
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 劔京 雷.「9 

平成28年号月甲田 

東京都知事　殿 

千　　　　　畳臆Xひび野1十〇3 

届出者 
新田オ轄審議蒲緊酷 

代蓮亜竪澄盤袖　　口見　克 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から越哩聖盟蛭落盤嬢につし のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79f�68ｾi8ﾉf�69?�)ｩm｣cyMH��c窺C(��c窺C�(��c窺Cs�� 

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
ふっ素及びその化合物(土壌溶出量基準不適合) 

栄墾組単添付書類lのとお表書　　　　臆 

汚染土壌の爛　　棚〇、1 �ｸｫIWN+8ｶﾈｾ�8-8,�剪��

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:竟B��愛8�8暮L���IIR��越H�8暮L�一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���

喜喜S獲喜喜 

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��ｦie�5�7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所在 地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋騏ｸﾈ糲-�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���ﾈﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���(ﾈ��(�(ｿ9z(�(�"�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖���Hﾈ陋����

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 �ｹV(�ﾂ�
※添付書類4、5のとおり 

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。) 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ���
(岸和田)兼杉興業㈱　大阪府岸和田市地蔵湊町1l」 

(木津川)東亜貨物㈱　大阪市大正区南恩加島4-3 

※詳細は添付書類6のとおり 

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 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

篤荒業欝駕課業謹荒さ工‾1’2 
鵬(隼号 管施設を用いる場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.������������������淞�

環掠 乂r�皿施政善部 鍔対策課 

化 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

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

人にあってはその代表者)が署名することができる。

く連絡先’新日本建設株式会社工弼勝島砕瞥な



添付書類1

汚染土壌の場所を明らかにした要措置届区域等の図面

形質変更時要届出区域の所在地:東京都墨田区東墨田二丁目67番、 68番2、 68番12、 68番78 (地番表示)
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目形質変更時要届出区域　　　　　　　　　　　根伐工事掘削範囲(区域外処理)
土地の形質の変更をしようとする場所一外構工事掘削範囲(区域外処理)

・・・〇・・・・・・・…鉛含有量"ふっ素溶出量基準超過掘削範囲(区域外処理)



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1運搬フロー図

形質変更時要届出区域
東京都蓮田区東墨田二丁目15番13号

鉛(含有量) 、ふっ素(溶出量)汚染土壌運搬

運搬:大蓉工業株式会社【運搬受託者】埼玉県川口市並木4-15-6 

荷姿;ダンプトラック　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:大蓉工業株式会社【運搬受託者】埼玉県川口市並木4-15-6 

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1l-1

積替・保管:東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

運搬:大蓉工業株式会社【運搬受託者】埼玉県川口市並木4-15-6 

荷姿:ダンプトラック　十　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

2　運搬体制

運搬受託者:大蓉工業株式会社

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



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(要措置区域等一川崎港)
N0.1大審工業株式会社　　　　　　埼玉県川口市並木4-15-6　　　　　　丁巨」O48-259-0159 

自動車登録番号 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 2 ��Vﾂ�130 ��16 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr�ロ市並木4-15-6 

横浜 ��3�� ��r�ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

3 ��Vﾂ�13十 ��18 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr�口市並木4-15-6 

4 ��Vﾂ�130 �+������5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊvﾂ�口市並木4-15-6 

5 ��Vﾂ�131 �,"�圭　20 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊx�b�ロ市並木4-15-6 

6 ��Vﾂ�130 �*ﾒ�#���5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊx�b�口市並木4-15-6 

7 ��Vﾂ�131 ��R�22 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊx�b�ロ市並木4-15-6 

8 ��Vﾂ�130 ����23 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr��白市並木4-15-6 

9 ��Vﾂ�132 ��24 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊvﾂ�口市並木4-15-6 

10 ��Vﾂ�130 ��25 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr��ロ市並木4-15-6 

11 ��Vﾂ�130 ��26 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊt��口市並木4-15-6 

12 ��Vﾂ�130 ��27 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr��ロ市並木4-15-6 

13 ��Vﾂ�130 �+Uﾂ�28 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊv｢�ロ市並木4-丁5-6 

14 ��Vﾂ�130 ��29 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊr��口市並木4-15-6 

15 冤ﾉVﾂ�131 �*(*ｸ��3���5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊvﾂ�口市並木4-15-6 

16 ��Vﾂ�131 �+R�31 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊx�b�口市並木4-15-6 

17 ��Vﾂ�130 ��32 �5�987b�太巻工業株式会社 俥仂ｨﾊuﾒ�口市並木4-15輸6 

18 ��Vﾂ�132 �+R�33 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr��口市並木4-15-6 

19 ��Vﾂ�130 �+R�34 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊx�b�口市並木4-15-6 

20 ��Vﾈ��ﾏｳ3����35 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr��ロ市並木415-6 

21 ��Vﾂ�130 ��46 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊr��口市並木4-15-6 

22 ��Xｷｲ�130 �*��47 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊvﾂ�口市並木4-15-6 

23 ��Xｷｲ�130!け �48 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

24 ��Xｷｲ�130!う �49 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-」5-6 

25 ��Xｷｲ�131 �/��50 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

26 ��Xｷｲ�131 �+R�51 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

27 ��Xｷｲ�130 �*ﾒ�52 �5�987b�大寒工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��ロ市並木4-15-6 

28 ��Xｷｲ�130 �*ｲ�53 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

29 ��Xｷｲ�130 �*b�54 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

30 ��Xｷｲ�131 ����b�55 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

31 ��Xｷｲ�130 ��56 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊt白�口市並木4」5-6 

32 ��Xｷｲ�130 �*"�57 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊt白�口市並木4-15-6 

33 ��Xｷｲ�130 �*��58 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

34 ��Xｷｲ�130 �,"�59 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

35 ��Xｷｲ�130 �/��60 �5�987b�太巻工業株式会社 俥仂ｨﾊv､��ロ市並木4「5-6 

36 ��Xｷｲ�130 �*b�61 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊx�fﾂ�口市並木4-15-6 

37 ��Xｷｲ�130 �*b�62 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

38 ��Xｷｲ�130 ��63 �5�987b�大藩工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

39 ��Xｷｲ�130 �*"�64 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

40 ��Xｷｲ�130 �*b�65 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊr亦�口市並木4-15-6 

41 ��Xｷｲ�131 �*ｲﾂ�66 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

42 ��Xｷｲ�130 �*F��67 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��ロ市並木4-15-6 

43 ��Xｷｲ�130 �*f��68 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊx�f��口市並木4-15-6 

44 ��Xｷｲ�130 ��"�69 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊvｦﾂ�口市並木4-15-6 

45 ��Xｷｲ�130 ��70 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��ロ市並木4-15-6 

46 ��Xｷｲ�130 僻��71 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��ロ市並木4-15-6 

47 ��Xｷｲ�130 亦�72 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

48 ��Xｷｲ�130 偬B�73 �5譏987R�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��ロ市並木4-15-6 

49 ��Xｷｲ�130 �*h+8��sB��5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4」5-6 

50 ��Xｷｲ�130 亦�75 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 

51 ��Xｷｲ�130 ��76 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��ロ市並木4-15-6 

52 ��Vﾂ�131 ��77 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��ロ市並木4-15-6 

53 ��Xｷｲ�130 ��78 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊv､��口市並木4-15-6 

54 ��Xｷｲ�130雪 ��79 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ��口市並木4-15-6 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(要措置区域等一川崎港)
丁E」 O48-259-0159

自動車登録番号 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 

55 ��Xｷｲ�130 �*ﾒ�80 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

56 ��Xｷｲ�130 �*��き　81 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

57 ��Xｷｲ�130 �*b�36 �5�987b�大書工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�*ｲﾓb�

58 ��Xｷｲ�130 �*ｲ�●　37 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

59 ��Xｷｲ�130 �*��.38 �5�987b�大藩工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

60 ��Vﾂ�130!う �39 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

61 ��Xｷｲ�130 �*ｲ�40 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

62 ��Vﾂ�130 �*b�41 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

63 ��Vﾂ�130 �,"�42 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

64 ��Xｷｲ�130 �*b�C2��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊxﾈ雕ﾈ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

65 ��Xｷｲ�131 �*��!44 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

66 ��Xｷｸ��ﾏｳ3���*f鼎R��5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

67 ��Xｷｲ�130 �*��82 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

68 ��Xｷｲ�130 �*ｲ�83 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

69 ��Xｷｲ�130 �*"�84 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

70 ��Vﾂ�130 �*b�85 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

71 ��Vﾂ�130 �*B�86 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

72 ��Xｷｲ�130 �*��87 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

73 ��Vﾂ�132 �*ｲ�88 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

74 ��Xｷｲ�100 �*�+3s�����5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mォｨｳ�Xｨｳb�

75 ��Xｷｲ�100 �*��7813 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

76 ��Xｷｲ�100lか �7814 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

77 ��Xｷｲ�100 �*��7816 �5�987b�大蓉工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

78 ��Xｷｲ�100 �*��7821 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

79 ��Xｷｲ�100圧、17822 劍5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

80 ��Xｷｲ�10〔= �*��7824 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mォｨｳ�Rﾓb�

81 ��Xｷｲ�100!か �7810 �5�987b�大審工業株式会社 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

82 �� �� �� ��

83 �� �� �� ��

84 �� �� �� ��

85 �� �� �� ��

86 �� �� �� ��

87 �� �� �� ��

88 �� �� �� ��

89 ��l � �� ��

90 ��i �� �� ��

91 ��! � �� ��

92 亦� �� �� ��

93 �� �� �� ��

94 亦� �� �� ��

95 ��! �� �� ��

96 �� 亦� �� ��

97 亦�さ 亦� �� ��

98 �r���! �� �� ��

99 ��i �� �� ��

100 ��圭 �� �� ��

101 �� ��� �� ��

102 �� 亦� �� ��

103 ��! 亦� �� ��

104 �� 佛ﾂ� �� ��

105 �� �� �� ��

106 �� �� �� ��

107 ��1 さ, � �� ��

108 ��言　う 剪� ��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(積替保管施設:大阪一浄化工場)

NO. 2　㈱山崎砂利商店　　　　　　　　　　滋賞県大津市浜大津4丁目7-6　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」 O77輸523-2821

自動車登録番号 偬I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����������,�����33��ダンプ �ｨ�(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 �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

3 俾�������������.(����Cc���ダンプ �ｨ�(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 �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市 ��Y,3I)ｩm｣rﾓb�

5 俾�棹�����3�����+ｸ��鉄S��ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市 ��Y,3I)ｩm｣rﾓb�

NO. 3　㈱城南駒発典薬　　　　　　　　　京都府城陽市寺田丁子口8番地1　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」 O774-55-3980

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����3�����,H�������ダンプ �ｨ��>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�����,H�����"�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

3 俾�棹�����3�����+������2�ダンプ �ｨ��>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�����B�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

5 俾�棹�����3�����+ﾘ�����R�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

6 仍�78�����������,ﾘ����,C��R�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

7 俾�旙�����������,ﾘ����#��ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口B番地1 

8 仍�78�����������,ﾘ����#��b�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｹ[2�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

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

11 仍�78�����������,ﾘ����#�3r�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

12 俾�囗�����������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>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 �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

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

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

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

18 仍�78�����������,ﾘ����#sS"�アームロール 僮Xﾝｩ{ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

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

20 俾�棹�����3�����+r�##�R�トラクタ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

21 仍�78�����������,ﾘ����##���トラクタ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

22 仍�78�����������.H����湯�ダンプセミトレーナ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

23 仍�78�����3�����+x����3����ダンプセミトレーラー �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5H���京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

NO4　㈱ヤ　ゼ　運輸NO・4　㈱ヤマゼン運輸　　　　　　　　　三駈県伊賀市予野宇西出2700番地の1　　　　　　　　　　　　　　丁軋0595-3g-1080 

自動草登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 倅�H�����������-ﾈ������r�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊貴市予野手西鶴2700-1 

2 倅�H�����3�����-ﾈ��������ダンプセミトレーラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三盛県伊賀市予野宇西出2700-1 

3 倅�F����3�����,ｨ��������ダンプセミトレラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三垣県伊賀市予野手西出2700-1 

4 倅�H�����3�����,e�����"�ダンプセミトレラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

5 倅�ﾘ�����3�����,(������2�ダンプセミトレーラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ99yﾙt��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

6 倅�H�����3�����+ｸ������B�ダンプセミトレ・ラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三蜜県伊賀市予野字西田2700-1 

7 倅�H�����3�����+ﾘ������R�ダンプセミトレーラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

8 倅�H�����3�����+�������b�ダンプセミトレ・ラー �ｨ8H7ﾘ5ｨ98暮t��三重県伊賀市予野字西田2700-1 

9 俾�棹�����3�����+ｸ�����b�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西田2700-1 

10 俾�棹�����3�����+������r�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700-1 

11 俾�棹�����3�����,(�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西田270○○1 

12 俾�棹�����3�����+x�����閉�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊貴市予野字西出2700-1 

13 ����ﾈ�����������,ﾘ���イB�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西田2700「 

14 倅�H�����3�����+8����##�b�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｨ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

15 倅�H�����3�����,�����##�r�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三塁県伊賀市予野宇宙出2700-1 

16 倅�������3�����+8����##���トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西田270○○1 

17 倅�H�����3�����+8����##���トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｨ98暮t��三笠県伊賀市予野手輩出27○○-1 

18 倅�x�����3�����+8����##���トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700-1 

19 倅�H�����3�����+8����##�"�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三豊県伊賀市予野手西田2700-1 

20 倅�������3�����+�����##�2�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇宙出2700-1 

21 倅�H�����������,ﾘ����#c���ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700-1 

22 倅�H�����������,ﾘ����S����アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｨ98暮t��三庭県伊貴市予野字西出2700-1 

23 倅�H�����������,ﾘ����S��b�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

24 倅��������������,ﾘ����S����ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮lr�三擾県伊賀市予野字西田2700-1 

25 倅��(�����������,ﾘ����S�c"�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｨ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 



26 倅�x�����������,ﾘ����S#SB�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

27 倅�ｸ�����������+8����s����アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700「 

28 倅�H�����������.ｸ���������アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三笠県伊賀市予野手西出2700-1 

29 倅�H�����������,ﾘ����SS途�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700-1 

30 倅�H�����������.H����#���ダシフセミトレーラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三望県伊賀市予野手西出2700-1 

31 ����ﾈ�����������,ﾘ���イR�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

32 ����ﾈ�����������,ﾘ���イb�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手哲也2700-1 

33 ����ﾈ�����������.H������3r�ンテナフルトレー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三亜県伊賀市予野字画出2700-1 

34 俾�棹�����3�����,ｸ�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｨ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700-1 

35 俾�棹�����3�����,(�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三璽県伊賀市予野宇西出27〇〇〇1 

36 俾�棹�����3�����+8�����"�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀高手野手西出2700-1 

N○○ 5　㈱創心　　　　　　　　　　　　　滋賀県大津市本堅田2丁目7-29　　　　　　　　　　　　　　　　丁Eし077-574-2227

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����3�����+�����#�#��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大津高木堅田2丁目7-29 

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

3 鎚��棹�����3�����+ｸ����S�S��ダンプ �ｨﾈ�嶌6r�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

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

州O. 6　清水建設工業　　　　　　　　　　奈良県生駒郡琉舶町法隆寺2丁目1 ○○7　　　　　　　　　　　　　　丁虻0745-74-31 08

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号“ 佝��2�

1 �=驂x�����3�����*������R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

2 �=驂x�����3�����,(����R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

3 仍�78�����3�����+x����#���ダンプ ��I�XﾉｩnHﾔ���京都府木津川市相楽台5丁目8-4 

4 �=驂x�����3�����*h����#�R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ���奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

5 �=驂x�����3�����*h����S�R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒部数鳩町法隆寺2-10-7 

6 �=驂x�����3�����*h����c�R�ダンプ ��I�Xﾉｨ膵ﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

7 �=驂x�����3�����+x����s�R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2葛10-7 

8 �=驂x�����������*ﾘ���#3B�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県橿原市醐町合87輸6 

9 �=驂x�����3�����*(���Cヲ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県天理市兵庫町181-3 

10 �=驂x�����������*�����#��"�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県奈良市菅原町462・- 

11 �=驂x�����������*�����#�ィ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県奈良市営原町462 

12 �=驂x�����3�����*�����#�コ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県奈良市苦原町462 

13 �=驂x�����3�����*(����###b�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県橿原市醍醐町387-6 

音　14 �=驂x�����3�����*(����###r�ダンプ ��ｸ���I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県橿原市醍醐町387-6 

15 �=驂x�����������*�����#Cィ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ�B�奈良県奈良市膏原町462 

16 �=驂x�����������,�����3�3r�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県大和郡山市新町626-11 

17 �=驂x�����������,ﾘ����3ャ"�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒市小頴町34 

18 �=驂x�����3�����*ﾘ����CCCB�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県橿原市醍醐町387-6 

19 �=驂x�����3�����,H����S��R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ溢B�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

20 �=驂x�����������*�����Sy{迭�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県天理市岸田町565-24 

21 �=驂x�����������*�����Sssb�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県天理市岸田町565-24 

22 �=驂x�����������*�����Sssr�ダンプ ��I�Xﾉｨﾍ(ﾔ鮎b�奈良県天理市岸田町565-24 

23 �=驂x�����������*�����Sss��ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県天理市岸田町565-24 

24 �=驂x�����對�����*�����S鉄b�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�奈良県天理市岸田町565-24 

25 �=靹8�����3���*����������ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県天理市渋谷町489 

26 �=驂x�����3�����+�������R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ溢B�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

27 �=驂x�����������*�����c�3r�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡磁場町法陛寺2-10-7 

28 �=驂x�����3�����*ﾘ����s�s��ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

29 �=驂x�����3���+�����ccb�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

30 倅�H�����3�����,(������*Cr�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ閏2�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

31 �=驂x����������.H����#s�B�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

32 �=驂x�����������,�����C#���ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ員r�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

NO.7　㈱ナカケン　　　　　　　　　　　奈良県奈良市大安寺1丁目19葛6-205　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O742-63-5675 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両誌号 佝��2�

1 �=驂x�����������*�����c��ダンプ �ｨ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 �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-8-205 

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

4 �=驂x�����3�����*�����#S��ダンプ �ｨ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 �ｨ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 �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県大和郡山市八乗町511-1 

7 �=驂x�����3�����*�����C��B�ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県大和郡山市八条町511-1 



NO. 8　㈱コスモテック　　　　　　　　　　奈良県大和郡山市筒井町1 147-1　　　　　　　　　　　　　　　　丁軋0743-57-8858

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 �=阮x�����3�����+8������3"�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県桜井市金屋399-1.4 

2 �=驂x�����������.x�������"�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒市有里町432-1 

3 �=驂x�����3�����*h����#3B�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒郡三郷町勢野西5丁目13-7 

4 �=驂x�����3�����*�����3CR�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒郡三郷町勢野西5丁目13-7 

5 �=驂x�����3�����*�����Scr�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒郡三郷町勢野西5丁目13-7 

6 �=驂x�����3�����+x�����#"�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒市有里町432-1 

7 �=驂x�����3�����+x�������ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒郡斑鳩町幸町2丁目3-34 

8 �=驂x�������������-ﾘ����#����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4粐�奈良県大和郡山市筒井町433-4 

9 倅�H�����������,�����3����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

10 �=驂x�����������,ﾘ����3sィ�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒郡破帽町幸町2丁目3-34 

11 �=驂x�����3�����+ｸ����CCCB�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒郡三郷町立野北3丁目17-26-104 

12 �=驂x�����3(����*ｸ����CCCB�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県生駒郡三郷町立野北3丁目17-26-104 

13 倅�H�����������,ﾈ����S����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

14 刎�慂�(���3�����+8����S����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��和歌山県橋本市高野口町小田550-1 

15 倅�H�����3�����+�����c����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��三重県伊賀市予野手西出2700番地の1 

16 刎�慂�(���3�����+8����ン���ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��和歌山県橋本市高野口町小田550「 

NO. 9　㈱近畿産菜　　　　　　　　　　　　京都府亀岡市下矢田町田丁目20番5号　　　　　　　　　　　　　丁E」 O771-29-4530

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����*h������ッ�ダンプ �ｩ,x葎ﾜ�o"�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 �ｨｽ���蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

3 仍�78�����������*����涛��ダンプ �ｨｽ�I/hﾝ��京都府亀岡市下矢田町田丁目20香る号 

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

8 仍�78�����3�����*����涛r�ダンプ 丶ｩ,ｨｴX蝌ｼ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 �ｨｽ�X蝌ｼ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 �ｨｽ�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�������� �ｨｽ�H蝌ｼb�京都府亀岡市下失田町四丁目20番5号 

NO. 1 0 ㈱森組建設工業　　　　　　　　京都府亀岡市筏町捺杢殿林1 1 -4　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O771 -24-8858

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78����������*�����#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町簾杢殿林十十4 

2 仍�78�����������*�������s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市綜町籠杢殿林1十4 

3 仍�78�����������*����##��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�京都府亀岡市篠町錬杢殿林11-4 

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11-4 

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

6 仍�78�����������*�����C�湯�ダンプ �ｩ���y��8ｨﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

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

8 仍�78�����������*�����SCsR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町簾杢殿林11-4 

9 仍�78����������*ｸ����S塔��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町簾杢殿林11-4 

10 仍�78�����������*�����c����ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市繚打続杢殿林11-4 

11 仍�78����������*ｸ����c�cR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市諌町簾杢殿林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1ト4 

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

14 仍�78�����������*�����c都r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ頴"�京都府亀岡市篠町筏杢殿林1ト4 

15 仍�78�����������*�����s�C��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市様町篠杢殿林11-4 

16 仍�78�����������*�����s�ビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市錬町籠杢殿林11-4 

17 仍�78�����������*�����sCsb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市籠町簾杢殿林11-4 

18 仍�78�����������*�����sSCr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市簾町簾杢殿林11-4 

19 仍�78�����������*�����scCR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ四��京都府亀岡市簾町簾杢殿林1ト4 

20 仍�78�����������*�����s��b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市繰町筏杢殿林11-4 

21 仍�78�����������*�������3r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ���京都府屯同市篠町按杢殿林1ト4 

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

23 仍�78�����������*������#モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市綻町筏杢殿林1十4i 

24 仍�78�����������*������3�B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市続相続杢殿林1ト4 

25 仍�78�����������*�����ツ#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市様町籠杢殿林11-4 

26 仍�78�����������*�����ツc��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠吋簾杢級林11-4 

27 仍�78�����������*�����ツ�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市諌町籠杢殿林11-4 

28 仍�78�����������*�����ピビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ溢B�京都府亀岡市綜町籠杢殿林11-4 

29 仍�78�����������*�����ピモ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町探査殿林1十4 



30 仍�78�����������*�����ャ�B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市簾町簾杢殿林1ト4 

31 仍�78�����������*�����ンコ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町続杢殿林1ト4 

32 仍�78�����������*��������B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市簾町徳杢殿林11-4 

33 仍�78�����������*��������R�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市簾町篠杢殿林11-4 

34 仍�78�����������*�������モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市街町諌杢殿林1ト4 

35 仍�78�����������*�������迭�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 

36 仍�78�����������*������#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町続杢殿林1上4 

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

38 仍�78�����������*������3SR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市籠町簾杢殿林11-4 

39 仍�78�����������*������3s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�京都府亀岡市篠町簾杢殿林11-4 

40 仍�78������)｣������*�����鼎#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ閏2�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�京都府亀岡市篠町簾杢殿林11-4 

42 仍�78�����������*�����鼎sR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市綜町簾杢殿林11-4 

43 仍�78�����������*�����鼎�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市筏町簾杢殿林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�ﾘﾔ溢B�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

46 仍�78�����������*�������C��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町続杢殿林11-4 

47 仍�78�����������*����������ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市孫町篠杢殿林1ト4 

48 仍�78�����������*�������澱�ダンプ �ｩ���xﾅﾙ8ｨﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

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

50 仍�78�����������*������332�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府忠岡市繚町按杢殿林11-4 

51 仍�78�����������*������3#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ閏2�京都府亀岡市横町掠杢殿林11-4 

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

53 仍�78�����������*�����ンSB�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�京都府亀岡市横町諌杢殿林1ト4 

54 仍�78�����������*�����田���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ胃��京都府亀岡市続町簾杢殿林11-4 

55 仍�78�����������*�����田���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ�'｢�京都府亀岡市桜町接杢殿林11-4 

56 仍�78�����������*�����田3r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市筏町簾杢殿林1ト4 

57 仍�78�����������*�����田迭�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 

58 仍�78�����������*�����都�r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市綜町篠杢殿林11-4 

59 仍�78�����������*�����都sB�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市怒暗箱杢殿林11-4 

60 仍�78�����������,ﾘ����3田��ダンプ �� 

61 仍�78�����������*�����#���ダンプ �� 

62 仍�78�����������*�����s##B�ダンプ �� 

NO. 1 1福田建設工業(扶)　　　　　　　　京都市甫区久世束土用町357番地　　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O75-932-7441

自動車登録茜号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����*�����#����ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世束土用町357番地 

2 仍�78�����3�����*�����#����ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ�'ｨ*ﾙiR��京都市南区久世束土川町357番地 

3 仍�78�����3�����*�����#�#��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b悦r��京都市南区久世束土用町357番地 

4 仍�78�����3�����*�����#�#"�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ�'｢永R��京都市南区久世東土用町357番地 

5 仍�78�����3�����*�����#�3��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町3き7番地 

6 仍�78�����3�����*H����#鼎��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ頴"茜B��京都市南区久世束土用町357番地 

7 仍�78�����3�����*(����#鼎B�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b永R��京都市南区久世束土用町357番地 

8 ���ｹ�78�����3�����*(����#鉄��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ�'｢茜B��京都市南区久世束土用町357番地 

9 仍�78�����3�����*�����#田��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ�'ｨ*ﾘｩB��京都市電区久世束土用町357番地 

10 仍�78�����3�����*�����#田b�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世束土用町357番地 

11 仍�78�����3�����*�����#都��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

12 仍�78����)｣3�����*�����#塔��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市甫区久世束土用町357番地 

13 仍�78�����3�����*�����#塔��ダンプ 乂ｩ68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b栄R��京都市甫区久世東土用町357番地 

14 仍�78�����3�����*(����#涛��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市両区久世東土用町357番地 

15 仍�78�����3�����*(����#涛��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ溢B稲ﾂ��京都市南区久せ束土用町357番地 

16 仍�78�����3�����*�����c�S2�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世束土用町357番地 

17 仍�78�����3��h*�����c�SB�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b永R��京都市南区久世楽土川町357番地 

18 仍�78�����3�����/�������3��ダンプ 乂ｩ68ﾉｩ�ﾘﾔ�'ｨ*ﾘｩB��京都市南区久世束土用町357番地 

19 仍�78�����3�����+�������C��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b悦r��京都市南区久世京土用町357番地 

20 仍�78�����3�����*(����C��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ胃ｈ釮��京都市南区久世束土用町357番地 

21 仍�78�����3�����*�������C"�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世束土用町357番地 

N○○ 1 2 (有)根来建材典薬　　　　　　　　大阪府枚方市招平野町6-1 8　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O72-857-7870

自動車登録番号 倬i�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�����3�����*��������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ�5Io"�大阪府枚方市招平野町6-18 

2 ��Xﾞ8�����3�����*�������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�5Io"�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吋6-18 

9 ��Xﾞ8�����3�����/����������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ�5Io"�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�5Io"�大阪府枚方市招平野町6-18 

11 ��Xﾞ8�����3H����*ｸ���������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ�5Io"�大阪府枚方市招平野町6輸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�大阪府枚方奇観平野町6-18 

14 ��Xﾞ8�����3(����+�������3��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ闃I�R�大阪府枚方市招捉平野町6-18 

15 ��Xﾞ8�����3�����*ﾘ������c��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ�5Io"�大阪府枚方市招捉平野町6-18 

NO. 13 ㈱ケイアイ　　　　　　　　　　　　大阪府四條畷市田原台1丁目13-10　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O743-78-87了8

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

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

2 ��Xﾞ8�����3�����*�������CB�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四億畷市田原台1丁目13-10 

3 ��Xﾞ8������X������*ﾘ��������ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四掠魔市田鷹合1丁目13-10 

4 ��Xﾞ8�����������*ｸ����##"�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13輸10 

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

7 ��Xﾞ8������H����*(����SSR�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

8 ��Xﾞ8�����38������*H������ccb�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四億畷市田原台1丁目13-10 

9 ��Xﾞ8�����������*(����ssr�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四僕畷市田原台1丁目13-10 

10 ��Xﾞ8������x����*ｸ�Sャ��ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

NO. 14 (有)松浦建材　　　　　　　　　　大阪府枚方市津田西町1丁目27-22　　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O72-859-2822

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

又は事両番号 佝��2�

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

4 ��Xﾞ8�����������*�������r�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方布津国電町1丁目27-22 

5 ��Xﾞ8�����������*�������B�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方布津日商町1丁目27-22 

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

NO. 1 5カネスギ運輸(株)　　　　　　　　　大阪府岸和田市地蔵浜町1十1　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」 O72-437-8597

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

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

2 刎��(�����������*ｸ����cSB�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵 �*ﾃ��ﾓ��

3 刎��(�����������*��������"�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田布地 �*ﾃ��ﾓ��

4 刎��(�����������*����������ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵 �*ﾃ��ﾓ��

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

6 刎��(�����3�����*h����c�b�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵 �*ﾃ��ﾓ��

7 刎��(�����������*ｸ����#CR�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵 �*ﾃ��ﾓ��

8 刎��(�����������*ｸ�����32�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

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

10 刎��(�����3�����+�����ャ���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町1上1 

11 刎��(�����������*ｸ����ssb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地殻湊町1上1 

12 刎��(�����3�����*(����涛���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘﾇﾙt�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町1ト1 

13 刎��(�����������*ｸ����scb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地殻 �*ﾃ��ﾓ��

14 刎��(�����������*�����田Cb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵 �*ﾃ��ﾓ��

15 刎��(�����38����?�������B�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾙO�t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

16 刎��(�����������*�����c�32�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾙ��t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町1ト1 

17 刎��(�����������*�����c�3B�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地殻浜町1ト1 

18 刎��(�����������*ｸ����scb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町1ト1 

19 刎��(�����������*ｸ����鉄R�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

20 刎��(�����������*ｸ����C2�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町●1ト1 

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

22 刎��(�����3�����*���������ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地歳浜町11-1 

NO. 16兼杉典薬株式会社　　　　　　　　大阪府岸和田市大北町1-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」 O72-439-3301

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

又は車両番号 ���ﾆ��2�

1 刎��(�����������*ｸ����C��ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

2 刎��(�����3�����*���������ダンプ 佶9��5Io(x｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

3 刎��(�����3�����*�������"�ダンプ ��i�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 



4 刎��(�����3�����+�������2�ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

5 刎��(�����3�����*H������B�ダンプ ��hﾉ9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北吋1-3 

6 刎��(�����3�����*�������R�ダンプ 佶9��5Io(x｢�大阪府岸和田市大北町1」3 

7 刎��(�����3�����*ｸ������b�ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町子3 

8 刎��(�����3�����+�������r�ダンプ ��i�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町子3 

9 刎��(�����3�����*(��������ダンプ 俎)�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

10 刎��(�����3�����*H��������ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町丁-3 

11 刎��(�����3(����*ｸ��������ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 
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運搬車両の構造・写真
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添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

1西瀧海運株式会社　　　大分県津久見市港町2番1 8号　　　　　　　丁E」 O972-82-2502

船名 ��IIYMHﾘb�・使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��h�ﾙdﾈｭｲ�136814 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

2 ��i;��ｭｲ�140321 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

3 ��.<Hｭｲ�136550 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

4 ��c3��ｶxｭｲ�133078 ��ﾉ%x､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

5 ��c3y�Y�xｭｲ�132326 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

6 ��c�5i��ｲ�135598 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2葛18 

7 ��c��ﾘ(ﾛｸｭｲ�135658 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

8 ��cc雲9x渥ｲ�134182 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

9 ����ｭｲ�135868 ��ﾉEｨ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

# ��c���ﾘｭｲ�134473 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

# ��c粟�|ﾙNIxXｭｲ�135168 ��ﾈ葺､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

# 儻�渥ｲ�134264 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

# ��c��XｺHｭｲ�135513 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

# ��Y^2�141717 ��ﾉ-�8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

# 倅i-�ｲ�142530 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-19 

2　松栄株式会社　　　　　福岡県北九州市若松区本町1-15-10　　　　丁E」 O93-761-6262

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 傴ﾈ毎ｭｲ�135031 傴ﾉwHx｢�福岡県北九州市若松区本町1-15-10 

2 �5i,8ｭｲ�134927 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町十15-10 

3 ��cC��x毎ｭｲ�134181 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町1-15-10 

4 傴ﾉ��ｭｲ�134439 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町1-15-10 

3　正栄海運株式会社　　　東京都海区海岸3丁目26-1バーク芝浦5階　丁巨」 O3-3454-6551

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��hｩ��8毎ｭｲ�135520 ��9¥H､8戊x｢�東京都港区海岸3-26-1 

2 ��cS��8ｼhｭｲ�129899 ��9�8､8戊x｢�東京部活区海岸3-26-1 

3 ��cS��8ｼhｭｲ�136545 ��8毎､8戊x｢�東京都港区海岸3-26-1 

4　住若海運株式会社　　　徳島県板野郡松琵町笹木野字八山開拓36-1 (丁E」 O88-699-6622

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��c8���ｭｲ�133912 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓36-10 

2 ��c#員ｨ��ｭｲ�134185 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓36-10 

3 ��c3����ｭｲ�135503 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野宇八山開拓36-10 

4 俤X.塗���ｭｲ�135967 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県坂野郡松茂町笹木野字八山開拓36-10 

5 ��cSx���ｭｲ�137064 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓36-10 

6 ��cS員ｨ��ｭｲ�135977 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松鹿町笹木野手八山開拓36-10 

7 ��cc����ｭｲ�137021 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松技町笹木野宇八山開拓36-10 

8 ��嬰h毎ｭｲ�134119 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県坂野郡松瑳町笹木野手八山開拓36「0 

9 �3飲�ｲ�134178 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野宇八山開拓36-10 

# �疫亊ｲ�136387 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野宇八山開拓36「0 

# 嶋���ｭｲ�142443 偖ｨ��､9��｢�徳島県板野部松護町笹木野手八山開拓36輸10 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

5　有限会社富士海運　　　千葉県木更津市中央3-4「7　　　　　　　　丁巨」 O438-23-6454

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��cc8ﾔｸ毎ｭｲ�134546 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

2 佶溢�ｭｲ�135170 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

3 儻域ﾘｮ(ｭｲ�133267 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

4 俘(�ﾈ譏ｭｲ�134172 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3葛4-17 

5 ��cCX蓼��ｭｲ�134195 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

6 ��ch��N��135334 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

7 處ﾘ魔�134809 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

8 ��c�(毎�ｭｲ�134361 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

9 ��c��ﾔｸ毎ｭｲ�136390 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# 兀�5Hｭｲ�136392 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# 儻域ﾙY�ｲ�134448 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

♯ ��c9�ｨﾘ隴ｲ�134564 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c(��uHｭｲ�131822 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# 亳yJ���ｭｲ�135516 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c)�餾�ｲ�135117 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c8��uHｭｲ�13182g 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ���zHｭｲ�134667 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c#Ydﾈｼｨｭｲ�134650 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

♯ ��iY�ｲ�135573 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c畏�vﾘｭｲ�133639 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c慰ｹ;�ｲ�134190 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

幕 ��c#�+8+隴ｲ�134207 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c3�+8+隴ｲ�134458 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��cヨ+8+隴ｲ�135319 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# �+�*(.�.H*B�135576 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

♯ ��c����(ｭｲ�134545 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c��9J�ｭｲ�134439 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

♯ ��cS��ﾈﾏXｭｲ�134366 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��cc羽ﾈﾏXｭｲ�140135 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-1了 

# ��兩8ｭｲ�135399 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# �+�+�.X*Hｭｲ�134401 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3賀4-17 

# ��c��ie��hｭｲ�134369 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c��依I�hｭｲ�134426 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c�#ie��hｭｲ�134428’ 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c�#影��hｭｲ�134431 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3喜4-17 

# ��c�3影�ｸﾘｭｲ�134434 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c�ShﾋI�hｭｲ�140202 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c�c影��hｭｲ�141156 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4葛17 

# ��h�S3ie�ｸﾘｭｲ�134432 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c�*�*�,(*ｲ�129547 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c3杏ﾉuﾈｭｲ�132255 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��cs��ﾈﾏXｭｲ�141258 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��c井�ｨｭｲ�128481 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

♯ ��c#�ﾘ(ﾛｸｭｲ�137073 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3葛4賀17 

# ��c�8ﾉ��ｭｲ�136810 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

# ��S汚��hｭｲ�140550 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-78 

# ��s影��hｭｲ�141677 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-19 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

6　宮山港湾運送株式会社　　東京都中央区日本橋1-7-11　　　　　　　　丁軋　03-327十5391

使用者の氏名又は名称 使用者の住所

宮山港湾運送株式会社 東京都中央区日本橋十7-1 1

7　第一中央汽船株式会社　東京都中央区新富2丁目14番4号　　　　　　　丁巨」 O3-5540-2096

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 價ｮ�隴ｲ�141955 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 

2 價ｨ毎ｭｲ�140168 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 

3 價ｩ;�ｲ�134819 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 

4 �#��h�ｭｲ�136851 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

5 ����ﾈﾔxｭｲ�142082 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 

6 �#��儘xｭｲ�142323 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

東海　株式A社8　東海運株式会社　　　　東京都中央区晴海1-8-12晴海アイラ牙即決ウエア　オフィスタナZ　33階　丁E」O3-6221-2231 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��c(+�*H+�*"�140674 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12叫トンスクエア　33階 

2 ��cc��(ｭｲ�132679 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12叫トンスクエア　33階 

3 儻域ﾘｭｲ�132967 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海上8-12母トンスクエア　33階 

4 �渥ｲ�133268 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海上8-12∪トンスクエア　33階 

5 ��c3�?ｨｭ渥ｲ�140420 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海上8-12母トンスクエア　33階 

6 �?ｨｭ渥ｲ�140758 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12山トンスクエア　33階 

7 俔y;�ｲ�140824 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12叫トンスクエア　33階 

8 ��c3��Y�xｭｲ�141366 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区脂海上8-12けトンスクエア　33階 

9 傲ｸ毎ｭｲ�134585 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海上8-12団トンスクエア　33階 

# ��c#Y;�ｲ�136478 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12叫トンスクエア　33階 

# �?ｩ�ﾈｭｲ�137028 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12母トンスクエア　33階 

# �?ｩ��ｭｲ�140303 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12叫トンスクエア　33階 

# �?ｩ;�ｲ�140573 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12叩けスクエア　33階 

# �-ﾘ+8*ｸｭｲ�141652 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8-12ルトンスクエア　33階 

# ��c��hﾕﾘｭｲ�141895 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12叩トンスクエア　33階 

# ��x､ｨｭｲ�141030 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8-12山トンスクエア　33階 

# ��x諟ｭｲ�141420 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12母トンスクエア　33階 

# ��y{(ｭｲ�141180 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア　33階 

# ��y��ｭｲ�140214 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12母ト二本クエア　33階 

# ��y�亊ｲ�134860 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���b�東京都中央区晴海1-8-12母トンスクエア　33階 

# ��x�(ｭｲ�134853 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海十8-12母トンスクエア　33階 

# ��y_8ｭｲ�133878 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8置12トリト:スクエア　33階 

# 儖.<Hｭｲ�135448 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海十8-12母トンスクエア　33階 

# 俘(竧ｭｲ�135992 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12母トンスクエア　33階 

♯ ��)�(ﾄ�ｲ�134361 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12母トンスクエア　34階 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

9　大道埠頭株式会社　　　兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2　　　　　　　　丁軋06-641 「2551

舶名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���
1 嶋,�*ｨ,hｭｲ�134790 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道憲町7丁目7-2 

2 ����X毎ｭｲ�134170 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-3 

3 ��洩�;�ｲ�134194 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-4 

4 ��Ydﾈ毎ｭｲ�137023 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7置4 

5 �(ﾏｨ毎ｭｲ�135706 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-4 

6 ���]ﾈｭｲ�137022 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道憲町7丁目7-4 

7 嶋ｭｸｮﾈｭｲ�135660 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-4 

8 �,ﾘ.�-ﾃ#��135273 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道憲町7丁目7-5 

9 店鄕ﾆ(ｭｲ�136124 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7葵6 

# ��ﾘ毎ｭｲ�135543 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-7 

# ��姐h毎ｭｲ�141971 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-8 

10　太平洋セメント株式会を東京都港区台場2-3-5　台場ガーデンシティビ　丁E」 O3-5531-7398

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��兩ﾂ�141821 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���都窪区台場2-3置5　台場ガーデンシティ 

2 �5h��ｭｲ�135443 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���都港区台場2-3-5　台場ガーデンシティ 

3 ��hﾍﾈ��uHｭｲ�141654 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���部活区台場2-3-5　台場ガーデンシティ 

(



平成28年3月7日 

船　　　　名 ��造　　船　　所 ��

進水年月 兌ﾙ�ﾃyD�8ﾈ��主機メーカー 俥9��>�E(ｴ����dふ3Dﾄr�3R��

船　籍　港 ��主　機　馬　力 ��ﾈ�ｨ�ｨ�･�2�

船舶　番　号 ��航　海　速　力 湯蔕ｷB��

航行　区域 �愛2�船　舶　用　途 �4ｸ6(6yWH无Z��B�

総　屯　数 鼎痘B�ス　ラ　ス　タ　ー 冲ﾂ�

重量屯数 ��ﾃh�ｸ�ｷB�喫　　　　　水 忠i��B把2�$�R�"�袷9�B派�R�4�"���

乾舷　屯数 ��ﾃSS�B�

船　内　寸　法 �#"�#�｣��緜�｣b緜�ﾒ�クレーン型式 �4ｴｲ�

船　内　容積 ��SS6ﾓ2�バケット容量 釘蔕ﾓ2�

しXBXD 田R繧｣�2��｣b繙ﾒ�船　　長　　名 ��

乗　組　員 添kﾂ�丁E」 ��

船長携帯 ��FAX ��

信号　符字 畑�cc3SR�船舶所有者 ��

′所在地 ��連絡先 ��

/ぺ 劔� 

授∠’ 劔 � 

臆音容」　　　　　りl � �4ｸ6(6r�� 

ロロロロ 凵� �8ﾘ5"�

二芸∵　　　　図口、　　　パケット4・叩 劔��ﾈ�ﾘ�ﾈ�ﾘ�ﾉ?���
_10.600I 二二 �x�����h耳���ﾅ�������耳�ﾒ�

」　剛競　　　　　　　　　　　闘 

i !口蓋 _ト音_ 劍�����ﾈ��ﾇH耳���ﾈ��ﾈ�｢��ﾈｮﾘ����ｸ･r�������uhuhuh�������+x�x,I)ｦﾈ耳�X�X�Rﾖ�*ﾘ,'ｸ�ﾔ��



添付書類6-l



添付書類6-2

積替・保管の用に供する施設に関する書類
兼杉興業株式会社(岸和田港)

1積替・保管施設の配置図

上のI潟　　土間断面図
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添付書類6-3

積替・保管の用に供する施設に関する書類
東亜貨物株式会社(木津川港)

1積替,保管施設の配置図
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