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服務役社長　三富　利っ

土壌汚染対策海難16条筒1項の規拙こタロ) 、要楢樹大域等から搬出する汚染土壌について、次のとお

り届け出ます

要塞管区城等の所布地 剴結椏s杉並I刈海里　一丁轡同番22号言!7号(住居表示) 東京都杉並(吏楠蒔圭∴十目し57蕃1の　部、1了1●酌の　-部、 

聞.薄2の一語臥1了2勘の-郎(地番爽示) 

Iタ グ 俯X�_H,ﾉ<�.液ﾈ仡Z壱�,�.h.��*ｸ�9�B�鉛(土壌含有量基準不適合)　※添付書館1参照 

汚 ��X�8ﾘ�,ﾉ�ﾉ���」9上　4【1「3　鉛　　※添付書類2参照 

汚染上境の運搬の方法 剽､運(自動車)　※添付書類3参照 

縞 に ��X�8�ｸ/�暮L�+x.倆(,ﾈ��kﾉiB�kﾈ��※添付雷瀬上参照 

竹 は 處��8旗/��yﾘ+v�+��(�(,ﾈ��kﾉiB�kﾈ��株式会社デイ・シイ　月l崎」’鳩 

汚梁I嬢を処理する施設の所在 埴 剞_奈川県川崎市川崎区浅野l∬ローl 

汚雄上境の搬出の若手予定日 剳ｽ成⊇甘中　臣lふo11 

汚染土壌理財廿完了丁子亡1「 剳＄ｬユ宮轟　音i月3少口 

汚 ��ｸ�e��i��,ﾈ暮L��i)ｩuﾉ.�?｢�平成厳予年∴`　月3〇日 

巾乱お口言i力め　口 章二　　か　　二　戸.7仁　　　子 

吏 イl ダ 侏ﾘ,ﾉKx,仍���+x.�?ｩ:�(i9�,ﾂ�*H�(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾆ傲ﾈｷ�-���l��※添付訂韓」参韓 

棺 に 締 男 ��h*h/�ﾗ8*H�ｨ�,ﾈ�tﾉ&饅�-���tﾈ�(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ�ｷ�-�霍B�6ｲ委Yw8,ﾈﾝｸ�����h*h/�ﾗ8*B�ﾘx,凛H.鋳� 

保 の ’丘i 豫x郢�ﾘ,ﾈ�ﾝﾙ&饅�-�,傀ｩtﾈ�"��gIkﾉiH,ﾙkﾈ�ｷ�-�,ｩo�ﾖx*ﾙ陲��俐�/�w�*(.��ｨﾘx,倅(.鋳�ー 

- 

連絡乱:京急姐華莱王に会社　　中沌掃出刑事営業軸・之並太所・塵腑墳新築・その他」●事

1●!生: (溝1吊5トく滝12

〈.i占う　l こくl川南時)大きさは、 i」木工業親恰.ヽ」とすること



凡　　例



添付書類3-1

1.運搬フロー図



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する昏類

運殺受託者:エコシステムエンジニアリング株式会社東京都千代田区神田須田町1丁目34-4

1.旭企業株式会社　　神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4　　　　　　　電話:045-328-3520

添付雷類4- 1

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 ��ﾈﾞ����*���#�途�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

2 ��ﾈﾞ��*���3C3B�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

3 ��ﾈﾞ��3�*���3S�"�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

4 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8着4 

5 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8十 

6 ��ﾈﾞ��3�*(��S�3��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8十 

7 ��ﾈﾞ��3�*(��Sイ��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸之丁目8-4 

※上記内容は、車検証より琵記したものである

2.豊川興業株式会社　神奈川県横浜奇縁区上山き丁目37-5　　　　　　電話:044-299-3531

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

1 ��ﾈﾞ����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜奇縁区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県椋浜市緑区上山3丁目37-5 

3 ��ﾈﾞ������*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾉv��x｢�神奈川県損浜奇縁区上山3丁目32-7 

4 ��ﾈﾞ������*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

重 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�細奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

6 ��ﾈﾞ������*ﾘ��r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県撥浜奇縁区上山3丁目37-5 

7 ��ﾈﾞ������*#��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���*H��/ｲ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3���*���y{��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

11 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 偬Iw�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

12 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市線区上山3丁目37-5 

13 ��ﾈﾞ��3�*ｳ(ﾗb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市線区上山3丁目37-5 

14 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

15 ��ﾈﾞ��3�*�){��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ����*�3�SB�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-了 

17 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

18 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

※上諦内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-之

3.有限会社ツカタ　　埼玉県比企郡鳩山町小用1 208-1 8　　　　　　　　電話: 049-296-1 854

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 估i$｣�3���/���"�ダンプ �:�684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用I208-重8 

2 估i$｣�3���*(��S���ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

3 估i$｣�3���*���S��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

4 估i$｣�����*�����{釘�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

う 估i$｣�3���*���9{都r�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

6 估i$｣�3���*H��#�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

7 估i$｣�3�*H��s3��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1之0818 

8 估i$｣�3�*H���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡旭山町大字小用1208-18 

※上調内容は、車検証より転記したものである

4.株式会社後藤田商店　　神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5　　　　　　電話: 0色-366-1414

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 ��ﾈﾞ������*���){几�"�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

2 ��ﾈﾞ������*���3�sb�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 
’3 ��ﾈﾞ������*���I{塔��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-裏 

4 ��ﾈﾞ������*���Csヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

5 ��ﾈﾞ������*���C涛B�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

6 ��ﾈﾞ������*���C涛R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

了 ��ﾈﾞ������*���S#�2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-軍 

8 ��ﾈﾞ������*���S#釘�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町ト5 

9 ��ﾈﾞ������*���S9)｣R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

10 ��ﾈﾞ������*����9Ec��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

11 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

※上語内容は、車検証より転記したものである

5.株式会社林建材　埼玉県日高市原宿426-1　　　　　　　　　　密議:042-989-3446

自動車登録番号 又は車両番号 剋ﾔ体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈ離�3���*���b��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

2 傀ｩ�#�3���*���EcC2��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

3 ��ﾈ離�3���*���33B��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

4 傀ｩ�#�3���*(��Ss"��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

5 傀ｩ�#�����*���3���5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�Hﾃbﾓ��

6 傀ｩ�#�����*���#sc���5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

7 傀ｩ�#�����*���#�3���5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#h�R�

8 傀ｩ�#�����*���3�){���5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#h�R�

9 傀｢�尺100　か　4064 �5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

10 傀｢�尺100　か　4065 �5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#h�R�

11 傀ｩ�#�3�*���SS3���5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

12 傀ｩ�#�����*���SSc"��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

13 傀ｩ�#�3���*���Y{�#B��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

14 傀ｩ�#�����*���Y{鉄���5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

15 傀ｩ�#�����*���cCCb��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

16 傀ｩ�#���*���i{都B��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

17 傀ｩ�#�����*���csx*ｲ��5�987b�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

18 傀ｩ�#�����*���c�3"��6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�㈱林建材 俥仂ｨﾊy?ｨﾘ(�8ﾋH�C#bﾓ��

※上記内容は、車検証より彊話したものである



添付書類4-3

6.有限会社宮原商店　神奈川県川崎市多摩区登戸1259　　　　　　　電話:044-959-紳56

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 ��ﾈﾞ������*��c3b�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多度区登戸1259 

2 ��ﾈﾞ���ｸ�ｸ��*��cc"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

3 ��ﾈﾞ������*��s�B�ダンプ 冲2亶ｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多麿区登戸1259 

4 ��ﾈﾞ������*��s�R�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多廃区登戸1259 

5 ��ﾈﾞ���)｣����*��{����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

6 ��ﾈﾞ������*��sSr�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

了 ��ﾈﾞ������*���#C�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多庵区登戸1259 

B ��ﾈﾞ������*�#C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

9 ��ﾈﾞ������*���#s迭�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

10 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

11 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

12 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多塵区登戸1259 

13 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多度区南生田8-58241 

14 ��ﾈﾞ������*���SC�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多産区南生田8-5824-1 

15 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824置1 

16 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多虜区南生田8」5824-1 

※上祝内容は、車検証より転記したものである

7.渡辺建稜有限会社　神奈川県横浜市都筑区東山田町318　　　　　　電話:045-592-5148

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 ��Vﾃ���*田����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

2 ��Vﾃ���/���3����ダンプ �6饐9.ﾈｴ�xｲ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9YI'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

3 ��Vﾃ���*c#����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

4 ��Vﾃ�����/������ダンプ �6饐8ﾉｨ侍xｲ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

5 ��Vﾃ���*��������ダンプ ��度辺建機㈲ ���=��ﾈﾊy��ﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

6 ���ﾃ���+���S����ダンプ ��浸辺延樵㈲ ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

7 ��Vﾃ�����*ﾘ��s����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

8 ��Vﾃ�3���/��������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9YI'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

9 ��Vﾃ�3�*h��c��ｸ�ｲ�ダンプ �6饐8ﾉｨ侍xｲ�僮�=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

10 ��Vﾃ�3���+���C����ダンプ �6饐9.ﾈｴ�xｲ����=��ﾈﾊ~8yVﾈ�979'ﾘｾi8ﾈ�)69*ﾃ3���

※上記内容は、車検証より話語したものである



添付書類4-4

8.㈲ヒカリ"トレーディング　　神奈川県川崎市川崎区大師本町6-1 1　　　電話: 044セ80-1 321

自動車登録番号 又は車両番号 剋ﾔ体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 薄ﾂ�崎100　か　2362 �5�987b�㈲とかノ・トレーディング �(ｩ=莓ﾂ�県l 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃh�S��

2 佇��崎100　か　2363 �5�987b�㈲ヒカリ十レ「ディング ���Xﾈ��県l 乖X�9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

3 佇��崎100　か　2709 �5�987b�㈲とか」・トレーディング ���=莓��県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

4 佇��崎100　か　2710 �5�987b�㈲とか)・トレーディング ���=笏��県JI 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃh�S��

5 佇��崎100　か　4046 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ��8��鳴�県J 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃh�S��

6 佇��崎100　か　4133 �5�987b�㈲とか)・トレーディング ���T鳴�思川 ����9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃc���

了 佇��崎100　か　4492 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���=笆ﾂ�県il 俥育9�ﾈ､�ｾi�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

8 薄ﾂ�崎100　か　450き �5�987b�㈲ヒカ年トレーディング ���=��ﾂ�県Jl 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

9 佇��崎100　か　4604 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ����hﾈ��集り 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

10 佇��崎100　か　4836 �5�987b�㈲とかノ・トレーディング ���X�d��県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

11 鳴�崎100　か4837 �5�987b�㈲とか」・トレーディング ����hﾈ��県l 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

1之 佇��崎100　か　5110 �5�987b�㈲ヒガノ・トレーディング ���T鳴�県月 俥育9�ﾈ鳧ｾi�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

13 佇��崎100　か　5111 �5�987b�㈲ヒガ)・トレーディング ���=笆��県11 俥育9�ﾈ鳧ｾi�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

14 佇��崎102　け1 �5�987b�㈲とか)十レーティング 豫��亦�県月 俥育9�ﾈ鳧ｾi�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

15 佇��崎100　く　2 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���=笏��某月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

16 佇��崎130　え103 �5�987b�㈲ヒカリ・トレーディング ���T白�県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

17 佇��崎1的　え105 �5�987b�㈲ヒガ)・トレーディング ���=��ﾂ�県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

18 佇��崎130　え「06 �5�987b�㈲ヒカリ〃トレーディング 僮�=��ﾂ�県川 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

19 ��R�崎130　え107 �5�987b�㈲ヒカリ十レーディング ���T白�県 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

※上記内容は、車検証より轟話したものである

9.株式会社岸野商店　神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16　　　　　電話:045-802-1216

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 偸ﾉVﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

2 ��Vﾃ���*ｳ#����ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��袖奈月惧積浜市泉区弥生台7番地18 

3 ��Vﾃ�����*���冰�#��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県穏浜帝京区弥生台7番地16 

4 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-5

10.シグマテック株式会社東京都中央区日本橋富沢町5-4　　　　　　　　寓話:03-565ト2201

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�C�����,ﾓ�cビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本揺富沢町5-4 

之 倅�C�����,ﾓ�i{�"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橘高沢町5-4 

3 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

4 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

5 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

6 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33r�ダンプ ��X5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町尋葵4 

7 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本摘宮沢町5-4 

8 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3閲��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

9 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町計4 

10 傀ｩ�#�����,ﾘ��#Hｨｳ��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

11 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋冨沢町5-4 

12 傀ｩ�#�����,ﾘ��){都b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

13 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

14 傀ｩ�#��ｸ�ｸ��,ﾘ��#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

15 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

18 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

17 傀ｩ�(���3���+x��#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

18 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓヨ��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

19 冖ﾈﾌ8壹��ｯ���,ﾘ��ャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町う-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ラxｳr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本揺富沢町5-4 

21 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本矯富沢町5-4 

22 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ�����R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

※上記内容は、車検証より転話したものである

仕篠竹興業株式会社　　神奈川県川崎市川崎区千鳥町8輸1　　　　　　蒔詰: 044-288-7566

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x��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*��cC��ダンプ ���8y'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川i県川崎市川崎区千鳥町81 

2 ��ﾈﾞ������*���#2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-! 

3 ��ﾈﾞ������*��cc2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�祐奈川l県川崎市川崎区千鳥町8-1 

4 ��ﾈﾞ������*���#Sc��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

5 ��ﾈﾞ������*���3�s��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

6 ��ﾈﾞ������*���3c���ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-6

12.株式会社大典　青森県八戸市西白山台5丁目13「3　　　　　　　電話:0178-27-8…

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 �i78ｷｳ�����*���sc澱�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2 �i78ｷｳ���*���s都2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

3 �i78ｷｳ��ｸ�ｸ��*����#S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

4 �i78ｷｳ���*���ゴ�B�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

5 �i78ｷｳ�����*����#Yu��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

6 �i78ｷｳ���*塔塔��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山合う丁目13-13 

7 �i78ｷｳ���*塔塔"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

8 �i78ｷｳ�ｭh*涛�S��ダンプ �ｩ�Y&｢�青森県八戸市西富山台5丁目13「亀 

9 �i78ｷｳ�����*涛�S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

10 �i78ｷｳ�����*�����s"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

11 �i78ｷｳ���*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

12 �i78ｷｳ�����*�����*C"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山合5丁目13「3 

13 �i78ｷｴ簸���*�����S2�ダンプ �ｩ�Y5B�音森県八戸市西白山台5丁目13-13 

14 �i78ｷｳ���*涛�SB�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

1う �i78ｷｳ�����*�����cR�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

16 �i78ｷｳ���*�����h<��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

17 �i78ｷｸ��+#���*�����c��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八声市西白山台5丁目13-13 

18 �i78ｷｳ���*�����c��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13一 

19 僮����*���S���ダンプ �ｩ�Y5H�b�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

20 冤������*���S#��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

21 僮������*���S#��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

22 僮����*���S#"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目重3-「3 

23 僮������*���Sc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

24 僮������*���Y{���ダンプ �ｩ�Y�ﾂ�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

25 ��｣�����*���S���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

26 僮����*鉄�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2了 ��｣�����*���S�2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

28 僮������*���S�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

29 僮C���*���c���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

30 僮C�����*���c���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山合う丁目13-13 

31 ��｣�����*���cC��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13置13 

32 僣������*���cCb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

33 ��｣�����*田I{��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

34 僮������*���cC��ダンプ �ｩ�Y5B�宮森県八戸市西白山台5丁目13-13 

35 傀ｩ�#���*���cSc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台き丁目13-13 

38 傀ｩ�#�����*���c#S2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

37 傀ｩ�#�����*���4塔r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市電白山台5丁目13-13 

38 傀ｩ�#�����*���c3モ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山合さ丁目13「3 

39 傀ｩ�#�����*���4塔��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山合う丁目13-13 

40 傀ｩ�#�����*���c都��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

書目 傀ｩ�#�����*���4鉄r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

42 傀ｩ�$簸���*���c鉄��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

43 傀ｩ�#�����*���cc�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

44 傀ｩ�#�����*���ccコ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

45 傀ｩ�#�����*���ccッ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西富山台5丁目13-13 

4轡 傀ｩ�#�����*���*ｳ涛2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目鳩-「3 

47 傀ｩ�#�����*���s�コ�ダンプ �ｩ�Xｺｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

※上記内 劔容は、車検証より転話したものである 



添付書類4- 7

13.日向建設株式会社　神奈川県祖奈川区恵美須町7-2　　　　　　　　電話:045-453-6691

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 ��Vﾃ�3���+�������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町1丁目2置7 

2 ��儼ﾃ�3���*�������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加韻4丁目13-9 

3 ��Vﾃ�+3���*h����"�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川嶋市幸区雨加醸4丁目13-9 

4 ��Vﾃ�3���*���2�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

5 ��Vﾃ�3���*h����R�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

6 ��Vﾃ�3���*(��$��ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

7 �����3���*�����r�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

8 ��Vﾃ�3�*H������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目1亀-9 

9 ��Vﾃ�3���*(������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加譲4丁目13-9 

10 ��Vﾃ�3���*���3����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市宰区南加瀬4丁目13-9 

11 ��Vﾃ��(��/������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

12 ��Vﾃ���*H��#����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13輸9 

13 ��Vﾃ��(��*(��3����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

14 ��Vﾃ�3���/�C����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

15 ��Vﾃ���+��������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

16 ��Vﾃ�3�*��������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

※上記内容は、車検証より転記したものである

14,株式会社太田工業　神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目6番23号　　　電話:044-276-9375

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 ��ﾈﾞ������*��s湯�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市」 剩綿ﾞ粟hｺｹ*ﾃ��ﾓR�

2 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�祇奈川県」 冤崎市 豚ﾞ粟hｺｹ*ﾃ��ﾓR�

3 ��ﾈﾞ������*���3#ィ�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈」 侈t��l崎市 ���ﾞ粟h･�*ﾃ��ﾘ+2�

4 ��ﾈﾞ������*���C#3r�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神祭 侈x�b�I崎市 豚ﾞ粟ilﾉ*ﾃ��ﾓR�

5 ��ﾈﾞ������*鼎#3��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈」 侈vﾂ�l崎市 ���ﾞ粟hｺｹ*ﾃ����

6 ��ﾈﾞ������*���CI��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈JI 侈xﾈ��崎市川 俥粟ij�*ﾃBﾓbﾓ#2�

7 ��ﾈﾞ��ｯ����*���CCSr�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神素月 侈xﾈ��崎市月 俥粟ij�*ﾃBﾓbﾓ#2�

8 ��ﾈﾞ������*���CSs��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川 侈t白�崎市川 俥粟iVﾉ*ﾃBﾓbﾓ#2�

9 ��ﾈﾞ������*���Cs澱�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神素月 侈x�d��崎商事 俥粟iVﾉ*ﾉ�ﾓbﾓ#2�

10 ��ﾈﾞ������*���S3���ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈」I 侈xﾈ��崎市)l 俯�ｾiVﾉ*ﾃBﾓbﾓ#2�

11 ��ﾈﾞ������*���S�几��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川 侈xﾈ��崎市 俥粟iVﾉ*ﾃBﾓbﾓ#2�

※上記内容は、車検証より転調したものである



添付書類4- 8

1 5.有限会社あおい運輸　　神奈川県桟浜市緑区青砥町41 5　　　　　　電話の3葛押87-3931

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 ��Vﾃ�����*ｸ��3sS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

2 ��Vﾃ���*ｸ��9{天r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

3 ��Vﾃ���*ｸ��3����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県様浜市緑区青砥町415 

亀 ��Vﾃ���*ｳC#Y{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県様浜市緑区青砥町415 

5 乂ｩVﾃ�3���+8��イ2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

6 ��Vﾃ�3�+3イB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��祐奈川県横浜市緑区青砥町415 

7 ��Vﾃ���*ｸ��C#Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

8 �������*ｳ#C�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

9 ��Vﾃ�����*ｸ��#CS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

10 �������*ｸ��#C�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜奇縁区青砥町415 

11 丿鰻ﾃ���*ｸ��#�{湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

12 ��Vﾃ���*ｳ9{鉄r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町415 

13 ��Vﾃ���*ｳ#CSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町41軍 

14 �����3�+8*ｳ��2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��*�*�*(暮t��神奈川県横浜市緑区青砥町41占 

※上記内容は、車検証より転記したものである

1 6.有限会社日昇興業　　山梨県富士吉田市電ケ丘3丁目lト3　　　　　電話: 03-37与0置6939

l 儻域ﾘ�#�����,ﾘ��S���5�987b�有限会社目鼻興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�96H5�ｷS9)ｩm｣��ﾓ2�

2 儻域ﾘ�#�����,ﾘ��cb��5�987b�有限会社日昇興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�96H9hｷS9)ｩm｣��ﾓ2�

3 儻域ﾘ�#�����,ﾘ��c���5�987b�有限会社日昇興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�96H5�ｷS9)ｩm｣�6s2�

4 伜)yﾃ����ま1445 �5�987b�有限会社目鼻興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�9{89hｧ�9)ｩm｣��ﾓ��

5 伜)yﾃ����よ　盤43 �5�987b�有限会社白昇興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�9{89hｧ�9)ｩm｣��$B�

※上記内容は、車検証より転話したものである


