
様式第十六(第六十一条第二項関係)

¥

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔(号 

平成28年　3月　8日 
東京都知事　殿 

住所　　東京都荒川区東尾久七丁目2番地 
届出者氏名大林’大本建設共同企業■ 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾗ)�ﾈｾi8ﾉOhｷh�)ｩm｣�MI&�,ﾈ自YH��)MI&�,ﾂﾙYB� 

(住居表示) 

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1の-部、2833番28、 

2833番29の一部、2833番9の-部、2939番lの一部、 

2833番18の一部、1330番1の一部(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �<洩iZ為Xｮﾓｨｬ��
鉛及びその化合物　　　含有量160へl,100如g/kg/ 

ふっ素及びその化合物　溶出量　0.9へ2.6血g/し 

※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の体積 �"ﾃC�Fﾓ2�

※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 �7�8ｸ6x5(987�4��愛8補��IIR��愛8補��IIR��越I�r一�:竟B��ベルトコンベア→海運(船舶)→海運(船舶) 

※詳細は添付書類4のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 乘H�檍��,x*ｲ�

又は名称 倅�IWY:ｨｩH�檍���
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汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5�� 

又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5��

汚染土壌を処理する施設の 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5�7)(hﾔ��｢�滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他 

所在地 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5畏)�靫��｢�

大阪府高石市高砂1丁目11番5号 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���8ﾈ���#Y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���Xﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���hﾈ���#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���hﾈ���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��{�ﾃbﾃ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。) �7���Hxｨ,x*ｹ8ﾈｹ�78ﾗ)�ﾈｾi8ﾉOhｷh�)ｩm｣#�39MI&��&��b�三井埠頭株式会社　神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

兼杉興業株式会社　大阪府岸和田市地蔵浜町1l-1・ 

東亜貨物株式会社　大阪府大阪市大正区南恩加島4-3 

※詳細は添付8のとおり 

保管施設の所在地並びに所有 ��9$)�Hxｨ,x*ｹ8ﾈｹ�78ﾗ)�ﾈｾi8ﾉOhｷh�)ｩm｣#�39MI&��&��b�三井埠頭株式会社　神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

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。) 佶9�仆ｸｼhｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ��

東亜貨物株式会社　大阪府大阪市大正区南恩加島4-3 

※詳細は添付8のとおり 

【連絡先】大林・大本建設共同企業体　東尾久JV工事事務所 
氏名:　　　　　　　　　　　　　　　電話番号;03葛6458-2821 

備考　l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。



汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面添付書類1

図1-1汚染土壌掘削位置図
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汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面　　　添付書類　上2

図1-2汚染土壌掘削範囲図

」　　　　K J I

形重要更時表層出区職の噺幽
霊真義兼用区東鳥久七丁駿8榔番1の-競、之的3番蝕、

2峡機番鋤の葛挺、 2的3番9の鵜部、筏38書1の一部、

2関3番1田の〇九1300番1の-衝く地番表示)

E D

i ・-・十°事「 凵v‾千二千千千二「‾十° 　　　III 劔劔二間 iiIl 劔r‾〇一〇‾ 丁‾‾ I 派*B�

「苦i 　I 劔��R���丁「 凵[l I � 凵@　　　‾l I　I 剩��

I ○○_ ��fﾈ�R�白����ﾒﾘ�ｨ���」⊥_ 僮 I 白��ｸ�ｲ�l � 憧��I I 逃ﾂ�

丁 僮 I ��II I 僮I I � 白���「 十 十- � �ｩ�r�」 I I 調ﾒﾘ�R�����

ー日置- 剿ﾂ���Ii I � �,B������ � 仆2�

I 白��� 亦� �� �� 剪� ������b� 

_　　」　　_」。._ 劔 冤 劔章III 憾二古‾十‾ 劔又���X�R�

十;; 劔† 剪� 劔劔 

i I 逃ﾂ���I i .‾一書-一 僮 I ‾「 I 」 I I � � 陶)｢�;「 

手工 劍�X��������e����口 

丁 l I ��ｵﾒ�ﾂ�凾ｵ I 冤 I 偖ﾈ�ﾒ�昌」 

I　　I 劔 僮 劔ii 」 劔 ��

・十 I � ��I ��十 � ��巨 剞m王十 I � ��ｲ�

I � 剪� 劔��i 

丁 � ����l 剋t冒 劔I � ��R�

l � ��b�白���」 �:i 劔 �� 貞��b�

⊥_ � �+R�������仆2���_⊥ 冓 I 劔 ��b� ��b�
1 � 剪�l 凵u‾ I, I 劔 ����耳�r(�R�亦� 鋳�

十 兩i 剪�十 冤 剪�1I ‾十‾肝“ � 白�
i 

i i � 亦�ﾂ���I 剩��lI- ��「 .‾‾「 

上　し 剪���I 剩��綿�����白�� 

1I 士二苦 剿ﾄ粕亦��e����b�劔綿�������������������劔鳴�

‾‾了‾‾　‾ふ丁　‾‾薗」‾/“‾すし 
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汚染土壌の運搬方法

4-1運搬フロー図

(l)枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬フロー図1

形質変更時要届出区域

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l他

枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬

積替施設:ベルトコンベア

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1

大林・大本建設共同企業体(特) 東京都荒川区東尾久七丁

積替・保管施設:土運船

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l地先

運搬:株式会社どき【運搬受託者】東京都港区港南5-l-27 

荷姿:土運船　十　シート掛け 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-l

運搬;三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県月順市川崎区扇町9-1 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

運搬:西瀧海運株式会社他9社(添付書類6参照)【運搬請負者】 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

積替・保管:兼杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵湊町1 1-1

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区扇町9-l 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

運搬:株式会社山崎砂利商店他27社(添付書類5参照)【運搬請負者】 

滋賀県大津市浜大津4-7-6 

荷姿;ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

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)

許可番号;第1161001012号



(2)批素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬フロー図　2

形質変更時要届出区域

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l他

枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬

積替施設:ベルトコンベア

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l

大林・大本建設共同企業体(特)東京都荒川区東尾久七丁目2番地

積替・保管施設:土運船

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1地先

運搬:株式会社どき【運搬受託者】東京都港区港南5-1-27 

荷姿:土運船　十　シート掛け 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区扇町9葛1 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

運搬:西瀧海運株式会社他9社(添付書類6参照)【運搬請負者】 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

積替・保管:東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大正直南恩加島4-3

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈ji惧川崎市川崎区扇町9-1 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

運搬:株式会社山崎砂利商店他27社(添付書類5参照)【運搬請負者】 

滋賀県大津市浜大津4-7-6 

荷姿:ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場

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)

許可番号:第I161001012号



(3)枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬フロー図　3

形質変更時要届出区域

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1の一部他

枇素、鉛、ふっ素汚染土壌運搬

積替施設:ベルトコンベア

東京都荒川区東尾久七丁目2833番1

大林・大本建設共同企業体(特)東京都荒川区東尾久七丁目2番地

積替・保管施設:土運船

東京都荒川区東尾久七丁目2833番l地先

運搬:株式会社どき【運搬受託者】東京都港区港南5-l-22 

荷姿:土運船　十　シートカバー 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

運搬:西瀧海運株式会社他9社(添付書類6参照)【運搬請負者】 

大分県津久見市港町2番18号 

荷姿:船舶十ハッチカバー 

処理:株式会社ハーモニックス高石工場

大阪府高石市高砂1丁目11番5

種類;浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

許可番号:第0271001004号



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

表-5　重金属汚染土壌の運搬

岸和田港、木津川港一山崎砂利商店(滋賀県大津市)

運搬受託者:三井埠頭株式会社神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 044-333-5314

No.1(株)山崎砂利商店　　　　　滋賀県大津市浜大津4丁目7-6　　　　　　TELO77-523-2821 

自動車登録番号 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 俾�棹�������,ﾘ��33��ダンプ 宙ｩB伜(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

2 俾�棹�������,ﾘ�����s��ダンプ 宙ｩB伜(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

3 俾�棹��綿.(��Cc���ダンプ 宙ｩB伜(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

4 俾�棹���3���,(�������ダンプ 宙ｩB伜(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市況大津4丁目7-6 

5 俾�棹���3���+ｸ��ｩ���ダンプ 宙ｩB伜(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

N〇・2(株)城南開発興業　　　　　京都府城陽市寺田丁子口8番地1　　　　TEしO774-55-3980 

自動再登録番号 又は輔番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 俾�棹���3�,C�����ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

2 俾�棹���3���,C���"�ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

3 俾�棹�S�3���+����2�ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

4 俾�棹���3���+ｸ��ﾔ���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口8番地1 

5 俾�棹���3���+ﾓ���R�ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 
16 仍�78�������,ﾓ���R�アームロール 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

7 俾�棹�c�����,ﾓ��#��ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

8 �8ﾉ78�������,ﾘ��#��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口8番地1 

9 �i78�������,ﾘ��#�3R�アームロール 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

10 仍�78�������,ﾘ��#�3b�アームロール 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

l∴l 倡i78�������,ﾘ��#�3r�アームロール 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

12 俾�棹�������,ﾘ��#����ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

13 俾�棹�������,ﾘ��#����ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

14 俾�棹�������,ﾘ��#����ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

15 俾�棹�������,ﾘ��#����ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

16 俾�棹�������,ﾘ��#��"�ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

17 倡i78�����3���+8��##�ﾂ�アームロール 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

18 仍�78�������,ﾘ��#sS"�アームロール 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

19 仍�78�������,ﾘ��##���ダンプ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

20 俾�棹���3���+s##�R�トラクタ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

21 仍�78�������,ﾘ��##���トラクタ 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

22 仍�78�������.H��湯�タップセミトトラー 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

23 亅9YH���3���+s3����ダンプセミルーラー 宙ｩB���>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

No.3(株)ヤマゼン運輸　　　　　三重県伊賀市予野字西出2700番地の1　TELO595-39-1080 

l 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ仼w�MHﾘb�車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 二重　100　ま　7 �5�987b�(株)ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��MI&�,ﾆﾂ�

2 倅�H���9����-ﾃ����タ頂ミルーラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字西田2700番地のl 

3 倅�H���3���,｣��ﾂ�ダンプセミトレーラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野宇田出2700番地のl 

4 倅�H���3���,h����"�ダンプセミルーラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野宇宙出2700番地の1 

5 倅�H���3�,#��2�ダンプセミルーラ・ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

6 倅�H���3���+ｳ��B�ダンプセミトレーラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西田2700番地の1 

7 倅�H���3���+ﾘ����R�ダンプセミトレーラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

8 �?�����3���+���b�ダンプセミル・ラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字面出2700番地の1 

9 俾�棹���3���+ｳ���b�ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

10 俾�棹���3���+����r�ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

11 俾�棹���3���,#�����ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字西出2700番地の1 

12 俾�棹���3���+s�����ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊勢市予野字画出2700番地の1 

13 ����ﾈ�������,ﾓ�イB�アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

14 �?�����3���+8��##�b�トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇宙出2700番地の工 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

No.3 (株)ヤマゼン運輸　　　　　　三重県伊賀市予野字西出2700番地の1　TEL O595-39-1080

自動車登録番号 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���

15 倅�H���3���,���##�r�トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西田2700番地の1 

16 倅�H���3���+8��#����トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字西出2700番地の1 

17 倅�H���3���+8��##���トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西田2700番地のl 

18 倅�H���3���+8��##�ﾂ�トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の1 

19 倅�H���3���+8��##�"�トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西田2700番地のl 

20 倅�H���3���+���##�2�トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

21 倅�H�������,ﾘ��#c���ダンプ ���ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700番地のl 

22 倅�H�������,ﾘ��S����アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字西出2700番地の1 

23 倅�H�������,ﾘ��S��b�ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番地の1 

24 倅�H�������,ﾘ��S����ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地のl 

25 倅�H�������,ﾘ��S�c"�アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の1 

26 倅�H�������,ﾘ��S#SB�アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700番.地の1 

27 倅�H�������+8��s����アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野宇田出2700番地の1 

28 倅�H�������.ｸ�������アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字西出2700番地の1 

29 倅�H�������,ﾘ��SS途�トラクタ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字百出2700番地の1 

30 倅�H�������.H��#���タップセミルーラー 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の1 

31 ����ﾈ�������,ﾓ�イR�アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の1 

32 ����ﾈ�������,ﾓ�イb�アームロール 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700番地の1 

33 ����ﾈ�������.H��3r�つシテナフル持′-ラ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の工 

34 俾�棹���3���,ｳ�����ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野宇宙出2700番地の1 

35 俾�棹���3���,#�����ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の1 

36 俾�棹���3���+3���"�ダンプ 宙ｩB�8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の1 

No.4(株)創心　　　　　　　　　滋賀県大津市本堅田2丁目7-29　　　　　TELO77-574-2227 

自動車登録番号 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���

1 俾�棹���3���+���#�#��ダンプ 宙ｩB����2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

2 俾�棹���3���+x��3�3��ダンプ 宙ｩB����2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

3 俾�棹���3���+ｸ��S�S��ダンプ 宙ｩB����2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

4 俾�棹���3���+x��c�c��ダンプ 宙ｩB����2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

No.5(株)ナカケン　　　　　　　奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205　　　TELO742-63-5675 

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 �=驂x�������*���c��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 

2 �=驂x����(��*#����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 

3 �=驂x���3���*��Cr�ダンプ 宙ｩB�6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺l丁目19-6-205 

4 �=驂x���3���*���#S��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 

5 �=驂x���3���*h��3c��ダンプ ��R茜B�6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

6 �=驂x���3���*���3��2�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 

7 �=驂x���3���*���C�ﾔィ�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 

No.6　大同建設工業㈱　　　　　　三重県伊賀市上野丸之内117　　　　　　TELO595-21-0856 

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

1 倅�H�����3���,ﾈ����b�ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内117 

2 倅�H�����3���+ｸ������ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内I17 

3 倅�H�������,ﾘ��S3sB�ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内117 

4 倅�H�������,ﾘ��SS3b�ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内I17 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

No.7(株)コスモテック　　　　　奈良県大和郡山市筒井町1147-1　　　TELO743-57-8858 

自動車登録番号 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���

1 �=驂x���3���+8��3"�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

2 �=驂x�������.x���"�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

3 �=驂x���3���*h��#3B�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

4 �=驂x���3���*���3CR�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

5 �=驂x���3���*���Scr�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

6 �=驂x���3���+x���#"�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

7 �=驂x���3���+s�����ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町重147-1 

8 �=驂x�������-ﾓ#����ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井叩1147-1 

9 倅�H�������,���3����ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

10 �=驂x�������,ﾘ��3sィ�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

11 �=驂x���3�+ｸ��ﾋｳCB�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町I147葛1 

12 �=驂x���3(��*ｸ��CCCB�ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

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1147-1 

14 刎�慂�(���3���+8��S����ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

15 倅�H���3��ﾈ+���c����ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

16 刎�慂�(��ｨｳ�3���+8��ン���ダンプ 宙ｩB�5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-l 

No・8(株)近畿産業　　　　　　京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号　　TELO77l-29-4530 

自動車登録番号 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���

1 仍�78���3���*h��ッ�ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

2 仍�78���3���*���迭�ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

3 亅9YH�������*��涛��ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

4 仍�78�������*��涛"�ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

5 仍�78���3���*#�涛2�ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

6 仍�78���3���*��涛B�ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

7 仍�78���3���*��涛��ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

8 佛ｩ78���3���*��涛r�ダンプ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

9 仂yYH���3��h*���sss��ダンプ 宙ｩB仗�亥仂b�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

10 仍�78���3�*�������トラクタ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

11 仍�78�������*h������ 宙ｩB仗�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

No・9(有)西秀　　　　　　　　大阪府松原市河合4丁目38l-1　　　　TELO72-334-2236 

1 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ仼w�MHﾘb�草体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 和泉　132　く　18 �5�987b�(有)西秀 ��Xﾞ9Wｸ鉙ﾋH�8憙ﾘsI)ｩm｣3�ﾓ��

2 刎��(����8��*h��332�ダンプ 忠tﾂ��ﾈ��大阪府松原市河合4丁目381-1 

3 刎��(����8��*H��ャ��ダンプ 忠tﾂ��ﾈ��大阪府松原市河合4丁目38l-l 

No.10(株)大誘　　　　　　　大阪府富田林市大字東板持594-2　　　TELO721-33-5775 

1 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ仼w�MHﾘb�車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 和泉　131て100 �5�987b�(株)大勝 ��Xﾞ9WｹW�69}��9�X鬩8ﾉL(鰌S釘ﾓ"�

2 刎��(���3���+���#���ダンプ 宙ｩB��YuR�大阪府富田林市大字東板持594-2 

3 刎��(���3���,���3���ダンプ 宙ｩB��Xｽ��大阪府富田林市大字東板持594-2 

4 刎��(���3���,(��3���ダンプ 宙ｩB��Xｽ��大阪府富田林市大字東板持594葛2 

5 刎��(���3���,ｨ��S���ダンプ 宙ｩB��X��大阪府富田林市大字東板持594「2 

6 刎��(���3���,H������ダンプ 宙ｩB��X��大阪府富田林市大字東板持594-2 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

No.11 (有)福田建材　　　　　　　京都府京都市伏見区久我石原町3番地29　TEL O75-93十1002

自動車登録番号 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���

1 仍�78���3���*���Sツr�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

2 仍�78���3���*���Sツ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

3 仍�78���3���*���Sツ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

4 仍�78���3���*���Sピ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

5 仍�78���3���*���Sプﾂ�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

6 仍�78���3���*���Sピ"�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

7 仍�78���3���*���Sピ2�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

8 仍�78���3���*(��SピB�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

9 仍�78���3���*���SピR�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

10 仍�78���3���*���Sピb�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

11 仍�78���3���*���Sピr�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

12 仍�78���3���*���Sピ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

13 仍�78���3���*���Sピ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

14 仍�78���3���*���Sャ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

15 仍�78���3���*���Sユﾂ�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

16 仍�78���3���*(��Sャ"�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

17 仍�78���3���*���Sャ2�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

18 仍�78���3���*���SャB�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

19 仍�78���3���*���SャR�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

20 仍�78���3���*���Sャb�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

21 仍�78���3���*���Sャr�ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

22 仍�78���3���*(��Sャ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

23 仍�78����ﾔ�3���*���Sャ��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

24 仍�78���3���*���Sン��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

25 仍�78���3���*���Sン��ダンプ 忠tﾂ兀�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

No.12 (有)沢井建設　　　　　　　京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地TEし　O771-24-7683

自動車登録番号 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���

1 仍�78���38��*ｳ����ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

2 仍�78���3�*ﾘ��#���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

3 仍�78���3�*(��3���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

4 仍�78���3���*ﾘ��C���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

5 仍�78����ﾔ�3�*���S���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

6 仍�78���3�*H��s���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

7 仍�78���3���*ﾘ������ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

8 仍�78���3���*�������ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

9 仍�78����8��*#�����ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾘ��ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

10 仍�78����H��*h��ャ��ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

11 仍�78���3���*ｸ��c���ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

12 仍�78����H��*h��SSR�ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

13 仍�78���3(��*(��涛��ダンプ 忠tﾂ��(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

No.13 (有)北斗　　京都府京都市南区久世殿城町430番地lエクセランス向日町602　TEL O75-643-9009

自動車登録番号 ■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���

1 仍�78�����*���#����ダンプ 忠tﾂ冉ｹ6ﾂ�京都府京都市南区久世成城町430番地1エクセランス向日町602 

2 仍�78�����*H��3����ダンプ 忠tﾂ冉ｹ6ﾂ�京都府京都市南区久世殿城町430番地lエクセランス向日町602 

3 仍�78���3�*���C����ダンプ 忠tﾂ冉ｹ6ﾂ�京都府京都市南区久世殿城町430番地1ユタセランス向日町602 

4 仍�78�����/���S����ダンプ 忠tﾂ冉ｹ6ﾂ�京都府京都市南区久世殿城町430番地1ユタセランス向日町602 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(岸和田港・大正区一滋賀県大津市)

NO工4　㈱森組建設工業京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　　　TEしO771-24-8858 

自動車登録番号 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 仍�78������*���#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

2 仍�78�������*���s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

3 仍�78�������*��##��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

4 仍�78�������*��#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林Il-4 

5 仍�78�������*���#ゴR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

6 仍�78�������*���C�湯�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

7 仍�78��綿��*ｸ��S�3"�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

8 仍�78�������*���SCsR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

9 仍�78������*ｸ��S塔��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

10 仍�78�������*���c����ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町一篠杢殿林Il-4 

11 仍�78������*ｸ��c�cR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

12 仍�78������*ｸ��c�cb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

13 仍�78�������*���ccsr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

14 仍�78�������*���c都r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

15 仍�78�������*都�C��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

16 仍�78�������*���s�ビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

17 仍�78�������*���sCsb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林I1寸 

18 仍�78�������*���sSCr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

19 仍�78�������*���scCR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1白書 

20 仍�78�������*���s��b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11」 

2l 仍�78�������*�����3r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林lト4 

22 仍�78�������*������"�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

23 仍�78�������*����#モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林lト4 

24 仍�78�������*��c�3�B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡高額町繚杢殿林1l-4 

25 仍�78�������*���ツ#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

26 仍�78�������*���ツc��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

27 仍�78�������*���ツ�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町.篠杢殿林Il-4 

28 仍�78�������*���ピビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

29 仍�78�������*���ピモ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

30 仍�78�������*���ャ�B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

31 仍�78�������*塔塔R�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

32 仍�78�������*������B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

33 仍�78�������*������R�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

34 仍�78�������*�����モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林Il-4 

35 仍�78����ﾔ�����*�����迭�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

36 仍�78�������*����#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町繚杢殿林11-4 

37 仍�78�������*����33B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

38 仍�78�������*����3SR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

39 仍�78�������*����3s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

40 仍�78�������*���鼎#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

41 仍�78�������*���鼎S��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11二4 

42 仍�78�������*���鼎sR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

43 仍�78�������*���鼎�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

44 仍�78�������*�����ッ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

45 仍�78�������*�����ビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

46 仍�78�������*�����C��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1工-4 

47 仍�78�������*��������ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠重蔵林11-4 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(岸和田港・大正区一滋賀県大津市)

NO. 14　㈱森組建設工業　京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　　　TEL O77l-24-8858

自動車登録番号 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���

48 仍�78�������*�����澱�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

49 仍�78�������*�����32�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

50 仍�78�������*����332�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

51 仍�78�������*����3#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

52 仍�78�������*����3#��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

53 仍�78�������*���ンSB�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

NO. 15　㈱小南興業　　　京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12　　　　　　TEL O77l-82-2747

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

1 仍�78���3���*H��S3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214置12 

2 仍�78���3���*h��S3s2�ダンプ 鎚xｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

3 仍�78����ﾔ�3���*���S3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野21412 

4 仍�78�������*���#cb�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

5 仍�78�������*����2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波叩蒲生蒲生野214-12 

6 仍�78�������*���s�S��ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

NO. 16　㈱彩峰工業　　　兵庫県尼崎市田能3丁目4-22　　　　　　　　　　　　TEL O6-4960-7875

自動車登録番号 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���

1 ���ｸ�������*�����ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

2 ���ｸ����H��*H��"�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

3 ���ｸ����X��*(��2�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

4 ���ｸ���3(��*���B�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

5 ���ｸ����8��/���R�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

6 ���ｸ���38��*H��b�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4「22 

7 ���ｸ����H��/���r�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

8 ���ｸ����X��*�����ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

9 ���ｸ���3�*ﾘ����ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

10 ���ｸ���38��/������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

11 ���ｸ���3H��*ｸ�����ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

12 ���ｸ���3(��/����"�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

13 ���ｸ���3�*ｸ���2�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

14 ���ｸ���38��*����R�ダンプ・ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

15 ���ｸ���3�*ｸ���b�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

16 ���ｸ���3�*h���r�ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

17 ���ｸ���3�/������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

18 ���ｸ���3�*������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

19 ���ｸ���3(��*���#��ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

20 ���ｸ���3(��*(��#��ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

21 ���ｸ����8��+������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

22 ���ｸ����(��/���#����ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

23 ���ｸ���3���*H��33�2�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(岸和田港・大正区一滋賀県大津市)

NO.17(有)根来建材興業大阪府枚方市招平野町6-18　　　　　　　　　　　TELO72-857-7870 

自動車登録番号 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 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 

2 ��Xﾞ8���8ﾔ���*���S��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 

3 ��Xﾞ8���3(��*h��#���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

4 ��Xﾞ8���3���*(��3���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

5 ��Xﾞ8���3���*��33��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���3���*��33R�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 

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6-18 

8 ��Xﾞ8���3�*ﾘ��s��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 

9 ��Xﾞ8���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 

10 ��Xﾞ8���3���/���C��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 

11 ��Xﾞ8���3H��*ｳ����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 

12 ��Xﾞ8���3�*ｸ�����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 

13 ��Xﾞ8���38��*���#��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 

14 ��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 

15 ��Xﾞ8���3�*ﾘ��c��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市塙平野町6-18 

NO,18(株)ケイアイ　　　大阪府四 劔隧>ｸ�968ﾋI�C�)ｩm｣�2ﾓ������������������DX+T�C2ﾓsふピs��

自動車登録番号 又は重輌番号 倆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 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台工丁目13-10 

2 ��Xﾞ8���3���*���CB�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目1310 

3 ��Xﾞ8����X��*ﾓ����ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

4 ��Xﾞ8�����*ｸ��##"�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目13-10 

5 ��Xﾞ8����8��*ﾘ��332�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

6 ��Xﾞ8���3���*ﾘ��CCB�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目13-10 

7 ��Xﾞ8����H��*(��SSR�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目1310 

8 ��Xﾞ8���38��*H��ccb�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

9 ��Xﾞ8�������*(��ssr�ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

10 ��Xﾞ8����x��*ｸ��ャ��ダンプ 宙ｩB�5�484�42�大唆府四條畷市田原台1丁目1310 

NO.19(有)松浦建材　　大阪府枚方市津田西町1丁目27-22　　　　　　　TELO72-859-2822 

自動車登録番号 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���

1 ��Xﾞ8�������*���ﾔイ��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

2 ��Xﾞ8�������*�������ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

3 ��Xﾞ8�������*���b�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

4 ��Xﾞ8�������*���r�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

5 ��Xﾞ8�������*���B�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

6 ��Xﾞ8�������*��CR�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方布津田田町1丁目27-22 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(岸和田港・大正区一滋賀県大津市)

No.20　㈱カネスギ運輸　　　　　　大阪府岸和田市地蔵湊町1 1-1　　　　TEしO72鵜437-8597

自動車登録番号 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���

1 刎��(�������*���c�3B�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

2 刎��(�������*���ピ3��ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

3 刎��(�������*ｳ��C2�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

4 刎��(�������*塔��"�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町工l-1 

5 刎��(�������*��������ダンプ ��ｸ��xｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

6 刎��(�������*���鼎3��ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

7 刎��(���3���*h��c�b�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

8 刎��(�������*ｸ��#CR�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町Il-1 

9 刎��(�������*���c�32�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町1l置1 

10 刎��(���3���*�������ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

11 刎��(�������*����#���ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

12 刎��(�������*ｳ�32�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町1l-1 

13 刎��(�������*ｸ��鉄R�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町1l-1 

14 刎��(���3���+���ャ���ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町しl-1 

15 刎��(�������*ｸ��cSB�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町1l-1 

工6 刎��(�������*ｸ��ssb�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

17 刎��(����ﾔ�����*���田Cb�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵湊町1l-1 

18 刎��(���3���*(��涛���ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

19 刎��(���38��+���B�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

20 刎��(�������*ｸ��scb�ダンプ �ｨ4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

No.21兼杉運送(株)　　　　　　大阪府岸和田市大北町1-3　　　　　　　TEL O72-439-3301

自動車登録番号 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���

1 刎��(���3���*���ﾂ�ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町1-3 

2 刎��(���3���*���"�ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町l-3 

3 刎��(���3���+�����2�ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町l-3 

4 刎��(���3���*H����B�ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町1-3 

5 刎��(���3���*���R�ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町l-3 

6 刎��(���3���*ｸ����b�ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町1-3 

了 刎��(���3���+�����r�ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町1-3 

8 刎��(���3�*#����ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町1-3 

9 刎��(���3�*H��ﾔ����ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町1-3 

10 刎��(���3(��*ｳ����ダンプ 佶9����r茜B��大阪府岸和田市大北町1-3 

NO. 22 (株)田中渡潔工業　大阪府八尾市南木の本5丁目49　　　　　　　　　　TEL O721-93-1504

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

1 俥H�����3���*ｸ��CB�ダンプ 宙ｩB�69(i6荿�ﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

2 俥H�����3���*h��Cb�ダンプ 宙ｩB�69(h��ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市南木の本5丁目49 

3 俥H�����3���*(��S"�ダンプ 宙ｩB�69(i6��ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市南木の本5丁目49 

4 俥H�����3���*���S2�ダンプ 宙ｩB�69(i6��ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市南木の本5丁目49 

5 俥H�����3�*���SR�ダンプ 宙ｩB�69(i6靱靫鮎b�大阪府八尾市南木の本5丁目49 

6 俥H�����3���*(��3���ダンプ 宙ｩB�69(i6��ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市南木の本5丁目49 

7 俥H�����3���+8��3�ィ�ダンプ 宙ｩB�69(i6�%Hﾔ鮎b�大阪府八尾市南木の本5丁目49 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(岸和田港・大正区一滋賀県大津市)

No.23行建設(有)　　　　　　大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16　　　　TELO72-523-5625 

自動車登録番号 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 刎��(���3���*H��C�B�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

2 俥H�����3���*��C��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

3 俥H���3���*���ﾔイ��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

4 俥H�����3���*#�C"�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

5 刎��(����X��/���r�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

6 俥H�����3���*#�CR�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

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3-1-16 

8 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-l-16 

9 刎��(���3���+s#�#��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

10 刎��(�����*ﾘ��Scs��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

11 俥H�����3���*#�Cb�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西31-16 

12 刎��(�������*ｸ��ャモ�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

No.24(株)ヨシオカ　　　　　　　奈良県桜井市上之宮448　　　　　　　TELO744-42-1505 

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

1 �=驂x��樋X��*������ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

2 �=驂x����(��/���3����ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

3 �=驂x����(��*���#����ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

4 �=驂x����ﾔ�3���*(�������ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

5 �=驂x�������*��#3B�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮坐8 

6 �=驂x���3���*H��#3CR�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮魂8 

7 �=驂x���3���*H��3CSb�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

8 �=驂x���3���*���CScr�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

9 �=驂x�����*���Scs��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 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

ll �=驂x����8��*���s����ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮坐8 

No,25中村建材(有)　　　　　大阪府貝塚市澤541-5　　　　　　　　　TELO72-431-8212 

自動車登録番号 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���

1 刎��(�������,ﾘ��#�C��ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍���大阪府貝塚市澤54l-5 

2 刎��(���3���*ﾓ�#3R�ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍���大阪府貝塚市澤541-5 

3 刎��(�������,ﾓ�s���ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍���大阪府貝塚市揮54l-5 

4 刎��(���3���*#�#32�ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍���大阪府貝塚布津541-5 

5 刎��(�����*ｳ�#3B�ダンプ �(i�ｨﾉｨﾝ騁ﾈﾌ�檍���大阪府貝塚市澤54l-5 

No.26(株)乾建材　　　　　　京都府亀岡市東別院町倉谷高井田6番地　　TELO771-27-2447 

自動車登録番号 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���

工 仍�78�������*������ダンプ 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東別院町倉谷高井田6番地 

2 仍�78�������*���c33R�ダンプ 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��京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��京都府亀岡市東別院町倉谷高井田6番地 

4 仍�78�������*����3���ダンプ 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東別院町倉谷高井田6番地 

5 仍�78�����*h��ャモ�ダンプ 宙ｩB亂8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東別院町倉谷高井田6番地 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(岸和田港・大正区一滋賀県大津市)

No.27 (有)ネクサス　　　　　　　大阪府堺市堺区神石市之町12-8　　　　TEL O72-263-7386

自動車登録番号 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���

1 刎��(�������*���SSッ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

2 刎��(�������*���c33��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

3 刎��(����8��*������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

4 刎��(�������*���s#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ5�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

5 刎��(�������*���sC#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

6 刎��(�������*���sイr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

7 刎��(�������*���sイ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

8 刎��(�������*����3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

9 刎��(�������*���ゴC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

10 刎��(�������*���鉄c2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

11 刎��(�������*���涛C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

12 刎��(�������*ｸ��Xﾜ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

13 刎��(�������*ｸ��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

14 刎��(�������*ｸ��ンb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

15 刎��(�������*ｸ��ン��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

16 刎��(�������*ｸ��ン��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ5�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

17 刎��(�������*���#SC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

No.28 (株)畝本総菜　　　　　　　大阪府堺市美原区阿弥51-5　　　　　　　TEL O72-361-2390

自動車登録番号 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 刎��(����h��*�����ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥51-5 

2 俥H�����3�*���2�ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥5l葛5 

3 俥H�����3(��*ｸ��R�ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥51-5 

4 俥H�����3�*���r�ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥5ト5 

5 俥H�����3���*(����ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥51-5 

6 俥H������(��*ｳ�����ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥51-5 

7 俥H���������+���3332�ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥51-5 

8 俥H�������*(��SSSR�ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥51-5 

9 俥H�����3���*ｸ��sssr�ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥5工-5 

10 俥H�����3�+���ャモ�ダンプ 宙ｩB��Igｹ�ﾘﾝ��大阪府堺市美原区阿弥51-5 

重金属汚染土壌を運搬する車輌は『直積十防じんカバー(ポリエステル製) 』にて飛散等を防止する。

ベンゼン汚染土壌を運搬する車輌は、 『フレキシブルコンテナ十防じんカバー(ポリエステル裂) 』にて

飛散等を防止する。



添付書類　7

汚染土壌の運搬の用に供するベルトコンベアに関する書類

1ベルトコンベアの配置図

ベルトコンベア使用者:大林・大本建設共同企業体(特) 03-6458-2821
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添付書類8-2
積替・保管の用に供する施設に関する書類

(川崎港)

1積替・保管施設の配置図
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添付書類8-4

積替・保管の用に供する施設に関する書類

(木津川港)

1積替・保管施設の配置図
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