
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 

平成28年　r月i日日 

東京都知事　殿 
〒102-0075東京都千代田区三番2地 　　　　　ビル 　　届出者株式会社松村組東京支店 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 剪�

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi8ﾈﾛｹ?�)ｩm｣3�MC8,ﾈ自YB�&餉IUﾈ鹵�� 
東京都江東区東砂二丁剛2番32号の一部(住居表示〉 

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 刔ｨ廁4�8ﾘ8�嶌ﾘyZ����7��ｹv頽��Hｮ顏�W94ｸﾘr��
ふっ素及びその化合物　(溶出量及び含有量基準不適合) 

批索及びその化合物　(溶出室基準不適合) 

鉛及びその化合物　(含有量基準不適合) 

※詳細ま添付書類1の通り 

汚染土壌の体積 ��ﾃ#澱纖�盲8�����h�ｨﾝx,ﾙ5儻Ij厭�(,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h6x8�6(4�,�.h.凛H補一�:竟B����i5儻Ij厭�8,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 ��i5儻H��}紿,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を処理する者の氏名又 ��ｩH�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾃ��h8h�ｸ5h8x92�

は名称 ��5�484x5�8�4898ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 拙 ��ｩH�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ,ﾈ8h�ｹ/ｨ93ｨﾅi=讀卷ﾈ��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｢�
2036番50 

②ケイエスライン株式会社:千葉県香取郡多古町千田字裏山56番 

汚染土蟻の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���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��{�,ﾈ,h*�.��

穣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(運搬の隙、積替えを行う 場合に限る。) ����h*h,�+R�

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

連絡先　株式会社　松村組　東京支店　土木部　■ 

電話番号　03-5210-6157　カケシミリ番号　03-5210-6183 

電子メ「げト●夙 

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

人にあってはその代表者)が署名することができる。



図一1汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

要措置区域等の所在地‥東京都江東区東砂二丁目31番3の-部(地番表示)

_一一-÷高二ニー

添付資料1
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添付資料3

汚染土壌の運搬の方法

1重　運搬フロー図

フロー1

区分① (Å+3、 Å1-6、 Å2-1)

形質変更時要届出区域 ���Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���<ﾘ�Lﾘ股�

東京都江東区東砂二丁目31番3の-部(地番表示) 

東京都江東区東砂二丁目12番32号の一部(住居表示) 

ふっ素及びその化合物　溶出量基準値超過土壌

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壌

管理票

にて管理

陸運:株式会社ダイセキ環境ソリューション 
荷姿:バラ積み十飛散防止シート 

処理:株式会社ダイセキ環境ソリューション

横浜リサイクルセンター

種類;分別等処理施設
処理方法:分別等処理

汚染濃度により処分受託業者を区分している。
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フロー2

区分② (Bl-1. B十4、 B十5、 B十6、 B「-7、 B2「、 C十2、 01-3、 0ト5、 01-6、 C十8、 0十9、

c2-2、 02-3)

形質変更時要届出区域 劔迄刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���<ﾘ��&��

東京都江東区東砂二丁目31番3の-部(地番表示) 

東京都江東区東砂二丁目12番32号の一部(住居表示) 

六価クロム化合物　溶出量基準値超過土壌 劔��

ふっ素及びその化合物　溶出量及び含有量基準値超過土壌 

椎葉及びその化合物　溶出量基準値超過土壌 

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壌 

陸運:株式会社ダイセキ環環ソリューション 
管理票 にて管理 

荷姿:バラ積み十飛散防止シート 

処理;ケイエスライン株式会社 劔��

香取土壌浄化施設 

種類:浄化等処理施設 
処理方法:浄化等処理 
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フロー「

区分③ (A2-1、 Bl-1、 B「-4. B十さ、 B十6、 B十7、 B2-1. 0十2、 0十3、 Cl鵜5、 0十6、 Cl-8、

c十9、 0之-2、 C2「3)のケーシング掘削分

形質変更時要届出区域 ���Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���<ﾘ�Lﾘ股�

東京都江東区東砂二丁目31番3の一部(地番表示)・ 
東京都江東区東砂二丁目12番32号の一部(住居表示) 

六価クロム化合物　溶出量基準値超過土壌

ふっ素及びその化合物　溶出量及び含有量基準値超過土壌

枇素及びその化合物　溶出量基準値超過土壌

鉛及びその化合物　含有量基準値超過土壌

管理票

にて管理

’陸運:YAMAテック　株式会社 

荷姿:バラ積み十飛散防止シート 

処理ニケイエスライン株式会社

香取土壌浄化施設

種類:浄化等処理施設
処理方法:浄化等処理

2.運搬体制

運搬受託業者1 :株式会社ダイセキ環境ソリューション

運搬受託業者2 : YAMAテック　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の通り。
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添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

運搬受託業者1 :株式会社ダイセキ環境ソリューション

汚染土強の運搬の用に供する自動車に関する書蝿

棒球会社島野商店　神奈川県横浜市泉区弥生台7-I6　　　　　　　　　　　　　　　国語;04ら-802-1216

自動車登録番号 又は草両番号 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用書の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾈ�������*���鉄#��ダンプ 忠vﾂ�,9nﾈⅹ5��祐奈川県韻浜市泉区弥生台7-1き 

之 ��Vﾆ簸�*涛ゴ��ダンプ 忠iR俎)nﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-書6 

嚢 ��xF簸���*���田S��ダンプ 忠-ioｹnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区称生台7-16 

4 ��Vﾄ��ｸ�ｸ/�#����ダンプ 忠iR亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県桂浜帝京区弥生台7-16 

5 ��Vﾃ���*ｸ��3�3��ダンプ ���f笘ｭﾙnﾉ:�5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

6 ��Vﾃ�����*ｳ3��ｸ�ｲ�ダンプ 忠e�ｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県硝浜市東宮弥生台了-「6 

7 ��Vﾃ�3�*��4簸��ダンプ 宙錂丼)nﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

8 ��Vﾃ�����,ﾖ都s��ダンプ 忠iR�,9nﾈⅹ5��神奈川県横浜高見区弥生台7-I6 

9 偬ｸﾋ����,ﾓ#�途�ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市東屋弥生台7-16 

10 ��Vﾃ��ｸ�ｸ��,ﾘ��#cc��ダンプ 忠iR亊ﾙnﾉ{ﾉ5��神奈川県挽浜市泉区弥生台7-i6 

11 儖YVﾃ�ｷ(��,ﾘ��33ッ�ダンプ ���ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7「6 

12 處ﾉVﾃ��ｸ�ｸ��,ﾓ�����ダンプ 忠iR亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台了葛16 

13 刋�ﾃ�3���+8��c##R�ダンプ 宙ｩB亊ﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7-16 

株式会社野口商店　　　税源市音素区しらとり台23- i3　　　　　　　　　　　　　　　　題語:045-98l-i878

自動再登録番号 又は率両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾃ��ｸ�ｸ��,ﾘ��#�釘�ダンプ 忠�ﾒ冢ﾈﾏｸⅹ5��穣浜高官索区しらとり台23-13 

2 ��Vﾃ�����,ﾘ�3CR�ダンプ 忠xr冢ﾈﾏｸⅹ5��賦浜市音義区しらとり台23-13 

3 ��Vﾆ簸���,ﾘ��3ﾓ��ダンプ 忠iR冢ﾈﾏｸⅹ5��横浜市青葉区しらとり台23-i3 

寄 ��Vﾃ��ｸ�ｸ��,ﾘ��+s��b�ダンプ 忠iR冢ﾈﾏｸⅹ5��横浜市青菜区しらとり台23二13 

5 ��Vﾃ�ｷ(��,ﾓS3#��ダンプ 忠Wﾒ冢ﾈﾏｸⅹ5��領浜市青菜区しらとり台23-13 

6 傲儼ﾃ�����,ﾘ��S33��ダンプ 忠e�nﾈﾏｸⅹ5��頒浜市電薫区しらとり台23-13 

有限会社松建　　　樵浜市銀区政本筋丁目46- 1　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 0俺-370一郎的

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

1 倅(ｼ3�����.x��4��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ佖�績浜市爺区束本郷奪丁目46-1 

2 ��Vﾃ�����.x��c��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市稔区東本郷3丁目46-1 

雷 ��Vﾃ�����.x��c��ダンプ �*ﾙtﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市緑区東本郷3丁目46-1 

4 ��Vﾆ簸���.x��sr�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾅR�横浜高徳区東本郭3丁目46輸1 

5 ��Vﾃ�����.x��s��ダンプ 忠tﾂ佝�ﾒ�梯淀市緑区栗本細種丁目46-1 

6 ��Vﾃ��ｨ�ｨ��.x���"�ダンプ �*ﾙtr傴ﾈﾉ｢�横浜市縁区東本郭3丁目4色-i 

7 ��Vﾃ���+���R�ダンプ 忠tﾂ傴ﾉz��横浜市鯨区東本鄭3丁目46-1 

8 ��Xﾌｳ�3���.�����SR�ダンプ 忠tr傴ﾈﾉ｢�紙浜市縁区東本御3丁目46-1 

9 ��Xﾌｳ�����.x���ッ�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈﾉ｢�横浜市錆厚東本郷3丁目46-喜 
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寺尾運輸巽蒙椿式会社　神奈川県横浜市港北区博町4-17寸う　　　　　　　　　　　離舌:045輸546-3505

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

1 刋�ﾃ�3�*#sS�R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｹ'ｨ*ﾙ-b��神奈川県Il 俥育9�ﾈ鳬.ｹ�Y8x�9*ﾃ蔦���

2 俥)Vﾃ�3�*���sS�r�ダンプ 倬ｹOh暮t�5Io"悦r��神奈川県」i 俥育9�ﾉ=ｨ�9�Y^ｨ�9*ﾃ蔦���

3 侈iVﾃ�8�ｸ*���sS���ダンプ 倬ｹOiw从ｸ卷'ｨ*ﾙ��"�神奈川県J嘉 勦��9�ﾉ=ｨｾi�Y8x�9*ﾃ蔦���

4 ��Vﾄ�3�*��ssS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸ��*ﾙxr��神奈川県Ji 俥育9�ﾈ､�ｾi�Y8x�9*ﾃ椿��ｲ�

5 ��Vﾃ�3�*�sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�v�ﾄ�*ﾙxr��符奈川県」i 俥倡9�ﾈ鳬.ｹ�Y8x�9*ﾃ坪���

6 ��Vﾆ�3�*�sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�v��8*ﾙ�ｲ��柏奈川県II 倅倡9�ﾈ鳬.ｹ�Y8x�9*ﾃ椿鳴�

7 ��Vﾃ�3�*�sS#"�ダンプ 倬ｹOi4ｹ�Y5I'ｨ*ﾙ-b��禍奈川県JI 俥育9�ﾈﾞ粟i�Y8x�9*ﾃ蔦���

8 ��Vﾃ�3�*�sS#2�ダンプ 倬ｹOi��l綾ｸﾄ�*ﾘｩH�"�神奈川県II 俥育9�ﾈｨXｾi�Y8x�9*ﾃ蔦���

9 ��Vﾃ�ﾝx-�S#B�ダンプ 倬ｹOi��l綾ｸ�*ﾙiR��神奈川尉I 丶ｨﾘ)�ﾈﾞ粟i�Y8x�9*ﾃ蔦���

iO ��Vﾃ�3���*���sS#R�ダンプ 假YOh暮t�5Io"悦r��神奈川県II 俥育9�ﾈ諟ｾi�YJ��9l｣����

11 ��Vﾃ�3�*�sS#b�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb�>h�"�神奈川県」i 乖X�9�ﾉｩ�ｾi�Y8x�9*ﾃ蔦ﾒ�

12 ��ｩxD�3�*���sS#r�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｹ�8*ﾙ�竰�神奈川県l 俥倡9�ﾈﾞ粟i�Y^ｨ�9*ﾃ����

13 ��Vﾃ�3�*�sXﾝr�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県」 俥育9�ﾈ､�ｾi�Y8x�9*ﾃ蔦���

14 ��Vﾈ���3�*���x*C#��ダンプ 倬ｹOh･ﾈｫｹ5H�b�-b��神奈川県l 乖X�9�ﾈｨXｾi�Y8x�9*ﾃ綴��｢�

】5 ��Vﾃ�3�*���*�9l｢�ダンプ 倬ｹOi'育xｻｸｼb溢ﾈ�"�拝察川東I 俥育9�ﾉ/ｸｾi�Y8x�9*ﾈｩ����

16 ��Vﾈ��ｬS3���*��S4��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｹ'ｨ*ﾙWﾒ��神奈川県I 俥育9�ﾉ�ｸｾi�Y8x�9*ﾃ蔦���

17 ��Vﾃ�3�*�sS3"�ダンプ 俘�ｫ8暮t�ｻｸｼb茜H�"�拝察用県 俥育9�ﾉ�粟i�Y8x�9*ﾃ����

18 �����3�*���sY=ﾒ�ダンプ 倬ｹOi4ｹ~霆ｸｼb悦r��神奈川県J 乖X�9�ﾈ鳧ｾi�Y8x�9*ﾃ椿鳴�

I9 �����3�*���sS3B�ダンプ 倬ｹOi,ｩt�5Io"影��神奈川県J �ﾈ�9�ﾈ垬ｾi�Y8x�9*ﾃ蔦���

20 ��Vﾃ�3�*�sS3R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb茜B��神奈川県l �/ｸｯ�.���､�ｾi�Y8x�9*ﾃ辻��

21 ���Vﾃ�3�*���sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸﾄ�*ﾙe��神奈川尉 ��ｸ�9�ﾈﾞ粟i�Y8x�9*ﾃ蔦ﾒ�

22 ��Vﾃ�3�*�sS3r�ダンプ 倬ｹOi��l員��hx｢�神奈川県I �育9�ﾉ:Xｾi�Y8x�9*ﾃ綴亦�

食3 ��Vﾃ�3���*�sS3��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸﾅR悦r��神奈川県l 俥育9�ﾉKxｾi�YJ��9*ﾃ蔦���

24 ��Vﾆ�3�*(��sX狽�ダンプ 倬ｹOi�ｸｺﾘ���茜B��神奈川県I 俥育9�ﾈｩﾈｾi�Y8x�9*ﾃ蔦���

2う ��Vﾃ�3���*(��sY4��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸﾝｉxr��神奈川県l 俥育9�ﾈｨXｾi�Y8x�9*ﾃ��S��

之6 ��Vﾆ�3�*#sSC��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼb悦r��神奈川県l 俥倡9�ﾈｨXｾi�Y8x�9*ﾃ蔦���

渡辺建援有限会社　　続演市都筑区愛山田町湖　　　　　　　　　　　　　　電話: 04ト952七I倣

自動車登録番号 又は重商番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

l ��Vﾃ�4�/���ﾙKS��ダンプ �6饐8ﾉｨﾇ�*ﾙtﾂ�����市都筑区東山田町318 

2 ��Vﾃ��ｸ�ｸ*h���#���ダンプ �6饐9.ﾉvｉtﾂ����Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾉxｳ���

3 ���Vﾃ���/�8ｷ#��ダンプ ��辺建機(有) ��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

4 弍iVﾈ���*ｳ���+��ﾃ���ダンプ ��辺廷捻く有) ���..市都筑区恵山田町318 

5 亰ｩVﾃ�����+�+�����ダンプ 僥y4ｸ�ｴ�液ﾂ�����市部筑区東山田町318 

6 ��Vﾃ�8����*h��4弍�ｯ��ダンプ �6饐8ﾉｩE�*ﾙtﾂ�����タ、市部筑区東山田町318 

7 ��Vﾃ���*ﾓs����ダンプ �6饐9�)-�tﾂ��亢)Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

8 ��Vﾃ���+���4����ダンプ �6饐9��jｲ液ﾂ��刋�ﾈ�979'ﾘ�9%亥)69*ﾃ3���

9 ��Vﾃ�3�/��������ダンプ �6饐9���ﾒ液ﾂ����Vﾈﾘ)��'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3�2�
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豊川興案株式会社　　川崎市川昭区田町紅l紅1 3　　　　　　　　　　　　　　　謡舌: 04+290「353 l

自動車登録番号 又は串両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

i ��ﾈﾞ����/�����ﾂ�ダンプ �;��c��典薬(抹) ��ﾉ8育9�ﾈﾞ粟i69*ﾈｵBﾔ�2ﾘ�2�

2 ��ﾈﾞ������*ｸ������"�ダンプ 囘ﾄ亦�興蒜(諾) ��fﾂ�噂市川埼区田町3-13-13 

3 ��ﾈﾞ������*H����2�ダンプ 丼､白�興轟く綜) 免��嘔市川崎区田町3-13-13 

4 ��ﾈﾞ����*ｸ����R�ダンプ �;�ｦ��興業(株) 瀞�崎市川筒区田町3-13-13 

曇 ��ﾈﾞ��3���*�����b�ダンプ 冑Dｦﾂ�興裟(株) ��昭利=踏区田町3-博-I3 

6 ��ﾈﾞ����*ﾘ����r�ダンプ 佶��f��典寮(株) �&｢�綺市川晦区田町3-13-I3 

7 ��ﾈﾞ������*(������ダンプ 弍Hﾈ��興諜〔株) 粕��陶市川師区田町3「3-i3 

8 ��ﾈﾞ���ｮﾃ3���*ｸ����#R�ダンプ �;�ｦﾂ�興業(棒) ��R�碕市川蝉区田町3-1雷輸13 

9 ��ﾈﾞ��3���*h����#b�ダンプ 兔yw��興築く綜) 薄��崎市川晦区田町3-13-13 

iO ��ﾈ訒�3���*�����#r�ダンプ �6�ﾂ�興築く棒) 粕��蛾市川崎区田町3-13-13 

1) ��ﾈ､����3�+���鳴�ダンプ �;��d��興業(棒) ��R�埼市川賠区田町3-13-13 

12 ��ﾈﾞ��3���*H����X���ダンプ �6��R�興蒸(稼) ��R�崎i飢Iミ時区田町3-i3-13 

13 ��ﾈﾞ��3���*h����cb�ダンプ �6�ﾂ�興黛(棒) �*"�喝市川崎区田町3-13-13 

国 ��ﾈﾞ����3���*�����sr�ダンプ 囘ﾂ亦�典築く掠) 箸�時市川晦区田町3-I3-13 

15 ��ﾈｭ��o���*�����4��ダンプ 乂ﾘ�b�興塞く棒) ��b�鴫市川噛区田町3-I3-1嚢 

鳩 ��ﾉ8��xｳ���*ﾘ���#2�ダンプ 僥ｸ�b�典蒸(給) 佇��時制同街区田町3-13-13 

17 ��h鱚�����*���3�SB�ダンプ ����｢�襲築く株) ��b�鴫市川崎区田町3-1雷-13 

18 ��ﾈﾞ������*���33cr�ダンプ 兔vﾂ�興築く株) ��b�囁市川崎区田町3-13一!3 

19 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ �;�｢�興菜(株) 箸�崎市川囁区田町3-1313 

有限会社諸宙士興詫　　　神奈川県横浜高桑区岡津町2約〇-9　　　　　　　　　　　匂議毒朝写-81 3-2760

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

1 ��Vﾃ�3���+8��C�C"�ダンプ 忠tﾂ傚Hｷｹ7��ｹ|��神奈川県繊浜市泉区岡津町2690-9 

2 儉)Vﾃ�3���+3C�C2�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県横浜高見区間裟町2690-9 

3 �������3���+3C�CB�ダンプ 忠tﾂ傚Hﾘ(齎ｻｹEﾂ�神奈川県横浜市思区岡津町2690-9 

4 丼IVﾄ簸���,ﾘ��C�Cb�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸｼb�神奈川県楢漢市最区間薙町2690-8 

5 儉)Vﾆ簸���,ﾓI�3r�ダンプ 忠tﾂ俎YW域ﾘｻｹfB�神奈川県横浜市泉区間舞曲2690-9 

6 ��Vﾂ�3�+3C��B�ダンプ 忠tﾂ傚IW域ﾘｻｸ愆�神奈川県板浜市愚区岡津町2釣0-9 

有限会社タイ子　東京都多摩区関戸5-17-16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国語:042-亀7l-側州

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

1 ��ﾙh������,ﾘ��ss��ダンプ 忠�"�5�486��東京都多厚区関戸㌻1ト16 

2 ��ﾙh��ｷ(��,ﾘ��s���ダンプ 忠tﾂ�5�486��東京都多庫区間戸5-17-16 

3 ��ﾘ蜩�����,ﾘ��s���ダンプ 忠tﾂ�5�486��東京都多座区的戸車I716 

4 ��ﾙh�尾���,ﾔ��ッ�ダンプ 忠tﾂ�5�486��東京都多摩区間戸かi7-I6 

5 ��ﾘﾌ���ｸ�ｸ��,ﾓ��モ�ダンプ 忠tﾈ�(5�486��東京都多摩区閲声5-!7-16 
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棒式会社AOBA　　神奈川県穣浜市練区北八朔町1 973-3　　　　　　　　　　　粥舌:晒卜俄-9959

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

1 價ｨ唏�������,ﾓ&���ダンプ 忠iR������神祭Ji 侈x､)Vﾈ�9|霎ifｹJｨﾟ�*ﾃ�都9'S2�

2 ��ﾙh������,ﾓ�S�2�ダンプ 宙ｩB����$��神祭男 侈x��Vﾈｮ��ifｹJｨﾟ�*ﾃ�都2ﾓ2�

3 ��ﾙh���ｮﾃ����,ﾓ�S�R�ダンプ 忠iR���$��神祭」i 侈x��Vﾈ�8傀ｾifｹJｨﾟ�*ﾃ�都2ﾓ2�

平沼蝦　　神奈川県襟節上納町376-2-2的　　　　　　　　　　　　　醗

卜¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾈﾛ8,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 冑ｩVﾃ���-｣C�釘�ダンプ 兌ﾘ����ｧr�横浜高上飯田町376-2-203 

絃建材　　神奈川県茅ヶ崎市田説59ト403　　　　　　　　　　　　　　　距婚: 0467-59-1 0 I 7

自動嘩登録善言 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名諦 俶yw��(,ﾈ���

1 傲9>ﾃ���,ｸ����R�ダンプ 亅ｹ?ｨ���9Eb�茅ヶ崎市田蔵259ト的3 

2 傲9>ﾃ�3���+���S"�ダンプ 仆I68��ｺyEb�茅ヶ崎市田戯259十的3 

3 傲9>ﾃ�3���-���SR�ダンプ 仆I68��ｺyEb�茅ケ鳴市田競259十403 

4 傲9>ﾃ�3�+���S��ダンプ 僭�68��ｺyEb�茅ヶ崎市田蔵259十403 

棒式会社加商興柴　神奈川県藤沢巾運裔2797-2-30i　　　　　　　　　　　　電話:0466-90-弱37

自動寧登録番号 又は申両番号 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw���,ﾈ���

1 俤x肇��8.�����ダンプ 忠xr��:�/�ｶ2�神奈川県藤沢市遠藤2797-2-301 

2 傲9>ﾃ�����,ﾘ��)4澱�ダンプ 宙ｩB��:�ｻｸｼb�神奈川県藤沢市遅霜2797-2-30I 

※上記内割ま.率検鉦より発掘したものである 

有限会社たねだ建材　　神奈川県綾瀬市落合南廿日6-30　　　　　　　　　　経路0007-78-701 0

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

1 ��ｩlﾓ�3�,ｨ��#2�ダンプ 忠tﾂ�+ﾘ,ｲ�建材 ���=��ﾂ�県毅溺高麗全面1丁目6-30 

2 ��ｩlﾔ簸���,ﾘ��3����ダンプ 忠tﾂ�+ﾘ,ｲ�建材 ���=讎��県綾瀬市落合商l丁目6-30 

笠間建材　　神奈川県海老名市国分北2丁目i 8-52　　　　　　　　　　　　提訴恥手鞠巾778

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

1 ��ｩlﾓ���+3ccsr�ダンプ 乂ﾘｭH��u(ﾘ��神奈川県海老各市国分北2丁目18-52 

2 ��ｩlﾓ���,ﾓIECb�ダンプ �� 
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有限会社牧山商事　神奈川県相模原市両区松が坂町17-15-605　　　　　　　　　　理詰:調6-298づ4刀

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

l ��ｩlﾘ��W��馼*���*C��ｸ�ｲ�ダンプ 宙ﾞb冏��(ⅹ�"�神奈川県相模原市南区松が枝町17-15-605 

2 ��ｩlﾓ�3���*#S����ダンプ 宙燃冏��(ⅸ饕�神奈川県相槙原市南区松が技町17-15-605 

3 ��ｩlﾓ�3���*#S��"�ダンプ 忠tﾂ冏��(ｮ磯b�神奈川県相模原市南区松が枝町17-15-605 

4 ��ｩlﾓ�3���*#S��2�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�押奈川県椙植原市南区松が枝町17-15-60さ 

5 ��9lﾓ���.x��s����ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相槙原市南区松が坂町17-喜5-605 

6 ��ｨ膣�3�+3s����ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市商圏松が殺陣17-15-605 

了 ��ｩf��3�+ss���ダンプ 忠tﾂ冏��(ﾘ)jr�神奈川県相模原市南区松が坂町17-15-605 

8 ��ｩlﾖ�3�+3s��2�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅹj��神奈川県相模原市両区松が捺印1了-I§-脚5 

9 僣�s�3�+3x�ｸ�ｳR�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が技町1了-15-605 

10 ��ｩf��3���+8��s��b�ダンプ ���ﾗ�冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市南区松が械町17-15-605 

11 僣���3�+土4途�ダンプ 忠tﾂ冏��(霾���神奈川県相模原市高区松が板町i7-(5-605 

i2 ��ｩh｣�3�+8��#�"�ダンプ 忠tﾂ冏��(ⅸ饕�神奈川県相模原市高区松が板町17-15-605 

有限会社本杉逸材　　神奈川県厚木市法名的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 0備葛247-3的5

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

! ��9lﾓ�����.�����2�ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木高安名89 

2 ��ｩlﾓ�3�-ﾈ��32�ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市寅名89 

3 ��ｩlﾓ�+#�.x����4��ダンプ 忠tr冏ｹ�佶ｨﾝ��紳奈川県厚木市愛名89 

4 ��ｩlﾓ��8ﾘ��.x��樋��ダンプ 忠tﾂ冏ｹ��ﾘﾝ��神奈川県厚木市費名的 

5 ��ｩlﾓ�3���+ｸ��3#��ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��靖奈川県厚木市費毛89 

6 ��ｩlﾓ�3���+8��3sR�ダンプ 忠tﾈ�)gｹ�佶ｨﾝ��押奈川県厚木市誌名89 

7 ��ｩlﾔ簸���,ﾓ)YC��ダンプ 忠tﾂ冏ｹ�佶ｨﾝ��神奈川県厚木市費名89 

湊式会社ツカサ総築　横浜市惹北区新吉田5857-1　　　　　　　　　　　　　　　竣括;0伸一592-1 142

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

す ��Vﾃ�3���*ﾘ��3#��ダンプ 忠tﾂ�684ｨ5I�ﾘﾝ��横浜市港北区新吉田5857・1 

2 ��Vﾃ�3�*�Y4�"�ダンプ 忠tﾂ�684ｨ5I�ﾙ��横浜市港北区新吉田5㈱7-1 

3 ��Vﾃ�3�*���ss釘�ダンプ 忠tﾂ�684ｨ5I�ﾙJ��横浜南港北区新吉田58う7・1 
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株式会社杉山商事還蛤　　横浜市鶴見厚生託- I i -亀　　　　　　　　　　　謡舌; 0伸でO l一糾72

自動車重録番号 又は瑠両替号 抱鋹�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��Vﾃ���*ｸ����)j��ダンプ 宙ｩH�)�伜(ⅸ馼暮t��横浜市璃見区生麦5-I章-3 

2 ��Vﾃ��*ｸ����モ�ダンプ 忠e��伜(ⅸ馼暮t��横浜市懇見区生麦5-I○○3 

3 ��Vﾃ���.s����ダンプ 宙ｩB��伜(ⅸ馼暮t��梢浜布稲見区生委5-=-3 

4 ��Vﾄ簸�*ｳ#S途�ダンプ 忠iR��伜(ⅸ駟��l��紹浜前曲見区生麦5-11-3 

5 ��Vﾃ���*ｳ3�cb�ダンプ 忠xr��伜(ⅸ馼暮t��横浜市罵見区生麦5-1重-3 

6 ��Vﾄ簸�*ｳ3#���ダンプ 忠e��伜(ⅹj�騁��横浜高窃見区生衰5-1l-3 

7 ��Vﾃ���*ｳ3侏b�ダンプ 忠z貯�伜(ⅹ�(暮t��横浜市請見区生琵5-=-3 

8 ��Vﾃ��ｸ�ｸ��*���4塔"�ダンプ 宙靑��伜(ﾍH駟��ｭ��横浜荒砥見区生安さ-11-3 

9 ��Vﾃ�����*鼎C9{��ダンプ 忠�ｙ�伜(ⅸ馼暮t��織浜高徳見区生姜う-11-3 

1o ��Vﾃ���*鉄��b�ダンプ 宙債��伜(ⅹ��騁��横浜市田見陸生婁5-11-3 

章l ��Vﾃ���*妬OSb�ダンプ 宙ｮﾘ�)�伜(ⅸ馼暮t��横浜面鏡見区生麦5-11-3 

ほ・ 冑ｩVﾄ簸�*塔�s��ダンプ 宙ｩB��伜)lｩvY��l��横浜市鶴見区生衷5-=-3 

i3 僵(､3���*涛��r�ダンプ 忠e��伜(ⅸ駟��l��楼浜市窃見区生姜5-1I-3 

14 ��Vﾃ��ｸ�ｸ*涛イB�ダンプ 宙ｩB��伜(ⅸ馼暮t��横浜市掲見区生麦5-=-3 

15 ��Vﾃ���*等4�2�ダンプ 宙崖��伜(ﾘ(ｿ8暮t��横浜市稲見区生麦5-11-雷 

16 儁�Vﾃ�����*涛��R�ダンプ 忠���伜(ⅹ79�ｹy��板浜市録見区生曇る-11-3 

17 處ﾉVﾆ簸���*���4�#2�ダンプ 忠e��伜(ⅸ馼暮t��横浜両親見区生麦5-1I-3 

18 ��Vﾃ���+���ﾔ��ダンプ 忠z貯�伜(ⅹ78暮t��据浜高裁見区生憂5-iI-3 

日野商店　　意京都大日医多即時-之5-8　　　　　　　　　　　　　　距猪‥ 03‾3758‾8762

自動宮登録番号
文は瑠両番号

蜜体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

品川13oさ82勧 東京都大田区多励Ii2-2冨-8

長創価店　　横虎市都筑区間和合3十1 6　　　　　　　　　　　　　　穏括‥ 045-942-972 1

車体の形状 便同者の氏名又は名称 使用者の住所

横浜1 30さ9492 長谷川商店 横浜市部筑区間初台3「 -1 6

(郁江口瞳村　　強暴巾戸榎田疎讐町鮎--一一用e　　　　　　　　　　　　電睡:t

卑怯の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

相模1 30さ別00 (有)江口建材 横浜市戸坂区深谷町25-章l-= I6

熱田建材　　用的市中原区宮内3-2再　　　　　　　　　　　　　　　　臨‥

自動尊登録番号 事体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所

川嶋1紬は　1寄 川崎市中原区宮内3セト9

2ユ



椿珪会社後藤田商店　　　川崎耐=崎区浅野町1 -与　　　　　　　　　　　　　　　　題話:0糾-366-1414

自動車登録番号 又は寧両番号 竸ｩ�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名流 俶yw��(,ﾈ���

1 冽�����-�*ｩG){仆��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��用鴎市川崎区浅野町1-5 

2 ��ﾈﾌC���*�+ｩ{涛b�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��即時市川晦区浅野町1-与 

3 ��ﾉ8����*���4��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��II陥市川時庭浅野町1-さ 

4 ��ﾉ4���ｘ*俛Ie��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎市川崎区浅野町1-与 

5 �:�����*偃9���ダンプ 兔b佩9:�68ⅹ5��川崎市川崎区浅野的1-与 

6 ��ﾉ4����ｸｸ6ﾈ兇�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎市川暗室浅野町1-5 

了 ��ﾉ4����xｿ��3��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾉ4����*�-ﾃsモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川喝市川崎区浅野町1-5 

9 冽�4������蓼,V(.��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川綿布川崎区浅野町1-与 

10 ��ﾈﾞ����ｨ�祷蔗�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川場商用晦区浅野町1-与 

= 冽�4�'S�*ﾙ<yHC凩��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎巾川崎医浅野町1-与 

12 ��ﾉ4������S�ｩc��ダンプ �ｨﾎ8�68ⅹ5��川崎市川時庭浅野町1-5 

13 ��ﾉ4����*�.s�����ダンプ・ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川的市川時庭浅野町1-5 

14 冽�4����*鉄�ｪ���ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川喝市川埴区浅野町1-5 

15 ��ﾈﾞ���Sｹ,綿�X蔘b�ダンプ �ｸﾎ9:�68ⅹ5��川的市川晒区滋野町1-与 

16 ��ﾉ4僣藝HHﾘ"��ﾂ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎市川幡屋浅野町1-5 

17 冽�4���lｨ�Y5�4��ダンプ 册�/h朱68ⅹ5��川暗面川崎区浅野町1-5 

18 ��ﾈﾞ���ｘ*�.y6���ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��用蹄市川哨区浅野町1-5 

19 ��ﾉ4���f��SS3�2�ダンプ �ｩ�ｩ.ｸ��ⅹ5��即時市川崎区浅野町1-5 

20 ��ﾈﾞ�����IYC��ﾂ��ダンプ �ｨﾎ9:�69{ﾉ5��llI均市川頓区浅野町1-ら 

21 ��ﾈﾞ�引yoYKｳR�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎市川昭区浅野町1-5 

22 冽��ﾃ�-�*ﾒ鎚揵�>�ﾂ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川鴎市川鴫区浅野町1-弓 

23 冽�/ｳ���ﾘ#C�2�ダンプ �ｨﾎ9:�69{ﾉ5��川均市川隠匿浅野町1-雪 

之4 ��ﾈﾞ�;�*�.sY�竰�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��‾’川崎市川崎区浅野町1-き 

25 ��ﾈﾞ���X淹Lr�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川暗面川崎区浅野町1-与 

26 ��ﾈﾞ����y;8.�.sb�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎市川崎区浅野町1-与 

27 ��ﾉ4�����SXﾙI{��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��川崎市川喝区浅野町1-5 

(抹)協和商会　　　川崎市川晦区浅野町6- 1 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 044-蜜的-77輔

自動車登録番号 又は章両善言 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

章　音 ��ﾈｽ��3�*H��,v"�ダンプ 忠xr�'xⅸ橙�川前市川噂区浅野町6-16 

2 亊Hｩｳ�3�*H����ダンプ 忠e��Y���ⅸ橙�川崎市川崎区浅野町6-16 

㈱塩沢建材　　川崎市=岡庭京町3-29-7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謡詣: o44鴨55-9432

自動車登録番号 文は駆而諸島 剪P体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｨ殱����1年560 �5�987b�㈱塩沢建材 ��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hｹ�*ﾃ2ﾓ#蔦r�

2 亅亂ｳ����i登75了 �5�987b�㈱塩沢建材 ��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hｹ�*ﾃ8�c#蔦r�
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(有)湘南オートサービス　　横須賀高潮南鷹取3-24 - 1 0　　　　　　　　　　　　題語:045-52l-4322

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

1 侈i�C�3�+(*ﾓ��zB�刄_ンプ 忠tﾂ傲9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��頒須賀市湘南塵取3-之4-10 

2 僮ﾙxC�3�+3��¥��刄_ンプ 忠tﾂ傲9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��楼須賀市湘南塵取3-24-10 

3 亊yVﾃ�4�+(*ﾙ4��b�刄_ンプ 忠tﾂ傲9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��被預貸市湘南鷹取3-24-10 

4 兢ｩ��ﾃ｢ﾒ��*ｳ鼎���ダンプ 忠tﾂ傲9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��絞須賀市湘南鷹取3-之4-「0 

5 僮��100 �.c#S迭�.ダンプ 忠tﾂ傲9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��横須賀市湘南塵取3-芝寄-10 

G ������10(I �,#����ダンプ 忠tﾂ傲9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��横猿箆市湘南廣取3-24-10 

7 倬ﾙzs�3��V��RC����刄_ンプ 忠tr傲9���6x5H�ｸ7(5��横須賢帝湘南原敬3-24-10 

8 儷�zs�3�����ﾜr�刄_ンプ 忠tﾂ傲9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��損預貸市湘南鷹取3-24-10 

宴田鶴接(韓)　群島重任鴇鴫巾蹟伊与久32き8-2　　　　　　　　　　　電話　　　‾‾

自動草登録番号 又は距両番号 剋ﾔ体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

I ��颶ﾃ����t綿5了 �5�987b�真田連投(掠) 佛�F�*韶���8育9k$偃溢ｨｷc8ｿ湯ﾒ���

2 俟ｹKs����i・1161 �5�987b�重囲建戦く桧) 僥ｹ8(､xｷｹ4��市霜l子牛久義生き9- ��

3 傚������i36縫 �5�987b�真田建救(抹) 俚ﾉF騙fﾈ��r�結託脅与久没59一 ��

4 ��yF�����iきうり了 �5�987b�宮田建設(椿) 佩ﾈ鰮88.(ﾞ傅IV�H/�u霍h�9y����

5 �/ｸ�ﾂ��,ﾓ9YCb��5�987b�真田建設(掠) 亂壱Yj��)�佻Y.冕姥Iu霍i�V湯���

6 佛�F���援�ﾏｳb��5�987b�東国連投(持) �4�]ｸ荿�8ﾘ(�9-曝�D霍c3#S���"�

了 僮ｸ��ﾃ���R��5�987b�哀団建設(抹) 兌ﾈﾋI�傴i�h棈ﾘ)��騏霍hｦ�.偖ﾈ�ｩMB�

石川理絢(棒)　楼浜市瑳北区新羽町229ト1　　　　　　　　　　　　　　　電話河4ト細-了971

自動寧登録番号 又は箪両寄与 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

1 �(姪���*僥��S��、ダンプ ����b�避強く株) 俐b� �+ﾈ,偉ｹ�ｩv4�)6���*CX��+��

2 佻.�����ｨ監涛2�ダンプ ��荐ﾂ�建戴く拭) �B�〇・ナ 俘)?�;X*��*ﾈｶ94辻��

3 �)lS����*)�S���ダンプ ����f��連泊(株) 囘sx蓼ﾘhﾈｸﾎｨ,傅h秤�Y~ﾉ4��劔 

4 伜I}ﾆﾂｓ����ナ4��ダンプ ����R�強描く椿) ��YLﾘﾋ靂9����.吐詐羽打霊9 ��

5 倩厭ﾃ���*�3c湯�ダンプ ��荐ﾂ�建輸(諜) 傴�������ｩHH�ｹh秤�YX9f"��

8 兌俑ﾂ���揵4����ダンプ ��莓ﾂ�妊輸(株) 俚ﾙ�ｸ�R�俟��ｩ?��)4阡��i�ｳ�.停�

7 �������ﾈｺ繪{�r�ダンプ ����蓮強く撚) 凩ｨ�2��=H+�(hﾇh蝿�8��4迭�� 

8 僮ﾙ<�����]�ｸ�"�ダンプ ��貭�l建強く綜) �9<X詹xR�剽ｳ宮羽中崇95 � 

9 儉�Vﾃ���+94���ダンプ ����d��建輪(棒) 仄ﾙ�ｸ蓼顗�,ﾙ��秤�Y~ﾂ�剪� 

10 竸ﾙL6ﾂ��*ｳY���ダンプ ��荀��理論(棒) 傚8,倬ｩIhﾔｸ�ﾗX��+x�X����剪�

11 �����4�/������ダンプ ����R�捜蛤(棒) 儼ｸ�.��9Gﾈﾊ��Y+闖8+�,b�剪�

12 �=ｩ�C�3�hﾘｷ���ダンプ ����建飽く棒) 亢��雪輝子日計羽町鵜野. 

13 佇Hﾘ3���*ｳ9{��c��ダンプ ��荐��娃蛤(抹) �=｢� ��ｩ+佰ｹ���Ynﾃ94亶ﾂ��

(有糟粕建材　　川崎市川崎区大島4-之-8　　　　　　　　　　　　　　　離舌; 0什・豹-1 1 85

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

1 ��ﾈﾞ��5X-8ｩ��ダンプ 忠tr丶9YHﾉｨﾝ��I 俥ｨﾗ�ﾈﾉ_ｸ鈴�Y+��T�(�云��

2 ��ﾈﾞ���-���{几��ダンプ 忠tr丶9YHﾉｨﾝ��i ��詹�ﾈﾞ粟i?ﾈｬCBﾓ"ﾓ��

3 ��ﾈﾞ��3�,ﾓ����ダンプ 忠tﾂ丶94�ﾉｨﾝ��I 乖Rﾂ�Ii 倬�?ｩ�ﾉF��h��(�或r�

4 ��ﾈﾞ越���+ｸﾙI���ダンプ 忠tﾂ丶9YHﾉｨﾝ�� �%ｸ蕀D���8�,��Y8x�c｢ﾒ�-8 

之5



(有)丸幸三巣南容　　川崎市川時庭扇町9-1　　　　　　　　　　　　　　　　　母語こ0糾-355-1 088

日動率登録番号 又は革寵番号 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

I ��ﾈﾞ��ﾞR�*���2�ダンプ 忠tr亊ｸ鬨蓼毎ⅹD｢�Il凋吉I- 凾ｵ ��yj椅(霻��

2 ��ﾈﾞ���R�*#�xｹ6B�ダンプ 忠tﾂ亊ｸﾔｸ蕀�9>ﾈｪﾂ�I声埼モノ∵ 凾ｳ 乘餒ｹ[ﾓ辻��

3 ��ﾈﾞ��3�*(�=ﾈ.r�ダンプ、 忠tﾂ亊ｸﾔｸ蓼毎ⅹ�"�川窃 鳴�桔置胃曽トl 

4 ��ﾉ4��3�*��'r�ダンプ 忠tr亊ｸ鬨蓼毎ⅸ饕�lI均 ��毒せ需 剴辻� 

5 ��ﾈﾞ���"�*#�3��ダンプ �*ﾙtﾂ亊ｸﾔｸ蓼愃ⅸ饕�(上市 ��i字亭 刳ﾑヨ 湯� 

〈有)東栄典薬　　川崎市川昭区桜本ト2い3-606　　　　　　　　　　　　　　　　電話: o揖セ80-3094

自動再登録番号 又は車両審・暑 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

1 冽�ﾟ��3�&ﾘ馼�b�ダンプ 綿荿自d)~ﾉ5I9��俥ﾈｼ��ﾟｸｮ�(ﾔx/��,b�ﾘ(*ﾘ��,ﾉkﾒ�

2 冽�4姪｣��+3inﾂ�ダンプ ���&儿ﾈﾘ(ｻﾘﾇ��末�� 剃�.俛��h�?�ﾙ�6r�劍�ｸ.H.��

3 冽�4姪､枇ｹﾓi4��ダンプ 忠�ﾆﾉ6H�R�+��雜倬ｲ�刎ｩW討�����ﾖ�,I�h�Ywb���小 田�ｧ��

4 ��ﾈﾞ��ｧ��ｨ蔘i6���ダンプ 緬��,8ﾄ�虻ｲ��.r� 曝槨,��ｩ?�,����(I-急-eOb 

5 ��ﾈﾞ��3�*ｹ����ダンプ 忠��ﾈ���雪穴諒 ��ﾂ�?㌻)砕 凵A区祷奪 ��(Iき606 

6 ��9,#��R�+y�&��ダンプ 宙4ﾈ8ﾒ�寺典薬 又��雪間もじ特電.- 劔 

7 亅�&ﾉ4凭ﾈ�｢�ダンプ 僮(揵?��)~ﾈ甑'｢�又�� 劔 

旭企蒸㈱　　　川璃市川晦区栗田町8番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 0岬-22ト1脚2

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

1 ��ﾈﾞ���､6ﾉvS��ﾂ�ダンプ 况��登扇 剪� ����R�ーI埼山車室町き帝 �2�

2 ��ﾈﾞ�ｓ�*�8鰓��ダンプ 俯��薄 冤｢�=虻7 僮尊王手心タrき毒 冰ﾂ�

3 粕綿ﾞ����*�*ｳR維｢�ダンプ ���詩筋 �-I車中’!毒草や王朝匪冨珪 

4 冽�4遁+ｨﾙc倅"�ダンプ ���冬 倬b�!I霜- 刹A京甲早慶日揮露地 

う 冽�4������冩b�ダンプ ���雪辱. 僮l寺子†: 刪ｳ雪照子正吋お香栗 

6 从ｨ+x���ﾝx.ｨ.俥S��ダンプ 亳ﾒ�水車 剌o場盲唖を生し!!㌔町尊命弛 

7 ��89h蕪�3�6ﾉ����ダンプ �����.)Y"�僮l均「雄を!主宰巧打ぢ春水 
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シグマテック㈱　　　埼玉県入間市狭山台1 7之-3.　　　　　　　　　　　　　蹄舌: 04-293トo607

自動車登録番号 又は寧両番号 劔草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

1 冖ﾉnR�庸10郎1907了 劍5�987b�シグ「′テック捕, 剩ﾔ玉県人申請 劍�)�C�{�"ﾓ2�

2 倅�C���,ﾓ�h�ﾂ�劍5�987b�ナノ「rテック高 剴ﾅ玉県村 剞ﾂ蘭I;色l了登-種 

3。 ��8萼�������66了 �5�987b�シグ・7チック拙 剏ﾖ重患7、 剌I止でi1了2:う 

4 傀ｩ�#��-���亦�暢 �5�987b�シ〃・フラッグ寄) 剄驫｣性大岡青書で山手1了合-3 

5 傀ｩ�#���,ﾓ｢�凾ｫ35 �5�987b�シグマテック潤 剄驪ﾊ県入町l崎山台17隻 劔� 

さ 傀ｩ�#�����.�-ﾃ9]���5�987b�シク,十十トツタ〈靖 剄驪ﾊ鞠人闇市だII;台17こ2-3 

了 傀｢�10 偃X-ﾃ33r��5�987b�シグマナック、楕 剄驪ﾊ県大理市醤IIほl鵜- 劔� 

β 迄+r�沢100 俣｣｣3ッ��5�987b�シグマ �684餮ﾂ�埼玉県入管市 劍�.姐ｳ�{鐙-ﾂﾘ*ｲ�

9 侈B�く10(J �Idﾈv"��5�987b�シグマ �6ﾘ4霈"�詩下県大鵬弓 劍ﾍX�(咾�yxｸ����

10 傀ｩ�#��鋳��7僞井�>｢��5�987b�シケアナック碑 剄髏ｌｧ人悶訪韓山了白 劔�����8��

= ����#�9{ﾉf�>｢�劍5�987b�シグマテック、鵠 剄驩ｺ原.7、雫 剳y滝山台 劔^r�

i2 傀ｩ�#����偖ﾉdC3���5�987b�シグ・マインク高 剄驪ﾊ恥入 剞ﾂ書’ 剔�1 兩Rﾘ*ｲ�

13 傀ｩ�#����+s(6ﾓ｣3���5�987b�シグ・メタ二・ク篤 剄驪ﾊ県人 剋專ｻ 剔� �2ﾘ揩�

14 傀ｩ�#�����了6 �5�987b�シダ●7 ��4雜b�埼玉極言人 刳ｱし �.エゴl �-ﾂﾘ珖�

15 傀ｩ�#����-ﾈ,h-ﾉ{几�,R��5�987b�シアヤ子i六時も 剴ﾅi下県∴7、馳【 劍ｨ��)uﾃ�{囘ﾃｶﾂ�

16 傀ｩ�#����綿ｴ運�.r��5�987b�シγ・了ナ・・・ク向 剄驩ｺ原∴入 凵a青山で斗了隻∴轟 

I7 傀ｩ�#����&霄ｳb��5�987b�ング「′テ・二・才傭 剞q玉味な 剞ｾ烏山台 劔�x��2�

18 傀ｦﾈ惞���逃ﾉ?�9ﾉ{���5�9852�ナウでサック櫓 剋寞ﾊ眼l、 剪煦ｯ �.き �,bﾙJR�

19 俘(�8��ｸ�ｳ��9��9�2�劍5�987b�シク「′すりク読 剋ｪ童牲I、固守1 劔:含 �"ﾙ-��

20 冖ﾈ鰄ｴ����*�+3�3b�劍5�987b�シャ・ラヴ・ツゲ`高 剋瘧ｱ ��青書二弛台 劍�8自Tﾒ�

2l 冖ﾈﾌ8��ﾃ�,ﾘｭ�4ｲ�劍5�987b�シク「′テック椛 剄驩ｺ匪∵タ、 凵�)てい子 劔��ｦﾂ�

22 俘(ﾌ8壹�4�,ﾓ�ﾉ6��劍5�987b�シグマテ一・り駒 剪驩ｺは,)ヽ 刹g賃山や 劔6��Δ��

23 冖ﾉ7仭C�ｓ�,ﾓ���*��劍5�987b�シソ「′チッ〃葡 剄驪ﾊリ ��ﾈｭI�(ｮ韃)�C�{�-ﾈ6sｨ*B�

(都田良虚築　　　川崎市川噂区浜的サ1 7　　　　　　　　　　　　　　電話;044‾366‾2圃

自動車登録番号 又は瑠而番号 剋ﾔ体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

1 末ﾂ�印し30さ9飾り �5�987b�i部首鬼窪賓 凵vi鳴りI埼『 剔ﾓヨ �3��{��

2 ��ﾈﾞ��9+�%�����5�987b�I直)旦鬼窪等 剩瀦�!;)粧き �"�売3 倬ﾘｯ�几��

3 ��ﾈﾞ��3��X.涛"��ﾂ��5�987b�(甫)日泉塚越 剌ｾ蜜王子帳 �+X甁�毒手嘗一打1了 

4 ��ﾈｩ｣�3�*ｳ釦�2��5�987b�(有)園 ���ｷIVb�甲鳴子I時 �+b�室町3-9-1了 

(有)小田掘興業　　　神奈川県座間市ひばりが丘ト13-1 6　　　　　　　　　　離舌: 046-204-6920

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

章 �(ｨ靕�ｹ�������S��ダンプ 忠Xﾂ��ﾈ6x8ﾘﾚ��ﾉFｲ�暗 �,佛ﾈﾉ厩ﾘ鏆��X+��T�*�*��3�b�

2 �ﾘｴ��3��ｨ���｢�ダンプ 宙�Y�h馼�咥�8ｸR�I持 俐韜�*倡6ﾂ�より幸三.-13-1b 

$ ��ｩlﾓ�3�+8��SR�ダンプ 忠%ｨ揵?ｨ�ｻｸｼb�昨. 陶�Y¥xｭI-ﾘ,R�∫ �椅6ﾂﾒ�6s���

4 ��ｩlﾓ�3�+���Sb�ダンプ 忠.�皂ｨ自?ｨｼｸﾅ�Y��1亭_ 俑i�xｷ(�8-�,ﾒ�傲ﾙ?�+�ﾓ�饕ﾓ��2�

5 ��ｩﾎ��3�+添{��ダンプ 宙甯ﾈ��Yu)]�ｹ9��誇姦 ��i8ﾈ泚[xﾌ2�.亨 ����X�Ε8��鰾�

e �,���｢�ｘ+8��G"�ダンプ 忠��傅ﾉmｩ��ｻｹ���一部 陶�ﾈﾔ丶ｨﾘ"��ヌ 仗靹2�-13-16 

7 價悪S���u笂S��ダンプ 忠D��86x8ﾙ��Dﾙ���1争 粕�ｹ/i[y+ﾂ�"● �*�+ﾒ�)316 

8 緬Yｹ4侘(,ﾘｸｨｸr�ダンプ 宙ｷｹ�ﾈ���ﾊi�ｹD"�将 俘(�網倡2�ェ 鎚*ｨ蔗籀+S2ﾓ�R�

9 ��ｩ���ｓ�*�#c�2�ダンプ 迄,���X�968��ｻｸｼb�書手斜I(棋聖劇毒 刹� �-Yd)?��8鰾�
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(有)玉城建材　　　　川崎市川噂区旭町2- 1 6- 1 1 -202　　　　　　　　　　　　蟹諸;044-2了6-0904.

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

1 ��ﾈ�｣��ｘ.x��-ﾃb�ダンプ 忠V2�7ﾘ數¥xﾝ��I 冤����ﾈﾞ��y&�*ﾃ#�c��#�"�

2 ��ﾈﾞ��3�+3hﾍﾃ��ダンプ 宙�"倅�Hｦx韮�I ���ﾘd���,�&陋x�(,rﾓ�bﾓ��ﾙ^c�+�,b�

3 ��ﾉnﾃ�����S�R�ダンプ 茶��ﾂ���8ﾉ6Hﾝ��l 傅傚�ﾟｹm8,�&饉ﾘ-ﾈ��H��ﾈ�ivS�"�

4 ��ﾈﾞ��3�*ｳ�#�2�ダンプ 忠�"倅��ﾉIx,X+r�i 佝h鮖�ﾈﾍﾉ?ｩ�ｨｩ�,bﾓ�bﾓ�ﾂﾙMc�ｨ*B�

5 ��ﾈﾞ��Yf�4途�ダンプ 宙�Y�ﾂ���洸�i�｢� 冑粳&ｨ,ﾘｮ�ﾈ願ｺ�#�c��#�"�

6 ��ﾈ�｣�ﾗs�+8ｩ��R�ダンプ 宙韮倅�ﾈ.(."�I 儻X怕漠&霎hｾYW��S"ﾓ�hｨｳﾘ耳ｶ��･ﾒ�

三滴興秦　一　　　飯浜市港南区東永谷3-47-19　　　　　　　　　　　　　　　　　　罷話:045-82ト2758

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

I 亰(ﾍS���,ﾓ3�H��ダンプ 倅��I4�｢�横浜市港南区東永谷3-47-18 
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運搬受託業者2 : YAMAテック　株式会社

有限会社富士建材　千葉県八街市八街は1 0 6- 1 9 5∴霹話: 043・糾0-395l

NO l 俾�:竟I<y|��8ﾘb�iH,ﾘﾊﾉ{ﾈﾇ俛ﾂ�劔WY�ﾈ,ﾈﾆ��2�几ｸ�jx,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��txﾌ�檍���ﾖﾉGﾘﾝ�����ｭH�(,ﾈ���

干渠130　す　　1了0 劔ダンプ 劔ー　　●　　　　　　　　菓 

2 ��xﾉ��3�+8+Sc���ywC�3�+ｳ����,Xﾜx�9]5�7��#�ｭ｢�ｬ�3�+��3��劍5h6����,、会士　土　方 ���爾��ﾈ��Jｨ･衣ｹJｨ�X,ﾓ��h�X�S�迭���

ダンプ 剽L限会社階上建材 剞逍�ｧ八街市八鍬ま106-195 � 3 劔�5�987b�俛ﾉhﾈ檍��ﾘ(齎ﾜ�ﾙﾂ���~u靆yJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ��bﾓ�迭���

4 劔�5�987B�冲ﾈﾌ�檍��4ｨ齎ﾉｨﾝ����yo(ﾊyJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ��bﾓ�迭�

5 ��千馨Iす106 劍5�987b�冲ﾂ�娘会社高士撚材 亅�ﾄhﾊyJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ��3鳴���

〕 7 亅�u��3���y�#�3�+���+S�s�5�987b�劔冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(齎借ﾝ����~u靆yJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ�6s鳴��y�ｸﾊyJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ��bﾓ�迭���

」を 劔 �98���ﾂ� ����ｨ�B顰ﾘ�����*ﾘ+xﾋ�����ﾒ�

千楽1.0　し 一・…●30ね117 劔�5�987b�相県会牡高士残材 剞鉗^県八街市八街は=-別 � 

音 ��千躾1∴. 　　1●　= �8 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾙyﾘﾞ����ywHﾊyJｨ･育9Jｨ･�,ﾘ��ﾂﾓ鳴���
千葉130ン 干薬130た120 　鱒二∴∴5815 劔�5�987b�村限会社桔上理財 剞遏R県八街市八街は106葛工95 � 

音 劔刄_ンプ 豫9,(檍��ﾘ(贓�(�2�偖ﾉEﾈﾊyJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ�������
12 凵u躾100 劔タンフ 冲ﾈﾌ�檍覃ｧﾉ7�&��｢���x��ﾊyJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ��bﾓ�迭���

園喜喜漢書看漢　　　　　　　　　　　l●　　1 劔刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檠N�W域ﾘﾇﾘｫ����~u靆yJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ��bﾓ�迭�
1.1　千薬100 劍�����(���,ﾘ��#�SB���ダンプ 俛ﾂ�県会社格士強打 亅�u靆yJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ��ﾓ�����

15 置6 凵u薬100 千薬130の　38 劔ダンプ ��(ｮ�檍��W域ﾘ借ﾝ����y�(ﾊyJｨ･育9Jｨ･�,ﾓ�6s�����

17 18 剞鉗^130　ぬ　　39 劔ダン三 ���"(���x���ｸ�ｸ���x���ｨ�ｨ�ｨ耳�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�?�?�自?�?�?�自?�?������9書く ��

千菜130　さ　　9693 劔グシフ 冲ﾈﾌ�檍��4ｩ7佶ｩ�｢�tﾈﾌ�檍��ﾘ(贓��L����ywHﾊyJｨ･�-ﾙJｨ･�,ﾓ��bﾖﾈ霻�
園 剞ｬ田101つ1 成田130ね音∴∴2 成田130な　3 劔シナ 劍������譴侘8�����ｨ��3SふR���

19 劔刄_ンプ 傅ｩﾎ�檠�8ﾘ(齎ｺ鞏｢���X諶u靆xﾘ�竧ﾅ8��.�*ﾈ��ﾌ8����R�

20 21 劔刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｫｶﾉ?�懐JR�亅�'ｨﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9H��Y�ﾘﾌ38ﾜCふR�

鵜賀鵜臆音容星 � 

鵜鵜臆臆音容星 � 

鵜臆臆""""""○○"〇日 

i 亦�亦��h�cｩ_9��5餃ｸ,ﾘﾆﾈﾉ�h.h.飴��(+X+ﾘ*�,ﾈ,X-8,��

株式会社　イースト51千葉県宮里市七栄織6番地48　電話:0476・91葵5151

NOl 1 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾙ%9{ﾉ.俘b�蒜市棚の雌又は綱 劔使用者の住所 

さ　　5101 �5�987b�ぼ式会社イースト51 劔�y�(ﾊxｯ�ｧﾉ{ﾈ�Y?ｨ麻S#bﾘ�S���成田130 成田し30さ　5102 ,ま　●犯・1 �5�987b�株式会社イ一・スト51 劔�yo(ﾊy(越(�8�麻S#bﾙ|s��

2 3 刄_ンプ 佇B�俾陞��48�ｸ5�6sS��千渠県笛里市七兼526-48 

成田100! 成田100は孤8 成田100は的5 　00は396 �5�987b�剛 剋ｮ会社イ一・スト5l ��yo(ｩX餽ﾅ韈8��S#h�ｨ�Y~ﾃ��
・1 刄_ンプ ����俾陞��48�ｸ5�6sS��干礎県宮里市を兼526-48 

5 刄_ンプ �.��俾陞��48�ｸ5�6sS��平楽県宵提市七栄526〇・18 

6 7 8 ��ﾉ63���ﾉ63���,ﾘ��Ss�����������ダンプ 佇��冕��鐙48�ｸ5�6y���千藷県宮塾市七謙る26-48 

ダンプ ��俾陞��48耳耳5�6sS��千諜県営配布七栄526〇・18 成田100は5 千禦800は1097 千葉800は1099 　は206 �5(986X6刔������コ:こく 式ムーl・イースト51 僖(騙��z(�8��S#bﾓC��

9 10 刄Rンテナ車 � ��(*ﾒ���檍��48�ｸ5�6sVﾂ�千葉県槙里市七柴526-48 

コンテナ串 � ����"��檍��48耳耳5�6sS��平楽県富里苗七栄526-48 11 ��ﾉ63�����ﾉ63���,ﾘ��#�r�二王こ‾ナ揮 冤 ��X�檠O�48�ｸ5�6sS��千葉県富里帝王謙さ26-48 

1薯 刄刀u・　刑」」　　　※上記内容江湖紙よ嘱乱だ初である, 
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汚染土壌運搬車
図3,1汚染土壌を運搬している旨を示す表示

軸蕊、¥¥、、.浸透防止シート等 
表示場所 劔倡��)J��(顏��ﾈ���

‾l 喜 � � 劔 、¥ノ急し∴嘗 
○○喜■1■■喜喜喜臆"喜■ 

!　　　　ヽ. 劔十 

ヽ 

l　宴〃 �� 傚�.b(ｮﾈ耳攪�ｨ�ｨ�ｸ耳��活棣ﾘ��ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ耳�ｨ�ｨ�｢ﾘ耳��(���ｫ�6��劍6ﾒ� 
lO臆患　"⊆王±用事 劍��+���������������������*ﾘｨｵ8�ｨ�ｨ�ｶﾈ�ｨ�ｨ�｢���

I 劔�6ﾘ�ｲ�

○○ 劔冒　　　　　　　　　　　i　　　　　O 

!○○ 劔○　　　　　　○l,u　　　　　n 劔 �� �*ﾘ��

_闇十 劔 3260 迄�ﾈ���ｲ��ｳ�#���b�宝�3SXｨｲ� ��く> ーヽ-"○○ 

全長　7655 

図3,2　汚染土壌を運搬している旨を示す表示場所
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