
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。
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【凡例】
-:敷地境界

- -:筆界

---:単位区画

川:形質変更時要届出区域
亡コ:形質変更範囲

添書譲驚鷲藷こより指定した区域,

態:藍驚諜諜砦揺こより指定した区域,

ヾヾ :形質変更時要届出区域
(平成27年東京都告示劾494号により指定した区域)

撥:諜駕驚柴崇より婚礼た区域,

【支点】
支点は、港区浜松町二丁目5番38の最北端とする。

【格子の回転角度(7度1分20.5秒) 】

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向に

引いた線並びにこれらと平行して「0m間隔で引いた線により構

成されている格子を、支点を中心として、右回りに回転させた

角度を示す。

図1土地の形質の変更をしようとする場所を明らかこした形質変更時要届出区域の図面

形質変更時要届出区域の所在地:東京都港区浜松町二丁目5番37、同番45の-部(地番表示)

I
「
-
ト
ー
」
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別紙4　汚染土壌の運搬の方法

4-1　運搬フロー

要措置区域等
東京都港区浜松町二丁目5番37、同番45の一部(地番表示)

批暴く溶出) 、ふっ素(溶出)汚染土壌

陸運:ケミカルグラウト株式会社 
東京都港区虎ノ門を2・5 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所
神楽」i惧桟浜市神奈川区恵比須町8

穫　類:分別等処理施設
処理方法:分別等処理

図4-1運搬フロー図

4輸2　運搬体制

運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、別紙5-3へ5「21に示す搬出車両登録一覧表のとおり
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汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

車輌構造　図『代表写真』 10tダンプ車

図5置1汚染土塔を運搬する車両の構造(10tダンプトラック)



別紙5-2

○○ 劔���0れ 

HHHHH 剌¥ 

○ 劔○ 

〇一-葛・----〇一一一○○う.70巾〇〇・〇〇・〇〇〇一一〇- 劔� 

図5・2　汚染土壌を運搬する車両の構造(8tダンプトラッの

蓋‾‾〇三二

図5-3　汚染土接を運搬する車両の播造(4tダンプトラック)
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汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　桜浜蓉楽所〉

搬出車両登録一覧　その1

1明和土木興業裸式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048ゼ24-6641

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｳ�����,ﾘ����閲途�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhﾕﾈ�檍���埼玉県川口市索領豪を3・12 

2 ��Xｷｸ�X�ｸ�ｸ��,ﾘ����32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領宗2-己12 

3 ��Xｷｸ�������,ﾘ����3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼie�陞���埼玉県川口市東領豪2・3-12 

4 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#�b�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領豪2」&12 

5 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館豪2一種12 

6 ��Xｷｳ�����,ﾘ���##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Il旧市東領索2-㌻12 

7 ��X･��������,ﾘ���#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領宗之-㌻12 

8 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市来領宗2-ふ12 

9 ��Xｷｳ�����,ﾘ���##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼivﾈ�檍���埼玉県川口市束領家2-む12 

10 ��Xｷｸ�������,ﾘ���s�2�夕iンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県II旧市束領泰2-3イ2 

11 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼie�陞���埼玉県川口市東銀泰2葛3-12 

12 ��Xｷｳ�����,ﾘ�����R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領宗2」も12 

13 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#3sr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺豪2こも12 

14 ��Xｷｳ�����,ﾘ����#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館豪2-種12 

15 ��Xｷｸ���3���+8����#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼiWﾘ�檍���埼玉県川口市東領寮2裏3-12、 

16 ��Xｷｸ���3���+���Ec33��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館豪2-種12 

17 ��Xｷｳ�3���+8��#C���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼiWﾘ�檍���埼玉県川口市東領泉2-オ12 

18 ��Xｷｳ�3���+8��#Ss��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東銀豪2阜12 

19 ��Xｷｳ�����,ﾘ���CS��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領豪2-&1之 

20 ��Xｷｳ�����,ﾘ���ScB�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館宗2阜1字 

21 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3�sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県II旧市東館衰2-312 

22 ��Xｷｳ�����,ﾘ����C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領泰2-3-12 

23 ��Xｷｳ�3���+8��#�3��ダンプ(8t) 冖驢�7冦綾ｸ�ｩH�檍���埼玉県川口市東領寮2阜-12 

24 ��Xｷｳ�3���+8����#�3"�ダンプ(8t) 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領宗2-3-12 

25 ��Xｷｳ�3���+8��#�32�ダンプ(8t) 冖驢�7冦綾ｸｼiiX�檍���埼玉県川口市東領宗2-㌻12 

26 ��Xｷｸ���3���+8����#c���ダンプ(81) 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-己12 

27 ��Xｷｳ�3���+8��#c�"�ダンプ(8t) 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領宗2-己12 

28 ��Xｷｳ�3���+8��#s#��ダンプ(8書) 冖驢�7冦綾ｸｼixx�檍���埼玉県川口市東嶺豪2・巳12 

29 ��Xｷｳ�3���+8��#s#"�ダンプ(8t) 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2み12 

30 ��Xｷｳ�3���+8��#s3��ダンプ(8t) 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-争12 

31 ��X･��3���+8��#�3��ダンプ(4t) 冖驢�7冦綾ｸｼi/(�檍���埼玉県川口市東嶺家2-㌻12 
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汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　様浜事業所)

搬出車両登録一覧　その2

之　有限会社那須興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048・225・0271

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用書の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#9{唐�ダンプ(8‡) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県Ii旧市東領宗11十16 

2 ��Xｷｳ�����,ﾘ����c���ダンプく8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県」I旧市東嶺義1-11-16 

3 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#cc2�ダンプ(8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領泰1-11-16 

4 ��Xｷｳ�����,ﾘ����Cィ�ダンプ(8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市束頼家ト11-16 

5 ��Xｷｳ�����,ﾘ����Cコ�ダンプ(8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領家1-1十16 

6 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#sC��ダンプ(8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東館泰1-11-16 

7 ��Xｷｸ�������,ﾘ���#S��ダンプ(8七) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領宗1-11・「6 

8 ��Xｷｸ�������,ﾘ���#S"�ダンプ(8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市束領泉1-11-16 

9 ��Xｷｳ�����,ﾘ��sC���ダンプ(8七) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東館羨1-11・16 

10 ��Xｷｳ�����,ﾘ��sC�"�ダンプ(8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｹB�埼玉県川口市東館家1-11-16 

11 ��Xｷｸ�������,ﾘ��sC�2�ダンプ(8t) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東館象1-11"16 

12 ��Xｷｳ�����,ﾘ��咐ィ�ダンプ(8七) 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東館宗1-11-16 

3　株式会社オカタ商事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-996・5556

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 儂�ｩYC�����,ﾘ�������ダンプ(8士) 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17・27 

之 偸I?ｩYC�����,ﾘ����#��ダンプ(8t) 乘H�檍��4�4ｨ5驅ﾈﾅ"�埼玉県八潮市八潮3-17ゼ7 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ���3Cb�ダンプ(8t) �(��檍��4�4ｨ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17・27 

4 偸I?ｩYC�����,ﾘ���鼎��ダンプ(8t) 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

5 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#�S2�ダンプ(8t) 冓X�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17「27 

6 偸I?ｩYC�����,ﾘ����コ�ダンプ(8七) 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

了 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#S�"�ダンプ(8t) 乘H�檍��4�4ｨ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

4　東和工業有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 0484関・6191

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 傀ｩ�#�3���+8����s���ダンプ(8t) 仍驢�ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝密市宮戸亙10-261 

2 傀ｩ�#�3���+8����s�r�ダンプ(8七) �8ﾉ��ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4う0・ゼ61 

3 傀ｩ�#�3���+8����s�B�ダンプ(8t) 仍驢�ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸午10・261 

4 傀ｩ�#�3���+8����s���ダンプ(8士) �8ﾉ��ﾔ胃液ﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸午10-之61 

5 傀ｩ�(���3���+x����s�R�ダンプ(8七) 仍騫慰鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市富戸仁10-セ61 

5　有限会社晃瑛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:調&480-3611

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYH��*C����,ﾘ��###��ダンプ(8亡) 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx鳴�埼玉県新座市野火止5セー1-1113 

2 傀ｩ�(�������,ﾘ��EccSR�ダンプ(8七) 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx鳴�埼玉県新座市野火止5ゼー1-1113 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#�3B�ダンプ(8七) 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx鳴�埼玉県新座市野火止5-2-1-1113 
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汚染土接の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　桜浜寧柴所)

搬出車両登録一覧　その3

6　有限会社キクヤマ建材典柴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3629後98了4

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������+ｸ��#s��ダンプ(4t) 忠tﾂ�4ﾈ4�8H7ﾘﾉｨﾝ霆ｸｼb�東京都足立区中川48・7 

2 ��ｹzx�������+���S3B�ダンプ(4t) 忠tﾈ�(4ﾈ4�8H7ﾘﾉｨﾝ霆ｸｼb�東京都足立区中川4鴫7 

3 ��ｹzx�������+���#鉄B�ダンプ(4t) 忠tﾂ�4ﾈ4�8H7ﾘﾉｨﾝ霆ｸｼb�東京都足立区中川4ふ7 

了　有限会社武勇興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連続先: 04&797“2566

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�重体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の便所 
又は車両蓄号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｳ�����+x�����"�ダンプ(4t) 忠tﾂ兀�tXｻｸｼb�埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷1140-10 

8　有限会社まかばら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3606-1296

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx���3���+8��S�3��ダンプ(8t) 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3「20■2 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��Cs�2�ダンプ(8士) 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3セ0ゼ 

3 ��ｹzr������,ﾘ��C�s��ダンプ(8七) 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3「20・2 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��Ss湯�ダンプ(8七) 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3・20ゼ 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��S����ダンプ(8t) 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木種20「2 

6 ��ｹzx�������,ﾘ��c3#��ダンプ(8士) 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3・20-2 

7 ��ｹzs�����,ﾘ��C8�S��ダンプ(8t) 忠tﾂ�-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3セ0■2 

9　有限会社米塚総連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048」21・5088

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｳ���-ﾈ����ダンプ(8七) 忠tﾂ兔I,ｹ�ﾙ���埼玉県戸田市美女木4・12-14 

2 ��Xｷｳ�����,ﾘ����R�ダンプ(8t) ���tﾂ兔I,ｹ�ﾙyﾒ�埼玉県戸田市美女木与1之・14 

3 ��Xｷｳ���.(������ダンプ(8七) 忠tﾂ兔I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4-12-14 

4 ��Xｷｳ���-�������ダンプ(8t) 忠tﾂ兔I,ｹ�ﾙ���埼玉県戸田市美女木412-14 

5 ��Xｷｳ�3���.(�����ダンプ(8七) 忠tﾂ兔I,ｹ�ﾙ���埼玉県戸田市美女木午12-14 

6 ��Y�����3���+ﾘ����S��ダンプ(8t) 忠tﾂ兔I,ｹ�ﾙyﾒ�埼玉県戸田市美女木午1214 

7 ��Xｷｳ���-���ャ��ダンプ〈8t) 忠tﾂ兔I,ｹ�ﾙ���埼玉県戸田市美女木午12-14 



別紙5-6

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者こケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:裸式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所)

搬出車両登録一覧　その4

10　大審工業抹式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-259・0159

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午1㌻6 

之 ��X･������*���s��"�ダンプ ��X･�ﾔ逢乘H�檍���埼玉県川口市並木4・15-6 

3 ��Xｷｳ�����*���s��2�ダンプ ��Y�(ﾔ案�H�檍���埼玉県川口市並木4-15ゼ 

4 ��Xｷｸ�������*���{塔�B�ダンプ ��Ywhﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木ん15"6, 

5 ��Xｷｸ�������*���s��R�ダンプ ��^U�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4裏15・6 

6 ��Xｷｸ������*���s��b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4・15-6 

了 ��X･��������*���s��r�ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4置15-6 

8 ��Xｷｳ�����*���{塔���ダンプ ��隱ｨﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午15-6 

9 ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木仁15・6 

10 ��Xｷｸ�������*���s�#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Il旧市並木4・15・6 

11 ��Xｷｳ�����*���s�#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎ilﾘ�檍���埼玉県川口市並木4・15・6 

う2 ��Xｷｳ���*���s�#"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎i(��檍���埼玉県川口市並木4-15・6 

13 ��Xｷｳ�����*���s�#2�ダンプ ��Yeﾘﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4・15-6 

14 ��Xｷｸ�������*���s�#B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午15-6 

15 ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

16 ��ｩVﾃ�3���/������b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎ivﾈ�檍���埼玉県川口市並木4-15・6 

17 ��Vﾃ�3�*������r�ダンプ ��X･ﾘﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木415-6 

18 ��Vﾈ���3�*h�������ダンプ ��Y�(ﾔ案�H�檍���埼玉県川口市並木415・6 

19 ��Vﾃ�3���+��������ダンプ ��YLｸﾔ悦乘H�檍���埼玉県Il旧市並木午15-6 

20 ��Vﾈ��*C3�*H������#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木仁15-6 

21 ��Vﾃ�3���*ﾘ����#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木仁15-6 

22 ��Vﾃ�3�*�����#"�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県)I旧市並木午15・6 

23 ��Vﾃ�3���*�����#2�ダンプ ��^U�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午15-6 

24 �����3(��*(����#B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎ie�陞���埼玉県川口市並木仁1う・6 

25 ��Vﾃ�3���+�����#R�夕iンブ ��Y�(ﾔ鮎i<俾陞���埼玉県川口市並木4-15-6 

26 ��Vﾃ�3���*�����#b�ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II旧市並木仁15-6 

27 �9Vﾃ�3���*ｸ����){��ダンプ ��Y��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午15-6 

28 �����3���*(����#��ダンプ ��X��ﾔ鮎iiX�檍���埼玉県川口市並木仁15-6 

29 ��Vﾈ���3���*h����#��ダンプ ��Y�(ﾔ案�H�檍���埼玉県川口市並木午15ぜ 

30 ��Vﾈ��*C3�*(����3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Ii旧市並木4-15ゼ 

31 ��Vﾃ�3�*(����3��ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木416-6 

32 ��Vﾈ���3���*h������3"�・ダンプ ��Y��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4十年6 

33 ��Vﾃ�3�*(����32�ダンプ ��Y��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II旧市並木4-15-6 

34 ��Vﾃ�3�*(����3H��5�987h�������Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���剄驪ﾊ県川口市並木午15ゼ 

35 刎�ﾃ�3�*h����3X��5�987h�������X��ﾔ鮎hｩH�檍������������ﾞ仂ｨ��ｸﾈ�9¥�mイ�X�Sb�



別紙5-了

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運級受託者;ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:棒式会社ジー・イーテクノス　樵浜蜜業所)

椴出車両登録一覧　その5

10　大審工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先; 04種259・0159

NO 俾�:���捧|餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

36 ��Xｷｳ�3���*h����3b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4・15-6 

37 ��Xｷｳ�3���*ｸ������3r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Il旧市並木+15-6 

38 ��Xｷｸ���3���*�������3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木生15-6 

39 ��Xｷｳ�3���*ｸ������3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

40 ��Xｷｸ���3���*ｸ������C��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午15-6 

41 ��Xｷｳ�3���*�������C��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午15-6 

42 ��Xｷｳ�3���*H������C"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木午15-6 

43 ��Xｷｸ���3���*h������C2�ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木仁15-6 

44 ��Xｷｸ���3�*�������CB�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木仁15-6 

45 ��Xｷｳ�3���*h������CR�ダンプ ��Y�(ﾔ杏�ｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

46 ��Xｷｸ�������*�������C2�ダンプ ��^U�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-1う-6 

47 ��Xｷｳ�����*�����s��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 



別紙5・8

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所)

搬出車両登録一覧　その6

11株式会社江添　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連繊先: 03・3655一塊78

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������,ﾘ��3Ssb�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3・1 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��3S���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1置3・1 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��3�S��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3・1 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��3cc��ダンプ 册�陞��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1■3-1 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��Ec�3R�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3輸1 

6 ��ｹzx�������,ﾘ��##3��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��3��R�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3・1 

8 ��ｹzs�����,ﾘ��##�"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江芦川区上一色てこ3-1 

9 ��ｹzs�����,ﾘ��##���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

10 ��ｹzx�������,ﾘ��##3��ダンプ �-h�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3置1 

11 ��ｹzx�������,ﾘ��##3"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1・3-1 

12 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3R�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸IIi区上一色1-3-1 

13 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3b�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

14 ��ｹzx�������,ﾘ��9{田b�ダンプ 册�陞��ﾕﾙ:��東京都江戸川区上一色1-3-1 

1う ��ｹzs�����,ﾘ��3siu��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

16 ��ｹzx�������,ﾘ��3c���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1」3-1 

1了 ��ｹzx�������,ﾘ��S�c��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

18 ��ｹzx�������,ﾘ��#�CB�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1阜-1 

19 ��ｹzx�������,ﾘ��#�C2�ダンプ 偃ﾈ�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

20 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

21 ��ｹzx�������,ﾘ��CsS"�ダンプ �(ﾈ�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1〇日1 

22 ��ｹzs�xｳ���*ｸ��+��SR�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1葛3-1 

23 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-もて 

24 ��ｹzs�����,(��u緜s��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-31 

25 ��ｹzx�������,ﾘ��SSS"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色「葛3-1 

26 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンプ 况ﾈ�檍��ﾕﾙ:��東京都江戸川区上一色1・3-1 

27 ��ｹzx�������,ﾘ���3�"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ:��東京都江戸川区上一色1-3-1 

28 ��ｹzx�������,ﾘ��SSs"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色てこ3-1 

之9 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

30 ��ｹzx�������,ﾘ��SC湯�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸Iii区上一色卜も1 

31 ��ｹzs�����,ﾘ��SSS��ダンプ 冓X�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色う-3置1 



別紙5-9

汚染土筏の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者;ケミカルグラウト裸式会社)

(搬出先:株式会社ジー■イーテクノス　械浜事業所)

搬出車両登録一覧　その7

12　有限会社ケイテック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 04ト28876糾

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘh��6ﾒ�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ﾈﾞ������*����イB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県Ii旧市川場区千鳥町8-2 

2 ��ﾈｽ��������*���#�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川略区千鳥町8ゼ 

3 ��ﾈﾞ��������*���C�コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川前市川略区千鳥町8-2 

4 ��ﾈﾞ��������*���C�ッ�ダンプ ��Ytﾈﾌ�檍��5�486X6(4��袖奈川県川崎市川鰭区千鳥町8「2 

5 ��ﾈ�｣�����*���C�ビ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川鰭市川略区千鳥町8セ 

6 ��ﾈﾞ������*���Cs���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��祐奈川県川前市川埼区千鳥町8-之 

7 ��ﾈﾞ���*C����*���S#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川略区千鳥町8ゼ 

8 ��ﾈﾞ������*���S##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

9 ��ﾈﾞ������*���S##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川蹄区千鳥町8-2 

10 ��ﾈﾞ������*����S�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��袖奈川県川崎市川略区千鳥町8-2 

11 ��ﾈﾞ������*���CンR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川略区千鳥町8ゼ 

12 ��ﾉ9ｸ�������*���Cンb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川略区千鳥町8-2 

13 ��ﾈﾞ������*���Cンr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川憶市川跨区千鳥町8-2 

14 ��ﾈﾞ��������*���Cン��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��袖奈川県川時市川崎区千鳥町8・2 

15 ��ﾈﾞ������*����SSb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川略区千鳥町8ゼ 

16 ��ﾈﾞ������*���Cc3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川噸区千鳥町8、2 

17 ��ﾈﾞ������*���I{�3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川略区千鳥町き-2 

18 ��ﾈﾞ������*���Cs3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川埼区千鳥町か2 

19 ��ﾈﾞ��������*���3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県用語市川崎区千鳥町8ゼ 

20 ��ﾈﾞ������*������#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

21 ��ﾈﾞ������*���S��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8ゼ 

22 ��ﾈﾞ��������*���S��2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川塘区千鳥町8-2 

23 ��ﾈﾞ��������*���S��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川略区千鳥町8ゼ 

24 ��ﾈﾞ��������*�����S��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川騎区千鳥町8・2 

2う ��ﾈ��������*���CS�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川噸区千鳥町8-2 

26 ��ﾈﾞ������*���Cc3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川前市川埼区千鳥町8-2 

27 ��ﾈﾞ������*���S�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川均区千鳥町8セ 

28 ��ﾈﾞ������*�����S3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 



別紙5-1 0

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー徽イーテクノス　横浜翠楽所)

続出車両登録一覧　その8

13　有限会社北建産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 0172-77嶋305

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��)�������,ﾘ��#�#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橋元38-1 

2 ��)�������,ﾘ����#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橋元3&1 

3 ��)����ｸ�ｸ��,ﾘ�����b�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 ��)�������,ﾘ�������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 

5 ��)���4���,ﾘ���SS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤経郡柳町舘野越揺元38-1 

6 ��)�������,ﾘ���塔R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�吾森県北津軽郡柳町舘野越橋元38・1 

7 ��)�������,ﾘ��#�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橋元38-1 

8 ��)�������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町筏野趣清元3鋤1 

9 ��)�������,ﾘ��##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橋元3&1 

10 ��)�������,ﾘ��##�"�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・「 

11 儿��������,ﾘ��#�c��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据元38-1 

12 ��)�������,ﾘ��#Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��O���蝌ｼb�宮森県北津程郡初陣舘野越橋元38-1 

13 ��)�������,ﾘ��#Csb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��O���蝌ｼb�宮森県北津軽郡柳町舘野越橋元3種1 

14 ��)�������,ﾘ��EcCィ�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嬬元38-1 

15 �y�������,ﾘ��#S�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ﾄ��青森県北津軽郡柳町舘野越構元38・1 

16 ��)�������,ﾘ��#S#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町謡野趣橋元381 

17 ��)���������,ﾘ��#Y{途�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 

18 ��)�������,ﾘ��#S湯�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摺元38-1 

19 ��)�������,ﾘ��#c3��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橋元38-1 

20 ��)�������,ﾘ��#cC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ$)Thｧ��青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38・1 

21 ��)�������,ﾘ��#c���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3&1 

22 ��)�������,ﾘ��#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ��蝌ｧ��青森県北津軽郡柳町謡野越桔元3巳1 

23 ��)�������,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤軽部柳町舘野越揺元38-1 



別紙5・1 1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー教イーテクノス　続演事業所)

搬出車両登録一覧　その9

14　山良建設樺武舎社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3489・7137

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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

2 ��ﾙh������*����C�2�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

3 ��ﾙh������*����c�B�ダンプ 伜(�ﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

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

5 ��ﾙh������*������R�ダンプ 伜)y(ﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷医書多見1-12-13 

6 ��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 

7 ��ﾙh3�����*���Ec�sB�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区害多見1-12・13 

8 ��ﾙh������*���##���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷医書多見1-12-13 

9 ��ﾙh������*���#S3b�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見阜12」13 

10 ��ﾙ.ｳ�����*���#S3r�ダンプ 伜(ﾚ�ｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-「2-13 

11 ��ﾘﾌ��������*���#c���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷医書多見1-12-13 

12 ��ﾙh������*���#csr�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見ト12葛13 

13 ��ﾙh������*���3�几��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見仁12-13 

14 ��ﾙh������*���3��B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾙ-h�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 

15　阿仁建材工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 04種2幻-5473

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｸ�������,ﾘ���#C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎ixx�檍���埼玉県川口市弥平ト13-6 

2 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#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��ｸ�ｸ��,ﾘ���3C��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平113鴨 

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

5 ��Xｷｸ�������,ﾘ���c���ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫溢HｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

6 ��Y�������,ﾘ���cSR�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1置13-6 

7 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#�ビ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県Il旧市弥平1-13ゼ 

8 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#�モ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎ixx�檍���埼玉県川口市弥平1-13・6 

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

10 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3(*CR�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎iWﾘ�檍���埼玉県川口市弥平1-13・6 

11 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3#�b�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎ie�陞���埼玉県川口市弥平1-13-6 

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

13 ��Xｷｳ�3���,ﾈ����涛��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎ixx�檍���埼玉県川口市弥平1・13-6 



別紙5-12

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　猿浜事業所)

搬出車両登録一覧　その10

16　扶式会社猿珪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03・566午舗83

NO 俾�:饑)6�餉Hﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzs���*ﾘ��������ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2-12・6 

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

3 ��ｹzx���3�*h������B�ダンプ 况ﾈ�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12ゼ 

4 ��ｹzs���ｨ��?�������R�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2置12-6 

5 ��ｹzs�����*ｸ��������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���3���+���������ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2-1芝崎 

7 ��ｹzs�3�*��������ダンプ 凅x�檍��ｶ�yﾒ�東京都江戸川区春江町2"12-6 

8 ��ｹzs�3�*h������ダンプ 乘H�檍��v�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12・七 

9 ��ｹzx���3�*�����"�ダンプ 乘H�檍��Jﾙ$"�東京都江戸川区瑳江町2-12鴫 

10 ��ｹzx���8�ｨ��?�������2�ダンプ 乘H�檍��ｶ8補�東京都江戸川区春江町2・12嶋 

11 �.越x���3���*����������ダンプ 乘H�檍��ｶ�yﾒ�東京都江戸川区姦江町2-12-6 

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

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

う7　松島運輸株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3247山401

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 �ｹF��3���*h����涛��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�vﾈ�檍���東京都杉並区梅里2。25・13 

2 亊�Fﾈ����ｸ�ｸ��*���#3湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

3 �ｹF������*���#Csb�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2・2㌻「3 

4 �ｹF��������*���#S�r�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2ゼg・13 

5 �ｹF��������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍������東京都杉並区裾呈2ゼ5・13 

6 處颶��������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区棺呈2ゼ5・13 

7 �ｹF��������*���#イ2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩ(�檍���東京都杉並区梅里2ゼ5・13 

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

9 �ｹF��4H��*���s�s��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�iX�檍���東京都杉並区栴呈2「25・13 

10 亊�F������*���#鼎r�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2ゼ5-13 

11 �ｹF������*���#鼎B�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2ゼ5-13 

12 亊�F����*���#鼎R�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�iX�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

13 ��ﾙ;ﾘ��*C����,ﾘ���CC2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2ゼ5-13 



別紙5-13

汚染土蟻の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　横浜琴楽所)

搬出車両登録一覧　その11

18　有限会社松田商会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5607-2035

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������.x������32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2」31」7 

2 ��ｹzs�����.x������3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3147 

3 ��ｹzs�3���+x������3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2・31」7 

4 ��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「3147 

5 ��ｹzx���3���+8�����Cr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31可7 

6 ��Xｷｳ�3���,H������3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31イ7 

7 ��x�c�3���+x����8*CB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ檍���東京都江戸川区西瑞江2-31互7 

8 ��ywH���3���+x���#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31」7 

9 ��Xｷｳ�3���+x���C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2■31イ7 

10 ��ywC�3�+x����3�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江オ3117 

11 ��ｹzx���3���+ﾘ������3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江之-31-47 

12 ��ｹzx���3���+ｸ������3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江を31-47 

19　有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03・5666嶋168

NO 俾�:韜i6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������,���������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb�東京都江戸川区上篠崎4ゼ己10-102　● 

2 ��ｹzs���+ｲﾈ�握�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌�)�ﾘﾝ��東京都江戸II膣上篠崎4之3-10-102 

3 ��ｹzx����ｸ�ｸ��+8����332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎42ふてO-102 

4 ��ｹzx���3���+8����CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��堅ﾋI�ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎午2㌻10-102 

5 ��ｹzx�������+�����SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎仁23-10-102 

6 ��ｹzx���3���+�����ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾄ��東京都江戸川区上篠崎4ゼもてO-102 

7 ��ｹzx�������-�����ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4・2争10・102 

8 ��ｹzx�������+ﾘ����ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎4ゼま10-102 

9 ��ｹzx���3���+ｸ����涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4ゼ&10-102 

10 ��ｹzx���3���+8�����S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘ��東京都江戸川区上篠崎423・10-102 

11 ��ｹzx���3���+8����s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:�､yOﾂ�東京都江戸川区上篠崎仁23-10・102 

20　株式会社小原工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3635-調61

NO 俾�:霰)N�ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用書の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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

3 ��ｹzx��KS���*h�����2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3・21-14 

4 ��ｹzx���3���8�����43��B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国&21-14 

5 ��ｹzx���3���*h�����R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3「21-14 

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

7 ��ｹzx���3���*(�����{��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3"2十14 

8 ��ｹzx���3���*��������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3「21置14 

9 ��ｹzx���3���*(�������ダンプ 凅x�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国も21・14 

10 ��ｹzx���3���*H����*C��ダンプ 冓X�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3ゼ仁14 



別紙5-14

汚染土蟻の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所)

搬出車両登録一覧　その12

之1有限会社高野建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運緒先: 048ゼ66-5251

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｳ�3���*ｸ���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2置10-14406 

2 ��Y�����3���+ｸ���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県11旧市芝高木を10-14406 

3 偸I?ｩYC�3���+8���3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木を1か14406 

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を10-14106 

5 偸I?ｩYC�3���+8���3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木を1叫4406 

6 儁ImｩYC�����+x���#3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2-10-14406 

了 偸I?ｩYC�3���.(�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県11旧市芝高木を1直14叫06 

8 偸I?ｩYC�3���+ｸ������#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木を10-「4406 

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を10-14406 

盤　佐藤商運有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03・3689ゼ7舶

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw���,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は重商番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx���3���*��������ダンプ 俚),(ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16葛6 

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

3 ��ｹzs�3���*ﾘ������S��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zx���3���*h������c��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸j=区南葛西6-16ゼ 

5 ��ｹzx���3���*(������s��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西616-6 

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

7 ��ｹzx���3���*(���������ダンプ 俚):�ⅹ��tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6・16-6 



別紙5葛15

汚染土蟻の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト裸式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所)

搬出車両登録一覧　その13

23　有限会社晃莫興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連続先: 04己507-0070

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��89h蕪�����,ﾘ���S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕyIﾈｻｸｼb�神奈川県様浜市傍見区平安町1-36・2「201 

2 ��89h蕪�����,ﾘ������2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕyz�ｻｸｼb�神奈川県横浜市聴見区平安町1-36-2"201 

3 ��Vﾈ���3���,ﾈ������CB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��惠��ｻｸｼb�抽奈川県検浜市蹄見区平安町1-36・乙201 

4 ��X��Vﾃ�����,ﾘ��Cc�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈川県根源高踏見区平安同車36葛2ゼ01 

24　有限会社丸和工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 0己3853・6961

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������,ﾘ���Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷も5-8 

2 ��ｹzx�������,ﾘ����ｷﾓ3#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷ふ5・8 

3 ��ｹzx�������,ﾘ����#�Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷a5-8 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��#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 

25　株式会社三尾アドバンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3了41-8150

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 凵E又は名称 

1 儼��ﾈ���3���+x������S2�ダンプ 乘H�檍��蓼夊4�6�6�985��東京都大田区本羽田1ゼ7」・601 

2 儼��ﾈ�������,ﾘ���S�r�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1・271-601 



別紙5-1 6

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者;ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所)

搬出車両登録一覧　その14

26　有限会社保戸田総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5667イ874

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用書の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzs���.x������#b�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 

2 ��ｹzs���.x������#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ6>,Hｼb�東京都江戸川区中葛西右23・12 

3 ��ｹzs�3�-ﾈ������sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘｼb�東京都江戸川区中葛西7-23着て2 

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

5 ��ｹzs���-���������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�+8����S����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 

7 ��ｹzs�3�,ｨ�������"�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 



別紙5置17

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　検浜事業所)

搬出車両登録一覧　そのう5

27　有限会社東京プランニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先; 03-5659-9932

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����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うゼ3-3 

2 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸両区中葛西5一鑓-3 

3 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����c��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�����,ﾘ����cb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-233 

5 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����cr�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 

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

7 做ｸ躡nﾈ�S����,ﾘ����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�����,ﾘ����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ゼ3-3 

9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,C�s2�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ゼ3嶋 

10 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���3SB�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ゼ3葛3 

11 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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ゼ3-3 

12 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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鴫 

13 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,C3�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ゼ3-3 

14 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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 

15 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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」3、 

16 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���S�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 

17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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5-23-3 

18 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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鴨 

19 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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-之3-3 

20 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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ゼ3-3 

21 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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ゼ3-3 

22 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,CSS2�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ゼ3-3 

23 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���SSB�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ゼ3-3 

24 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���SSR�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ゼ㌻3 

25 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,C��*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・2種3 

26 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�����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ゼ3∴3 

27 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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ゼ掲・3 

28 ��ｹzs�����,ﾘ��#SsB�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ゼ3-3 

29 ��ｹzs�����,ﾘ��#SsR�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ゼ3-3 

30 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�����"�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ﾈ�S����,ﾘ��#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 

32 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#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ゼ3二3 



別紙5-18

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する害類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先;株式会社ジー・イーテクノス　横浜瑳楽所)

搬出車両登録一覧　その16

28　棒式会社　S Kクリーンシステム　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:調か了96-2005

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�重体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#sC��ダンプ 乘H�檍����4ｸ��X4X�88��埼玉県春日都市西宝珠花608・2 

2 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3b�ダンプ 乘H�檍����4ｸ4�8ｨ�ｸ98ｹ儘��埼玉県春日郡市茜雲珠花60鼠之 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#sC2�ダンプ 乘H�檍����4ｸ4�8ｨ�ｸ99+韈�8��埼玉県春日都市西宝珠花60&2 

4 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3r�ダンプ 乘H�檍����4ｸ�ﾘ98�8���埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

5 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#ccb�ダンプ 乘H�檍����4ｸﾊBﾘ99+韈�8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

6 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3��夕iンブ 乘H�檍����4ｸ4�8ｨ�ｸ99�(6X���埼玉県春日都市西宝珠花60&セ 

7 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3R�ダンプ 乘H�檍����4ｸ4�8ｨ�ｸ99�(6X���埼玉県春日都市西富瑞花60境2 

8 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#sC��ダンプ 况ﾈ�檍����4ｸ�ﾘ985h5慰��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

9 偸I?ｩYH﨡�,ﾘ��#s3��ダンプ 乘H�檍����4ｸ4�8ｨ�ｸ985h5�6X8��埼玉県毎目郡市西宝珠花00&2 

29　株式会社　SKコーポレーション　　　　　　　　　　　　　　　　違諮先:調種953-56鮪

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�����*���CSCB�ダンプ 乘H�檍����4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2・1「22 

之 偸I?ｩYC�����*���CsCR�ダンプ 乘H�檍����4ｸ5(�ｸ7ﾈ6x5h8x92�埼玉県三郷市三郷2-1ゼ2 

3 偸I?ｩYC�����*���C�#��ダンプ 冰8�檍����4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ4�8x5ﾂ�埼玉県三郷市三郷2-1「22 

4 偸I?ｩYC�����*���C僞c��ダンプ 僞��檍����4ｸ8h�ｹ�ｨ8ﾈ�ｸ,ｸ92�埼玉県三郷市三郷2・1ゼ2 

5 偸I?ｩYC�����*���C都��ダンプ 乘H�檍����4ｸ��ｨ6x5h8�92�埼玉県三郷市三郷2・1書2之 

6 偸I?ｩYC�����*���C都"�ダンプ 乘H�檍����4ｵﾙ���hｹ�5h8x92�埼玉県三郷市三郷を1-22 

7 偸I?ｩYC�����*���Sc�2�ダンプ 乘H�檍����4ｸ5(�ｸ7ﾈ*(,ｸ92�埼玉県三郷市三郷2〇十22 

8 偸I?ｩYC�����*���Scコ�ダンプ 乘H�檍����4ｵﾒﾘｽｨ6x988x92�埼玉県三郷市三郷2-1ゼ之 

9 偸I?ｩYC�����*���<Sc途�ダンプ 乘H�檍����9Ч尨8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2-1セ2 



別紙5-1 9

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　検浜事業所)

搬出車両登録一覧　での17

30　佐藤達材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連続先: 0280・57ゼ583

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 �<盈�����,ﾘ������ビ�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548了-3 

2 �,h+�*ﾃ�3�+ｸ������2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

3 �,h+�*ﾃ�3�+8����#�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548T3 

4 �,h+�*ﾃ�3�+�����3�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548了-3 

5 �,h+�*ﾃ�3�+x����S�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木同友沼5487-3 

6 �,h+�*ｸ��,C3�+8����c�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀那野木同友沼5487置3 

7 �7�����-ﾈ����SSR�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼軸87“3 

8 估i$｣���,ﾘ���33b�ダンプ 俚)�8ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487・3 

9 �7�������.x�����#b�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��′　栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

10 �,h+�*ﾃ���,ﾘ����###r�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548了や 

11 �7�������,�����#c���ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548T3 

12 �7�������,ﾘ���cC��ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548手3 

13 �,(*ﾘ,��3�+8����#��ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487・3 

14 估i$ｨ����.(����几塔"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

15 �7�����3�+8��������ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼塊87-3 

16 �,h+�*ﾃ���,�������"�ダンプ 俚)z9�｢�栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

17 �,h+�*ﾃ�3�,(������#"�ダンプ 俚)wxﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木同友沼5487-3 

18 �,h+�*ﾃ���,�����##"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友溜5487-3 

19 �,h+�*ﾃ���+�����###"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町長沼5487裏3 

20 �7������,H����c"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

31裸式会社竹村建商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:調278台-0666

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｩf������,ﾘ����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ゼ 

2 ��ｩlﾘ���3���+8���3#��ダンプ 乘H�檍����'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市振区川尻1545-6 

3 ��ｩlﾓ�3���+8���SSr�ダンプ 册�陞����'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県柏模原市緑区川尻1545-6 

4 ��ｩlﾓ�����,ﾘ���ss��ダンプ 乘H�檍����'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市録区川尻1545ゼ 

5 ��ｩlﾓ�3���*��������ダンプ 乘H�檍����'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相撲原市縁区川尻う545-6 

6 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��##���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 

7 ��ｩlﾓ�3���+x��##3��ダンプ 乘H�檍����'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原奇縁区川尻1545ゼ 

8 ��ｩlﾓ�3���+8��#都r�ダンプ 乘H�檍����'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市読区川尻1545-6 

9 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��33S��ダンプ 凅x�檍����'ﾉ�ｩ��ⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

10 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��3S�2�ダンプ 乘(�檍����'ﾉ�ｨﾉｨ靡�神奈川県相模原市録区川尻1545-6 



別紙5-20

汚染土蟻の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者:ケミカルグラウト棒式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　横浜蜜業所)

搬出車両登録一覧　その18

32株式会社日野通商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045嶋穂一節88

NO 俾�:霰)N�餉Hﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 佶�ﾃ�����,ﾘ��#�s��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・種子901 

2 ��Vﾃ�3���+x��S�モ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�様浜市港南区日野中央3七〇十901 

3 ��Vﾈ���3���+8���純��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3七一1-901 

4 �/)Vﾃ�3���+8����ビ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�猿浜市港南区日野中央3-8-1-901 

5 傲9>ﾈ���3���+�������S��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区員野中央3-か1喝01 

6 ��ｩf������,ﾘ��3ピ"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�損浜市港南区日野中央3一種1-901 

7 ��ﾙh������-�����/3r�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央計か1-901 

8 ��Vﾈ�������,ﾘ��3csb�ダンプ 冓X�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-&1-901 

9 傲9>ﾃ�3���+8��ャ3��ダンプ 刔ﾈ�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・乳1・901● 

10 ��Vﾃ�����,ﾘ���田��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市港南区日野中央3-種1-901 

11 ��Vﾃ�3���+8����#�B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・み1-901 

12 ��Vﾃ�3���+8����#�R�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�楼浜市港南区員野中央3々-1-901 

13 ��ｹVﾃ�����,ﾘ��,C#Cb�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・8・1-901 

14 ��Vﾃ�3���+x����唐�ダンプ 乘H�檍����W穎ﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区員野中央3-81-901 

15 ��Vﾈ�������,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8・1・901 

16 ��Vﾃ�����,ﾘ��#��2�ダンプ 凅x�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市港南区日野中央3-種1-901 

1了 ��ﾈﾞ��3���+8��ャ���ダンプ 册�陞����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央も&1-901 

18 ��ﾉ���3���+8������#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3一巴1-901 

19 侘�>ﾈ���3���+8��#S�2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3鴨-1輸901 

20 傲9>ﾃ�3���+8��#c�"�ダンプ �/(�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3一種1輸901 

21 ��Vﾃ��ｸ�ｸ��,ﾘ��#C�2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3〇日1-901 

2之 ��Vﾃ�3���,H����#"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央種8-1-901 

23 ��Vﾈ���3���+ﾘ����{����ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�猿浜布達両区日野中央主も1-901 

24 冖鰻ﾃ�3���+���������ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3一種1-901 

25 ��ｩlﾓ�3���+8��#塔B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�板浜市港南区日野中央3-種十901 

26 况ﾉVﾈ���3���+8��%CsR�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・す1-901 

27 ��Vﾃ�3���+8��ゴ#��ダンプ 冓X�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・種1置90う 

28 ��Vﾃ�����,ﾘ���Ss2�ダンプ 冓X�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-㌻1置901 

29 ��ﾉ���3���+�����s#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央己か1置901 

30 ��ﾈﾞ��3���,ﾘ������,C��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

31 儼��ﾈ���3���+8��c##��ダンプ 乘(�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・種1鴨01 

32 ��Vﾈ��*C3���+8����鼎僞b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-種1-901 

33 ��Vﾈ�S3���+ｸ�����3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-巳1-901 

34 ��Vﾈ���3���+�����3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3一種1-901 

35 豫�x����,H����S釘�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・8・1・901 

36 ��ﾈﾞ���*C3���+�������モ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3七〇1-901 

37 ��ﾈﾞ������,ﾘ����c3B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区員野中央3-8-十901 

38 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��3ン��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-種1-901 

39 ��Vﾈ�������,ﾘ��#c3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区目野中央己か1-901 

40 ��Vﾈ�������,ﾘ��9{鼎��ダンプ 冓X�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央も種1噌01 



別紙5ゼ1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類

(運搬受託者;ケミカルグラウト株式会社)

(搬出先:株式会社ジー・イーテクノス　板浜事業所)

搬出車両登録一覧　その19

32株式会社日野通商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-833・鎚88

41 刋�ﾈ����3�+x���Ss��ダンプ 冓X�檍����?ｩnﾉ,ｨⅶ��横浜市港南区日野中央3ふ阜901 

42 ��Vﾈ�������,ﾘ��333R�ダンプ 册�陞����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・ふ1-901 

43 刋�ﾃ�3���,ﾈ������#2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3・釦1-901 

44 ��Vﾈ���3���-�6x����#B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

45 ��Vﾃ�����,ﾘ��#S3b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�撹浜市港南区日野中央3-8置1・901 

46 冑ｩVﾈ�������,ﾘ��3S3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�損浜市港南区日野中央3-也1-901 

47 ��Vﾃ�3���+x��c��R�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-札1・901 

48 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��#sモ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央軍か1-901 

49 ��ﾉ8H�������,ﾘ���塔"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�楼浜市港南区日野中央3"種1-901 

50 ��ﾈﾞ��������,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-&1-901 

51 ��ｩf��3���+ﾘ���S�b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-&1・901 

52 俟IVﾃ�3���,�������32�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3七一1-901 

53 ��Vﾃ�3���+8�����#b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3一種1-901 

54 伜(ﾆ��������,ﾘ����涛��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-種1-901 

55 傲9>ﾃ�3���+x����c#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3鴫-1・901 

56 傲9>ﾃ�����,ﾘ����c#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-帥・901 


