有)股旅建材興業大阪府枚方市招平野町6十8　　　　　　　　　　　T脅しO72-857-78了0 

自動車登録番号 又は串輔番号 偬I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Xﾞ8���3���*����ダンプ 忠tﾂ�8�xﾉｨﾝ霆ｸｼh�R�大阪附枚方市招平野町6輸18 

2 ��Xﾞ8���8���*���S��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方前沼平野町6-18 

3 ��Xﾞ8���3(��*h��#���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市紹平野町6-18 

4 ��Xﾞ8���3���*(��3���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方苗網平野町6-18 

雷 ��Xﾞ8���3���*���3��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

6 ��Xﾞ8����ﾔ�3���*��33R�ダンプ ���tﾂ呟8�ﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町61塁 

7 ��Xﾞ8���3���/���3��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-工8 

8 ��Xﾞ8���3�*ﾘ��s��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ�5Io"�大阪府枚方市紹平野町6-18 

9“ ��Xﾞ8���3���/��ン��ダンプ 忠tﾂ儉)8ﾈﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市紹平野町柵18　“ 

10 ��Xﾞ8��馗3���/���C��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ�5Io"�大阪府枚方市招平野町6-工8 

11 ��Xﾞ8���8覃��*ｳ����ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸﾇ��大阪府枚方市招平野町6-18 

12 ��Xﾞ8���3�*ｸ�����ダンプ 忠tﾂ�*頡�ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

13 ��Xﾞ8���38��*���#��ダンプ 忠tﾂ俑ｨ�ﾉｨﾝ霆ｸﾇ��大阪府枚方市璃平野町6-18 

事4 ��Xﾞ8���3(��+���3��ダンプ 忠tﾂ俑ｩj�ﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

15 ��Xﾞ8���3�*ﾘ��c��ダンプ 忠tﾂ�8�ｸﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町細事8 

N0.18(株)ケイアイ　　大阪府四條畷布陣原台1丁目事310　　　　　　　　TEしO了43-78-87了8 

自動再登録番号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��Xﾞ8���3���/����ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四隙畷市田原台裏丁即3-10 

2 ��Xﾞ8���3���*���CB�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四股畷市田原台]丁目13-宣0 

青 ��Xﾞ8����X��*ﾔ����ダンプ 忠%H�(5�484�42�大阪府四燐酸宙・ ��俘vﾉ)ｩm｣�3���

4 ��Xﾞ8�����*ｸ��##"�ダンプ ���v著5�484�42�大阪府四隙畷市 侏I�Fﾉ)ｩm｣�2ﾓ���

5 ��Xﾞ8����8��*ﾘ��vS32�ダンプ ������ﾈ賴�5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目宣310 

6 ��Xﾞ8���3���*ﾘ��CCB�ダンプ ���ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目1容-10 

了 ��Xﾞ8����ﾍﾘ��*(���R�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪腑四條畷市田原台工丁目13-10 

8 ��Xﾞ8���38��*H��ccb�ダンプ 忠H��5�484�42�大阪府四條畷市田原台工丁照13-10 

9 ��Xﾞ8�������*(��ssr�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪肘四條畷高閲原台l丁目13-10 

10 ��Xﾞ8����x��*ｸ��ャ��ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁即3-10 

N0.19(有)松浦建材　　大阪府枚方両津同時町ユ丁目27-22　　　　　　　TEしO72-859-2822 

自動車登鯨番号 又は軍師番号 俐I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��Xﾞ8�������*��C���ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方布津脂西町1丁同27-22 

塞 ��Xﾞ8����+S����*���ﾔ��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨ��大阪府枚方両津Ⅲ田町1丁目27セ2 

3 ��Xﾞ8�������*�����ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田田町l"「目27-22 

4 ��Xﾞ8�������*���r�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田両町l丁目27-22 

5 ��Xﾞ8������h*���B�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西陣1丁目27ト22 

6 ��Xﾞ8�������*�CR�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方布津田圃町1丁目27-22 



汚染土域の運搬の刷二供する自動車に関する欝類
(岸和田・火刑妥一瞬賀県大津市) _

No20㈱カネスギ運輸　　　　　大阪府岸和田布地鹿浜町111　　　　TEしO72葛437-85①7 

自動車登録番号 又は軍制番号 �%9�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の此名文は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 刎��(���ｭh��*田�8�S��ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪楯序和田市地蔵浜町11-l 

臆2 刎��(���4���*塔y>r�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大嫁府岸和田市地蔵浜即日 

3 刎��(�������*ｳ�*霍ﾒ�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵繰町111 

4 刎��(�������*塔��"�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾙ4ｸｬｲ�大阪府岸和田市地蔵浜町う十l 

5 刎��(�������*�4�4��ダンプ ��ﾉ4�4ｨ6ﾈ5�4ﾘ戊ｾ��大阪府岸和国帝地蔵潟町H-1 

6 刎��(�������*祷9�ﾄC��ダンプ ��(ｼ�6ﾈ5�4ﾙ�ｹt��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

? 刎��(���3���*h��c�b�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和郎市地蔵線町1l1 

8 刎��(�������*ｸ��=ﾘ��ダンプ 亶)|ﾘ6ﾈ5�4ﾙO�t��大阪府辟和田市地蔵浜町11-1 

9 刎��(���ｯ����*辰�32�ダンプ 亶)|ﾘ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町lト1 

10 刎��(����*C3���*�������ダンプ 仭I|ﾘ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地織湊町エコ1 

1l 刎��(������*涛)4��ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町11輸1 

12 刎��(�������*ｳ�32�ダンプ 定ｷ)|ﾘ6ﾈ5謁騁��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

13、 刎��(����4����*ｸ��冩R�ダンプ 亶)|ﾘ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜的11-1 

14 刎�ｵ�����*I-ｸ��+����4���ダンプ 儖Y��4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田薄地蔵湊町lトl 

1毎 刎��(����ﾔ�����*ｸ��ｭ釘�ダンプ 亶)|ﾘ6ﾈ5�4ﾘ暮t��R�大阪府岸和田市地蔵湊町1ユーl 

16 刎��(�����ﾃ����*ｸ��sxﾄB�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵渡町工手l 

17 刎��(����馗����*等,ッ�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府序和田市地蔵湊町11-1 

18 刎��(���4���*(ﾄC����ダンプ 亶)|ﾘ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町重l輸1 

19 刎�ﾆ(���8ｷﾘ��+���B�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵決町まトl 

2の 刎��(�������*ｸ��scb�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田布地厳探町lトl 

N0.21荒杉運送㈱　　　　　　大阪府岸稲田市大北町1-3　　　　　　T思しO72-439-尋301 

自動茸鐙録番号 剌d体の 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

又は輔番号 剏`状 

1 刎��(���3���*��fﾂ�.ダンプ �ﾉ����r茜B��大阪府岸和田市大北町l-3 

2 刎��(���3���*���"�.ダンプ∴ �ﾉ����r茜B��大阪府岸和田市大北相手3 

3 刎��(��ﾔ頴���?����2�ダンプ 凭ｩ�丼Y�xx｢�大阪傭岸和田市大北叩-3 

4 刎��(��,�3���*H���,��ダンプ �:�����r�/"��大阪府岸和田市大北町工3 

再 刎��(���3���*���R�ダンプ �ﾉ����xxｨ���R�大阪府岸和田市大北町十3 

6 刎��(���3���*ｳ��b�ダンプ 僣ｹ�儖��xｨ"��大阪府岸和田市大嶋に町l」3 

7 刎��(���3���+���r�ダンプ 佶9����xx｢�大阪府岸和田市大北町1賀3 

8 刎��(���3�*#����ダンプ �ﾉ����r悦r��大阪府岸和田市大批町子3 

9 刎��(���6ﾂ�*C��B�ダンプ 佶9�亶I�r�/"��大阪府岸和田市大北町l-3 

10 刎��(���3(��*ｴ����ダンプ �ﾉ����r�/"��大阪府岸和田市大北町l-3 

NO22(株)田中駿灘工諜　大阪府八尾市南木の本帥‾師9　　　　　　　　丁巳し　O72十的-150壬 

N 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹iｩMHﾘb�曵Y�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

1 俥B��3���*ｸ��&���5�987b�(株)田申渡轢エl ��大阪府八尾市高木の本5丁目49 

2 俥H���3���*h��Cb��5�987b�(梯)間中竣灘工業 剔蜊纒{八尾南南木の本石丁目49 

3 俥H����ﾔ�3���*(��S"��5�987b�㈱醜聞申渡練工隷. 剔蜊纒{八尾市塙木の香5丁即9 

4 弌(��������*���S2��5�987b�(株)田中溶媒工業 剔蜊纒{八尾市高木の春5丁風49 

引　堺　131か　らう 劍5�987b�(株)田中淡漑工業 剔蜊纒{八尾市南本の本5丁骨49 

l61堺　1拙　い　301 劍5�987b�(株)田中淡繰工紫 剔蜊纒{八尾南面木の本5丁即9 

l7 剄艨@130　さ　318互 �5�987b�(採)田中緩溌工業 剔蜊纒{八尾市南本の春江「軌9 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(岸和田軍大正区一滋賀蠣大純市)

N°.23行建設(有〉　　　　　　　　大阪府堺市螺区甲斐酉3-1-16　　　　TE工.002-523-5625 

自動車登録番号 又は軍師番号 �%��ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 刎��(���5���*H��C�B�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ姥｢��大阪府堺市現区甲斐画筆-工事6 
“2 俥H����ﾔ�3���*��C��ダンプ. 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺陛甲斐酉3-l-ま6 

3 俥H���3���*��ｵC��ダンプ 俎8ﾉｨ�液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西31-16 

4 俥H����ﾔ�3���*#�C"�ダンプ 俎8ﾉｩN"液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-ト16 

5 刎��(����ﾔ��ﾅ(��/���r�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪 俥H�8ﾞHｾhﾖ)N9�ﾃ8��訷ﾔッ�

6 俥H�����3���*#�CR�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪 俥H�8ﾞHｾhﾖ)N9�ﾃ2ﾓ�ﾓ�b�

7 俥H���3���*��C2�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西31輸16 

8 俥H���3���*��Y2�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐画3-l-16’ 

9 刎��(��Z��X+s#�#��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西汁1-16 

10 刎��(��)｣��*ﾘ��+3cs��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐宙3-十16 

1l 俥H���3���*#�Cb�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-ト16 

12 刎��(�������*ｸ��N塔��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西31-16 

N°.24(株)ヨシオカ　　　　　　・奈良県桜井市上之宮448　　　　　　丁EしO74㌦42-150毒 

自動車登録番号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾈ�b�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 �=驂x����X��*���ﾔ�����ダンプ 册��8�5h4�4｢�奈良県桜井苗上之宮地8 

2 �=驂x����(��/���3����ダンプ 宙ﾉ著8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮現8 

3 �=驂x����(��*�#����ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮祝8 

4 �=驂x����ﾔ�3���*(�������ダンプ 宙ｿ著8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之富雄8 

5 �=驂x�������*��),��ダンプ 忠���8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮4倣 

6 �=驂x���3���*H��#3CR�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮4生8 

7 �=驂x���8-���*H��3CSb�ダンプ �ｨ8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

8 �=驂x���ｷﾓ���*��ﾃcr�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮4明 

9 �=驂x�����*�cs��ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

10 �=驂x����8��*ﾓ�����ダンプ 宙ﾄ｢�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

宣工 �=驂x��樋8��*���s����ダンプ 俐2�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

N°.25　中村建材(有)　　　　　大阪府貝塚市滞鎚1葛5　　　　　　　　TEしO72-43ト8212 

自動車載録番号 又は草軸番号 ����ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

l 刎��(�������,ﾘ��#�C��ダンプ �(i�ｩgﾈ�ﾉtﾈﾌ�檍ﾘR� ��Xﾞ9Xﾘ､ﾉ,ｹWｩ,3SH6sR�

2 刎��(���3���*ﾓ�#3R�ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍�����Xﾞ9Wｸ､ﾉ,ｸ�9Iｹ4偃飲��

3 刎��(�������,ﾓ�s��ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍�����Xﾞ9Wｸ､ﾉ,ｸ�8ｭ�:ﾈ�R�

4 刎��(���3���*(��ﾔ�#32�ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍�����Xﾞ9Wｸ､ﾉ,ｹWｩ,8�#�ﾓR�

5 刎��(��ﾓ���*ｳ�#3B�ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍�����Xﾞ9Wｸ､ﾉ,ｸﾜHﾆcSH6sR�

No.26(株)乾建材　　　　　京都府亀岡市東別院町倉谷南井郎番地　　TELO77l-27-2447 

自動車登録番号 又は輔局番号・ 倬i�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 仍�78�������*������ダンプ 宙ｩH�(ｪ8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市凍別院町倉谷高井田6詣拙 

2 仍�78�������*田33R�ダンプ 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��掠都府亀岡市東別院町倉谷高井田6番地 

3 仍�78�������*ﾘ��sssr�ダンプ 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��荒都腐亀岡市東別院町倉谷商井田6番地 

4 仍�78����ﾔ�����*塔3��ダンプ 宙ｩB亊伊ｨﾝ��京都府亀岡市寛別院町倉谷高井田6軽地 

葛 仍�78����ﾔ���*cャモ�ダンプ 宙ｩB凛8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市凍別院町倉谷高井田6番地 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する謡類

(岸和田大正区一滋賀県大約市)

N°.曇7(有)ネタサス　　　　　　　大阪肘掛晴耕区神石市之町12-8　　　　T重暮しO72-263-7386 

飼動車登録番号 又は車輌涛号 剋ﾔ体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

」臆 刎��(���ｿC���*���SYZ���5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi���韈9Ei*ﾉ��B�

2 刎��(�������*田33���5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ8ｮ�ﾞH�8ﾞHｾi���韈9Ei*ﾈ�ﾃ"ﾓ��

3 刎��(����xｸ��*箔�����5�987b�有限会社ネクサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi������i*ﾃ�"ﾓ��

4 刎��(�������*���{�#����5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ8�ﾞH�8ﾞHｾhﾝy����)*ﾃ�"ﾓ��

蜜 刎��(�������*���{��ｳB��5�987b�有限会社ネクサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾhﾝy�韈9Ei*ﾃ�(韮�

6 刎��(�������*���{悼�cr��5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi���韈9Ei*ﾈ�ﾃ(ｨｳ��

了 ��ロ嶽　1的　か　了8蝕 �5�987b�有限会社ネクサス ��Xﾞ9WｸﾞH�9[ｸｾhﾝy�韈9Ei*ﾃ�"ﾓ��

8 ��口泉　100　かさ381 �5�987b�有限会社ネクサヌ ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾋｸｾi���韈9Ei*ﾈﾔ�"ﾓ��

9 刎��(�������*����%6ﾂ��5�987b�、有限会社ネクサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi����.僞i*ﾃ�"ﾓ��

10 刎��(��4����*����Sc2��5�987b�細眼会社ネタサス ��Xﾞ9Wｸ刺�8ﾞHｾi���韈9Ei*ﾃ�xｲﾓ��

11 刎��(�������*���等4���5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi����9Ei*ﾈ�(椒��

12 刎��(�������*ｸ��Y����5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾖｸｾi���韈9Ei*ﾃ�)'S��

L3 刎��(�ﾃ�����*ｸ��s����5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞH�9���韈9Ei*ﾃ�"ﾓ��

.14 刎�~ｨ�������*ｸ��ンb��5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞH�9���韈9Ei*ﾈﾔ�"ﾓ��

15 刎��(��)｣����*ｸ��ン���5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi���韈9Ei*ﾃ�"ﾓ��

1偉 刎��(�������*ｸ��ン���5�987b�有限会社ネタサス ��Xﾞ9WｸﾞH�9[ｸｾi���韈9Ei*ﾃ�"ﾓ��

17 刎�~ｨ����ﾔ��ｸ�ｸ��*�#SC���5�987b�有限会社ネクサス ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾiN��韈9Ei*ﾃ�"ﾓ��

No.2台(株)畝本総菜　　　　　　　大阪府堺市美原陳麿職種十島　　　　　　TEしO7之-36十23的 

自動車登録祷音 叉は軍師番号 ����ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用拳の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 刎��(����h��*���ﾂ�ダンプ 宙ｩB��Igｸｸｸ��大阪府堺市美原区阿弥軍l-5 

包 俥H���3�*���2�ダンプ �ｩ�Igｹ��ｼb�大阪胸堺市美原区阿弥5l-言 

3 俥H���3(��*ｸ�コ�ダンプ 忠hR��Igｹ�ﾘ鑽�大阪府堺市柴原区阿弥きl-5 

互 俥H���3�*���r�ダンプ 宙ｩB��Igｸｸｹ�"�大阪府堺市柴原区阿弥5上呂 

呂 俥H�����33���*(����ダンプ 宙ｩB亅ﾙgｹ����大阪府堺市葵膿区阿弥5十重 

6 俥H����(��*ｳ��馭ﾂ�ダンプ 宙ｩB��ｩgｹdI�ｲ�大阪府堺市奨原区阿弥5ト呂 

了 俥F��������+���3332�ダンプ 宙ｩB��Igｸｸｹ+2�大阪府堺市柴原区阿弥毎工場5 

8 俥H�����*(��^9T｢�ダンプ ���ｩH�(�gｹIh鑽�大阪府堺市美原区阿弥5ユー毎 

9 俥H���3���*ｸ��y{几途�ダンプ 宙ﾘX.��Igｹ�ﾘﾇ��大阪府堺市葵原区阿弥唇l-呂 

工0 俥H�����8ﾔ���+���渥凛��ダンプ 宙ｷ)�Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥5l-5 
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添付醇績5
一覧表(船舶)

会社名 偖ｨ��連絡先 

N0.工 ��ﾉ�ｸ､8暮-h�檍���大分県津久見市港町2番18号 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"�

N0.2 傴ﾈ毎ｩH�檍���鶴岡県北九州市潜松区本町●十重烏-10 ���2ﾓsc�ﾓc#c"�

N0.3 ��8毎､8戊ｩH�檍���東商都港区源岸3丁目261　バーク芝離別鰭 ��c�2ﾓ3CX9�ﾓcSYz��

NO.4 偖ｨ��､8戊ｩH�檍���秘曲県板野郡松斑叩低木野隼人山開拓36-10 ��S�モﾓc湯ﾓcc#"�

N0.5 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘ､8補�手業県木夷津市中央3一重エア ��C3ふ#8�ci]��

NO.6 亶ｸ�(ﾖ���暮�xｩH�檍���　・●1● 東京都中央思円本圃-了輸11 ��2ﾓ3#x6sS3鳴�

NO.了 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14詣4号 ��8�hｨｸ�#��YEd�b�

NO∴.8 冑X､8戊ｩH�檍���東京都中央区臓廟-8-12軌ン妙エア綿階 ��2ﾓc#(�##3��

NO.9 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道患町7丁国7置2 ��bﾓcH馗�ﾓ#SS��

NO.事O ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���疎京都港煙台犠2-3七台鵠ガーデンシティビル 册�ﾘﾔ�S6ﾂﾓs3唐�

NO.工1 �� ��

NO.12 �� ��

NO.工3 �� ��

N0.14 �� ��

N○○重5 �� ��

N0.16 �� ��

N0.17 �� ��

N0.18 �� ��

N0.19 �� ��

NO.20 �� ��

N0.21 �� ��

N○○22 �� ��

N0.23 �� ��

N○○24 �� ��

NO.2寓 �� ��

NO,-26 �� ��

NO.27 �� ��

N0.28 �� ��

NO.29 �� ��

N0.30 �� ��

N○○3工 �� ��

N0.32 �� ��

N0.33 �� ��

N0.34 �� ��

N0.35 �� ��

N0.さ6 �� ��

N0.37 �� ��

次頁以降の船舶は『ハッチカバー』により飛散笛を防止する。



添付雷額5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する萬瀬

1酉瀧海運株式会社　大分県津久見市港町2醇18号　　　　　　　　　　　　TB」的72-82一掌る0馨 

船名 ��IIYMHﾘf俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ���兀8�(�(,ﾈ���飛散等を防止す利鞘遭 

霊 ��H�ﾙMXｭｲ�136814l-　　西翻海難㈱ 剔蝠ｪ県絆久兄苗能町2-18 几H�(-ﾖﾈ6�4ｸ,處ｨ.處靼I�ｹz2�剿鋳�

2 ��h��ｷ(ｭｲ�140護1 ��ﾉEｩ-ｩO�估�2�大分県津久見市港町2-18 俥ﾙo��YJｩ(i?�ｸ�.�$忠H�,｣�zI694��

3 �8ﾈﾌ隴ｲ�ふ36550 ��ﾉ�)���x｢�大分螺津久見市澄町2-18 偬��H*��ﾈ.疫�?�.h.冑�ﾘH��,ｨ���;x股�

4 ��c3��ｶxｭｲ�船3078 ��ﾉ�ｸ､8暮4�*B�大分県津久見帝能町卦18 儷ｨ肢8�8ｨ�X685��二審自衛鯛欄郎拘朗襲) 

欝 竸ｹxｳy�Xｵ亊ｲ�132326 僭y'丶8戊x｢�大分県津久見市港町オ1蜜 �+ﾉTｨ-ﾘ�X抦985R�.蒙る藷的‡調 僮剛㈹捜) 

6 �,C�5i��ｲ�し355容8 �=��8��戊x｢�大分県津久見辞港町2-18 ��>(-ﾒﾒﾈ棈ﾘ"�よる紘叩く請劉祁勘I鄭 

7 从s��ﾘ(ﾛｸｭｲ�1356馬8 ��ﾉYH､8戊x｢�大分県離久鬼面捲町を1轡 冑8ｴ�4仗�<��糎潜潤く慣逸聞l師i敬) 

8 ��cc円ﾉo(ｭｲ�134182 �=��ｸ繁O�x｢�大分県粗久兄市港町2-1櫨 ��R駘x-ﾘ����ﾈ+r�ふみ瑚捌く ��ｨ��訷�,iH餃���

9 ����ｭｲ�1持868 �=��8�O�x｢�大分県津久見市港町2-しき 仂葵H.ｨ�ﾄ�62�二心ろ削 俘ﾉ,x��,h圸4��

10 價�踪鋹|ﾘｭｲ�1貧弱73 乘ｩ�ｸ､8･ﾉIXxｲ�大分県津久見珊鞠町2-18 ��ﾉYH*､��W)X偃ﾘ畑･驟ﾒ����Eｶ亂��Nﾂ��

1l 價��I8�NIz8.｢�135168 �=�z8､8戊�9���大分膿津久見覇巻町紅18 儂ﾈ嶌-ﾒﾘ�ﾈ���依鞅x�9YI>ｨﾞﾘｴ�,b�劍葢�

12 亶ｸｩ亊ｲ�134之6心 竸9mH､9O�x｢�大分県酢久兄事港町オ18 仂�+x*ﾘ-ﾘ�h�ﾉei>ｩ'佩卯�,ﾙ+靼Hｿ��劔zｲ��

13 �<C��X�ｭｲ�13事5裏3 迄Ⅴ.�8戊x｢�大分県軸久見所港町2-18　　　　市鯨か・ガにJ:る醐輪湖lと 劔��ｲ��

2松兜株式会社　　　福間舶ヒ九州高著船医本町ト】5-10　　　　　　　　　博しO鍋-761-6262 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 ��用者の住所 �/ｩnI9�/�f育�+x.兔h�2�

l 傴ﾈ毎ｭｸ�b�13竜0轡1 傴ﾈ毎x｢�嘱岡県北九舛 ����鉙ｾigｸ�"ﾘ�｣Rﾓ���仰 �-顫ﾈ�+�-�/ｹ_ﾈ,ﾙX�4�&陋ﾘｼｒ�
●2 佇ｹ/xｭｲ�1調927 ��ﾘｨﾘx｢�福岡県北九州 倡8ｶﾈ鉑¥9gｹ*ﾆﾈ益|｢ﾓ���煤 �-ﾘ耳v(鰄ｸ�.��浦I���k����

急 ��cC��x毎ｭｲ�13吐1轡l 傴ﾈ毎x｢�編同県北九州市若松区本町手工5-10 凾ﾏ 儼�-ﾒｸ6駢ﾘ+��h��.)[x*ﾘｼｹuiz8�｢�

4 傴ﾈ��ｭｲ�1篭現39 傴ﾈ毎x｢�聴聞県北九州挿話松区本町1-1葛10 刮ﾍ瞭み高所にふむ曲別噺統鵬と胴囲) 

3血祭海運株式会社　煎京都港区海岸3丁閏26-1バーク芝詩編階　　　　　　職しO3-班54-的61 

l¥ ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 儖(藝i�/�f育�+x.�;ﾉ���

l ��h.x+��8ｼhｭｲ�135520 ��8�ﾘ､8暮4亦�煎京都鰭区湘偉3"28-1 �����-ﾘ.(6驃8+�.h.冕x茯*ﾘｭyw�:���

2 ���S��8毎ｭｲ�129899 ��8毎､8補宛b�東京都港区鴻岸3-26-1 ��鋹{H*ｨ�X4ｸ,�.h邵ﾘI���)uｩ4��

3 从y^9�8ﾙHｭｲ�1■3654呂 處H毎､8戊x｢�東武都港医海岸3-26-1 偬��*��ﾈ�Y)ﾈ+�.h.��ｨｹﾉH驥(圸&霍"��

4住若海運株式会社　徳島県板野郡松茂町維オ 劔�*ﾙnﾈ鬩Jｦ��9y9��3c������������D(+T�ほ4湯ﾓcc#"�

¥ ��Ikﾂ�舶舶詣号　使用者の氏名又は名称 劍諍w��(,ﾈ���儖(藝9�/�f��+x.仭�6��

1 ��c8���ｭｲ�1磐3912 �6ｹN�碓�x｢��;�8xﾊyL)nﾉnｸ鉑l�*ﾈﾟ冦慰H詹Jｨ�)YIEｳbﾓ���仂�/ｸ*�6ﾘ�忠?�唏.xﾚ餾I%�4ﾙ:�9����

2 ��c#��ｸｮﾘｭｲ�鳩4185 ��ｸｮﾘ､8戊x｢�儂Xﾘ(靖K(ﾟ��鉑E�*ﾈ･ｩj(ﾔH駟Jｩ{ﾈｷ(咬�3��兔��ﾈ-ﾘ,ﾈ.���こ上る観劇紬議団沌同報) 

3 ��c3�ｻ韶�ｭｲ�1幕5503 偖ｨ�8､8戊x｢�俤y8xﾌ�L)nﾈﾅ8.)��e�m慰H菇Jｨ�)4��靃h�S���僥94冰�.影b�まよる撫胴く請劇的と同封) 

4 ��c嬰ﾈ毎ｭｲ�135石上9 偖ｨｮ)�8x｢��$ﾙ-XﾊyY霎ﾉ��鉑l駛i.ｹm慰H駟Jｩ�9����8ｩ����仂井(-ﾘｴ､�5B�こよる細部〈肌清輝祖と内勤 

5 ��cS員ｨ��ｭｲ�1359蹄 偖ｨ��/yO�x｢�偃ﾙF靆xﾞ)nﾈｿ傴ﾉu����hﾟ冦粟ﾈ鬩Jｨv｢�開縞拙10 假xⅸ/�ｯ����こよる合冊綱鰭的建前勘 

6 凛經x���ｭｲ�187064 偖ｨ��､8戊x｢�凛I8yE韋渥闇8鉑l�:�ｩj)nﾈ詹�ﾈ�(����9�3����ｨ�8,X6�6IX倅ｨ*ﾓ�O968劦68ｦ2�

了 ��cS��ｹ�渥ｲ�1磐的了7 ��ｸｮﾘ､8戊x｢�亊俔hﾊxｵ�ﾉ�鉑u�Hﾟ冦溢ｸ詹Jｨ�)iｩ4乘����俟�ﾟ�D鞐ｨ+�,僵y�(ｭD亢兌x,iIX噬��

$ ��h*ｳ�)8ｭ渥ｲ�13了0包l ��群海邁㈱ ����9�¥(ｷ(蓚�94倅ym穎ﾈ鮖J｣��佩ﾙkrﾙ~ﾄ�俤x.��迄+�.h.倩hｭI4俯#9wﾙ�r�



汚染土擬の運搬の刷こ供する船舶に関する欝類

5有限会社高士鴻連　子菜県木境港市中央蜜-㌦17　　　　　　　　　　　’「馨しO438-23-6色54 

¥ ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 儖(藝9��倡�+x.竸9�"�

重 从sc8ﾔｸ毎ｭｲ�1345さ6 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千発現木更津市中央3-互-17　　　l 做ｨｺﾘ-ﾘ�-�*�,�.h.凛ﾙ_ﾂ�劔j嬰�｣B��

倉 ���渥ｲ�135170 忠tﾂ�(域ﾘｵ�補�千幾県木更津市中央3-4-17 �>俘ﾈ-ﾘ���ﾈ.��｣ｨ.yX��剏� �(�:��ｲ��

3 亶ｹ7舒ﾘｭｲ�133267 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3・寸-17　　　- 俥ﾙIX*(�ﾈ.�+x,�.h.�N迄ｺ2�.襍I69&�>��ﾂ��

4 僥鵆ｩ�ﾈｭｲ�1341了2 忠tﾂ俘(齎､8戊���b�千繋県木更津市中央3〇㌔17 儁ﾘ鈷-ﾘ�h�X.��,��ｸ.ｸｻ�$�*ﾙ4��(圓�劔班). 
i島 ���CX蓼��ｭｲ�134上的 忠tﾂ�<(齎､8補�千築県木更津市中央3-十〇7 �,ﾘ*ﾘｯ�.��ﾈ�,ﾈ+�.h.�;ﾈｺ2怨���?y�i'仞ﾂ��

6 ���9ﾓh��ｩR�135334 忠tﾂ�(域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-1了 仂悪X.ｨ�ﾈ.咽(+�.h.ｸ-�ｵ�*ﾙ+)��ﾉT8,ﾈ坑��

7 �+�|ﾘ魔�134809 �ｹW域ﾙl���千轢県木更津市中央3-4置17 侘漠:��ﾈ�ﾈ685貭��/i:�y,ｩ��ﾈ,hｻ冑鋳�

ま 从x馗(毎�ｭｲ�13436ユ 忠tﾂ�.ｹ7傲9O��千欒県木更津市中央3-4-宣7 兀Hｼ�-ﾖﾈ�ﾈ�X686白��*ﾘﾝyl｢卯X��ﾙ��剏ﾄけ 

9 从s��ﾔｹ*ｸｭｲ�136390 ��ﾈ��穐姥域ﾘ､9{��千薬県木更津市中央3→417 仂�-ﾈ-ﾘ耳�X.胃(.h.俚ﾂ��(陽通的I �!劇) 

10 �霆ｸｭｲ�136392 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�干諜県木更津苗中央3-4-事7 �/ｸｭx-ﾘ���X��ﾈ蛤6ｨ.h.俾���(1訪も的 剿�) 

11 儻域ﾙY�ｲ�工3色448 �*ﾘｪ儉ｸ贓�ｲ�千欒県木賞辞市中央3-仁17 亂�4��ﾉ��,帝zｩ/ｲ��(聯瀧田 剌P)・ 

12 ��c9��ﾕxｭｲ�13やら即 ���tﾂ�.ｹ7丶9O��千築堺木更津市中央3-4"17 倡9�X-ﾘ��6ﾘ4Yi���<i[x*ﾙf(板�剔�) 

13 ��i�ﾘ綿鉙ｭｲ�13I822 忠W｢��ﾘ齎､8補�千梨県木更津市中央3平山7 ��俘)+"影�ﾘx,ﾉ|yn)4��

14 儼9]�(ｭｲ�135516 忠tﾂ亶�7丶9w��千菜県木更溶市中央3叫・十7 儂��X-ﾘ�X�ﾈ.⑨,�.h.��ﾙ+"�$僮y66ﾈ,i:ﾈｩ鋳�

15 ��c)�YY�ｲ�135117 忠tﾂ儻域ﾘ､9O��千築県木班淳市中央3-㍉17 仂��〇八ガによる蜜 冤(脆織田 剩稷 

重6 �.ﾓ8��uHｭｲ�1蜜1829 忠tﾂ�(域ﾘ､8補�千葉県木更津的中央3一汁17 價r� �(愉逮弔 剩�) 

17 �9oHｭｲ�134667 忠tﾂ亶ｸ齎査補�中藤県木更沖市中央3可-17 俛�ｸ-ﾔ�6ﾘ4X処+�.h.���x*ﾘ�2�劔¥"�製) 

18 ��i/ｹdﾈｼｨｭｲ�職4650 忠tﾂ�4ｨ齎､8補�千薬県木更津市中央3-4-1了 亶I�ﾈ馼��?ﾉ|ﾘ,��b�.刋I��*ﾘ･H鏈63�,i:�竰�

19 ��ixXｭｲ�135573 忠tﾂ亶ｸ齎､8補�千欒県木更津市中央3-4一持 ��9Jx*綿6�7h6��俘)+"��俯ｩ69�ｸ鈷ｼ��

20 �C畏�vﾘｭｲ�133639 �ｸｷｸ齎､8補�千葉県木痕津市中央3-4-1了 迄�8�(-ﾓ��4ｲ�囘�$�*ﾘｫh･H����,hｾ�4��

zl ��c慰ｹ;�ｲ�1鎚190’ 忠tﾂ亶ｸ齎､8補�干薬県木更津市中央3七〇17 �=iE�-ﾘ���h+��佛I)8�9}xﾈ�ﾄ8,i:�ｒ�

22 ��c#�+8+隴ｲ�13420了 忠tﾂ儻域ﾘﾋ桀��千楽県木更津市中央3-4輸17 兀ﾈﾗ�/�ﾙ?ﾉ|ﾒ�刔�:�KX暈�剋﨑ｨ 

23 从s3�+8+隴ｲ�宣34を58 忠tﾈ�(ｽx齎､8補�千葉県木更津市中央3-叶1了 凛X踪-ﾘ�ｸ6ﾘ6(6����,hﾗx謔�;�-��刹ﾋ選) 

24 从sヨ+8+隴ｲ�135319 忠tﾂ竸�齎､8補�千躾県木更津市中央8置‡ト17 倬2�1′り‡による論陣(勝治 劔同曲) 

25 �+�*(.�.H*B�1蜜5576 �ｸ�8贓i�補�千薬県木更津市中央3細4-17 僮R�み◆へブタによる湾 凵y臓樹 剴ｯ地) 

26 ��c����(ｭｲ�134545 忠tﾂ亶ｸ齎､8補��千欒県木更津市中央3可17 宙婪�(-ﾖﾈ6�4隱x蕀8�.�嵂��(ほ遮圏il 剴ｯ!勤 

27 ��c�云(ｭｲ�13443寄 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�手繰県木更津市中央3寸「7 侘几H*�7x8ｨﾝﾘ+�.h.偬ｸﾘH�凩hﾌ驃2�劔励勤 

28 ��cS��ﾈﾏXｭｲ�134366 忠tﾂ佛ｸ齎､8補�千葉県木更津市中央3十1了 俟xｯ�-ﾘ�ﾈ�ﾈ.疫ﾈ,�.h.�彧:�*ﾘｽ�?I:ﾂ�劔I劉) 

29 ��緜��ﾈﾏXｭｲ�1.40185 忠tﾂ�<(齎､9O��千葉県木更津市中央3-4-1了 ����j�ﾚ�,ﾙ;9�ｦﾈ,hｦiN"��

30 ��齏ｨｭｲ�135399 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千簸県木更津市中央3-4-17 �,仆H-ﾔ�6�686����(鵬遺剛と周浬) 

31 �+�+�.X*Hｭｲ�134401 忠tﾂ亶�7丶8補�千葉県木更津市中央3-4-1了 佇���-ﾖﾈ�ﾈ686���.hﾝｩ>yJxｭyl��剴A控) 

32 ��c��iYy�hｭｲ�134369 忠tﾂ亶ｸ�9�Iub�千葉県木更津市中央3-叶1了 ��8-ﾘ��ﾈ4�+x*ﾒ�竸ｹ4宙ﾗy¥���剿ｷ嬰) 

33 ��ﾈ�｣�依I�hｭｲ�13硬芝6 忠W｢俘(贓/x補�千薬県木更津市中央3-4-17 几Hｻ�-ﾗH�ﾈｬ9y���.冽y4�*ﾘ�)��69xi4刔r��

34 ��c�#ie��hｭｲ�1亀4428 忠tﾂ亶ｸ齎､8補�千繋県木更津市中央3-4-17 亰�4�-ﾘ���X4ｲ��.ｸﾞR�/ｸｯ�*�,i:�"�

35 椄s�#��ｨｭｲ�1糾43l 忠tﾉ4域ﾘ､8補�千繋県水軍淳市中央3細㌦17 �+ﾈﾗ�-ﾘ�ﾈ�ﾈ�X�b��.ｸﾘ9[x*ﾘｽ迂y69��:���

36 ��i)｣3��ﾉ�hｭｲ�13現鎚 �*ﾙtﾂ亶ｸ齎�9O��千薬県木更津轟中央3可-重了 侈ﾈ�(-ﾘ��5ﾉy��刋IШ$�*ﾙh�+陏ｨ扞��ﾂ��

37 ��c�SiYy�hｭｲ�140202 忠tﾂ儻域ﾘ､9O��千薬県木更紳市中央3-4-1了 ��み書′・ガによる錆1 劔-�｣�,hﾌ)�B��

38 ��c�c浦y�hｭｲ�141166 忠tﾂ�(域ﾙl��ｲ�千葉県木更津市中央3-4-1了 ��かかツ1じよる滝 劔�s���$ｸ�ﾂ�

39 凛��3i�ﾉ�hｭｲ�134432 忠W｢刋H齎､9O��千葉県木更軸市中央雷-4-17 ��9��6ﾈ��6馘ｲ��+�.h.�/ｲ���

40 ��c�*�*�,(*ｲ�.1曽9547 定*ﾙtﾂ�8贓�Iub�千繋県木更津市中央さ-4-17 侘�&h*��X�X.ﾒ�冕��ｯy4偖�&�ﾙ�r�

4l 从s3杏ﾈ��ｭｲ�I32255 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�予察県木更津市中央3-4-17 仂�6�-ﾔ�6�7h6��侏靼xub�.騙ｹ:��ｸｶi�駛ﾒ�

4包 ��cs��ﾈﾏXｭｲ�・141258 忠tﾂ�8齎､8補�千譲螺木更津市中央3-417 �+(菱-ﾒﾈ�X�X<���.h.���(椛捌alと璃押) 

43 ��c井�G(+R�128481 忠tﾂ亰(齎､9�ｲ�平楽県木更津市中央3-417 ��“け㌦八方による協聞く鵬劃同塵母国) 

44 ��c#�>ﾈﾛｸｭｲ�宣亀70了31　(有)寓士源運 剋闍ﾆ県木更部面中央3-4葛1了 ��1f(か八才暮」る稀的(鳩 劔と同期) 

45 ��c�8ﾉ��ｭｲ�13き810i　(有)啓士鴻遇 剞逍�ｧ木更津市中央3輸417 倅ﾘ鈷-ﾘ抦4雕ｨ+ﾘ.y��:����ｦ2�劔と同的 



添付書類露

汚染土蟻の運搬の用に陳する馳駆こ関する書類

腐常時港湾選送椿武金華∵般京都中央区酌拙 T弔I ∴ 03-32了十着青91

船舶裔号 使用者の氏名又は名称 供用者の性所
東京都中央時日春樹-7-11

7第一中央汽船模試会社煎京都中央区新宮2丁目1確吐号　　　　　　　　　で軋0帥3小6-亀435 

齢名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称一 凵f使用者の任所　● 劔飛散尊を防止する構造 

l 價ｨｭ渥ｳ｢�・1互1鋼粥 ��I�i?�(h匣ｴI�HｩH�檍���b��8ﾈｹ�79(h匣�9�h��))ｩ�IjsHﾘb�劍��(-ﾘ�ﾆﾈ8ｨ鰮��(茯*ﾙu�=HﾘH,i:�竰�

2 價ｨ毎ｭｲ�1互0188 椦ﾘ自(h匣ｴI�HｩH�檍����刋��’京都中央革新槙幻“目l填即席i’ 劍ﾈﾈｺh.(�X�X�X4ｶﾈ*ﾘ�X+X.ｸｨHﾘH,ﾘ･IJx,i:���

3 價ｩ;�ｸ����士朗819_ ��i�h自(h匣ｴI�Hﾇ��檍�������｢�京都中央区新宮2丁目14番4号 劔(易)|ﾒ曝�X4ｹN��.�5ｹH�*ﾙYHﾏx�(,hｼｹ4��

尋 度競��ｭｲ�青蜜5090 ��h自(h匣ｴI�Iu兀�檍��� �8ﾈｹ�79(h匣ｾi�i83))ｩm｣�IMCHﾘb�劔[y�-8�ﾈ�X�ﾈ�ｨ-�ｹ4���ｴ��h*��8圸4��

さ �#��i^(ｭｲ�し櫨優85l ��h�(h匣ﾟ��Ihh�檍������凛��手癖 ��ﾖH匣ｾi�b�●2丁電14番4号 刋�竧*��ﾈ�X6ﾘﾟ�Wh.xﾎ闇仗�+ｨｪ云����

6 俶�ｩ�囘�ｭｲ�140了6l 佶�ｩ(h匣ｴI�IhﾙY�檍�"��8ﾈｹ�79(h懆ｾi�b�剩ﾖ丁目工4辟4苦 　言.ヽ∴、 ��X･H*凉ﾘﾊH+�.h.从ｹ62�&i~i:�Ih鋳�

8荒海運株武全社　　東妓都中央区鳴瀬諦-1別府沌アイランドト囲むス舛アれイ材ワ・-芝’33階　でBし0魯高22十223l 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 ��h�域yw��(,ﾉ�X����儖(藝}�/�fる6h+x.兢�ﾒ�

1 ��c(+�*H+�*"�“140674, ��Xﾜﾉ(hｽ越ｸｩH�檍���射京都中央区締結1-8-1執り 定6�5�4x<�,饅2�直強み◆り11 ��ioY[x*ﾘ�9u�4緬�Vﾂ�ｼ��

2 亊田�-�ｲ�13生6?9 �ﾘﾘ9O�ｩH�檍���東京都中央薗輔筑-812酬・ンえ紅ア33鮮 刹ﾈ職九・I・タブ �.h.佩葵H*ﾙf))9�h,i:�4��

3 ����姥域ﾘｭｲ�・重32967 �8ﾈ､8戊*Iu9Y�檍���脚部中央区脂海上8-1別、リ ��X985�4�4x4�38･2�庫紬か{ヮによる鳴別語祖廟と腿〉 

4 凭ｨｭｲ�1332磐8 �8ﾈ､8戊ｩH��8怏?��琉舶囲書央区鴨池ト櫨1か粧ンス舛ア約階 僮卸仇や・′ツ 佩��xﾝyFxﾗy��h鋳�

5 ���y69¥hｭｲ�1勺0載録 �8ﾈ､8暮�YY�檍���兼高都中央区晴海1-812母トンス舛γ省3陪 剏ﾉ耽れツタ �.�/ｩYIH�,ｩ4�,hｾ霈��

6 ��&Xｭｲ�1勺0758 �8ﾈ､9O�ｩH�uﾘ�3｢�期榔中央区暗視-$-毒手外ン勿坤約幡 剌d職卒・′・〆 �.�9ｹ4忠���69|yYy�ｲ��

? 俔y;�ｲ�’1ヰ0824 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���班京都中央囲謡姉1-甘-1】拙 �8ｨ6x985�4�4y�yl愛ｲ�敵咽ろりヽプ 弍8ｴ井ｨ*ﾘｷ&ﾈｪ葦�'x�"�

8 几霍ﾓ��Y}亊ｲ�地場66 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���琉撹執中央区暗樹鴫12刷り妙エア33脂 剄寘ｂﾝ′・◆タ �.兔h､ｨ*ﾙ�I�i�9ﾕ鞍ﾂ��

9 傲ｸ毎ｭｲ�13458盲 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���宙京都中央区晒縄1-8-12ト �6x985�4�5(9C9xｹ&r�倒伸せーハブ個に耗筋鞘筋淑函1揃的 

10 ��h坙;�ｲ�’事364了8 ��Y8ﾈ､8戊ｩH�檍���克轍都中央区鳴海ト8-12! �6x98���+�39:2�和み●所によ擁脚(鞘蓋剛と同職) 

11 �69(xｭｲ�ね7028 �8ﾈ､8暮L��檍���東京都中央ぼ鳴海上汁12ト堀シカエア紬賂 剩駟砂一句才に耗I同部鯨油剛飼勘 

12 �?ｩ��ｭｲ�140303 凛隍8戊ｩH�檍���東京都中央区晴漑十8細12捕母材エア的鱒 剴ﾔ備中・・)尋に糠融細く喝鯛1J胴や) 

13 �?ｩ;�ｲ�1405了蜜 竸9TｩO����檍���東京都中央区幡海l・略記2 丶�99n�4x4�38､ｲ�曲直みUりすによ袖説く脱皮剛と陣地) 

事4i �-ﾘ+8*ｸｭｲ�141652 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���爛岬央産帽滞ト8一職 �8ｩ^ｨ5�4�4x4�38��印黄み・′・7妬き掩廉朗〈慣惣剛と周嬰) 

l!う ��c��i(ﾘｭｲ�141葛95 �8ﾉIhｿhｩH�ｾ��"�東姑柵中央毘鳴海l「812トリ幽エア糊階 剞S肌み・旬ナによる創部臓迅昭は館的 

16 ��yKHｭｲ�義明O30 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���抽粛都中央区晴海重-8-1帥 ���985��84�鑛���削られl勅書よる栴離I船部劇中〉 

17 ��x諟ｭｲ�141亀宴0 俎(､8戊ｩH�檍�����ﾂ�東高郷中央豚鳴海i二掴飢 傲�5h4ｨ,ﾘ4�8ﾅ�-b�謂約・・坊による荒岡(陽追剛と同郷 

18 ��y{(ｭｲ�141180 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���就京都中央区り醗1置8-1朴 傲�985�4�4x4�39$ﾒ�蹴功→Ⅴ握的浅間〈附細部と励鞄) 

19 冰刎�ｭｲ�1互0214 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���京粛都中央啓晴海l「8-1舞姫ン勃傷ア38聴 剳ｬ海み・′切による転捌く帖悌剛鞠も拗 

20 亅H曁ｭｲ�134860 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央幽博樹一8-1親し捗れげ8急騰 剪A碗み叩け、(こよる詞都議迅剛と前脚 

雷1 ��x�(ｭｲ�1馨を853 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東熟都中央区晴海1-8一脱剛トン妙義ア細腰 剴[亀み十′りす麓∫弱く据膳館説Iと餌悌) 

22 ��y_8ｭｸ����塔x排�俎)>ｨ暮w8�橦ｩU"�東京都中央閉暫海手8置凋 兢�5x5�4�9�ﾉZi:ｲ�故隠み,毎1鳴撞瑚棚髄幽1蛾的 

23　飛翔丸　13再448 劔L�､8戊ｩH�檍���煎京都巧さ央区晴海ト8一成ト 丶�985�4�4x4��8飛�脱帽みr青 �+�.h.��9:�靫�63�ｼ盈ｨﾅ竰�

24　高取丸　13さ的2 劍ｩXﾘ9O�ｩH�檍���確怠納中央区醐軌一8-12ト外ン押エア33陳劇的●′切 劍.hﾝyYB為xﾈ�&9�ﾈ譎4鋳�



添付高瀬5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する韓瀬

9　大道埠頭胱式会社　兵庫県尼崎市適意町了丁同了葛塞　　　　　　　　　　　　’臆し鵬葛64=置2房51 
“¥ ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 剩�U楽をI姐とする構造 

工 嶋,�*ｨ,hｭｲ�134790 ��Y;儻Y:ｨｩIY�檍�����ﾂ�兵庸県尼崎市道割田丁巨待て2 剋梼Bみ十八㌦lニよる合間(博通聞(l調的 

2 ����X毎ｭｲ�1紬I70 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県 亢Y?(ﾞ育9;佶ｹ*ﾉ{�)ｩm｣x�c2�好調か′ッ明こよる請説く概違岡!と風脚 
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添付書類6-2

舐韓"保管の用に供する施設に関する書類
(岸和田港)



積轡一保管の用に供する施設に関する書類
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