
様式第十六(第六十一条第一項関係)

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 ��ｹzxｾhｷｸ��?�)ｩm｣�MC�Hﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵��
東京都足立区宮城二丁目38番1の一部(地番表示)指-606号 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��)¥ｨ鐫���,ﾈ,h*�.��

′ 

汚染土壌の体積 �"ﾃ�8ﾈﾃ8���h�ｨﾝx,ﾙ¥ｨ鐫�"�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h,H6�8���-ﾒ�,�.h.凛H�8暮L��
※詳細は別紙(3)のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���Xﾈ���3�?｢�

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���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#刔8��(ﾈ���#�?｢�

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 ��)¥ｨ鐫ィ���コ�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 �7｢�

なし　　　　　　　　　　　-28・う言2 

び連絡先(運搬の際、積替え 亅異瓜IEh��ﾘb�

を行う場合に限る。) �8ｹ�(毖ｵ�>�����"�

保管施設の所在地並びに所有 ��ﾘ�x����ﾉY冓�=�ﾒ�

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。) �,�+R�

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。

<連絡先>

飛島建設株式会社　みやぎ再構築作業所　担当∴ “’“ TEL. 03-6903-3825



別Iロ2　寸斐一1　盤　止書画x-　　図　面図



〃別紙3

1.運搬フロー図

汚染土壌の運搬の方法

形質変更時要届出区域

足立区宮城二丁目1番1 4号(住居表示)

東京都足立区宮城二丁目38番1の一部(地番表示

鉛汚染土壌

枇素、ふっ素汚染土

陸運:シグマテック株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け又は天蓋密閉型 

処理施設: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

種　　類:浄化等処理施設、分別等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)、分別等処理

2.運搬体制

運搬委託者;シグマテック株式会社

使用する自動車等の一覧は、添付資料4のとおり。

3.運搬等の方法

①運搬に伴う有害物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置

置　運送車のゆれや振動等によっても、汚染土壌が飛散、こぼれ、漏洩等がないよう

運搬物の性状(残土)に応じ、ダンプトラックを使用します。

簾　掘削現場に鉄板を敷き、タイヤへの汚染土壌の付着を防止します。

なお、汚染土壌が付着した場合は、敷地内においてタイヤの洗浄を行います。

i　ダンプトラック積込み作業中に散水を行います。

賃　汚染土壌の運搬中の飛散防止を図るため、天蓋密閉型ダガトラックの使用、又は、

ダンプoトラックの荷台全面をシート養生します。積載状況は走行中も随時確認します。

②運搬に伴う悪臭、騒音及び振動による生活環境保全上への支障を防ぐ措置

一　積込みには、低騒音・低振動型の建設機械を使用します。

・積込み時に悪臭がないことを確認します。なお、悪臭が確認された場合は、汚染

土壌をフレキシブルコンテナバッグ(内袋あり)に入れて運搬するか、-天蓋密閉型

ダンプトラックを使用して運搬することで、密閉性を高め悪臭対策を行います。

・使用するダンプトラックの最大積載重量及び法定速度を順守し、アイトリガストップを

励行します。



別紙4汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類(現場-㈱ケイエスラインまで)

運搬受託者シグマテック株式会社東京都中央区日本橋富沢町5番4号丁E」O3-565十2201

1シグマテック株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-565十2201

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 倅�C���,ﾓ�cs"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

2 傀ｩ�#���,ﾓ#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

3 傀ｩ�#���,ﾓ#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

4 傀ｩ�#���,ﾓ#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5青4 

5 傀ｩ�#���,ﾓ#33r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

6 傀ｩ�#���,ﾓ#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

7 傀ｩ�#���,ﾓ#3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

8 傀ｩ�#���,ﾓ#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5葛4 

9 傀ｩ�#�3�+s#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

10 傀ｩ�#���,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

11 傀ｩ�#���,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

12 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺富沢町5〃4 

13 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

14 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

15 倅�C�3���+8��Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

16 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓCssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

17 倅�C�3���+8��3s2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本垢富沢町5-4 

18 倅�C��(��,ﾘ����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

19 倅�C���,ﾓ#�S2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�3�,#S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

21 亶ｸ�������,ﾘ���3�{��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橘宮沢町5十 

22 冖ﾈﾌ8夊�S��,ﾓS����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

23 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ��sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

24 倅�C�3���+ｸ��CCB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

25 倅�C���,ﾓCC�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5十 

26 傀ｩ�#���,ﾓ#ssb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

27 傀ｩ�(�S��,ﾓ#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

28 傀ｩ�#���,ﾓ#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺宮沢町5-4 

29 傀ｩ�#���,ﾓ#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

30 傀ｩ�#���,ﾓ#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

31 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ���R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5「4 

32 傀ｩ�#���,ﾓ#cCR�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺富沢町5寸 

33 傀ｩ�#�����,ﾘ��3��R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 



協力会社

2　明和土木興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-224-664丁

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ���,ﾘ��ピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家之-3-12 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

3 ��X･����,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領豪2-3「2 

4 ��Xｷｳ���,ﾓ�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月旧市東領家2-3-12 

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

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

7 ��Xｷｸ�S��,ﾓ�#3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3「2 

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

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

10 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束頼家2-3-12 

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

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

13 ��Xｷｳ���,ﾓ��#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2置3-12 

14 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束頼家2-3「2 

15 ��Xｷｳ�3�+�#33��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」I旧市束領家2-3-12 

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

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

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

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

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

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

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

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

24 ��Xｷｳ�3�+3#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市末続豪2-3「2 

25 ��Xｷｳ�3�+3#c���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2-3「2 

之6 ��Xｷｳ�3�+3#c�"�ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

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

28 ��Xｷｳ�3�+3#s#(��������5�987b�冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

29 ��Xｷｳ�3�+3#s3�������5�987b�冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 



協力会社

3　株式会社義建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5664-3383

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs��h��/���ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12賀6 

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

8 ��ｹzs�3�*h��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�{"�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

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

5 ��ｹzx�S����*ｸ����ダンプ 乘H�檍��ﾘﾈﾉｨ���東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

6 ��ｹzs�3���+�����ダンプ 乘H�檍��ﾘﾈﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目う2-6 

7 ��ｹzs�3�*����ダンプ 乘H�檍��ｶ�yﾒ�東京都江戸川区春江町2丁目12置6 

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

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

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

11 ��ｹzs�3�*i)｣��R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

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

13 ��ｹzs�3���+���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

14 ��ｹzs�3���*ﾓ��B�ダンプ 乘H�檍��{靄｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

15 ��ｹzs�3���*���R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�yﾒ�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

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

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



協力会社

4　有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5666葛3丁68

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs���+ﾓ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

2 ��ｹzx�S����+ｸ��##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

3 ��ｹzs�����,ﾈ��332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

4 ��ｹzs�3�+���CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

5 ��ｹzs�����+���SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43葛4 

6 ��ｹzs�3�+���ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

7 ��ｹzs���+8��ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

8 ��ｹzs�����+ﾘ��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43「4 

9 帝�ｹzs�3���+ｸ��涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

喜0 ��ｹzs�3�+8��ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

11 ��ｹzs�3���+8��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

12 ��ｹzs�3���+8��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

13 ��ｹzs�3���+3s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

14 ��ｹzs�3���+3s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目館置4 

15 做ｸ躡nﾃ���,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43葛4 

16 ��ｹzs�����.ｳ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

17 ��ｹzs�3�+ﾓ#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

18 ��ｹzs�3���,(��3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

19 ��ｹzs�3���,h��C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

之0 ��ｹzs�3���+x��s#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 



協力会社

5　有限会社丸和工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03細3853-6961

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

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

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

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

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



協力会社

6　エステートサービス株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-6806-2572

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

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

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

3 ��ｹzs�3���*H��s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト16-3 

4 ��ｹzs�3���*H��sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�h7(5茜H�檍���東京都江東区潮見「「6-3 

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

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

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

8 ��ｹzx�S3���*H������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十「6-3 

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

10 ��ｹzs�3���+x��s���ダンプ 亅�5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト「6「3 

11 ��ｹzs�3�+����#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16喜3 

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

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

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

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

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

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

18 ��ｹzx�S3���+8�����"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

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

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



協力会社

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

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

「3 做ｸ躡nﾃ�3���-8��#"�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 

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

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

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

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

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

19 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�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 

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

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

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

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

24 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�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5-23-3 

之5 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�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5-23-3 

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

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

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

29 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#3モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区申欝西5「23-3 

30 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5-23葛3 

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

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

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

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



協力会社

8　K丁産業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3655-5478

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

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

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

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

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

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

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

7 ��ｹzs�����,ﾘ��3s3b�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-置 

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

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

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

、11 ��ｹzs�����,ﾘ��S�c��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-「 

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

13 ��ｹzs�����,ﾓCsS"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3「 

14 ��ｹzs�����,經�SR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3葛1 

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

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

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

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

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

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

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

22 ��ｹzs�����,ﾘ��SC湯�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

23 ��ｹzs�����,ﾓSSS��ダンプ　　　　K丁産業株式会社　　　　東京都江戸川区上一色1丁目3-1 



協力会社

9　株式会社ユシナ建工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5243-6072

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���,h��ccb�ダンプ 乘H�檍��8h5h6佶ｨﾔ��東京都江戸川区瑞江ト36-14 

2 ��ｹzs�3���+�������ダンプ 乘H�檍��8h5h6佶ｨ4r�東京都江戸川区瑞江1-36「4 

3 ��ｹzs�3���+8���3��ダンプ 乘H�檍��8h5h6佶ｨﾔ��東京都江戸川区瑞江十36「4 

4 ��ｹzs�3���+8��sS��ダンプ 乘H�檍��8h5h6佶ｨﾔ��東京都江戸川区瑞江十36「4 

5 ��ｹzs�3�+x��都��ダンプ 乘H�檍��8h5h6佶ｨﾔ��東京都江戸川区瑞江1-36-14 



協力会社

10株式会社芙南海建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3676-5562

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3�,｣332�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

2 ��ｹzs�3�+s3s2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

3 ��ｹzs�3�+33�2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

4 ��ｹzs�3�+ｳ3�2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

5 ��ｹzs�3�,#3�2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

6 ��ｹzs�3�+�3S2�ダンプ 乘H�檍��Iﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

7 ��ｹzs�3�+ｳ3�2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

8 ��ｹzs�3�+33C2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

9 ��ｹzs�3�+�3#2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

10 ��ｹzs���,ﾓCccr�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 

11 ��ｹzs�3�+�3c2�ダンプ 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江三丁目33番地 



協力会社

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

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���,(��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

2 ��ｹzs�3���,(��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

3 ��ｹzs�3���+���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

4 ��ｹzs�3���+�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

5 ��ｹzs�3���+ｳ3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

6 ��ｹzs�����.x��32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12香5号 

7 ��ｹzs�3���+s3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12昏醇 

8 ��ｹzs�����.x��3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

9 ��Xｷｳ�3���,C3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

10 ��Xｷｳ�3�+���3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

11 ��ywC�3���,�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目1之番5号 

「2 ��ｹzs�3���+3�Cr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江ニ丁目12番5号 

13 ��Xｷｳ�3�+s�C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

14 ��ywC�4���+s3�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 

15 ��ywC�3�+s�#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区一之江二丁目12番5号 



協力会社

12川名建材株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-453○○206

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3���,h��S���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市看護2-4-1 

2 做ｸ躡nﾃ���+s����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

3 做ｸ躡nﾃ�3���,c3��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

4 做ｸ躡nﾃ��8��-���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2「4葛1 

5 做ｸ躡nﾃ�3�-ﾈ��b�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

6 做ｸ躡nﾃ�3���,H��s��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 

7 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾓ�2�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-う 

8 做ｸ躡nﾃ�3���,���#��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄之「4-1 

9 做ｸ躡nﾃ�3�+ｸ��モ�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香港2-4-1 

10 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2一十1 

11 做ｸ躡nﾃ���,(��r�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

12 做ｸ躡nﾃ�3���+ｳ���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

13 做ｸ躡nﾃ�3�-ﾃ���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 

14 做ｸ躡nﾃ�����.C�����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

15 做ｸ躡nﾃ�����-���sr�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

16 ��ywC�3���.#���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 

「7 ��ywC�3���,ｸ��涛湯�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

「8 做ｸ躡nﾃ�3�,ｳ���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 

19 ��ywH��)｣��,H�R�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2一ト1 

20 做ｸ躡nﾃ�3�-ﾃ����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 



協力会社

13株式会社託正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3883-0008

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���+ｸ��SS���ダンプ 乘H�檍���Y�2�東京都足立区花畑3「28「4 

2 ��ｹzs�3���+���ss���ダンプ 乘H�檍���Y�2�東京都足立区花畑3÷28-14 

3 ��ｹzs�3���+x��涛���ダンプ 乘H�檍���Y�2�東京都足立区花畑3-28「4 

4 ��ｹzs�3���-���32�ダンプ 乘H�檍���Y�2�東京都足立区花畑3葛28-14 

5 ��ｹzs�3���-ﾈ��cb�ダンプ 乘H�檍���Y�2�東京都足立区花畑3-28-14 

6 ��ｹzs�3�.H��モ�ダンプ 乘H�檍���Y�2�東京都足立区花畑3-28-14 



汚染土壌の運搬車両形状寸法

語間
ダンプ牽　く10t車)

密閉型ボディーダンプ車(10t車)

i二一一一一7　丁i「　1　‾「 劔■ふさ教書と寄主し∴〇年l 剿L・l利剣 

●　●勺-/「J●　● 兀ｸ����ｮﾉ7ｸﾝ�;hｩ饋hｬD���ｮﾈ畔ｮﾈｮﾈｮﾈ犯ﾃﾙj異���W�62�

一関　1‡、¥　霊 劔劔嚢 

5○○【臓賽〕 240 　紬 　覿 倅��x�2���������4sﾘ5(�"�

:申二着　騙、 

誼半熟　　鞍一一 劔i　　　　　　　　　　　　　i 

、・蹄雪 亨　輯籠∴∴ i 凵� 

ト釦も一l 劍�Y'��R�3乞食G-+さ 寄手°皐 7635怪整) 劔 1〇一 ��S�9u�.��R� 

ダンプ車寸法(10t車)参考


