
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔 

平成　28年　子月之う日 

東京都知事　殿 

届出者讃繋諜擬音 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�78ﾖ�ｾh､8ｭﾘ自)ｩm｣yMCHﾘb�/‾「 J 
(地番表示)東京都港区海岸一丁目2幡9の一所 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 倬b�
ふっ素　　溶出畳超過　※詳細は別紙2のとおり 

汚染土壌の体積 ���Y7��ｳ｣�2ﾃ3コ繪-����������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B������������������h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐵H��X,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �5�7�4ｨ8ｸ4�8�4X6xｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 ��ｩH�檍��5x�ｸ��48�ｸ6X4�6ﾘ5�������t�W�?�毎蝌ｼhｩH�檍���

又は名称 �(ｩH�檍��6h48�X5h48�������(.�t9�ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｸ.��
②神奈川県川崎市Ii帽区扇町5-8、5-21他 

③神奈川県川崎市川崎区浅野町l-1④東京都大田区城南島3-3-3 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Hﾈ�*ﾘ+ｹ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3)D���Xﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3)D���Xﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3)D���Xﾈ���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��i¥ｨ鐵X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(保 管施設を用いる場合に限る。) ��

〈連絡先〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京 

鷲∴磐鹿島建設株式会社東京建築支店　　　　　　　　　　　●2雪3-2 

譜宝器溝糀筑　　　　　　　　　　　　　　桶馴蝦第/ 劍ﾘb�
電子メ‾ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境局環競技 劔YB�

珊一　一・職 

備考1この用紙の大きさは　日本工業規格A4とすること。　　　　　　　’-u叩’’′す’-、r-● 

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が著名することができる。



添付番類1_1

形質変更時要届出区域の所在地:東京都港区海岸一丁園20番9

35度15分58秒

汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

北 �(������ﾒ��2����H�����劔よl. 
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添付書類4・1

汚染土壌の運搬の方法

工.運搬フロー図

遊戯;ケミカルグラウト株式会祉 

廠京概海区施ノ門2-2-5 

他、協力会社 

櫛贅:ダンプトラック十シート掛け 

図4-1運搬フロー図



添付資料5-1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1.汚染土壌を運搬する車両の構造

車軸構造　図『代表写真』 1耽ダンプ車

図5-1汚染土壌を運搬する車両の構造(1航ダンプトラック)
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2.汚染土壌を運版する車両の一覧表

表5-1汚染土壌を運搬する車両の一躍表(ケミカルグラウト株式会社分)

1.ケミカルグラウト株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O3-5575-051 1

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

1 �������,ﾓS�sB�ダンプ �5�7�4ｨ8ｸ4�8�4X6xｩH�檍���東京都港区虎ノ門2-2-5 
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表5-2　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社サントラス分)

2.株式会社サントラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O47-377-731 1

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

1 做ｸ躡nﾃ���*都涛r�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

2 做ｸ躡nﾃ���*都涛b�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��i千葉県市川市大和田2-10-17 

3 做ｸ躡nﾃ���*都涛R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

4 做ｸ躡nﾃ���*几涛釘�ダンプ 丿俾陞��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

5 做ｸ躡nﾃ���*都涛2�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2「0-17 

6 做ｸ躡nﾃ���*都S���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-1017 

7 做ｸ躡nﾃ���*都S���ダンプ 冓X�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田210-17 

8 做ｸ躡nﾉ)｣��*都S�{��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

9 做ｸ躡nﾃ���*都S�b�ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

10 做ｸ躡nﾃ���*都S�R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

11 做ｸ躡nﾃ���*都#c2�ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

12 做ｸ躡nﾃ���*都#c"�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

13 做ｸ躡nﾃ���*都#c��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

14 做ｸ躡nﾃ���*田����ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

15 做ｸ躡nﾃ���*田����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

16 做ｸ躡nﾃ���*田����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-「7 

17 做ｸ躡nﾃ���*田Scb�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

18 做ｸ躡nﾃ���*田ScB�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

19 做ｸ躡nﾉ)｣��*田Sc2�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

20 做ｸ躡nﾃ���*田Sc��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

21 做ｸ躡nﾃ���*田Sc��ダンプ 冑X�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

22 做ｸ躡nﾃ���*田3Sb�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

23 做ｸ躡nﾃ���*田3SR�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

24 做ｸ躡nﾃ���*田3SB�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

25 做ｸ躡nﾃ���*田#�R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

26 做ｸ躡nﾃ���*田#�B�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10「7 

27 做ｸ躡nﾃ���*鉄C#��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10「7 

28 做ｸ躡nﾃ���*鉄3���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

29 做ｸ躡nﾃ���*鉄3���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2「0-17 

30 做ｸ躡nﾃ���*鉄3C��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

31 做ｸ躡nﾃ���*添Ec���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

32 做ｸ躡nﾃ���*鉄�Cb�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

33 做ｸ躡nﾃ���*鉄����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

34 做ｸ躡nﾃ���*鉄����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

35 做ｸ躡nﾃ���*鼎ャ��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

36 做ｸ躡nﾃ���*鼎ss��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10輸17 

37 做ｸ躡nﾃ���*鼎Sヲ�ダンプ 册�陞��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

38 做ｸ躡nﾃ���*鼎Sモ�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2「0-17 

39 做ｸ躡nﾃ���*鼎#���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

40 做ｸ躡nﾃ���*�3�#��ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

41 做ｸ躡nﾃ���*�3�3��ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

42 做ｸ躡nﾃ���*�3�#2�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10「7 

43 做ｸ躡nﾃ���*�3��r�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

44 做ｸ躡nﾃ���*�#涛��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

45 做ｸ躡nﾃ���*�#涛R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-1017 

46 做ｸ躡nﾃ���*�#塔b�ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

47 做ｸ躡nﾃ���*�#塔��ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��手業県市川市大和田2-10-17 

48 做ｸ躡nﾃ���*�#cc��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

49 做ｸ躡nﾃ���*�#cc��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

50 做ｸ躡nﾃ���*�#CC��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

51 做ｸ躡nﾃ���*�#����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

52 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#S���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

53 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#S���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 

54 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#Ss��ダンプ 凅x�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田2-10-17 
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表5-3　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社つばさ工建分)

3.株式会社つばさ工建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:048-964-231 1

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

1 朸�?ｨｨC���,ﾓ#�#��ダンプ 乘H�檍��,(,�+8ﾔ伊｢�埼玉県越谷市増森2-17十1 

2 偸I?ｩYC�3�+33Cb�ダンプ 乘H�檍��,(,�+8ﾔ伊｢�埼玉県越谷市増森2-171-「 

3 偸I?ｩYC�3�+3�����ダンプ 乘H�檍��,(,�+84xﾉ｢�埼玉県越谷市塙森2-171-1 

4 偸I?ｩYC���,ﾓン"�ダンプ 乘H�檍��,(,�+84xﾉ｢�埼玉県越谷市増森2-171-1 

5 偸I?ｩYC�3�+3##�"�ダンプ 乘H�檍��,(,�+8ﾔ伊｢�埼玉県越谷市増森2-171-1 

6 偸I?ｩYC�3�+���3b�ダンプ 冓X�檍��,(,�+8ﾔ伊｢�埼玉県越谷市域森2-171-1 

7 偸I?ｩYC���,ﾓ�3��ダンプ 乘H�檍��,(,�+8ﾔ伊｢�埼玉県越谷市増森2-17十1 

8 ��)?ｨｨC�3�+333�"�ダンプ 乘H�檍��,(,�+84xﾉ｢�埼玉県越谷市増森2-171-1 

9 偸I?ｩYC���,ﾓ���2�ダンプ 乘H�檍��,(,�+8ﾔ伊｢�埼玉県越谷市増森2「71-1 

「0 �ｩ$｣���,ﾓ3R�ダンプ 乘H�檍��,(,�+8ﾔ伊｢�埼玉県越谷市増森2-171-1 

表5-4　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社長谷川興業分)

4.有限会社長谷川興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:043-274-1 367

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

1 ��ywH�c��*�3sSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��+y$ｩ�ﾈｻｸｼb�千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-26「5 

2 ��ywC���*鉄3#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��+y$ｩ�ﾈｻｸｼb�千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-26-15 

3 ��xﾜs���*塔cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��+y$ｩ�ﾈｻｸｼb�千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-26-15 

4 ��yE����*涛�#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��+y$ｩ�ﾈｻｸｼb�千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-26-15 

5 ��yE����*ｳ�イb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��+y$ｩ�ﾈｻｸｼb�千葉県千葉市花見川区幕張本郷1輸26「5 

表5-5　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社金光興業分)

5.有限会社金光興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O44-277-2632

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

1 ��ﾈﾞ��3�*Cc���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-14-21 

2 ��ﾈﾞ��3�*cc�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市III崎区池上新町2-14-21 

3 ��ﾈﾞ��3�*cc�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2葛14-21 

4 ��ﾈﾞ��3�*田�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-14-21 

音5 ��ﾈﾞ��3�*Cc�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸ��神奈川県川崎市川崎区池上新町2-14-21 

6 ��ﾈﾞ��3�*#c�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-14-21 

7 ��ﾈﾞ��3�*#c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-14-21 

8 ��ﾈﾞ��3�*#c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-14-之1 
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表5-6　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社オン・タイム分)

6-工株式会社オン・タイム　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:03-5653-0535

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

1 ��ｹzs���*ｳ�#ィ�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

2 ��ｹzs���*ｳ3イ2�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8置405 

3 ��ｹzs���*ｳCs3��ダンプ 乘H�檍��4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

4 ��ｹzs���*ｳS#3��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8輸405 

5 ��ｹzs���*ｳS3c��ダンプ 冓X�檍��4�98�85�488��東京都江東区千石」-4-8-405 

6 ��ｹzs���*ｳS3c��ダンプ 册�陞��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

7 ��ｹzs���*ｳSC�r�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

8 ��ｹzs���*ｳSC�"�ダンプ 凅x�檍��4�98��5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

9 ��ｹzs���*ｳSC�2�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

10 ��ｹzs���*ｳSS#b�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

11 ��ｹzs���*ｳSc���ダンプ 凅x�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

12 ��ｹzs���*ｳS�3r�ダンプ 凅x�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

13 ��ｹzs���*ｳcC���ダンプ 凅x�檍��4�98ﾝx5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

14 ��ｹzs���*ｳcC���ダンプ 乘H�檍��4�98�ﾈ5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

15 ��ｹzs���*ｳcS�r�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

16 ��ｹzs���*ｳcS���ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

17 ��ｹzs���*ｳcS���ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

18 ��ｹzs���*ｳcc3��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��’東京都江東区千石十4-8-405 

19 ��ｹzs���*ｳcscr�ダンプ 冑X�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

20 ��ｹzs���*ｳcsc��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

21 ��ｹzs���*ｳcsc��ダンプ 乘H�檍��4�98��5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

22 ��ｹzs���*ｳcン��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

23 ��ｹzs���*ｳc����ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

24 ��ｹzs���*ｳc田2�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1置4-8-405 

25 ��ｹzs���*ｳc田B�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

26 ��ｹzs���*ｳc田R�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

27 ��ｹzs���*ｳc都2�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

28 ��ｹzs���*ｳs��r�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

29 ��ｹzs���*ｳs����ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

30 ��ｹzs�����*ｳs����ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

31 ��ｹzs���*ｳs##��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8葛405 

32 ��ｹzs���*ｳs##"�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

33 ��ｹzs���*ｳs#モ�ダンプ 乘H�檍��4�98�85�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

34 ��ｹzs���*ｳs#ヲ�ダンプ 凅x�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

35 ��ｹzs���*ｳyEc���ダンプ 乘H�檍��4�96�5�488��東京都江東区千石1-4-8置405 

36 ��ｹzs���*ｳs3���ダンプ 冓X�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

37 ��ｹzs���*ｹ{�3C��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

38 ��ｹzs���*ｳs3C2�ダンプ 乘H�檍��4�99^�5�488��東京都江東区千石1-4-8輸405 

39 ��ｹzs���*ｳs3S2�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

40 ��ｹzs���*ｳs3SB�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

41 ��ｹzs���*ｳs3c��ダンプ 冤ﾘ�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

42 ��ｹzs���*ｳs3c��ダンプ 凅x�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

43 ��ｹzs���*ｳs3c"�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

44 ��ｹzs���*ｳsS�b�ダンプ 乘H�檍��4�98��5�488��東京都江東区千石「ト4置8-405 

45 ��ｹzs���*ｳsSc��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

46 ��ｹzs���*ｳsS���ダンプ 乘H�檍��4�99^�5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

47 ��ｹzs���*ｹ{田#"�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

48 ��ｹzs���*ｳsc#2�ダンプ ��ﾈ��ｩH�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

49 ��ｹzs���*ｳsc#B�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

50 ��ｹzs���*ｳscc"�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 
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表5-7　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社オン・タイム分)

6-2.株式会社オン・タイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」03-5653-0535

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

51 ��ｹzs���*ｳss���ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

52 ��ｹzs���*ｳss���ダンプ 乘H�檍��4�99MH5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

53 ��ｹzs���*ｳss#��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

54 ��ｹzs���*ｳsss��ダンプ 乘H�檍��4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

55 ��ｹzs���*ｳsss��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

56 ��ｹzs���*ｳss���ダンプ 乘H�檍��4�98ｴｨ5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

57 ��ｹzs���*ｳss���ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

58 ��ｹzs���*ｳ�#3B�ダンプ 乘H�檍��4�98馼5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

59 ��ｹzs���*ｳ�#3R�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405( 

60 ��ｹzs���*ｳ�3�2�ダンプ 乘H�檍��4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

61 ��ｹzs���*ｳ�3ィ�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

62 ��ｹzs���*ｳイ迭�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1置4-8-405 

63 ��ｹzs���*ｳイ澱�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

64 ��ｹzs���*ｳ##C2�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

65 ��ｹzs���*ｳ33���ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

66 ��ｹzs���*ｳ3ンr�ダンプ 册�陞��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

67 ��ｹzs���*ｳC�#��ダンプ 乘H�檍��4�99E�5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

68 ��ｹzs���*ｳCC���ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

69 ��ｹzs���*ｳCC#��ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

70 ��ｹzs���*ｳCCCR�ダンプ 乘H�檍��4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

71 ��ｹzs���*ｳCS���ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

表5-8　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社オン・タイム分)

6-3.株式会社オン・タイム　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O3-6231-4763

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

1 ��ｹzs�3�+sS���ダンプ 凅x�檍��4�98�X5�488��東京都江戸川区北萄西2-17-10 

2 ��ｹzs�3�+sャr�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江戸川区北葛西2-1710 

3 ��ｹzs�3�+3C3��ダンプ 們(�檍��4�98�X5�488��東京都江戸川区北葛西2-17-10 

4 ��ｹzs�3�+3�#コ�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江戸川区北葛西2-17-10 

5 ��ｹzs�3�+3#3sr�ダンプ 乘H�檍��4�98�X5�488��東京都江戸川区北葛西2-け-10 
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表5-9　汚染土壌を運搬する車両の-覧表(明和土木興業株式会社分)

7.明和土木興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」048-798-6684

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

1 ��Xｷｳ���,ﾓピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2-3「2 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2葛3-12 

3 ��Xｷｳ���,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束飯森2-3-12 

4 ��Xｷｳ���,ﾓ�#�b�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

5 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

6 ��Xｷｳ���,ﾓ�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

7 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-1之 

8 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

9 ��Xｷｳ���,ﾓ�##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

10 ��Xｷｳ���,ﾓ�s�2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼixx�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

11 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領豪2-3-12 

12 ��Xｷｳ���,ﾓ���R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

13 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

14 ��Xｷｳ���,ﾓ��#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Ii旧市束領家2-3輸12 

15 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

16 ��Xｷｳ�3�+�#33��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼixx�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

17 ��Xｷｳ�3�+3#C���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

18 ��Xｷｳ�3�+3#Y{���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

19 ��Xｷｳ���,ﾓ�CS��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市来領家2-3-12 

20 ��Xｷｳ���,ﾓ�ScB�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3「2 

21 ��Xｪ����,ﾓ3�sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼixx�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

22 ��Xｷｳ���,ﾓ��C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3「2 

23 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦絢H毎ｩH�檍���埼玉県川口市東館家2-3-12 

24 ��Xｷｳ�3�+3#�3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

25 ��Xｷｳ�3�+3#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

26 ��Xｷｳ�3�+3#c���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼixx�檍���埼玉県Ii旧市東領豪2-3-12 

27 ��Xｷｳ�3�+3#c�"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2葛3-12 

28 ��Xｷｳ�3�+3){�#��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

29 ��Xｷｳ�3�*ｳ#s#"�ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩH�檍���埼玉県川口市東関家2-3-12 

30 ��Xｷｳ�3�+3#s3��ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩ(�檍���R�埼玉県川口市東領家2-3「2 

衰5置10　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社義建分)

8.株式会社義建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁軋:03-5664-3383

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

1 ��ｹzs��h/���ダンプ 乘H�檍��ﾘﾈﾉ｢�東京都江戸川区春江町2「2-6 

2 ��ｹzs��H*�2�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2「2-6 

3 ��ｹzs�3�*cB�ダンプ 乘H�檍��顏ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

4 ��ｹzs���+�R�ダンプ 乘H�檍��顏ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

5 ��ｹzs���*ｳ��ダンプ 乘H�檍��ｶ�yﾒ�東京都江戸川区春江町2-12-6 

6 ��ｹzx*C3�+���ダンプ 乘H�檍��ﾍHﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6・ 

7 ��ｹzs�3�*����ダンプ 乘H�檍��oxﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

8 ��ｹzs�3�*c����ダンプ 凅x�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2-12-6 

9 ��ｹzs�8�X*���"�ダンプ 乘H�檍��{靄｢�東京籾江戸川区春江町2-12-6 

10 �.越s�3�+���2�ダンプ 冓X�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2-12-6 

11 ��ｹzs�3�*ﾓ��B�ダンプ 乘H�檍��ｺﾘ補�東京都江戸川区春江町2葵12-6 

12 �.越s�3�*���R�ダンプ 乘H�檍��ｶ8補�東京都江戸川区春江町2「2-6 

13 ��ｹzx�S3�+���b�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2-12-6 

14 ��ｹzs�3�*c��r�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2-12-6 

15 ��ｹzs�3�*塔��ダンプ 乘H�檍��ｺﾘ補�東京都江戸川区蕾江町2-12-6 

16 ��ｹzs�3�*C�"�ダンプ 乘H�檍���hﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

17 ��ｹzs�3�.ｳ�2�ダンプ 凅x�檍��ｶ9���東京都江戸川底春江町2-12-6 
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表5-11汚染土壌を運搬する車両の-覧表(有限会社丸和工業分)

9.有限会社丸和工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」O3-3853-696l

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

1 ��ｹzs���,ﾓ�Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3-5-8 

2 ��ｹzs���,ﾓ33#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3-5-8 

3 ��ｹzs���,ﾓ#�Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3-5-8 

4 ��ｹzs���,ﾓ#塔r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3-5-8 

表5-12　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社豊信興業分)

1 0.有限会社重信興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」O48-940-7171

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

1 ��Xｷｳ��h+ﾓ��ダンプ ��itﾈﾌ�檍��6��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷高給渡字上川原1521 

2 偸I?ｩYC���.�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

3 朸�?ｨｨC���-ﾃ2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�¥埼玉県越谷市松渡字上川原1521 

4 偸I?ｩYC�3�-ﾃb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾘｻｸｧ��埼玉県越谷市船窓字上川原1521 

5 偸I?ｩYC���,｣r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ��5Io"�埼玉県越谷高給波字上川原1521 

6 偸I?ｩYC���.���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ{Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船波字上川原1521 

7 偸I?ｩYC�3�,ｳ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船波字上川原1521 

8 偸I?ｨ･�ｵ�3�,ﾓ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

9 偸I?ｩYH�S3�+ｳ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾖ9�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船波子上川原1521 

10 偸I?ｩYC�3�,ｳ�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

11 偸I?ｩYC�3�,ｳ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市松浅手上川原1521 

12 偸I?ｩYC�3�,C�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

13 ��Xｪ��3�,��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;�{Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

14 儘ｩ?ｨｨH�S3�,��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｮ驅Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

15 傚�mｩYC�3�,��Y{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

16 竸�?ｨｨC�3�,c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��eﾙ{Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

17 偸I?ｩYC�3�,##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;�{Xｻｸｼb�埼玉県越谷高給法事上川原1521 

18 偸I?ｩYC�3�,｣#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ{Y5Io"�埼玉県越谷市船窓字上川原1521 

19 偸I?ｩYC���.s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��eﾙ�仆ｸｼb�埼玉県越谷市船窓字上川原1521 

20 俘�蹣YC�3�+ﾓ��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾙ5Io"�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

21 ��)?ｨｨC�3�,c��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船波字上川原1521 

22 偸I?ｩYC�3�+s�#c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

23 偸I?ｩYC�3�+ﾓ�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

24 ��Xｷｳ���.s�S2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾘｻｸｼh���埼玉県越谷市松波字上川原1521 

25 偸I?ｩYC�3�+s�3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾉ閲Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船波字上川原1521 

26 偸I?ｩYC��(+3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾖ9{Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

表5」3　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社戸舘総菜分)

1 1.有限会社戸舘総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O3葛3655「 865

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

1 ��ｹzs�3�-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3「4-4-3o5 

2 ��ｹzs�3�,ｳ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ��^ｹ[2�東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

3 ��ｹzs�3�+ﾓ�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

4 ��ｹzs�3�+ﾓ3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

5 ��ｹzs�3�,##���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

6 �.越s�3�+鼎���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 
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表5葛工4　汚染土蟻を運搬する車両の一覧表(有限会社新拓興業分)

1 2.有限会社新拓興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁亡」的48-952-81弱

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

1 偸I?ｨ尸+#��,ﾓ3#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸ��埼玉県三郷市栄1-328 

2 偸I?ｩYC���,ﾓ#s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

3 偸I?ｩYC�3�+3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

4 �7�����,ﾓC#S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄「ト328 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ#c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

6 偸I?ｩYC��(,CR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸﾝ��埼玉県三郷市栄1-328 

7 偸I?ｩYC�3�,cS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

8 偸I?ｩYC�3�,CS���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

9 偸I?ｩYC���-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i-�ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

10 偸I?ｩYC���,ｳSSSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

11 朸�?ｨｨC�3�+ﾓCcC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1-328 

12 偸I?ｩYC�3�,CSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i-�ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄子328 

表5-15　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社米塚総建分)

1 3.有限会社米塚総連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:048-421-5088

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

1 ��Xｷｳ��(.塔ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥H冓�ﾙ���埼玉県戸田市美女木4-12-14 

2 ��Xｷｳ��8,ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��x��ｩ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4-12-14 

表5-16　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社膏薬興業分)

1 4.株式会社青菜興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」045-593-81 45

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

1 ��餬ﾃ�3�,#�##2�ダンプ 乘H�檍��尨ｧ仆ｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田1-7-4 

2 ��Vﾃ�3�+ｳ�##B�ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県続演市部筑区東山田1葛7-4 

3 儼��ﾃ���,ﾓ��"�ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県横 倡9YI'ﾘｾi8ﾈ�)63�ﾓrﾓB�

4 ��89h蕪���,ﾓ�c釘�ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県横浜市部筑区東山田1-7-4 

5 ���Vﾃ���,ﾓCcc��ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田1-7-4 

6 傲9>ﾃ���,C����ダンプ 乘H�檍���(ﾝ�5Io"�神奈川県横 倡9YI'ﾘｾi8ﾈ�)63�6srﾓB�

7 ��ﾈﾞ����+ｳSSR�ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県板 倡9YI'ﾘｾi8ﾈ�)63�ﾓrﾓB�

8 ��c�俥����,ﾓsS��ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県横 倡979'ﾘｾi8ﾈ�)63�ﾓrﾓB�

9 ��ﾈﾞ����,ﾓ#��R�ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県横 倡979'ﾘｾi8ﾈ�)63�ﾓrﾓB�

10 ��f迄ﾞ����-ﾓ���ダンプ 丿俾陞���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県横 倡9YI'ﾘｾi8ﾈ�)63�ﾓrﾓB�

表5-17　汚染土壌を運搬する車両の-覧表(株式会社八一モセレ分)

1 5.株式会社ハーモセレ　　　　　　　　　　　　　　　　　丁重」O3-3553-6823

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

1 做ｸ躡nﾈ�S3�*c�����ダンプ 乘H�檍��6闔ｩ�x5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川1-19-7-2F 

2 做ｸ躡nﾃ�3�*����"�ダンプ 乘H�檍��6��X耳8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川「-19-7-2戸 

3 做ｸ躡nﾃ�3�*����2�ダンプ 册�陞��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川1-1g-7-2F 



添付資料5-10

表5-18　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社伊藤総業分)

1 6.有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨富O3-5666-31 68

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

1 ��ｹzs���+ﾓ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

2 ��ｹzs���+ｳ##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10102 

3 ��ｹzs���,ﾃ332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10「02 

4 ��ｹzs�3�+鼎CB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾙ'｢�東京都江戸川区上篠崎4-23-10「02 

5 ��ｹzs���+鉄SR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

6 ��ｹzs�3�+�cb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10「02 

7 ��ｹzs���X+3ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10「02 

8 ��ｹzs���+ﾓャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23「0-102 

9 ��ｹzs�3�+ｳ涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10102 

10 ��ｹzs�3�+3ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

11 ��ｹzs�3�+3s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

12 ��ｹzs�3�+3s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4葵23-10-102 

13 ��ｹzs�3�+3s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23「0-102 

14 ��ｹzs�3�+3s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

15 做ｸ躡nﾃ�3�,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

16 ��ｹzs�3�.ｳ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

17 �.越s�3�+ﾓ#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:�}hｼb�東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

18 ��ｹzs�3�,#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-10之 

19 �.越s�3�,cC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾇ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

20 ��ｹzs�3�+ss#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10「02 

表5-19　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(エステートサービス株式会社分)

1 7.エステートサービス株式会社　　　　　　　　　　　　　　　丁E」O3-6806-2572

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

1 �.越s�3�*ﾓs���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

2 ��ｹzs�3�*Cs���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

3 �.越s�3�+3sC��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1「6-3 

4 ��ｹzs�3�*#sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜Cｨ�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

5 ��ｹzs�3�*�sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

6 ��ｹzs�3�*#ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト16-3 

7 ��ｹzs�3�*ﾓ����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

8 ��ｹzs�3�*C����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

9 ��ｹzs���*C�#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

10 ��ｹzs�3�*塔3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト16-3 

11 �.越s�3�+3ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

12 �-��zs�3�+3ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

13 ��ｹzs�3�+sャ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

14 ��ｹzs�3�+sゴ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

15 ��ｹzs�3�+ss���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5稲ﾈ�檍���東京都江東区潮見十16-3 

16 ��ｹzs���.C�����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5悦x�檍���東京都江東区潮見十16-3 

17 ��ｹzs�3�+s�����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5悦x�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

18 ��ｹzs�3�+4$�"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5悦x�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

19 ��ｩf����,ﾓ3csr�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16輸3 

20 ��ｩf����,ﾓ#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

21 ��ｹzs�3�*Cs3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

22 ��ｹzs�3�+�#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 
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表5-20　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社ケイテック分)

1 8.有限会社ケイテック　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:044-288-7644

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

1 佇��崎100か2930 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

2 佇��崎・100か4086 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

3 佇��崎100か5219 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

4 佇��崎100か5220 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

5 佇��崎100か52之1 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

6 ��崎100か4895 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

7 佇��崎100か4896 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8�f迄ﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

8 佇��崎100か4897 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

9 ��崎100か4898 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

10 佇��崎100か4631 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

11 幡ﾂ�暗100か4735 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

12 佇��崎100か4736 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

13 ��崎100か3928 �5�987b�有限会社ケイテック ���X�d厦ｹ�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

14 ��ﾈﾞ����*鉄��"��5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

15 佇��崎100か5103 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

16 佇��崎100か5105 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

17 佇��崎100か5116 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

18 ��崎100か4513 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

19 ��暗100か5039 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃほEb�

20 佇��崎100か5478 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾈ+2ﾓ"�

21 ��晦100か5479 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

22 免��崎100か5362 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

23 佇��崎100か5363 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

24 ��崎100か5364 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

25 ��R�崎100か5506 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

26 ��崎100か5618 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

27 ��崎100か5619 �5�987b�有限会社ケイテック ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�



添付資料5-12

表5-21汚染土壌を運搬する車両の一覧表(シグマテック株式会社分)

「 9.シグマテック株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　丁重」O3-5651-2201

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

1 冖ﾈﾌ8夊�S��,ﾓS�����5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

2 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓCssr��5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

3 倅�C�3�+ｳCCB��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

4 冖ﾈﾌ8壹�3�,#S�S���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

5 冖ﾈﾌ8壹�3�,都���5�987b�シグマテック裸式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

6 倅�C���,ﾓ�cs"��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富こ �*ﾃRﾓB�

7 倅�C���,ﾓ�cッ��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

8 倅�C���,ﾓ�cビ��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富こ �*ﾃRﾓB�

9 倅�H�S3�+33s2��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央医官本絹富 �*ﾃRﾓB�

10 倅�C��(,ﾓ���5�987b�シグマテック裸式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

11 倅�C���,ﾓ#�S2��5�987b�シグマテック抹式会社 剴結椏s中央区日本緒富 �*ﾃRﾓB�

12 冖ﾈﾌ8壹�3�+ｳs���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

13 傀｢�130す2424 �5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本糖富 �*ﾃY'SB�

14 傀｢�択100は2335 �5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃY'SB�

15 倅�C�3�+3Sビ��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃXｨｳB�

16 傀ｩ�#���,ﾓ#3ッ��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

17 倅�C���,ﾓSビ��5�987b�シグマテック裸式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

18 傀ｩ�#���,ﾓ#3ビ��5�987b�シグマテック抹式会社 剴結椏s中央区日本据宮 �*ﾃRﾓB�

19 傀｢�尺100は2336 �5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋官 �*ﾃRﾓB�

20 傀｢�尺100は2337 �5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本捕宮 �*ﾃRﾓB�

2」 傀ｩ�#���,ﾓ#C#"��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋吉沢町5-4 

22 傀ｩ�#���,ﾓ#C3���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮沢町5-4 

23 傀ｩ�#���,ﾓ#C3���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

24 傀ｩ�#���,ﾓ#33B��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮沢町5-4 

25 傀ｩ�#���,ﾓ#cCR��5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

26 倅�C���,ﾓCC�2��5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

27 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3R��5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮 �*ﾃRﾓB�

28 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3b��5�987b�シグマテ �4騙x�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

29 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3r��5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

30 冖ﾈﾌ8壹���,纉�sr��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮 �*ﾃRﾓB�

31 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ�#c���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

32 倅�C���,ﾓ##3"��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 �*ﾃRﾓB�

33 倅�C���,ﾓ#�#���5�987b�シグマテック裸式会社 剴結椏s中央区日本橋宮 倆ｩ*ﾃRﾓB�

34 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ������5�987b�シグマテック抹式会社 剴結椏s中央区日本橋宮 倆ｩ*ﾃRﾓB�

3葛 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ�#3B��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 倆ｩ*ﾃRﾓB�

36 冖ﾈﾌ8壹���-ﾃScs���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮 �*ﾃYt�B�

37 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャSB��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 倆ｩ*ﾃRﾓB�

38 倅�C���,ﾓ�CC2��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本揺宮 倆ｩ*ﾃXｨｳB�

39 倅�C���,ﾓ##3r��5�987b�シグマテック裸式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

40 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓc�cb��5�987b�シグマテック裸式会社 剴結椏s中央区日本橋宮沢町5-4 

41 倅�C���,ﾓCC����5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

42 傀ｩ�#���+ss3�2��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋吾 倆ｩ*ﾃRﾓB�

43 冖ﾈﾌ8壹�3�,CsS���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本播富 倆ｩ*ﾃRﾓB�

44 冖ﾈﾌ8壹�3�,#sb��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮沢町5-4 

45 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓsC3B��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本据宮 ��)*ﾃRﾓB�

46 冖ﾈﾌ8壹���.Cs���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮 倆ｩ*ﾃRﾓB�

47 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ#S3B��5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本捕宮 倆ｩ*ﾃRﾓB�

48 囘ﾈｻC���,ﾓ�3����5�987b�シグマテ �4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮 倆ｩ*ﾃRﾓB�

49 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ�3#"��5�987b�シグマテック格式会社 剴結椏s中央区日本橋富 倆ｩ*ﾃRﾓB�

50 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ�##���5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富 倆ｩ*ﾃRﾓB�

51 傀｢�尺100は2776 �5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮 倆ｩ*ﾃRﾓB�

52 傀｢�尺100は2777 �5�987b�シグマテック抹式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

53 傀｢�尺100は2825 �5�987b�シグマテック橡式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

54 傀｢�尺100は2826 �5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本据富沢町5-4 

55 俶��児100は2827 ��X5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋富沢町5-4 

56 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ鉄�"��5�987b�シグマテック株式会社 剴結椏s中央区日本橋宮沢町5-4 
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表5-22　汚染土壌を運搬する車両の-覧表(松島運輸株式会社分)

20.松島運輸株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁軋:03-3247-0401

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

1 �8yF��3�*c涛��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

2 �ｹF����*�#3湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区栴里2-25-13 

3 �ｹF����*�#Csb�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�iX�檍���東京都杉並区棺里2-25-13 

4 ��Y5s���*�#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�xx�檍���東京都杉並区栴里2-25-13 

5 凭ｩ�����*�#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区栴里2-25-13 

6 �>iF����*�#イ2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

7 ��i-IF����*�#イB�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区栴里2-2き-13 

8 做�<C�3�*�s�s��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

9 佗颶����*�#鼎r�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区栴里2-25-13 

10 ���F����*�#鼎B�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

11 假宇����*�#鼎R�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

12 ���F����*�3�c"�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2置25-13 

13 ��ﾙ�����,ﾓ�C�"�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-之5-13 

14 ��兔����*澱�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区海里2-之5-13 

15 ��兔����*湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

16 ��兔����*����ダンプ 傴ﾉ8x暮t�iX�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

17 ��兔��S��*����ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

表5-23　汚染土壌を運搬する車両の-覧表(株式会社三尾アドバンス分)

21.株式会社三尾アドバンス　　　　　　　　　　　　　　　丁址03-3741-8150

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

1 儼��ﾂ�130す53 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

2 儼樗��130た58 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

3 ��ﾈﾞ��3�*�ャ����5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y?ｨｾigｸ秤63�ﾙEcrﾓBﾓc���

4 ��ﾈﾞ��3�*�ャ����5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

5 ��ﾈﾞ��3�*�ャ�"��5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

6 ��ﾈﾞ��3�*#ャ�2��5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

7 ��ﾈﾞ����*�33�B��5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc��R�

8 ��ﾈｯ������*�33�R��5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

9 ��ﾈﾞ����*�33��R��5�987b�裸式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

10 ��ﾈﾞ����*�3C����5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���
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表5-24　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社小原工業分)

22.株式会社小原工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁各」O3-3635-046 1

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

1 ��ｹzs�3�*������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

2 ��ｹzs�3�*c���"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2114 

3 ��ｹzs�3�*c���2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2ト14 

4 ��ｹzs�3�*C���B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

5 ��ｹzs�3�*c���R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2十14 

6 ��ｹzs�3�*C���b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

7 ��ｹzs�3�*����r�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

8 ��ｹzs�3�*C�����ダンプ 凅x�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

9 ��ｹzs�3�*c�����ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ溢B�東京都墨田区両国3葛21-14 

10 ��ｹzs�3�*c��#��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-之1-14 

11 ��ｹzs�3�*C��#��ダンプ 凅x�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

12 ��ｹzs�3�*C��#"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

13 ��ｹzs�3�*C��#2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

14 ��ｹzs�3�*#��#B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ頴"�東京都墨田区両国3-21-14 

15 ��ｹzs�3�*c��#R�ダンプ 凅x�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

16 ��ｹzs�3�*C��#b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

17 ��ｹzs�3�*#��){��ダンプ 凅sｸ�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

18 �.越s�3�*c��#��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 
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表5-25　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社東京プランニング分)

23.有限会社東京プランニング　　　　　　　　　　　　　　丁軋:03-5659-9932

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

1 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

2 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

3 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

4 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

5 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23葛3 

6 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ�SS�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

7 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

8 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

9 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

10 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-23-3 

11 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京郭江戸川区中高西5-23-3 

12 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�*ｳSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

13 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中高西5-23-き 

14 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

15 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�ピR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

16 做ｸ躡nﾃ���,�#3モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

17 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#3ヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23置3 

18 做ｸ躡nﾃ���.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

19 做ｸ躡nﾃ���.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

20 做ｸ躡nﾃ�3�,��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

21 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

22 做ｸ躡nﾃ�3�+ｳ�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

23 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾓ�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23置3 

24 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾓ�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

25 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

26 做ｸ躡nﾃ�3�-����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

27 做ｸ躡nﾃ�3�+����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

28 做ｸ躡nﾃ�3�,�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

29 做ｸ躡nﾃ�3�,c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萄西5-23-3 

30 做ｸ躡nﾃ�3�-3#"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

31 做ｸ躡nﾃ�3�+s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

32 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ睦�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

33 做ｸ躡nﾃ�3�.#涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

34 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾓ涛湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 
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表5-26　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(KT産業株式会社分)

24. KT産業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TE」03-3655-5478

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

1 ��ｹzs���,ﾓ3Ssb�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼie�陞���東京都江戸川区上一色1-3-1 

2 ��ｹzs���,ﾓ3S���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼixx�檍���東京都江戸川区上一色ト3「 

3 ��ｹzs���,ﾓ3�S��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

4 ��ｹzs���,ﾓ3cc��ダンプ 隼)ｩ7案�H�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

5 ��ｹzs���,ﾓ3��R�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

6 ��ｹzs���,ﾓ3s3R�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

了 ��ｹzs���,ﾓ3s3b�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色ト3-1 

8 ��ｹzs���,ﾓ3scb�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

9 ��ｹzs���,ﾓ3scR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

10 ��ｹzs���,ﾓ3c���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

「1 �.越s���,ﾓS����ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

12 ��ｹzs���,ﾓ3cs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

13 �.越s���,ﾓCsS"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

14 ��ｹzs�3�+3S�SR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍��ﾒ�東京都江戸川区上一色ト3-1 

15 ��ｹzs���,ﾓ3cs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

16 ��ｹzs���,#Scs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

17 ��ｹzs���,ﾓSSS"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

18 ��ｹzs���,ﾓSS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

19 ��ｹzs���,ﾓSS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

20 ��ｹzs���,ﾓSSs"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色ト3-1 

21’ 儖凛x�S��,經S���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

22 �.越s���,ﾓSC湯�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

23 ��ｹzs���,ﾓSSS��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

表5-27　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(山良建設株式会社分)

25.山良建設株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:03-3489-7 1 37

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

1 ��ﾙ�����*��c�B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京部世田谷区喜多見十12-13 

2 ��ﾘ蜩���*����R�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12「3 

3 ��ﾙ7����*�#�s2�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

4 ��ﾙh����*�#�sB�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

5 ��ﾘ蜩���*�##���ダンプ 伜)|xﾉｨﾍ(ｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

6 ��ﾙ7����*�#S3b�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

7 ��ﾙg#���*�#S3r�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見ト12-13 

8音 ��ﾙ7����*�#c���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

9 ��ﾙ�����*�#csr�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾙWﾘ�檍���東京都世田谷区喜多見十12-13 

10 ��ﾘｹS���*�3�途�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾙxx�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

11 ��ﾘ蜩���*�3��B�ダンプ 伜)|y��8ｨｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

12 ��ﾙh����*�3����ダンプ 伜)|y��8ｩe�陞���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

13 ��ﾙ.ｳ���*�33C��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷医書多見1-12-13 

14 ��ﾘﾜ����*�33S��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 
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表5-28　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(佐藤商運有限会社分)

26.佐藤商運有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O3-3689-2768

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

1 ��ｹzs�3�*ﾓ#��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸11I区南萬西6-16-6 

2 ��ｹzs�3�*ﾘ+3��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南茸西6-16-6 

3 ��ｹzs�3�*cc��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

4 ��ｹzs�3�*#s��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

5 ��ｹzs�3�*#���ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6「6-6 

6 ��ｹzs�3�*#���ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16置6 

7 ��ｹzs�3�/�3��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

8 ��ｹzs�3�*ﾓC��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

表5-29　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社保戸田総菜分)

27.有限会社保戸田総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O3-5667-4874

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

1 ��ｹzs���.s#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘｼb�東京都江戸川区中葛西7-之3-1之 

2 ��ｹzs���.s#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-12 

3 �.越s�3�-ﾃsr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7置23-12 

4 ��ｹzs�3�,ﾓ�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-12 

5 ��ｹzs�3�+3S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-12 

6 ��ｹzs�3�,｣モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾙ'｢�東京都江戸川区中葛西7-23-12 

7 ��ｹzs���,ﾓ3C3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-う2 

表5-30　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社北建産業分)

28.有限会社北建産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨富O1了2-77-3305

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

1 ��)�����,ﾓ#�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越礪元381 

2 ��)�����,ﾓ#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

3 佩�ｪﾓ���,ﾓ##Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越括元38-1 

4 佩�ﾄｳ���,ﾓ##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ$)Ti���普森県北 佗佛9oi*ﾈｭｩnﾈ葎ｨxﾋ33ふ��

5 亶ｹ�����,ﾓ#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北 佗兀Ioi*ﾈｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��

6 亶ｹ���S��,ﾓ#Ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽都制町舘野越括元38-1 

7 佩�ﾄｳ���,ﾓ#S湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北 佗兀Ioi*ﾈｭｩnﾈ¬FHﾋ33ふ��

8 亶ｹ�����,ﾓ#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北 佗兀Ioi*ﾈｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��

9 亶ｹ�����,ﾓ#cC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝎{��青森県北 佗兀Ioi*ﾈｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��

10 亶ｹ�����,ﾓ#c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨｹX魔�青森県北 佗兀Ioi*ﾈｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��

11 亶ｹ�����,ﾓ#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ葎蝌ｼb�青森県北 佗佛9oi*ﾈｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��

12 亶ｹ�����,ﾓ#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ葎蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越縞元38-1 

13 ��)�����,ﾓ#塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

14 亶ｹ�����,ﾓ3�ィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北 侈�ﾇ兀Ioi*ﾈｭｩnﾈｴ靹Xﾋ33ふ��

15 亶ｹ�����,ﾓ3�モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北 侈�ﾆ�9oi*ﾈｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��

「6 亶ｹ�����,ﾓ3�#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北 佗兀Ioi*ﾈｭｩnﾈ葎ｻHﾋ33ふ��

17 亶ｹ�����,ﾓ3#C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ葎蝌ｼb�青森県北津軽都制町舘野越橋元38-1 

18 佩�ﾄｳ���,ﾓ3#sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北法軽部柳町舘野越括元38-1 

19 ��)�����,ﾓ3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝎o"�宮森県北津軽郡柳町舘野越括元38-1 

20 亶ｹ�����,ﾓ3C�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越括元38-1 

21 佩�ﾄｳ���,ﾓ3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越括元的-1 

22 亶ｹ�����,ﾓ3Ccr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 
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表5-31汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社晃真興業分)

29.有限会社異臭興業　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」045-507-0070

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

1 ��ｲ�130ほ801 �5�987b�有限会社晃真典薬 ���=��ﾈﾊy��ﾈ�9-�仞i[ﾘ��*ﾃ�ﾓ3bﾓ"ﾓ#���

2 刋��130つ803 �5�987b�有限会社異臭興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i[ﾘ��*ﾃ�ﾓ3bﾓ"ﾓ#���

表5-32　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社松田商会分)

30.有限会社松田商会　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」03-5607-2035

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

1 ��ｹzs�3�+ｳ3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3十47 

2 ��ｹzs���.s32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

3 �.越s�3�+s3H�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

4 ��ｹzs���.s3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3「-47 

5 ��Xｷｳ�3�,C3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

6 ��Xｷｳ�3�+�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

7 �.越s�3�+ﾓ3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

8 ��ｹzs�3�+3�Cr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

9 ��Xｷｳ�3�+s�C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

10 ��ywC�3�+s3�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑69/ｨ橙�東京都江戸川区西瑞江之-31-47 

11 ��x�c�3�+s3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

12 ��y[3�3�+s�#3��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

13 ��y[3�3�+s#�3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

表5-33　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社倉舘建材分)

3「.有限会社倉舘建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」O48-261-6246

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

1 ��Xｷｳ���.sャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾇxﾉｨﾝ��埼玉県川口市柳崎4-20-6-105 

2 ��Xｷｳ���,�332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｭｨﾉｨﾝ��埼玉県川口市棚崎4-20-6-105 

3 估i$｣�3�+3鼎R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����/ｨﾉｨﾝ��埼玉県川口市柳崎4-20-6「05 

表5-34　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社伊能重機分)

32.株式会社伊能重機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:047-355-1 1 59

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

1 做ｸ躡nﾃ�3�-3�����ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

2 做ｸ躡nﾃ�3�,#3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾉeﾘｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

3 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓS��R�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

4 做ｸ躡68ﾘc3�*ｳc��b�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-之6-106 

5 做ｸ躡nﾃ�3�+���r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 
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表5-35　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社清建興業分)

33.株式会社清建興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」O3-5647-5880

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

1 ��ｹzs���,コ�ダンプ 乘H�檍����ﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

2 ��ｹzs�3�+��ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

3 ��ｹzs���,ﾓ#C32�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

4 ��ｹzs���,ﾓ3�3r�ダンプ 凅x�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

5 ��ｹzs���,ﾓc��R�ダンプ 凅x�檍���Hﾉｨｻｹ{��東京都足立区伊興3-17-25-301 

6 ��ｹzs���+田��b�ダンプ 凅x�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7-25-301 

7 �.越s���+3c��r�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7-25-301 

8 ��ｹzs�3�+3c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

9 �.越s�3�+sc����ダンプ 乘H�檍��ﾕ�ｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7-25-301 

10 �.越s�3�+3c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

」1 ��ｹzs���,ﾓ3涛��ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｧ��東京都足立区伊興3-17-25-301 

12 ��ｹzs���,ﾓ3涛��ダンプ 乘H�檍����ﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

表5-36　汚染土壌を運搬する車両の-覧表(有限会社高野建材分)

34.有限会社高野建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁王」O48-266-525 †

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

1 ��Xｷｳ�3�+3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県月旧市芝高木2-10-14-406 

2 ��Xｷｳ�3�+ｳ�8�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2-10-14置406 

3 偸I?ｩYC�3�+3�3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2-10-14-406 

4 偸I?ｩYC�3�+��32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2-10-14-406 

5 偸I?ｩYC�3�+3�3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県月i口市芝高木2-10「4-406 

6 偸I?ｩYC���+s�#9Eb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2-10-14-406 

7 偸I?ｩYC�3�.#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2-10-14-406 

8 偸I?ｩYC�3�+ｳ#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2「0-14-406 

9 偸I?ｩYC�3�,�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2-10-14-406 
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表5-37　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(豊島土木株式会社分)

35.豊島土木株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」03-3608-874「

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

1 偸I?ｩYC���,ﾓ�CC��ダンプ �;�8y7冦悦x�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

2 竸�?ｨｨC���,ﾓ�C3R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都欝飾区西水元1-21-2 

3 偸I?ｩYC���,ﾓ�C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2ト2 

4 偸I?ｩYC�3�+3���2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21-2 

5 偸I?ｩYC�3�+3���B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2十2 

6 竸�?ｨｨC���,ﾓ���R�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

7 偸I?ｩYC���,ﾓ���b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

8 偸I?ｩYC���,ﾓ���r�ダンプ �()�y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

9 ��)?ｩYC�3�+3����ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

10 偸I?ｨﾘx�33�+3����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト21-2 

11 偸I?ｩYC�3�+3�����ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト2ト2 

12 偸I?ｩYC�3�+������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト21-2 

13 偸I?ｩYC���,ﾓ#cC2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1輸21-2 

14 竸�?ｨｨC�3�+s#c#b�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21-2 

1雷 偸I?ｩYC�3�+ﾓs���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト21-2 

16 朸�?ｨｨC�3�+塔���ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21-2 

17 偸I?ｩYC�3�,涛���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

18 朸�?ｨｨC�3�+田���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

19 偸I?ｩYC�3�*������ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

20 偸I?ｩYC�3�*����"�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

21 偸I?ｩYC�3�*����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

22 偸I?ｩYC�3�*���ィ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト21-2 

23 偸I?ｩYC�3�*���コ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-之1-2 

24 偸I?ｩYC�3�*���ビ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

25 偸I?ｩYC�3�*���モ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦姶俾陞���東京都葛飾区西水元1-2ト2 

26 竸�?ｩYC�3�*���ヲ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 
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表5-38　汚染土壌を運搬するi車両の一覧表(大蓉工業株式会社分)

36.大審工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:048-259-0159

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

1 ��Xｷｳ���*都�����5�987b�太巻工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3��R�

2 ��Xｷｳ���*都��"��5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�XﾔｹWi�3S3葵ｳ��

3 ��Xｷｳ���*都��2��5�987b�太巻工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

4 ��Xｷｳ���*都��B��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X琶�X��S3ふ��

5 ��Xｷｳ���*都��R��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

6 ��Xｷｳ���*都��b��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

7 ��Xｷｳ���*都��r��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

8 ��Xｷｳ���*都�����5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

9 ��Xｷｳ���*都�����5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

10 ��Xｷｳ���*都�#���5�987b�太巻工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

11 ��Xｷｳ���*都�#���5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�YlSS3ぺ��

12 ��Xｷｸ�S��*都�#"��5�987b�大書工柴株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

13 ��Xｷｳ���*都�#2��5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

14 ��Xｷｳ���*都�#B��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y*｣S3ふ��

15 ��Xｪ����*都�����5�987b�太巻工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�YFsS3ふ��

16 亳｢�130を16 �5�987b�大審工業裸式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

17 冕ｲ�131あ17 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

18 仆B�131え18 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

19 况ﾂ�130こ19 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3���

20 刋��131う20 �5�987b�大湊工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

21 亳｢�130く21 �5�987b�大審工業桧式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

22 亅ｲ�131け22 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X琶�Y�3S3ふ��

23 �-b�130け23 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

24 刋��132い24 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

25 丿��130こ25 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

26 仆B�130か26 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

27 ��ｹj��3�*ｳ#r��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

28 儖2�130い28 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

29 况��130え29 �5�987b�大善工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

30 儖2�131し130 �5�987b�大善工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

31 傴��131い31 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�9{33ふ��

32 ���130え32 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

33 �;2�131い3き �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

34 仆B�131い34 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3Y=ﾒﾓ��

35 刔ｲ�130え35 �5�987b�大審工業株式会社 ��Xﾞ仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y^3S3ふ��

36 ��Xｷｳ�3�*c3b��5�987b�大誌工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

37 ��Xｷｳ�3�*ｳ3r��5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

38 ��Xｷｳ�3�*�3���5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

39 ��Xｷｳ�3�*ｳ3���5�987b�大審工業裸式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Xﾘ｣S3ふ��

40 ��Xｷｳ�3�*ｳC���5�987b�大誌工業機式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Xﾇ｣S3ふ��

41 ��Xｷｳ�3�*�C���5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

42 ��Xｷｳ�3�*CC"��5�987b�大書工業裸式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�YVﾓS3ふ��

43 ��Xｷｳ�3�*cC2��5�987b�大蕾工楽株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

44 ��Xｪ��3�*�CB��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

45 ��Xｷｳ�3�*cCR��5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩�Y�3S3ふ��

46 ��Xｷｳ���*涛�C2��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��

47 ��Xｷｳ���*涛�s���5�987b�太巻工業株式会社 俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X駟�Y�3S3ふ��
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表5-39　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(幸和建設興業株式会社分)

37.宇和建設興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　丁E」‥047-362-3339

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

1 冢ﾉ63�3�+3ンR�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ8ｨｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

2 冢ﾉ63���,ﾓ3釘�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

3 冢ﾉ63���,ﾓンR�ダンプ, 儘ｹ���98ｨｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

4 冢ﾉ63���,ﾓC#��ダンプ 儘ｹ����8ｨｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

5 冢ﾉ63���,ﾓC#��ダンプ 俐��ｨﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

6 冢ﾉ63���,ﾓcS"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

7 冢ﾉ63���,ﾓン2�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ8ｨｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

8 冢ﾉ68�S��,ﾓンB�ダンプ 俐��ｨﾉｩ�ﾙ5Io(ｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

9 做ｸ躡nﾃ�3�+ｳ�"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

表5-40　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社荒岡商店分)

38.株式会社荒日商庖　　　　　　　　　　　　　　　　　丁良しO3-3606-6565

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

1 偸I?ｩYC���,ﾓ##�"�ダンプ 乘H�檍��ﾗ(ﾉxⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

之 偸I?ｩYC�3�+���ダンプ 册�陞��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

3 偸I?ｩYC���,ﾓ#�3B�ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-之6-8 

4 偸I?ｩYC�3�+s�����ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ�#R�ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

.6 偸I?ｩYC���,縱���ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

7 朸�?ｨｨC���,ﾓ�S�b�ダンプ 乘H�檍��ｶ9&8ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

8 偸I?ｩYC���,ﾓ�S�r�ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

9 偸I?ｩYC�3�.ssr�ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

10 �7�����,ﾓ33SR�ダンプ 儻ﾘ�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

表5-41汚染土壌を運搬する車両の一覧表(阿仁建材工業株式会社分)

39.阿仁建材工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　丁宣」:048-224-5473

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

1 ��Xｷｳ���,ﾓ�#C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ�#CB�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

3 ��Xｷｳ���,ﾓ�3C��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫逢乘H�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

4 ��Xｷｳ���,ﾓ�3C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

5 ��Xｷｳ���,ﾓ�c���ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥乎1-13-6 

6 ��Xｷｳ���,ﾓ�cSR�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫逢乘H�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

7 ��Xｷｳ�3�,ﾓ#�ビ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎ixx�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

8 ��Xｷｳ���,ﾓ#�モ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫溢HｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

9 ��Xｷｳ���,ﾓ#c澱�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫�'ｨｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

10 ��Xｷｳ���,ﾓ3#�R�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

11 ��Xｷｸ,S��,ﾓ9Ec�b�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

12 ��Xｷｳ�3�+����ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

13 ��Xｷｳ�3�,����ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫�'ｩxx�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

14 ��Xｷｳ�3�,ﾃ涛��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平113-6 

15 ��Xｷｳ���+s�����ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫頴(ｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 
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表5-42　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社大翔産業分)

40.有限会社大潮産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:048-72十8100

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

1 ��Xｷｳ�3�,��イB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

2 ��Xｷｳ�3�-�#�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

3 ��Xｷｳ�3�+sC�コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3輸5 

4 ��Xｷｳ�3�+��ッ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

5 ��Xｷｳ�3�,CC�ビ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���Y*ｨ蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

6 ��Xｷｳ�3�-ﾃI{����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���YIH夊��埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

7 估i$｣���,ﾓS#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

8 估i$｣�3�+sS##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

9 估i$｣���,ﾓS##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���Y*ｨ蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

衰5-43　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社萬栄建興分)

41.有限会社高栄建輿　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」042-666-421 8

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

1 價ｨ唏�����+ｳ2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ⅸｼhﾉｨｾ��東京都八王子市並木町36-23 

2 價ｨ唏���3�,#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町36-23 

3 價ｨ唏���S��+��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(哩$(ｻｲ�東京都八王子市並木町36-23 

4 價ｨ唏�����,ﾓ��#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町36-23 

5 ��ｩlﾓ���,ﾓ##���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ⅸｼhﾉｨｾ��東京都八王子市並木町36-23 

6 ��ｩ,c���,ﾓ##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(哩$)v��東京都八王子市並木町36-23 

表5-44　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社井口工業分)

42.株式会社井口工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O48-726-2793

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 ��X諍w��(,ﾈ���

1 ��Xｷｳ���,ﾓ3C#��ダンプ 乘H�檍��皐ﾏｸﾔ鮎b�埼玉県上尾市平方3540-2 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ�s�"�ダンプ 凅x�檍��皐ﾏｸﾔ鮎b�埼玉県上尾市平方3540-2 

表5-45　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(株式会社竹村建繭分)

43.株式会社竹村建商　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁重」:042-783-0666

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

1 ��ｩlﾓ���,ﾓ��sR�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

2 ��ｩ,c�3�+3�3#��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

3 ��ｩk��3�+3�SSr�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

4 ��ｩlﾓ���,ﾓ�ss��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

5 ��ｩf��3�*������ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�抽奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

6 ��ｩ,c���,ﾓ##���ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相撲原市緑区川尻1545-6 

7 ��ｩlﾘ�S3�+s##3��ダンプ 凅x�檍��'ﾉ�ｩ��ﾎ｢�神奈川県相撲原市緑区川尻1545-6 

8 亳H*H���3�+3#都r�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

9 ��ｩh｣���,ﾓ33S��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545輸6 

10 ��ｩlﾓ���,ﾓ3S�2�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

11 ��ｩ,c�3�+3c���ダンプ’ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市j撮区川尻1545-6 
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表5葛46　汚染土壌を運搬する車両の一覧表(有限会社昌栄興業分)

44.有限会社呂栄興業　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」048-296-431 1

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

1 估i$｣���,ﾓ#鉄r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���8哩5HｹB�埼玉県川口市大字赤芝新田333-1 

2 估i$｣�3�+��s�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���8哩5H��埼玉県川口市大字赤芝新田333-1 

表5-47　汚染土壌を運搬する車軸の一覧表(成友興業株式会社分)

45-1.成友興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:042-558-41 1 1

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

1 儼薄��100か5218 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

2 儼��ﾂ�100か5219 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

3 儼��ﾂ�100か5222 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��扎�c�H�Rﾓ��

4 儼��fﾂ�100か5229 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

5 儼佇��100か5230 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

6 傴ｴ亦�100か5231 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��H���

7 儼��ﾂ�100か5234 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

8 傴ｴ鳴�100か5237 �5�987b�成友興業裸式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

9 儼��ﾂ�100か5238 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

10 儼��ﾂ�100か5241 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��扎�ﾃ�C��R�

11 儼佇��100か5986 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C��R�

12 俘)&｢�100か6029 �5�987b�成友興業裸式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

13 儼佇��100か6030 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

14 儼��ﾂ�100か6101 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C��R�

15 傴ｸﾈ��100か6102 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

16 儼佇��100か6103 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

17 傴ｸﾈ��100か5987 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

18 儼薄��100か5988 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

19 儼��R�100か6434 �5�987b�成友典薬妹式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��H6s��

20 傴ｸﾈ��100か6435 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

21 儼佇��100か6436 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

22 儼薄ﾂ�100か6669 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

23 儼��ﾂ�100か6677 �5�987b�成友興業格式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

24 儼��R�100か6678 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

25 傴ｸﾈ��100か6679 �5�987b�成友興裳株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

26 儼��ﾂ�100か6704 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C��R�

27 傴ｸﾈ��100か6705 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

28 儼��100か6706 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��H���

29 儼佇��100か6722 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

30 儼佇��100か6723 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

31 儼薄��100か6724 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

32 儼佇��100か6920 �5�987b�成長興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

33 儼薄��100か6921 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

34 儼佇��100か6922 �5�987b�成友興業裸式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

35 傴ｸﾈ��」00か6923 �5�987b�成友興業裸式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

36 儼薄ﾂ�100か6924 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��扎�c�C�ﾓ��

37 儼綿���*田鉄���5�987b�成友興乗株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��H��R�

38 儼��ﾂ�100か6951 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C��R�

39 儼佇��100か6952 �5�987b�成友製菓裸式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

40 儼薄��100か6953 �5�987b�成友興業裸式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��

41 幽+����ｨ�｢�100か6954 �5�987b�成友興業株式会社 �8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��
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表5-48　汚染土壌を運搬する車輌の-覧表(成友興業株式会社分)

45-2.成友興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O42-55鼠-41 1 1

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

42 價ｨ唏�����*�#�途�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

43 價ｨ唏�����*�#����ダンプ ��ﾉthｻｸﾝ茜H�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

44 價ｨ唏�����*�#����ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141「 

45 價ｨ唏�����*�#3���ダンプ ��ﾉthｻｸｼihX�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

46 價ｨ唏�����*�#3���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花114ト1 

47 價ｨ唏�����*�#3�"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

48 價ｨ唏�����*�#S32�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

49 價ｨ唏���S��*�#S3B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花114十1 

50 價ｨ唏�����*�#SC��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

51 價ｨ唏�����*�#イ2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

52 價ｨ唏�����*�#ピ��ダンプ ��ﾉti5Io(ｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

53 價ｨ唏�����*�#ピ"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

54 碧Jｨ唏�����*�3�#R�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

55 價ｨ唏�����*�3�#b�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

56 價ｨ唏�����*�3�cB�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

57 價ｨ唏�����*�3�cR�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花114十1 

58 價ｨ唏�����*�3�cb�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花114十1 

59 價ｨ唏�����,ﾓ3�ッ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141置1 

60 價ｨ唏�����,ﾓ3�ビ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

61 價ｨ唏�����,ﾓ3�モ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

62 價ｨ唏�����,ﾓ33途�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

63 價ｨ唏���S��,ﾓ3C���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1」41-1 

64 價ｨ唏�����,ﾓ3C���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141ト1 

65 價ｨ唏�����*�3C3��ダンプ ��ﾉti5Io(ｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

66 價ｨ唏�����*�3C3"�ダンプ ��ﾉthｻｸﾄ�H�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

67 價ｨ唏�����*�3Sc��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

68 價ｨ唏�����*�3Sc��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

69 價ｨ唏�����*�3c���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

70 價ｨ唏�����*�3c���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

71 價ｨ唏�����*�3c�"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花114ト1 

72 價ｨ唏�����*�3c���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

73 價ｨ唏���S��*�3c���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

74 價ｨ唏�����*�3c#2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

75 價ｨ唏�����*�3c#B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼie�陞���東京都あきる野市草花1141-1 

76 價ｨ唏�����,ﾓゴ��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141「 

77 價ｨ唏�����,ﾓ涛2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141「 

78 價ｨ唏�����,ﾓ��ッ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

79 價ｨ唏�����,ﾓ��ビ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

80 價ｨ唏�����,ﾓ�cC��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141「 

81 價ｨ唏�����,ﾓ�c���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 

82 價ｨ唏�����,ﾓ#�ヲ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���東京都あきる野市草花1141-1 
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表5-49　汚染土壌を運搬する車輌の一覧表(有限会社秋山開発分)

46.有限会社秋山開発　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:03-3400-7732

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

1 儼��ﾃ���,ﾓ鉄��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6_25 

2 儼��ﾃ���,ﾓ��S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6_25 

3 儼��ﾃ���,ﾓ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

4 儼��ﾃ���,ﾓ��3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

5 儼��ﾃ���,ﾓ�S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6。25 

6 ��ﾈﾞ����,ﾓ##���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

7 ��ﾈﾞ����,ﾓ###��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7_6.之5 

8 ��ﾈﾞ����,ﾓ#)Ec��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

9 ��ﾈﾞ����,ﾓ###��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

10 牝曝ﾞ����,ﾓ##3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

11 ��ｹzs�3�+��#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6_25 

1之 ��ｹzs�3�+��#�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6_25 

13 ��ｹzs�3�+��#�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

14 ��ｹzs�3�+s�#�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6_25 

15 ��ｹzs�3�+s�#�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6_25 

16 儼��ﾃ�3�,ﾓ�鉄r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-25 

表5-50　汚染土壌を運搬する車輌の一覧表(株式会社秀和分)

47.株式会社秀和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」03-5736_0969

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

1 儼白�100は1078 �5�987b�株式会社秀和 �xｹ�79�Y68ｾigｸ秤632ﾓbﾓ�ﾓS���

2 儼薄��100は1079 �5�987b�株式会社秀和 �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤632ﾓbﾓ�ﾓS���

3 儼鋳�100は235 �5�987b�様式会社秀和 ���8ﾉdﾙ�Y?ｨ�9gｸ秤632ﾓbﾓ�ﾓS���

表5-51汚染土壌を運搬する車軸の一覧表(イズミロジスティクス株式会社分)

48.イズミロジスティクス株式会社　　　　　　　　　　　　　丁E己O3賀5696-47 1 1

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

1 ��ｹzs���*ｳs��b�ダンプ �485�7�8ﾘ5x5�6X4(4�5茜H�檍���東京都江戸川区北葛西4-12-2-105 

2 ��ｹzs���*ｳs��r�ダンプ �485�7�8ﾘ5x5�6X4(4�5茜H�檍���東京都江戸川区北高西4-12-2-105 

表5-52　汚染土壌を運搬する車輌の一覧表(晴栄運送株式会社分)

49.暗栄運送株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:03-3889鵜5383

自動車登録番号
又は車両番号

車体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

足立130く200 暗栄運送模式会社 東京籾足立区梅田4-22-1 1


