
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 剪� 

平成幼年∫月琴日 剪�

東京都知事　殿 剪�

間者萱攫輯谷惹柵5‾1印 　　　　　聡 剪�

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。 剪�

要措置区域等の所在地 剴結椏s新宿区市谷本村町42番1の-部 ��東京都薪栢区市谷左内町12番2の一部、12番3の一部、12番4の 
一部、13番の一部、14番の一部、15番の一部 

汚染土蟻の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr�,ﾘｭ�ﾛ�JXﾘh�ﾌItﾘｾR�

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 涛sB綛���
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 倅�Hⅸ馼ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 倅�Hⅸ馼ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊyJｩ�y�8�8�8ﾘ)nﾈ鬩>ﾉ69�CCズMC(���

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋緝ﾈ繪?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�(ﾈ�#�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紕ﾃX,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 び連絡先(運搬の際、積替え �,�+R�

を行う場合に限る。) ��h耳�ｨ�捧?�唔?��ｶ�爾�

保管施設の所在地並びに所有 ���､��ﾈ7Uﾈ懾��ﾈ�ﾈ���(�R�
∠　・上　りr 

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 �,�+X��������������������^8�)e�ﾅ��

る。)　　　　　　　　　　　　　　　　　　・茨謀烏孫襲襲鞠 
¥里干物塊村沢龍/ � 

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)を認識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

〈連絡先〉防衛省北関東防衛局調達部調達計画課　担当者:和田　直也

電話番号　048-600-1800 (内2407)



土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした船賃変更時要届出区域の図面
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土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面
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別添書類亀

1.運搬フロー図

処理施設:三井商事株式会社

2運搬体制

運搬受託者:三井商事株式会社

連絡先: 0伸一255-6666

※協力会社及び使用する自動車等の細賞は、別添書類4のとおり



汚架土壌の謹厳の用に供する自動車に関する書類

運描受託者:三井商事裸式会社

運搬先:千葉県八千代市上高野宇南国台485-2
丁らし　O4急置之55-6666

三井商事妹式会社協力薫香一覧表

NO 俾�:�%ﾉ��,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Y��ｩ|｢�車両総重宝 

1 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�ss��ダンプ 倅�Hⅸ饕永R��千葉県干楽市稲毛区穴川2-9-13 ��+#��ｶr�19935kg 

2 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�ss��ダンプ 倅�I��B栄R��千葉県干葉市稲毛区穴川2-9-13 ���C��n��19935kg 

3 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��#��ダンプ 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 ������ｹW��19955kg 

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��#"�ダンプ 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千楽市稲毛区穴川2-9-「3 ������Kr�19955kg 

5 做ｸ躡nﾃ����h,ﾓ��#R�ダンプ 倅�Hⅸ饕栄R��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 ������ｾ��之1975kg 

6 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��#b�ダンプ 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千楽市稲毛区穴川2-9-「3 ������ｹW��21935厄 

7 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S迭�ダンプ 倅�Hⅸ饕悦r��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 ���#��Kr�19945kg 

8 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S釘�ダンプ 倅�Hⅹjｉe��千票螺子楽市稲毛区穴川2-9-13 ���#��ｶr�19945kg 

9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#ンR�ダンプ 倅�Hⅹ�"茜B��千葉県千楽市稲毛区穴川2-9-18 涛C��ｸﾋ��19920厄 

10 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3���ダンプ 倅�Hⅸ饕稲｢��千葉県干葉市稲毛区穴川2-9-13 ������ｶr�21935kg 

11 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���#B�タンク革 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 涛S��ｶr�19905kg 

12 做ｸ躡nﾈ*ｳ����,ﾓ�#R�タンク草 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 涛S��ｶr�19905kg 

13 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���#b�タンク皐 倅�Hⅸ饕稲｢��千葉県千楽市稲毛区穴川2-9-13 涛S��ｶr�19905k冨 

14 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��悦ｳB�タンク卑 倅�Hⅸ饕悦r��千莱県千葉市稲毛区穴川2-9-13 祷*C��ｶr�1990萎kg 

15 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���3R�タンク草 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 涛S��ｶr�19的5kg 

16 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���3b�タンク章 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 涛S��ｶr�18905喜く呂 

17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��3�r�タンク車 倅�Hⅸ饕茜B��千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 涛���ｶr�19980k官 

山善興業様式会社　千襲 剏ｧ千菜市中央 仞i6�ｸ�Y)ｩm｣#9MC�i���R�羊ビル2F連絡先:043-204-8044 

NO 俾�:霑�9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Y��處｢�車両総重量 

1 ��ywC�����,ﾓC3c��ダンプ 伜(ｮﾈｻｸｼb栄R��千葉県手業市稲毛区穴川3-「1-12 涛s��ｸﾄB�19980kg 

之 ��ywC�����,ﾓSc#��ダンプ 伜(ｮﾈｻｸｼb栄R��千葉県千葉市稲毛区穴川3-「1-書2 塔���ｶr�19920k富 

3 亅�wC�����,ﾓ3ssR�ダンプ 伜(ｮﾈｻｸｼb茜B��千葉県千葉市稲毛区穴川3-11-12 涛3��ｶr�19的0kg 

4 ��ywC�3�-ﾈ��涛��ダンプ 伜(ｮﾉ5Io"茜B��千葉県千楽市稲毛区穴川3-11-12 涛s��ｶr�19980kg 

5 ��ywC�3�+����"�ダンプ 伜(ｮﾈｻｸｼb悦r��千葉県千葉市稲毛区穴川3-11-12 涛C��ｶr�19980kg 

6 ��ywC�����,ﾓcC唐�ダンプ 伜(ｧ綾ｹ'ｨ*ﾘｩB��千葉県千葉市稲毛区穴川3-「1-12 涛���ｶr�19990厄 

式会社三富総築　千
自動車等の使用者の

名称等 単体の形状 使用者の氏名又は名称 使用者の住所 最大積載宝 車両総重畳

千葉130た3300 (株)三富総柴 千葉県子葉市若葉区桜木町3-9-27→3 t l

株式会社　箆建　東京都江戸川区善江町2 劔)ｩm｣�)MI&緝����xﾙ�h��ｨ���2ﾓSccBﾓ33�2�

NO 俾�:驟99�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�X�Xｵ��B�車両総理宜 

1 ��ｹzs��h��/���ダンプ 宙ｩB亳9���東京都江戸川区吾江町2-12-6 涛���ｶr�1的20kg 

2 ��ｹzs��H��*���2�ダンプ 宙ｩB俚ｨﾉ｢�東京都江戸川区呑江町2-「2-6 涛���ｹxｲ�19920kg 

碧 ��ｹzs�3�*h��B�ダンプ 忠Wﾒ亳�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-「2-6 涛c��ｶr�19960kg 

4 ��ｹzs�����+���.r�ダンプ 宙ｩB��騫ﾒ�東京都江戸川区春江町2-「2-6 涛C��ｶr�19940kg 

5 ��ｹzs�����*ｸ����ダンプ 宙ｩB俚ｨﾉ｢�東京都江戸川区蕾江町2-12-6 祷+3��ｹxｲ�‾19930kg 

6 ��ｹzs�8�ｨ��?�����ダンプ 宙ｩB��hﾉ｢�東京都江戸川区吾江町2-12-6 涛s��ｶr�19960塙 

7 ��ｹzs�3�*����ダンプ 忠iR亳�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-「2-6 涛s��ｾ��19980kg 

8 ��ｹzs�3�*c����ダンプ 忠xr亢Xﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 涛#��n��19980kg 

9 ��ｹzs�3�*���"�ダンプ 宙錂佩佶｢�東京都江戸川区春江町2-「2-6 涛)4霧r�19鮒0kg 

置0 ��ｹzs�3���+���2�ダンプ 宙ｩB亳9���東京都江戸川区春江町2-「2-6 涛#��ｶr�19980kg 

11 ��ｹzs�3���*ﾓ��B�ダンプ 宙ｩB冰hﾉ｢�東京都江戸川区蕾江町2-12-6 涛8�ｸ�ｶｶr�19990kg 

12 ��ｹzs�3���*���R�ダンプ 宙ｩB���ﾉ｢�東京都江戸川医事江町2-「2-6 涛#��ｶr�19910塙 

13 ��ｹzx�c�3���+���b�ダンプ 忠iR亳9���東京都江戸川区春江町2-12-6 涛#��ｹvR�19900k冨 

14 ��ｹzs�3���*c��r�ダンプ 宙ｩB亳�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 涛���ｶr�19990k富 

15 ��ｹzs�3���*������ダンプ 忠xr乖ﾘﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-1之置6 都S��ｶr�13340k富 

16 ��ｹzs�3�*H���"�ダンプ 宙ｩB亢Xﾉ｢�東京都江戸川区春江町2鵜12-6 都h�ｸ�ｶｶr�13450kg 

17 ��ｹzs�3�*H���2�ダンプ 忠xr亳9���東京都江戸川区春江町2-12-6 都c��ｶr�131之0kg 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

運搬受託者:三井商事株式会社
運搬先;千葉県八千代市上高野字高田台485 - 2

丁巨」 O43-2雲5-6666

三井商卒撚式会社協力業者一覧表

有限会社土屋建材　千 剽煙ｧ習志野奇異籾4-30-3　連絡先:043-267-2255 

NO 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��事体の形状 　ヽ 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Y��ｩ|｢�車両総重畳 

1 ��ywC�3�+3c�'S��ダンプ 忠tﾂ�7�靄ｨﾝ��千葉県習志野市実籾4-3○○3 涛s��ｶr�19900kg 

3 4 5 ��ywC�3�+sS�����xﾝ��3�+3S���ダンプ 忠tﾂ�7�靄ｨﾝ��千葉県習志野市実籾4-30-3 涛#��ｹW��19980kg 

3 千葉130す6100 �5�987b�5�987h�ﾂ�5�987b�(有)土屋建材 ��x玖ﾊx�躡nﾈ�8��*釘ﾓ8�ｸ�ｳ2�9000k2 ����涛��Z��

6 偃鮎c�3�+���c#���忠tﾂ�7�靄ｨﾝ��液ﾂ�7�駘8ﾝ��千葉県習志野市英籾4-3○○3 干粟県習志野市冥籾4-3○○3 塔C��Mﾒ�����ｸｭ��1的40k展 19990k貫 

裸式会社自流　千葵県 剞迥y市稲毛区長沼原町4了-1連絡先:043-216-7130 

NO 1 2 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Y��ｩ|｢�車両総重畳 

千葉100b302 �5�987b��"�㈱　日商 ��ywHﾊxｫ�ｧ倡8��ﾝ粟hⅹV�*ﾈ�X*Cヲﾓb�8700厄 ��ン��ｶr�

鵜回 ��ywC���.s3�r�ダンプ �ｸ��齷���千葉県干葉市若葉区商品町1589葛6 塔S��ﾈ*ﾖr�1g930kg 

裸式会社イマムラ興薬子楽県八千代布き橋1189-5連絡先:04了-429-8466 　自動車等の使 

NO 1 2 ���w��(,ﾂ���kﾈ�9���躡nﾃ�3�+ﾓモ�車体の形状 タ、 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Y��ｩ|｢�車両総重量 

I 習志野130て88 �6ｨ6ﾘ7X�b�㈱イマムフ典薬 亅�o(ﾊyJｩ�y�8�9�(�����ｨｳR�8700具曾 8800k雷 9000k良 ��涛���"�

3 4 5 6 7 8 免ﾈ+��ﾂ��躡nﾃ��ｸ�ｸ,ﾈ�R��躡nﾃ�ﾒ�ダニノブ ダンプ ヽ �ｨ487ﾘ8�7I5Io"�xｨ487ﾘ8�8仆ｸｼb�千葉県八千代市舌橋「189-5 千葉県八千代市舌招1「89-5 剌d9950厄 19990庇 

心　○○.か700 習志野1○○め800 �5�987b�5����㈱イマムフ興業 ��x�hﾊyJｩ�y�9lｩ�8ｻC��T#壷<R�8700k貫 8900k貞 8700k賀 ��涛c�Kr�

I 習志野1○○な900 晋秦野100め �6ﾘ7R�5�987R�㈱イマムフ典薬 ㈱イマムラ興業 ��ywHﾊyJｩ�y�8�8ﾋ靜ｨ�S�ヲﾓR��x�hﾊyJｩ�y�8�8ﾌ8ｻH�S�ヲﾓR���涛��Mﾒ��涛��ｹ,��

ーか　　　50 習志野130な600 �5�6ｨ6ﾘ7R�㈱イマムフ興業 ��x�hﾊyJｩ�y�8�8ﾋ靜｣��ヲﾓR�8700k賃 ��涛S�y｢�

議　　　　事　　　　ダンプ　　㈱イマムフ提案 劔千葉県八千代市言語「189-5 粘s��ｸﾋ��19950般 

有限会社タテヤマ商会束 劔、都江戸川 仞i>ﾂ�葛西6-31-「4-206 �)�h���R�

NO 置 2 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9���ｹzs���,ﾓS���剋ﾔ体の形状 ヽ 剋g用者の氏名又は名称 偵�2ﾓSci{蔦�C�����諍w��(,ﾈ���俐Y�Y��ｩz"�車両総重量 

足立8○○は　9「2 劍5�984靆��忠tﾂ�5�6�8H7ﾘⅸ橙��h�����h�ｸ�ｲ�東京都江戸川区南葛西6-31-14-206 �9090k度 9020k賃 8890k唇 ��涛C�L｢�

3 4 5 ��ｹzs��ｸ�ｸ,ﾓ��C���ｹzs��ｸ�ｸ,ﾘ�S#s2�刄^ンク革 タンク章 �(有)タテヤマ商暮 (有)タテヤマ商会 　‾.重ゝ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ�8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ�区南葛西6-31-14-206 区南葛西6-31-14-206 剋N910iく貞 1的90庇 

足立8○○は1275 劍5�984����5����忠tﾂ�5�)ｨ8H7ﾙ�H-ﾂ���耳���ｦ��H���東京都江戸川区南葛西6-31-14-206 �8800厄 8800履 9090厄 ��涛C�y｢�

6 ��ｹzs��ｸ�ｲ��ｹzs��ｸ�ｲ��,ﾓ�cコ�,ﾓ�s3B�ンク草 タンク車 タンク阜 タ、 �(有)タアヤマ両雄 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ3�ﾘ�SBﾓ#�b��19940k冨 

7 8 劔�(有)タアヤマ商会 .“‾　■さし �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ3�ﾓ�Bﾓ#�b��19940kど 

足立8○○は1911 劔忠tﾂ�5�)ｨ8H7ﾘⅸｼ��東京都江戸川区南葛西6-31-14-206 �9090庇 8990k賃 8B90k貫 ��涛3�傚��

9 10 11 ��ｹzs���,ﾘ�S佩綯��ｹzs��ｸ�ｸ,ﾘ�S�3��刄塔N車 タンク車 タンク軍 タ、 �(有)タアヤマ商会 (有)タテヤマ商会 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ3�ﾘ�SBﾓ#�b�8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ8�Rﾘ�SBﾓ#�b��1蜜940k慶 19930厄 

足立800は2156 劔忠tﾂ�5�4�8H7ﾘⅸ橙����������h.�篦�東京都江戸川区南葛西6-31-「4-206 �8890k曾 8890具貫 8990k曾 ��涛3�Mﾒ�

12 13 14 ��ｹzs���,ﾓ#�s���ｹzs��ｸ�ｸ,ﾓ###��刄塔N爵 タンク卓 タンク章 タ、 �(有)タナヤマ前審 (有)夕子ヤマ商会 “‾」ゝ. �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ�8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ�区南葛西6-31-14-206 区南葛西6-31-「4-206 �19990k賞 19970庇 

足立8○○は2251 劔忠tﾂ�5�)ｨ8H7ﾘⅸ饕���耳����B��東京都江戸川I区南葛西6-31-14-206 �8990k更 8890般 8750k貫 ��涛C�ｹ,��

15 16 17 �,(*ﾘ,繹�ｸ�ｸ,ﾓ3c��,(*ﾘ,繹�ｸ�ｸ,ﾓ3c��刄刀激N タンク タンク �6B�鍈�(有)タアヤマ南軍 (有)タテヤマ商会 “‾.`). �8ﾈｫ9YHﾕﾘﾌｹ�ﾂ�8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ�区南葛西6-31-「4-206 区南葛西6-3「-14-206 �19950庇 19970k冨 

つくば8○○は　362 劔草 忠tﾂ�5�)ｨ8H7ﾘⅸ饕����������B�東京都江戸川区南葛西6-31-「4細206 �8750厄 8750厄 8750k賃 ��塔s�ｹ,��

18 19 20 21 �,(*ﾘ,繹�ｸ�ｸ,ﾓ3c2�,(*ﾘ,繹�ｸ�ｸ,ﾓ3cB�刄^ンク タンク タ、 竸｢�?�ﾅ"�(有)タナヤマ高富 (有)タテヤマ商会 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ���8ﾉ78ﾕﾘﾌｹ�ﾂ�区南葛西6-31-14-206 区南葛西6-31-「4-206 �19970厄 19980k雷 

つくl �-ﾃ��ｸ�ｸ,ﾘ��3cR��984竟B�忠tr�5�4�8H7ﾘⅸ橙�������(�ｨ�｢�東京都江戸川区南葛西6-3「-「4-206 �8750南 9090k書 9200kど ��涛��n��

足立1○○は6683 足立1○○は6686 劍5�984霰"�5�987b�5����忠tﾂ�5�6X8H7ﾘⅸ補�東京都濃到=区南葛西6-31-「4-206 剴�涛��ｹ,��

22 劔�(有)タナヤマ商会 �8ﾈｹ�78ﾕﾘ���ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ3�ﾓ�Bﾓ#�b��19940k賃 こノブ �(有)タテヤマ商会 �8ﾉ�)78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ3�ﾓ�Bﾓ#�b�涛#��n��19940k賃 



汚架土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

運搬受託者;三井商事抹式会社
運搬先:千葉県八千代市上高野華南田台485-2

丁巨」 O43-255-6666

三井商事株式会社協力柴者一覧表

丸東商寧有限会社　東京都江戸川区申 劍ﾝI�ﾃ�ﾓ3�ﾘ*C"ﾘ��(����xﾙ�c｣�2ﾓ3cド�#����

NO 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���最大積載量 倆I{ﾉ�ﾘ�|｢�

1 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ��CR�タンク車 亊ｹ8ﾈⅹTﾈxｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾈ�Rﾓ3�ﾓS"ﾓ#�"�9090k官 ��涛��ｸ���

2 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾘ��Sc��タンク章 亊ｹ�傅H馼xｲ��8ﾈｹ�78*Hﾔ偉ｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ3�ﾓS"ﾓ#�"�9570k賃 ��涛s�ｹ�ﾂ�

3 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾘ��Y4��タンク軍 亊ｹ8ﾈⅸ��xｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ:�i(hｨｹ�ﾃ�ﾓ8�RﾓYEbﾓ#�"�9570■k貰 ��涛s�ｸ,r�

4 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ�ssR�タンク車 亊ｹ8ﾈⅲ�翠㈲ 陶8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ3�ﾓS"ﾓ#�"�9290k雷 ��涛s�ｹ,��

5 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾘ��S�2�タンク翠 亊ｹ8ﾈⅲ�蓉㈲ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ8�X氾S"ﾓ#�Eb�9290k賃 茶�涛C�ｹ�ﾂ�

6 ��ｹzx�������,ﾓ��c��タンク軍 亊ｸ�8ⅲ�寧㈲ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ8�RﾓS"ﾓ#�"�9090k貫 ��S田�ｸｭ��

7 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ��cB�タンク章 亊ｸｺｹ>ﾂ�蜜㈲ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ3�ﾓS"ﾓ#�"�9190k書 ��ン#�ｸ�ﾂ�

8 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ��sB�タンク距 亊ｹ8ﾈⅲ�唇㈲ �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ3�ﾓS(氾#�Eb�9270k員 ��涛��ｸ犀�

9 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ�c#��タンク軍 亊ｹ8ﾈⅹj�ｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ3�ﾓS"ﾘ��"�9270k2 ��涛s�Mﾒ�

10 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ�c���タンク革 亊ｹ�傅H馼xｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾈ�Rﾓ8�RﾓS"ﾓ#�"�9200k慮 ��涛3�ｸ�ﾂ�

11 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ�c�"�タンク章 亊ｹ8ﾈⅸ馼xｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ8�RﾓS"ﾓ#�"�9200k貞 ��涛3�ｹ{b�

12 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾓ��#��タンク草 亊ｹ�傅H馼xｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ3�ﾙu�"ﾓ#�"�9090kg ��涛s�ｸ,r�

13 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾘ��#�#r�タンク軍 亊ｹ8ﾈⅹj�ｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃ�ﾓ3�ﾓS"ﾓ#�"�8990k貫 ��涛c�ｹ,��

14 ��ｹzx����ｸ�ｸ��,ﾘ��#��2�タンク軍 亊ｹ8ﾈⅹDｨxｲ��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾈ�Rﾓ3�'SS"ﾓ#�"�9090k質 ��塔S�ｸｿ��

有限会社伊藤総糞　東京 剳剥]戸川区鹿 俛ﾃ(氾C2ﾓH����xﾙ�h��ｨ���2ﾓSccbﾓ3�c��

NO 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Y��ｩ|｢�車両総重量 

1 ��ｹzs���,�����ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4細23-10-102 涛3��ｶr�1脚60kg 

2 ��ｹzs���+ｳ##"�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘｧ��東京都江戸川区上篠崎4-23-「0-102 涛#��ｾ��19980厄 

3 ��ｹzs���,ﾈ��332�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 涛#��ｶr�19960kg 

4 ��ｹzs���,���CCB�ダンプ �ｸ嫌�y�ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2細43-4 涛#��ｶr�19990トg 

5 ��ｹzs���,���SSR�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上続噂4-27-5-503 涛S��ｶr�19950kg 

6 ��ｹzs���,���ccb�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘ�b�東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 涛c��ｶr�19920kg 

了 ��ｹzs���,���ssr�ダンプ �ｸ嫌:��ｼb�東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 涛���ｶr�19960京g 

8 ��ｹzs���,���ャ��ダンプ �ｸ嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎4-之3-1○○102 涛#��ｹW��19980高g 

9 ��ｹzs���,���涛��ダンプ �ｸ嫌:��ﾘｨﾒ�東京都江戸川区上篠崎4-23-10-1D2 涛#��n��19970kg 

10 ��ｹzs���,���ss��ダンプ �ｸ嫌:��ｼb�東京都江戸川医上篠崎4-23-10-102 等Ec��ｶr�199容0kg 

11 ��ｹzs���,���s���ダンプ �ｸ捲景�ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-之3-1○○102 涛#��ｶr�19990kg 

有限会社シティービルド　東京都江戸川区篠崎町4-27-13連絡先: 03-5243-2439

NO 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9��車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Xｧｨﾝ處｢�車両総産室 

1 ��ｹzs���,���s���ダンプ �ｸ5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�東京都江戸川区篠崎町4-27-「3 涛#��ｶr�19970kg 

2 ��ｹzs���,���s�"�ダンプ �ｸ5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�東京都江戸川区篠崎町4-27-「3 涛#��ｹW��19970具g 

3 ��ｹzs���,���{塔2�ダンプ �ｸ5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�東京都江戸川区篠崎町4-27-13 涛#��ｶr�19990kg 



汚染土壌の運搬の刷こ供する自動車に関する書類

運搬受託者:三井商事株式会社
運搬先:千葉県八千代市上高野宇高田台485-名
丁良し　O43-255-6666

有限会社セキグチデベ。ツ発弾襲濃艶籠轟2「_「。連続.。3_3。。8_7 
NO 1 俾�:竟I9�,ﾈ諍w��(,ﾂ���kﾈ�9���ｹzs���,��車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiB�は名称 �����#S��諍w��(,ﾈ���最大積載邑 倆I{ﾉ�ﾙeﾙ���

2 �����.c����ｹzx��,��ダニノブ �ｸ5ｨ4ﾈ4��y)ｨ7�8ﾒ�プメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�8ﾆ�｣�ﾙEc�ﾘ�SB�9700k貫 ��4塔�ｹ{b��涛C�Kr��涛��ｶr�

3 ����馗)vR��ｹzx��,��ダンプ ヽ �ｸ5ｨ4ﾈ4�6�6X7�8ﾒ������ｸ耳�����h�ﾂ�プメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾig(ﾙﾃ"ﾙEc"ﾓb�9200k色 

4 ����+2�3���ｹzs���,イ���ｹzx,��ダンプ �ｸ5ｨ4ﾈ4�6�6�7�8ﾒ�-ブメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾙEiEbﾓb�9200kg 

5 刄_ンプ ヽ �ｸ5ｨ4ﾈ4�6�6�7�8ﾒ������ｸ�ｸ�ﾈ�ﾈ���・ブメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾉEbﾙEc"ﾓb�9100kg ��涛s�ｶr�100事　728 �5�987b�㈲セキゲチデベロ �7h8�986r�東京都江戸川底鹿骨2-22-6 �+S�3��ｹW��1的40具g 

〇二二‾÷鵜二二・鵜書　中:・

捕鵠議讃千葉県瀬高顆2-26-106　連続:047細355-1「59 

NO 1 2 3 4 5 ���kﾈ�9冽��(,ﾂ�'�ﾆ"�事体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 俐Y�Y^Hｵ����鼎��ｶr�車両総重量 

幽野「3〇台、1○○1 習志野130 �5�987b�㈱伊能重機 ㈱伊能重機 ㈱伊能重機 ��ywHﾊx葺���98ﾉnﾃ"ﾓ#bﾓ��b����4��ｶr�

Iつ3○○3 習志野130たら○○5 習志野130さ6○○6 習志野130ち7007 �5�987b���ywHﾊx葺���98ﾉnﾃ"ﾓ#bﾘ�S�b�8900、厄 ��祷���ｶr�

ダンプ ヽ 剞逞t県浦安市東野2-26-106 塔���ｶr��3��ｶr�19910厄 

ダンプ �ｨ嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-「06 �19980k官 
l �5�6ｨ6ﾘ7R�㈱伊能重機 ��ywHﾊx葺���98ﾉnﾃ"ﾓ#bﾘ�S�b�9300庇 ��涛��ﾜR�
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2自動開閉式ダンプ
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