
様式第十六(第六十一条第一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了

汚染土壌の区域外搬出届出書　　　　　　　し、,, 
看 

平成28年去月中日 
東京都知事 
舛添　要・殿 

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 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾh貶,)m�ｩ)ｨ齠#�窺C#�､�綾�*ﾙ�3C儺ﾒ忠&餉B�� 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｩW94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 鼎��綺-宙僂｣C��綛ｶ"��
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補一�: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 冲ﾈﾌ�檍��蓼ﾔｸ�ｴ��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5���7)(hﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツX､��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋紿��ﾈ�4x5)?｢�

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���ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾔ以�#�?｢�

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��}紿��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍�����9�ﾉ7��ｸﾜI�h5ｨ985��ｲ�

びに所有者の氏名又は名称及 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�B�

び連絡先(運搬の際、積替え, 佶9�儘鮎hｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ"�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻IMI:｣h,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍�����9�ﾉ7��ｸﾜI�h5ｨ985��ｲ�

者の氏名又は名称及び連絡先 ��ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�B�

(保管施設を用いる場合に限 佶9�儘鮎hｩH�檍�����Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ���S"�

る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

巴i〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

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(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

<連絡先>

戸田・安藤・間建設共同企業体

京成電鉄葛飾連立1工区工事作業所　担当∴ i　.把し
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添付書類1
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支点③　一柳8亀子452∴ ’花1.437
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支患㊥　セ9曇的.55雷　1関0.941
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安息の　一製渇重7.脚　喜132.o48

支点⑲　一節5的.6寄3　11臓.173

支点⑲　〇割475.釣之　123手2顔

支点のI∴セ印璽8. 5乃　10%.帖寄

支点⑱　セg4抑.蛾9　重339.5魂

支点⑲　セ92卯.引7　鳩0鯵.7飾 訴窪離擬讐繁軽親書詔鰭親掲能
より議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.
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添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

・上　汚染土壌処理フロー

搬出現場:東京都葛飾区四つ木

鉛汚染土壌
陸運:三幸重機株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

積替保管墓地:

五洋建設㈱市川土壌再生センター

市川市千鳥町14

徽土壌集積

・岸壁から船舶へ土壌積込

船舶輸送　499型船舶(約15○○t積み。他物件の土壌と合積み予定)

海運:西瀧海運株式会社 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

市川浩一阪南港(兼杉興業㈱岸壁)

積替保管基地:

兼杉興業㈱

大阪府岸和田市地蔵湊町1十2

船舶から岸壁へ、水切り積み降ろし。

陸上輸送ダンプ車への積込
陸運:兼杉興業株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:

㈱山崎砂利商店

滋賀県大津市浜大津4-7-6

許可番号:第1 161〇〇〇〇〇1

・浄化　【抽出一洗浄処理(分級洗浄処理工法)】 



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

(法対応区域一種替場所(市川) )

NO. 1有限会社三幸重機　　　　　　　　　東京都板橋区蓮沼町26-5-204　　　　　　　　　　　　　　　　　丁目_ 03-3963-4500

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

又は車両番号 剏`状 

1 ��Xｷｸ�����3�����+8����3S����5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�

2 ��Xｷｸ�����3�����+8����3S�r��5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�

3 ��Xｷｸ�����3�����+8����3S�R��5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�

4 ��Xｷｸ�����3�������+8����3S�b��5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(�ｾi����*ﾃ#bﾓXｨｳ#�B�

5 ��Xｷｸ�����3�����+8����3S����5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(寤ｾi����*ﾃ#hｨｸ6s#�B�

6 免��口　　110　　　さ　　3502 �5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�

7 猪��口　　110　　　さ　　3503 �5�987b�有限会社三幸壁撥 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�

8 ��89h葺���������,ﾘ���#Sb����5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�

9 �ｹF������S������,ﾘ����c"��5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�

10 �ｹF������������,ﾘ����s���5�987b�有限会社三幸重機 �8ﾈｹ�79L(ｶｸｾi����*ﾃ#bﾓRﾓ#�B�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(積替場所(岸和田)-浄化工場)

NO. 1 ㈱山暗砂利商店　　　　　　　　　　滋賀県大津市浜大津4丁目7-6　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O77-523-2821

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����������,ﾘ����33��ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津高浜大藩4丁目7-6 

2 俾�棹�����������,ﾘ����s��ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

3 俾�������������.(����Cc���ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

4 俾�棹������ｮﾃ3�����,(���������ダンプ �ｨ�(ｨXﾛｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

5 俾�棹�����3�����+ｸ����ｩ���ダンプ �ｨ�$ｨﾉｨﾝ��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

NO.2　㈱城南開発興業　　　　　　　　　京都府城陽市寺田丁子口8番地1　　　　　　　　　　　　　　　丁目_0774-55-3980 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����3�����,H�������ダンプ �ｨ�俘(了Jﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

2 俾�棹�����3�����,H�����"�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

3 俾�椶ﾃ�3�����+������2�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

4 俾�棹�����3�����+ｸ�����B�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

呂 俾�棹�����3�����+ﾘ�����R�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

6 仍�78�����������,ﾘ�����R�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

7 俾�棹�����������-ｨ����#��ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

8 仍�78�����������,ﾘ����#��b�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾙ5Io"�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

9 仍�78�����������,ﾘ����#�3R�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

10 仍�78�����������,ﾘ����#�3b�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

11 仍�78�����������,ﾘ����#�3r�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

12 俾�棹�����������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽有事園丁手口8番地1 

13 俾�棹�����������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市等田丁子口8番地1 

14 俾�棹�����������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口邑番地1 

15 俾�棹�����������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1 

16 俾�棹�����������,ﾘ����#��"�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽高専田丁子口8番地l 

17 仍�78�����3�����+8����##���アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

18 仍�78�����������,ﾘ����#sS"�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

19 仍�78�����������,ﾘ����##���ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

20 俾�棹�����3�����+x����##�R�トラクタ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

21 仍�78�����������,�����##���トラクタ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

22 仍�78�����������.H������湯�ダンプセミトレーラー �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

23 仍�78�����3�����+x����3����ダンプセミルーラー �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

NO.3　㈱ヤマゼン運輸　　　　　　　　　三重県伊賀市予野字西出2700番地の1　　　　　　　　　　　　　　丁吐0595-39-1080 
l 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

又は車両番号 佝��2�

1 倅�H�����������-ﾈ������r�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700-1 

2 倅�H�����3�����-ﾈ��������タ●ンナセ計レラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700「 

3 倅�H�����3�����,ｨ��������ダンプセ卦レ・ラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

4 倅�H�����3�����,h������"�ダンプセミ桂一ラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇西出2700-1 

5 倅�H�����3�����,(������2�タップセミトレーナ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

6 倅�H�����3�����+ｸ������B�ダンプセミトトラ・ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

7 倅�H������������+ﾘ������R�ダンプセミトレーラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

8 倅�H�����3�����+�������b�ダンプセミトレラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

9 俾�棹�����3�����+ｸ�����b�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

10 俾�棹�����3�����+������{��ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予密事西出2700-1 

11 俾�棹�����3�����,(�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

12 俾�棹�����3�����+x�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出270○○1 

13 ����ﾈ�����������,ﾘ���イB�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野享西田2700-1 

14 倅�H�����3�������+8����##�b�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇西出2700-1 

てら 倅�������3�����,�����##�r�トラクタ �ｨ8H7ﾘ+�98暮t��三重県伊賀市予野字西田2700-1 

16 倅�H�����3�����+8����##���トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇宙出2700「 

17 倅�H�����3�������+8����##���トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇宙出2700-1 

18 倅�H�����3�������+8����#(�c��トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇野出2700ィ 

19 倅�H�����3�������+8����##�"�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇西出2700-1 

20 倅�H�����3�����+�����##�2�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

21 倅�8�����������,ﾘ����)4���ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇西出2700-1 

22 倅��������������,ﾘ����S����アームロー)レ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 



23 倅�������������,ﾘ����S��b�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2了00-1 

24 倅�H�������������,ﾘ����S����ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

25 倅�������������,�����.s�c"�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ9>{�t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

26 倅�H�����S������,ﾘ����S#SB�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予密事西出2700-1 

27 倅�H�������������+8����s����アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

28 倅�H�������������.ｸ���������アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇西出2700-1 

29 倅�H�������������,ﾘ����SS途�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

30 倅�H�������������.H������#���ダンプセミトレラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇宙出2700-喜 

亀1 ����ﾈ�������������,ﾘ�����イR�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

32 ����ﾈ�����������,ﾘ���イb�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手酉出2700-1 

33 ����ﾈ�������������.H������3r�ンテナコルト �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手西出2700-1 

34 俾�棹�����3�����,ｸ�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字画出2700-1 

35 俾�棹�����3�����,(�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｨ98暮t��三重県伊賀市予野字西出2700-1 

36 俾�棹�����3�������+8�������"�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野字百出2700-1 

NO. 4　㈱創心　　　　　　　　　　　　　　滋賀県大津市本堅田2丁目7-29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁盲」 O7了-574-2227

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����3�����+�����#�#��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

2 俾�棹�����3�����+x����3�3��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大窪市本堅田2丁目7-29 

3 俾�棹�����3�����+ｸ����S�S��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

4 俾�棹�����3�����+x����c�c��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

⊃. 5　清水建設工業　　　　　　　　　　　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目1 0-7　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O745-74-31 08

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用 倆(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 ��

又l時雨番号 佝��2�

1 �=驂x�����3�����*������R�ダンプ ��清水和夫 �=驂xﾊy�hｾ霰9L�KY*ﾉd�{(魑"ﾓ��ﾒ�7 

2 �=驂x�����3�����,(������R�ダンプ ��清水和夫 �=驂xﾊy�hｾ霰9L�KY*ﾉd�{(魑"ﾓ��爾�7 

3 仍�78�����3�����+x����#���ダンプ ��一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　一一 �� 

4 �=驂x�����3�����*h����#�R�ダンプ ��清水和夫 �=驂xﾊy�hｾ霰9L�KY*ﾉd�{(魑"ﾓ��ﾒ�7 

5 �=驂x�����3�����*�����S�R�ダンプ ��清水和夫 �=驂xﾊy�hｾ霰9L�KY*ﾉd�{(魑"ﾓ��ﾒ�7 

6 �=驂x�����3�������+8������c�R�ダンプ ��清水和夫 �=驂xﾊy�hｾ霰9L�KY*ﾉd�{(魑"ﾓ��ﾒ�7 

7 �=驂x�����3�����+x����s�R�ダンプ ��清水和夫 �=驂xﾊy�hｾ霰9L�KY*ﾉd�{(魑"ﾓ��ﾒ�了 

8 �=驂x�������������*ﾘ�����#3B�ダンプ ��㈱鏡面 �=驂xﾊxｧ靈H�9�xﾎﾙ*ﾃ3ビﾓb� 

9 �=驂x�����3�����*(���Cヲ�ダンプ �� �� 

10 �=驂x�����������*�����#��"�ダンプ ���� 

11 �=驂x�����������*�����#�ィ�ダンプ ���� 

12 �=驂x�����3�����*�����#�コ�ダンプ ���� 

13 �=驂x�����3�����*(����###b�ダンプ ��㈱鍵商 �=驂xﾊy��ﾋH�9Nｸﾎﾙ*ﾃ3ビﾓb� 

14 �=驂x�����������*�����#Cィ�ダンプ �� �� 

15 �=驂x�����������,ﾘ����3�3r�ダンプ �� �� 

16 �=驂x�����������,ﾘ����3ャ"�ダンプ �� �� 

17 �=驂x�����3�������*ﾘ����CHｸ｢�ダンプ ��㈱鏡面 �=驂xﾊxｨ�ﾋH�9�xﾎﾙ*ﾃ3ビﾓb� 

18 �=驂x�����3�����,H����S��R�ダンプ ��清水和夫 �=驂xﾊy�hｾ�79L�KY*ﾉd�{(魑"ﾓ��ﾒ�7 

19 �=驂x������ｸ�ｸ����*�����SssR�ダンプ ��(有)芳和運輸 �=驂xﾊy5iyﾘ�8ｭﾙ69*ﾃSh*BﾙEcB� 

20 �=驂x�����������*�����Sssb�ダンプ ��(有)芳和運輸 �=驂xﾊy5iyﾘ�8ｭﾙ69*ﾃScRﾓ#B� 

21 �=驂x�������������*�����.sssr�ダンプ ��(有)芳和運輸 �=驂xﾊy5iyﾘ�8ｭﾙ69*ﾃScRﾓ#B� 

22 �=驂x�����������*�����Sss��ダンプ ��(有)芳和運輸 �=驂xﾊy5iyﾘ�8ｭﾙ69*ﾃScRﾓ#B� 

23 �=驂x�����������*�����VsSb�ダンプ ��(有)芳和運輸 �=驂xﾊy5iyﾘ�8ｭﾙ69*ﾃScRﾓ#B� 

24 �=驂x�����3�����*����S�����ダンプ ��(有)難波建材 �=驂xﾊy5iyﾘ�8��$ｩ*ﾃCヲ�臆臆臆臆臆臆■ 

NO. 6　㈱ナカケン　　　　　　　　　　　　奈良県奈良市大安寺1丁目1 9-6輸205　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁吐0742-63-5675

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 �=驂x�����������*�������c��ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

2 �=驂x������(����*(��������ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

3 �=驂x�����3�����*������Cr�ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

4 �=驂x�����3�����*�����#S��ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

5 �=驂x�����3�����*h����3c��ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

6 �=驂x�����gH����*�����3��2�ダンプ 傴ｨ毎暮t�茜B��奈良県大和郡山市八条町51ト1 

7 �=驂x�����3�����*��(���イ��B�ダンプ 傴ｨ毎暮t�茜B��奈良県大和郡山市八条町511-1 

NO, 7　大同建設工業㈱ 三重県伊賀市上野丸之内1 1 7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁亡し0595-2ト0856

自動車登録番号

又は車両番号
使用者の氏名又は名称 使用者の住所

三重　　1 30　　　の　　　6 ㈱大仰 三重県伊賀市下友生28 60



三重　　130　　そ　　1 80 大同建設工業㈱ 三璽県伊賀市上野丸之内1 1 7

三重　　100　　は　　5374

三重　　1 00　　は　　ら536 ㈲伊藤庭園 三垣県伊賀市荒木890-1

NO. 8　腰高事　　　　　　　　　　　　　三重県伊賀市上神戸4560-877　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨しO595-36-1 384

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使 ��者の氏名又は名称 俶yw��者の住頁 傀｢�

又は車両番号 佝��2�

十 倅�H�����3�����+x������#��ダンプ �� �?�?�� �� 
2 倅�H�����3�����,h������#��ダンプ ��剪� 

3 倅�H�����3�����+�����3CR�ダンプ ��剿��ｨ�ｨ�ｦ�(���x��ﾒ� 

4 倅�H�����������,ﾘ����S�"�ダンプ �� �ｸ蕀�傅H饕�三重県伊賀市長田132 �� 

5 倅�H�����3�����*�����イ��ダンプ �� �')gｴU��$U52�滋賀県甲賀市土山町北土 伜##ss��-2 

6 倅�H�����3�����+8���#���ダンプ �� �� �� 

7 倅�H�����3�����+8���#3r�ダンプ �� �ｸ��8ｻｸｼb�三重県伊賀市霧生279 �� 

8 倅�H�����3�����+x���#3��ダンプ �� �ｸﾋYxｨｻｸｼb�三重県伊賀市議生279 �� 

9 凭俾ﾘ�����������*����#S��ダンプ �� �ｸ��8ｻｸｼb�三重県伊賀市霧生279 �� 

10 倅�H�����3�����+8���33"�ダンプ �� �� �� 

11 倅�H�����������,ﾘ����#3s��ダンプ �� �ｸ蕀�傅ITﾂ�三重県伊賀市長田132 �� 

12 倅�H�����������,ﾘ����33C2�ダンプ �� ��ー　●○○"〇〇〇〇-"〇〇〇〇●"-●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一〇〇一〇 �� 

13 �=驂x�����������,�����33Sb�ダンプ �� ��　“　t○○　“　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　　“　　　“　　“　　“　　“　　　“ �� 

14 倅�H�����������,ﾘ����C�cr�ダンプ �� �ｸ蕀7(ⅸ饕�三重県伊賀市長田132 �� 

15 倅�H�����������,ﾘ����CCsb�ダンプ �� �ｸ蕀�傅H饕�三重県伊賀市長田132 �� 

16 倅�H�����������,�����S�ビ�ダンプ �� �ｸ蕀�ｨⅸ饕�三雲県伊賀市長田132 �� 

17 俾�棹�����3�����*�����Sイ��ダンプ �� �')gｸ哘��$U52�滋賀県甲賀市土山町北土 伜##ss��-2 

18 俾�棹�����3�����*h����イ���ダンプ �� �')gｴU��$U52�滋賀県甲賀市土山町北土 伜##ss��-2 

19 俾�棹�����3�����*H����イ���ダンプ �� �')gｸｹ���(ｹ�52�滋賀県甲賀市土山町北 �7伜#){都��-2 

20 俾�棹�����3�����+8����イ�"�ダンプ �� ��二二二二二二二 �?�?�?�� 

21 俾�棹�����3�����*�����イ�B�ダンプ �� �')gｴU��$U52�滋賀県甲賀市土山町北 �7伜##ss��-2 

NO.9　㈱コスモテック　　　　　　　　　奈良県大和郡山市筒井町1147-1　　　　　　　　　　　　　　　TELO743 劔劔-57-8858 

自動車登録番号 倬i�ﾈ,ﾂ�使用 ��者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ��� ��

又は車両番号 佝��2�

1 �=驂x�����3�����+8������3"�ダンプ � ��雪 ��。。喜.喜喜臆音 

2 �=驂x�����������.x�������"�ダンプ ��剪� 

3 �=驂x�����3�����*h����)-ｲ�ダンプ ��剪�喜喜喜喜。.■看 

4 �=驂x�����3�����*�����3CR�ダンプ ��剪� 

5 �=驂x�����3�����*�����Scr�ダンプ ��剪�

6 �=驂x�����3�����+x�����#"�ダンプ ��剪�喜喜喜喜喜臆音 

7 �=驂x�����3�����+x�������ダンプ ��剪�喜喜喜喜喜漢音 

8 �=驂x�����������-ﾘ����#����ダンプ �� �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町433-4 �� 

9 倅�H�����������,�����3����ダンプ �� ��8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇西出2700-1 �� 

10 �=驂x�����������,ﾘ����3sィ�ダンプ ��" �� �� 

11 �=驂x�����3�����+ｸ����CCCB�ダンプ �� ��e��◆ ��喜。臆..■看 

12 13 �=驂x�����3(����*ｸ����%3CB�ダンプ ��剪� 

三重　　100　　の　　5000 �5�987b� ��㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ鬨柯�#s��ﾓ�� ��

14 刎�慂�(���3�����+x����S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��､9dﾘ8�4898������慂�(ﾊyv曳ｸ�8ﾘ)nﾈﾏｹ*ﾈ揵63SS�ﾓ��劔 

15 倅�H�����3�����+�����c����ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t�������蓼�ﾊx堅棹�9uﾉnﾈ鬩�ﾈ�#s��MI&�,ﾃ��劔 

16 刎�慂�(���3�����+8����4����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��､9YH8�4898������慂�(ﾊxｶｹgｸ�8ﾘ)nﾈﾏｹ*ﾈ揵63SS�'S��劔喜■ 

NO.10㈱近畿産業　　　　　　　　　　京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号　　　　　　　　　　　　丁目-0771-29-4530 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����*h����ッ�ダンプ �ｨｽ�H蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田相国丁目20番5号 

2 仍�78�����3�����*�������迭�ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下条田町四丁目2〇番5号 

3 仍�78�����������*����涛��ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下失田町四丁目2〇番5号 

4 仍�78�����������*����涛"�ダンプ �ｨｽ��仂b�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

5 仍�78�����3�����*(���涛2�ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡高下矢田町四丁目20番5号 

6 仍�78�����3�����*����涛B�ダンプ �ｨｽ�ｸ蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

7 仍�78�����3�����*����涛��ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下失田町四丁目20番5号 

8 仍�78�����3�����*����涛r�ダンプ �ｩ,ｨｭh蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

9 仍�78�����3�����*�����y{都��ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

10 仍�78�����3�����*���������トラクタ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

11 仍�78�����������*h��������ダンプ●セミけ′〇㌢ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

NO. 11 ㈲福田建材 京都府京都市伏見区久我石原町3番地2 9 丁l;」 O75-931置1002

自動車登録番号

又は車両番号
使用者の氏名又は名称 使用者の住所



1 仍�78�����3�����*�����Sツr�ダンプ �ｹY�69�胃��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

2 仍�78�����3�����*�����Sツ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

3 仍�78�����3�����*�����Sツ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

4 仍�78�����3�����*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

5 仍�78�����3�����*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

6 仍�78�����3�����*�����Sピ"�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

7 仍�78�����3�����*�����Sピ2�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

8 仍�78�����3�������*(����SピB�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

9 仍�78�����S3�������*�����.sピR�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

10 仍�78�����3�����*�����Sピb�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

11 仍�78�����3�����*�����Sピr�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

12 仍�78�����3�����*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

13 仍�78�����3�����*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

14 仍�78�����3�����*�����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

15 仍�78�����3�����*�����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

16 仍�78�����3�����*(����Sャ"�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

17 仍�78�����3�����*�����Sャ2�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

18 仍�78�����3�����*�����SャB�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

19 仍�78�����3�����*�����SャR�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

20 仍�78�����3�����*�����Sャb�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

21 仍�78�����3�����*�����.sャr�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

22 仍�78�����3�����*(����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

23 仍�78�����3�������*�����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

24 仍�78�����3�����*�����Sン��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

i25 仍�78�����3�����*�����Sン��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

NO. 12 ㈲沢井建設　　　　　　　　　　　　京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内1 5番地　　　　　　　　　　　　　丁巨」 O771 -24-7683

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����38����*ｸ��������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

2 仍�78�����3�����*ﾘ����#���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原屍北垣内15番地 

3 仍�78�����3�����*(����3���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

4 仍�78�����3�����*ﾘ����C���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原祢町河原尻北垣内15番地 

5 仍�78�����3�����*�����S���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

6 仍�78�����3�����*H������s���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

7 仍�78�����3�������*ﾘ����������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

8 仍�78�����3�����*���������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

9 仍�78������8������*(���������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

†0 仍�78������H����*h����ャ��ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

NO. 1 3 ㈲北斗　　　　　　　　　　　　　京都府京都市南区久世殿誠町430番地1エクセランス向日町602　　　　　丁目_ 075-643-9009

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����������*�����#����ダンプ �ｹfｹ6ﾂ�仍�78�9{ﾈｾhｷi�)4x��*ﾃC3�MI&��4x4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

2 仍�78�����������*H����3����ダンプ �ｹfｲ� 仍�78�9{ﾈｾhｷi�)6���*ﾃC3�MI&��4x4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

3 仍�78�����3�����*�����C����ダンプ �ｹfｲ� 仍�78�9>ﾈｾhｷi�)6�ｵ�*ﾃC3�MI&��4x4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

4 仍�78�����������/�����S����ダンプ �ｹfｹ6ﾂ�仍�78�9>ﾈｾhｷi�)6���*ﾃC8�ｩMI&��ﾔ�4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

NO.14㈱乾建材　　　　　　　　　　　　京都府亀岡市東別院町倉谷高井田6番地　　　　　　　　　　　　　　丁目_0771-27-2447 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����������*��������ダンプ �ｨｪ8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東男 ��*ﾉ��$ｨﾘ(鯖63iMI&��

2 仍�78�����������*�����c33R�ダンプ �ｨｪ8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東男 ��*ﾉ��$ｨﾘ(鯖63iMI&��

3 仍�78�������������*ﾘ����sssr�ダンプ �ｨｪ8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東男 亰ｸ����$ｨﾘ(鯖63iMI&��

4 仍�78�����������*������3���ダンプ �ｨｪ8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東男 ��*ﾉ��$ｨﾘ(鯖63iMI&��

5 仍�78�����������*h����ャモ�ダンプ �ｨｪ8ﾉｨﾝ��京都府亀岡市東男 ��*ﾉ��$ｨﾘ(鯖63iMI&��

N〇・15㈱芦田通商　　　　　　　　　　　京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地10　　　　　　　　　　　　　丁目_075-333-1399 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使同者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����������*�������SR�ダンプ �ｨ��69,ｨⅲ�京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地10 

2 仍�78������8����*�尨������4唐�ダンプ �ｨ��69,ｨⅶ��京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地10 

3 仍�78�����������*�����3332�ダンプ �ｨ��69,ｨⅲ�京都市西京区大技北沓掛軸二丁目8番地10 

4 仍�78�����3�����*�����CCCB�ダンプ �ｨ��69,ｨⅲ�京都市西京区大技北杏樹町二丁目8番地10 

5 仍�:�������s������+�����ｨｳX�2�ダンプ �ｨ��69,ｨⅲ�京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地10 

6 仍�78�����������*�����c3�"�ダンプ �ｨ��69,ｨⅲ�京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地10 

7 仍�78�����3�����*�����cccb�ダンプ �ｨ��69,ｨⅲ�京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地10 



京都　　101　　こ　　7777 ㈱芦田通商 京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地1 0

京都　　1 04　　い　　8888 ㈱芦田通商 京都市西京区大技北沓掛町二丁目8番地1 0

NO.16㈲北村興業　　　　　　　　　　　京都府八鰭市) 劍ﾏｳsrﾓx������������������������������������������������)ｩm･��sRﾓ塔�ﾓs3c"�

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����������*����s�r�ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市)l 佰ｳsrﾓr�

2 仍�78�����3�����*h������B�ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市)I 佰ｳsrﾓr�

3 仍�78�����������*h����ャ��ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市)I 佰ｳsrﾓr�

4 仍�78�����3�����*H�����3��ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市II 佰ｳsrﾓr�

5 仍�78�����3�����*(����c���ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市II 佰ｳsrﾓr�

8 仍�78�����3�����*������3"�ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市II 佰ｳsrﾓr�

7 仍�78�����������*�����c���ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市Il 佰ｳsrﾓr�

8 仍�78�����������*�����cヲ�ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市」I 佰ｳsrﾓr�

9 仍�78�����������*�����3�32�ダンプ �ｹfｹ�ｨｻｸｼb�京都府八幡市」 佰ｳsrﾓr�

NO.17㈱スギ急送　　　　　　　　　　大阪府茨木市山手台5丁目7-14　　　　　　　　　　　　　　　丁目-072-699-9299 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又I埴両番号 佝��2�

1 仍�78�����������*�������cb�ダンプ �ｨ5�4ﾘｷﾙ�r�大阪府茨木布山手合5丁目7「4 

2 ��Xﾞ8�����������*������#B�ダンプ �ｨ5�4ﾘｷﾙ�r�大阪府茨木布山手合5丁目7-14 

3 ��Xﾞ8�����������*������32�ダンプ �ｨ5�4ﾘｷﾙ�r�大阪府茨木市山手台5丁目7-14 

4 ��Xﾞ8������x����*ｸ����ssr�ダンプ �ｨ5�4ﾘｷﾙ�r�大阪府茨木市山手台5丁目7-14 

川0.「8㈱上村商事　　　　　　　　　大阪府高槻市柱本6丁目41蕾1号　　　　　　　　　　　　　　丁重」O72-677-1263 

自動車登録番号 ����ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�����3�����+�������B�ダンプ �ｨ�9�ｨⅸ饕�大阪府高擬市柱本6丁目41番1号 

2 ��Xﾞ8�����3�����,(����#���ダンプ �ｨ�9�ｨⅸ��大阪府高槻市経本6丁目41吾1号 

3 ��Xﾞ8�����3�����*H����.s���ダンプ �ｨ�9�ｨﾘ(鍈�大阪府高槻市柱本6丁目41番1号 

4 ��Xﾞ8�����������/�����Scs��ダンプ �ｨ�9�ｨⅸ饕�大阪府高槻市植木6丁目41番1号 

5 ��Xﾞ8�����3�����*�����S����ダンプ �ｨ�9�ｨⅸ饕�大阪府高競市経本6丁目41番1号 

NO.19㈲トラスト　　　　　　　　　　京都市山科区画野山桜ノ馬場町17生2　　　　　　　　　　　　丁盲」O75-502-4462 

自動車登録番号 倬i�ﾈ,ﾂ�使同者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78������(����*�����S����ダンプ �ｸ6x8�5�6r�京都市山科区西野山桜ノ馬路町174-2 

NO.20進藤建材　　　　　　　　　京都市山科村勧修寺冷尻18-4　　　　　　　　　　　　　　丁冒しO75-50ト1284 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����+x����.sS���ダンプ ���:�k��京都市山科村観修等冷尻18-4 

2 3 仍�78�����3�����+x����SSS��ダンプ ���:�k��京都市山科村劫修寺冷房18-4 

京都　　100　　ろ　　5555 �5�987b�進藤明 仍�78�8�(怏�ｨｪ做8鮖~)�ｳ���fﾂ�

NO.21㈱小南興業　　　　　　　　　京都府船井邪宗丹波町蒲生請生野214-12　　　　　　　　　　丁目-077ト82-2747 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����*H����.s3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

2 仍�78�����3�����*h����S3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井邪宗丹波町蒲生諦生野214-12 

3 仍�78�����3�����*�����S3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井邪宗丹波町蒲生蒲生野214-12 

4 仍�78�����������*�����#cb�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214「2 

5 仍�78������ｸ�ｸ����*������2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井邪宗丹波町蒲生蒲生野214-12 

6 仍�78�����������*�����s�S��ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井邪宗丹波町蒲生霜生野214-12 

NO.22北村建材工業　　　　　　　　京都府船井邪宗丹波町豊田水落閃-3　　　　　　　　　　　　TELO771-82-1015 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l 仍�78�����3�����*ﾘ������#2�ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井郡京丹波町堅田水落83-3 

2 仍�78�����3�����*�����#�#2�ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井邪宗丹波町豊田水落83-3 

3 仍�78�����3�����*�����3�#2�ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

4 仍�78�����3�����*(����C�#2�音　ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井郡京丹波町豊田水落8蜜-3 

5 仍�78�����3�����*�����S�#2�ダンプ 冉ｹ�ｩIﾉnr�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

6 仍�78�����3�����*�����c�#2�ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井郡京丹波町堅田水落83-3 

7 仍�78�����ｷﾓ�����*�����s�#2�ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井邪宗丹波町堅田水落的-3 

8 仍�78�����������*�������sR�ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井郡京丹波町費田水落83-3 

9 仍�78�����������*��������"�ダンプ 冉ｹ�ｩ�駭r�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-き 



京都　　130　　い　　9013 京都府船井邪宗丹波町豊田水落83-3

NO. 23　中澤総建　　　　　　　　　　　　　京都府京都市西京医大投書掛町1 3-309　　　　　　　　　　　　　　　丁良しO75-331 -31 1 8

自動車登録番号

又は車両番号
使用者の氏名又は名称 使用者の住所

京都　　105　　　い　　111 京都府京都市西京区大技沓掛町1 3-309

NO. 24演義興業　　　　　　　　　　　　　大阪府茨木市東太田2丁目1-6-5　　　　　　　　　　　　　　　　　「モ」 O72-628-4940

自動車登録番号

又は車両番号
使用者の氏名又は名称 使用者の住所

大阪　　1 00　　は　　3998

NO. 25 ㈲らくよう建工　　　　　　　　　　　京都府城陽市寺田束ノロ44-43　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁目_ 0774葛57-41 66

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又I時雨番号 佝��2�

1 仍�78���S�3�����+�������モ�ダンプ �ｸ.x*ﾘ.h*Hﾉｨ4r�京都府城陽市寺田東ノロ44置43 

2 仍�78�����3�����*ｸ����##モ�ダンプ �ｸ.x*ﾘ.h*Hﾉｨﾔ��京都府城陽市寺田東ノロ44-43 

3 仍�78�����3�����+�����394��ダンプ �ｸ.x*ﾘ.h*Hﾉｨ4r�京都府城陽市寺田東ノロ44-43 

4 仍�78�����3�����*ｸ����CC��b�ダンプ �ｸ.x*ﾘ.h*Hﾉｨﾔ��京都府城陽市寺田東ノロ44-43 

5 仍�78�����3�����*ｸ����SSモ�ダンプ �ｸ.ｸ*ﾘ.h*Hﾉｨﾔ��京都府城陽市寺田束ノロ44-43 

6 仍�78�����3�������*ﾘ����SSモ�ダンプ �ｸ.x*ﾘ.h*Hｴ靫��京都府城陽市寺田束ノロ44-43 

7 仍�78�����3�����*ｸ����ssモ�ダンプ �ｸ.x*ﾘ.h*Hﾉｨﾔ��京都府城陽市寺田東ノロ44-43 

I　8 仍�78������H����*ｸ����ャモ�ダンプ �ｸ.x*ﾘ.h*Hｴ靫��京都府城陽市寺田束ノロ44-43 

NO・26㈱森組建設工業　　　　　　　　　京都府亀岡市蹟町篠杢殿林1ト4　　　　　　　　　　　　　　　　丁目_0771-24-8858 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78������������*�������#R�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殻林11-4 

2 仍�78������������*�������#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿林11-4 

3 仍�78������������*�������){��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町繚杢殿林1“ト4 

4 仍�78�c�������*�������s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡高藤町繚杢穀林11-4 

5 仍�78�����������*����##��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市簾町穣杢殿林11-4 

6 仍�78�����������*����#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市筏町筏杢殿林11-4 

7 仍�78�����������*鎚��#ス.r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市穣町篠杢殿林11-4 

8 仍�78�����������*�����C�湯�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市繚町篠杢殿林11-4 

9 仍�78����������*ｸ����C����ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市街町際杢殿林1ト4 

10 仍�78����������*ｸ����CC3r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市簾町犠杢殿林1十4 

11 仍�78����������+8����.s�3"�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡高徳町繚杢殿林11置4 

12 仍�78�����������*�����SCsR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

13 仍�78����������*ｸ����S塔��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市掠町繚杢殿林1ト4 

14 仍�78�����������*�����c����ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ��b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

15 仍�78����������*ｸ����c�cR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市議町篠杢殿林11-4 

16 仍�78����������*ｸ����c�cb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市寵調練杢殿林1ト4 

17 仍�78�����������*�����ccsr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市繚町篠杢殿林11-4 

18 仍�78�����������*�����c都b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町籠杢殿林11-4 

19 仍�78�����������*�����c都r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町筏杢殿林11-4 

20 仍�78�����������*�����s�C��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町簾杢殿林11-4 

21 仍�78�����������*�����s�ビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町薩杢毅林11-4 

22 仍�78�����������*�����sC#��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市藤町蔭杢殿林1十4 

23 仍�78�����������*�����sCsb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ����京都府亀岡市籠町篠杢殿林11-4 

24 仍�78�����������*�����sSCr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市績町猿杢殿林11-4 

25 仍�78�����������*�����scCR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

26 仍�78�����������*�����{涛�b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

27 仍�78�����������*�������3r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡奇縁町篠杢殿林11-4 

28 仍�78������ｸ�ｸ������*����������ダンプ �ｩ���y��8ｨﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町鰻重殿林11-4 

29 仍�78�����������*��������"�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町筏杢殿林1ト4 

30 仍�78�����������*������#モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

31 仍�78�����������*������3�B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

32 仍�78�����������*�����ゴ�r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿林11-4 

33 仍�78�����������*�����ツ#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町簾杢殿林1ト4 

34 仍�78�����ｯ������*�����ツc��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市筏町嶺杢殿林1ト4 

35 仍�78�����������*�����ツ�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

36 仍�78�����������*�����ピビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町榛杢殿林11-4 

37 仍�78�����������*�����ピモ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町榛杢殿林11-4 

38 仍�78�����������*�����4��B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町繚杢殿祐1ト4 



39 仍�78�����������*�����ンコ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町穣杢殿林11-4 

40 仍�78�����������*��������B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町籠杢殿林11-4 

41 仍�78�����������*��������R�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町簾杢殿林11-4 

42 仍�78�����������*�������モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市揉町簾杢殿林11-4 

43 仍�78�������������*�������迭�牝ノブ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿林1ト4 

44 仍�78�����������*������#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市霞町篠杢殿林11-4 

45 仍�78�����������*������33B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市籠町績杢殿林11-4 

46 仍�78�����������*������8*CR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市繚町篠杢殿林11-4 

47 仍�78�����������*������3s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町繚杢殿林11-4 

NO. 27　東田興業　　　　　　　　　　　　　大阪府豊能郡能勢町地質991　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶≡」 O72-737-0005

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�����3�����*(����c�2�ダンプ �8ﾉ68艙�R�大阪府豊能郡能勢町地黄991 

2 ��Xﾞ8�����������*ｸ����鼎��ダンプ �8ﾉ68椹�R�大阪府登能都能勢町的黄991 

3 ��Xﾞ8�����������*ｸ����#CS��ダンプ �8ﾉ68��艙�R�大阪府豊能郡能勢町地質991 

4 ��Xﾞ8�����������*ｸ����C#sr�ダンプ �8ﾉ68��z9¥｢�大阪府豊能郡能勢町地質991 

5 ��Xﾞ8�����������*ｸ����CC#2�ダンプ �8ﾉ68��艙�R�大阪府豊能郡能勢町地質991 

6 ��Xﾞ8�������������*ｸ����CsCb�ダンプ �8ﾉ68��z9¥｢�大阪府塾能都能勢町地黄991 

7 ��Xﾞ8�����������*ｸ����Sc�r�ダンプ �8ﾉ68��艙�R�大阪府豊能郡能勢町地質991 

8 ��Xﾞ8�����������*ｸ����Sc���ダンプ �8ﾉ68��椹�R�大阪府豊能郡能勢町地質991 

NO. 28　アステック㈲　　　　　　　　　　　　長岡京市補足木寺町2-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁EしO75-632-2990

l 俾�:竟I6�餉Hﾘb�曝鋹�ﾈ,ﾂ�ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���又は車両番号 

1 仍�76ﾆﾄ��かi6444 �5�987b�アステック㈲ 仍�79WｸｵH圷�8ﾌ9�)*ﾉ�ﾈﾏﾉ}�#ふ"�

NO. 29高橋重機　　　　　　　　　　　　京都府宇治市広野町尖山4-373　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁且0774-43- 1 1 34

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用 ��者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ�eｲ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����3�����+x�����B�ダンプ �� ��‾‾‾‾　　　　　「 ��

2 俾�棹�����������+8��������ダンプ ��剪�

3 俾�棹�����������+�����##"�ダンプ ��剪�

4 仍�78�����3�����,(����#Cb�ダンプ �� 俘(ｻH�鶯�京都府宇治市広野町尖山4-373 � 

5 俾�棹�����������+�����CCB�ダンプ �� �� � 

6 仍�78�����3�����+8���#Cb�ダンプ �� 俘)V茨X鶯�京都府宇治市広野町尖山4-373 � 

7 俾�棹�����������,ﾘ���3ビ�ダンプ �� �� � 

8 仍�78�����3�����,ﾈ����#Cc��ダンプ �� 俘(ｻH�鶯�京都府宇治市広野町尖山4-373 刮ｰ■臆■臆臆臆 

NO. 30 ㈱彩軽工業　　　　　　　　　　　兵庫県尼崎市田能3丁目4-22　_　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁且06-4960置7875

l 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

又は車両番号 佝��2�

1 ���ｸ�����������*�������1費ノブ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

2 ���ｸ������H����*H������"�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

3 ���ｸ������X����*(������2�ダンプ �ｨﾜｩd儘案��兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

4 ���ｸ�����3(����*�������B�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

5 ���ｸ������)｣�8����/�������R�ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

6 冰8ﾌｸ�����38����*H������b�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

7 ���ｸ������H����/�������r�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田髄3丁目4-22 

8 ���ｸ������X����*���������ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

9 ���ｸ�����3�����*ﾘ������ﾄB�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22　■ 

10 ���ｸ�����38������/��������ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

11 ���ｸ�����3H����*ｸ�������ダンプ ��ｸ����xｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

12 ���ｸ�����3(����/������"�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ����兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

13 ���ｸ�����3�����*ｸ�����2�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

14 乖ﾈﾌｸ�����38������*������R�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

15 僮�ﾌｸ�����3�����*ｸ�����b�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

16 ���ｸ�����3�����*h�����r�ダンプ �ｨﾜｩｧ�ﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁日傘-22 

17 ���ｸ�����3�����/��������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

18 ���ｸ�����3�����*��������ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

19 ���ｸ�����3(������*�������#��ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

20 冲ﾘﾌｸ�����3(����*(������#��ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

21 ���ｸ������8������+����������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

2之 ���ｸ������(����/�����#����ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

23 ���ｸ�����3�����*H����33�2�ダンプ �ｨﾜｨ��ﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 



NO.31(有)根来建材興業　　　　　　　大阪府枚方市招平野町6-18　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O72-857-7870 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�����3�����*��������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�太阪府枚方市招平野町6-18 

2 ��Xﾞ8�����3�����*�������S��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6「8 

3 ��Xﾞ8�����3(������*h������#���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

4 ��Xﾞ8�����3�����*(������3���ダンプ 忠tﾂ俑ｨ�ﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

5 ��Xﾞ8�����3�����*����38ｮﾂ�ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

6 ��Xﾞ8�����3�������*������33R�ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6「8 

7 ��Xﾞ8�����3�����/�������3��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

8 ��Xﾞ8�����3�����*ﾘ������s��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

9 ��Xﾞ8�����3�������/����������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

10 ��Xﾞ8�����3�������/�������C��ダンプ 忠tﾈ�(ﾚｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

11 ��Xﾞ8�����3H����*ｸ��������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸ��大阪府枚方市招平野町6-18 

12 ��Xﾞ8�����3�����*ｸ���������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾞX壕ﾄ��大阪府枚方市招平野町6-18 

13 ��Xﾞ8�����38����*�������#��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 

NO. 32 ㈱ケイアイ　　　　　　　　　　　大阪府四條畷市田原台1丁目18-10　　　　　　　　　　　　　　　　丁目_ 0743-78-8778

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l ��Xﾞ8�����3�������/��������ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

2 ��Xﾞ8�����3�������*�������CB�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

大阪　　1■0さ　　　く　　111 �5�987b�㈱ケイアイ ��Xﾞ9Wｸ賈隧>ｸ�968ﾋI�C�)ｩm｣�2ﾓ���

大阪　　101　　き　　　222 �5�987b�㈱ケイアイ ��Xﾞ9Wｸ賈隧>ｸ�969�俘s�)ｩm｣�2ﾓ���

5 ��Xﾞ8������8������*ﾘ������332�ダンプ �ｸ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目1310 

6 ��Xﾞ8�����3�������*ﾘ������CCB�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

7 ��Xﾞ8������H����*(����SSR�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

8 ��Xﾞ8�����38������*H������ccb�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

9 ��Xﾞ8�����������*(����ssr�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

10 ��Xﾞ8������x������*ｸ������ャ��ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

NO. 33 (有)松浦建材　　　　　　　　　　　大阪府枚方市津田西町l丁目27-之2　　　　　　　　　　　　　　　　　丁盲」 O72-859-2822

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�������������*������C��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ����Xﾞ9Wｹhy_ｸ�9,969�ﾉ*ﾃ�)ｩm｣#rﾓ#"�

2 ��Xﾞ8�����������*���������ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ����Xﾞ9Wｹhy_ｸ�9,969�ﾉ*ﾃ�)ｩm｣#rﾓ#"�

3 ��Xﾞ8�����������*�������b�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ����Xﾞ9Wｹhy_ｸ�9,969�ﾉ*ﾃ�)ｩm｣#rﾓ#"�

4 ��Xﾞ8�������������*�������r�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ����Xﾞ9Wｹhy_ｸ�9,969�ﾉ*ﾃ�)ｩm｣#rﾓ#"�

5 ��Xﾞ8�����������*�������B�ダンプ 忠tﾂ傴ﾂ�建材 ��Xﾞ9Wｹhy_ｸ�9,969�ﾉ*ﾃ�)ｩm｣#rﾓ#"�

6 ��Xﾞ8�����������*������CR�ダンプ 忠tﾂ傴ﾂ�建材 ��Xﾞ9Wｹhy_ｸ�9,969�ﾉ*ﾃ�)ｩm｣#rﾓ#"�

団O. 34カネスギ運輸(株)　　　　　　　　　大阪府岸和田市地蔵浜町1十1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O72-437-8597

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����3�����*�����csR�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ�6x�b�

2 刎��(�����������*�����ピ3��ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾆ綿6s��

3 刎��(�����������*��ﾈ��cC#R�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ��ﾓ��

4 刎��(�����������*ｸ����cSB�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ�6s��

5 刎��(�����������*��������2�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾙ�冲�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ�6s��

6 刎��(�����������*��������"�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ��

7 刎��(�����������*����������ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ��

8 刎��(�����������*�����鼎3��ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾓ��

9 刎��(�����3�����*h����c�b�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ�6s��

10 刎��(�����������*ｸ������#CR�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ�6s��

11 刎��(�����������*ｸ�����32�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ��ﾓ��

12 刎��(�������������*������3#��ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&����町11-1 

13 刎��(�����������*�����ﾘs#���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&����町11-1 

14 刎��(�����3�����+�����ャ���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ��ﾓ��

15 刎��(�����������*ｸ����ssb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾙ�ｲ� ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&��町11-1 

16 刎��(�����3�����*(����涛���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&����町11-1 

17 刎��(�����������*�����Cr�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&����町11-1 

18 刎��(����簸�����*ｸ����scb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ�6s��

19 刎��(�����������*�����田Cb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ補�㈱ ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ��ﾓ��

20 刎��(�����38����+�������B�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾙO��㈱ ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ��ﾓ��

21 刎��(�����������*�����c�32�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾃ�6s��

22 刎��(�����������*�����c�3B�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ���R�



23 刎��(�����������*ｸ����scb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

24 刎��(�����������*ｸ����鉄R�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 

25 刎��(�����������*ｸ������C2�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

26 刎��(�����������*��������"�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11置1 

27 刎��(�����3�����*h����c�b�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 

NO. 35察杉興業株式会社　　　　　　　　　大阪府岸和田市大北町1-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁EしO72-439-3301

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����������,ﾘ����3�s��ダンプ ��i�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

2 刎��(�����������,ﾘ����3�s"�ダンプ 冩)�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

喜 刎��"��������,ﾘ����3�s2�ダンプ・ ��Y~ｩ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町ト3 

4 帝���(�����������,ﾘ����3�x*ｲ�ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町ト3 

5 刎��(�����������,ﾘ����3����ダンプ ��i�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

6 刎��(�����������,ﾘ����3��R�ダンプ 亊��仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

7 刎��(�����������,ﾘ����3��b�ダンプ ����仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

8 刎��(�����������,ﾘ����3�Cr�ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

9 刎��(�����������,ﾘ����3�C��ダンプ 仆��仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町子3 

10 刎��(�����������,ﾘ����3#�"�ダンプ 僣ｹ��5Io(x｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

11 刎��(�����������*ｸ����C��ダンプ 侈ｩ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町ト3 

亀6上山建材　　　　　　　　　　　　大阪府岸和田市溜町1 9-12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL O72-433-898g

音　　驚　」諜 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 
1 刎��(�����������*�����S�*Cb�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

2 �=驂x�����3�����+������2�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

3 �=驂x�����3(����*��������ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

4 �=驂x����������.H����3涛R�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

5 �=驂x�����������*�����S32�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

6 �=驂x�����������,ﾘ����#塔"�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

7 �=驂x�����3�����*������r�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

8 �=驂x�����3�����*h�����B�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

9 �=驂x�����3�������*H�����R�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

10 �=驂x�����3�����*(�����b�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

NO.37ハタ商店　　　　　　　　　　　大阪府貝塚市半田631　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶己072-428-3787 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����3�����*�����#csR�ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

2 俥H�������3�����*�����3����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市学田631 

3 俥H�����3�����*(����3���ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市学田631 

4 ��Xﾞ8�����3�����,�������sr�ダニノブ �6�5顫I5��大阪府貝塚市学田631 

5 ��Xﾞ8�����������,�����ssr�ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市学田631 

6 刎��(�����S������*����������ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市学田631 

7 俥H�����3�����*�����.s����ダンプ �6�5驅ﾉ5��大阪府貝塚市半田631 

8 俥H�����3�����*�����3����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田63、1 

9 俥H�����3�����*�����#����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

10 俥H�����3�����/�����s����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

11 俥H�����3�����*�����c����iダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

NO.38行建設(有)　　　　　　　　　大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」O72-523-5625 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����3�����*H����C�B�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3〇十16 

2 俥H�������3�����*������C��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

3 俥H�����3�����*������C��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

4 俥H�������3�����*(�����C"�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

5 刎��(������X����/�������r�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

6 俥H�������3�����*(�����CR�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

7 俥H�������3�����*������C2�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

8 俥H�������8ｯ�������*������CB�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3「-16 

9 俥H�������3�������*(�����Cb�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市輯区甲斐西3〇十16 

10 刎��(�����������,�����3�C��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3〇十16 

11 刎��(������X����*H������ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

12・ 刎��(�����������*ｸ����ャモ�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

13 刎��(�����������*ﾘ����Scs��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-仁16 



NO. 39 ㈱武一興産　　　　　　　　　　　　大阪府羽曳野市羽免が丘10丁目9-8　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶:」 O72-369-5550

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����3�������*H����S����ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳か丘10丁目9-8 

2 刎��(�����3�������*H����S��"�ダンプ �ｩY�耳腰蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

3 刎��(�����3�����*H����S��2�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

4 刎��(�����3�����*(����S��B�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

5 刎��(�����3�����+�����S��R�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

6 刎��(�����3�������*(����S��b�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

7 刎��(�����3����h*(����S��r�ダンプ �ｩY�耳卻蜥�大阪府羽曳野市羽曳星置10丁目9-8 

8 刎��(�����3�������*(����S����ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

9 刎��(�����3�����*(����S����ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

10 刎��(�����3�����*h����S����ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

11 刎��(�����3�����*(����S����ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

12 刎��(�����3�������*�����S��"�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽史が丘10丁目9-8 

13 刎��(�����3�����*�����S��2�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

14 刎��(�����3�����*�����.s��B�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽真が丘10丁目9-8 

15 刎��(�����3�����*�����S��R�ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

16 刎��(�����3�����*�����S��b�井ノブ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽史が丘10丁目9-8 

17 刎��(�����3�����*�����S����ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳放丘10丁目9-8 

18 刎��(�����3�����*�����S����ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

19 刎��(�����3�������*�����S�#��ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

I20 刎��(�����3�����*�����S�#��ダンプ �ｩY�耳ｻｸ蜥�大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目9-8 

NO. 40　山川建材　　　　　　　　　　　　京都府綴喜郡井手町井手南猪坂39　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨しO77-482-3080

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����+8����3塔��ダンプ 伜)�ﾈﾉｨﾝ��京都府綴喜郡井手町井手南猪寂39 

NO.41(株)ヨシ才力　　　　　　　　　　　奈良県桜井市上之宮448　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁目_0744-42-1505 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 �=驂x������X����*��������ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

2 �=驂x������(����/�����3����ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

3 �=驂x������(����*�����#����ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

4 �=驂x�����������+�����s����ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

5 �=驂x�����������*ｸ���������ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

6 �=驂x�����3�����*(���������ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

7 �=驂x�����������*�����3�3B�ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

8 �=驂x�����������*����#3B�ダンプ 宙ｩB�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

9 �=驂x�����3�����*H����#3CR�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

10 �=驂x�����3�����*H����ｸ｣Sb�ダンプ 宙ｩB�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

11 �=驂x�����3�����*�����CScr�ダンプ 宙ｩB�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

12 �=驂x�����������*�����Scs��ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県按井市上之宮448 

13 �=驂x������8������*ﾘ���������ダンプ 忠iR�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

N〇・42(有)ネクサス　　　　　　　　　　　大阪府堺市堺区神石市之町12-8　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」O72-263-7386 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����������*�����SSッ�ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

2 刎��(�����������*�����c33��ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

3 刎��(������8����*��������ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ5�5H5��大阪府堺市堺区抽石市之町12-8 

4 刎��(�����������*�����{�#���ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

5 刎��(�����������*�����sC#B�ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

6 刎��(�������������*�����sイr�ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

7 刎��(�����������*�����sイ��ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ5�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

8 刎��(�����������*������3���ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

9 刎��(���c�������*�����ゴC��ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

10 刎��(�����������*�����鉄c2�ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 
’11 刎��(�����������*�����涛C��ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

12 刎��(�����������*ｸ����SCB�ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ5�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

13 刎��(�����������*ｸ����s���ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

14 刎��(�����������*ｸ����ンb�ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

15 刎��(�����������*ｸ����ン��ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 

16 刎��(�����������*ｸ����ン��ダンプ 忠tﾂ�6ﾈ4�5H5��大阪府堺市堺区神石市之町12-8 



和泉　　1 00　　か　　2548 (有)ネクサス 大阪府堺市堺区神石市之町1 2-8

NO. 43共進運輸(株)　　　　　　　　　和歌山県紀の川市桃山耽溺月1948-1　　　　　　　　　　　　　　丁E」 O736-66-1594

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又i埴両番号 佝��2�

1 刎�慂�(�����3�������*ﾘ������3��ダンプ 定ｺI��騁�茜B��和歌山県紀の月 倡98ﾘ�)%�4ﾘﾈ��鼎ふ��

2 刎�慂�(�����3�����*(������C��ダンプ 仄I��騁�茜B��和歌山県紀のIi 倡98ﾘ�)*ﾉ+(ﾈ��鼎ふ��

3 刎�慂�(�����3��h*�������*C��ダンプ 仄I��騁�茜B��和歌山県紀の月 倡98ﾘ�)*ﾈ霾ﾈ��鼎ふ��

4 刎�慂�(�����3�������*ﾘ������c���ダンプ 仄I��騁�茜B��和歌山県紀の打 倡98ﾘ�)*ﾈ丙ﾈ��鼎ふ��

5 刎�慂�(�����������*�����H*Cモ�ダンプ 仄I��騁�越鋳�和歌山県紀の)i 倡98ﾘ�)*ﾈｽ雕ﾃ�鼎ふ��
音6 刎�慂�(�����3�����*(����CSb�ダンプ 仄I��騁�茜B��和歌山県紀の)i 倡98ﾘ�)*ﾉ+(ﾈ��鼎ふ��

7 刎�慂�(�����3�����*(����c����ダンプ 仄I��騁�茜B��和歌山県紀の)I 倡98ﾘ�)*ﾈ霾ﾈ��鼎��R�

8 刎�慂�(�����������*�����3����ダンプ 仄I��騁�影��和歌山県紀の)l 倡98ﾘ�)*ﾉo�ﾈ��鼎ふ��

NO. 44 ㈱田中漫藻工業　　　　　　　　大阪府八尾市南本の本5丁目49　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」 O721-93-1504

自動車登録番号 定鋹�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俥H�������3�����*ｸ������CB�ダンプ �ｩ69�ﾉ6�+8ﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

2 俥H�������3�����*h������Cb�ダンプ �ｩ69(i�9I儘鮎b�大阪府八尾市南本の本5丁目49 

3 弌ｸ�������3�����*(������S"�ダンプ �ｩ69(i?��Hﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

4 俥H�������3�����*�������S2�ダンプ �ｩ69(i�8ｫ�鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

5 俥H�������3�����*�������SR�ダンプ �ｩ69(igi�Hﾔ鮎b�大阪府八尾市南本の本5丁目49 

6 俥H�����3�����*(����3���ダンプ �ｩ69(i�9�Hﾔ溢B�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

7 俥H�������3�����+8����3�ィ�ダンプ �ｩ69(i�8ﾆｸﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

NO.45　高書建材㈱　　　　　　　　　　　兵庫県伊丹市萩 劔nﾃi)ｩm｣S�����������������������������������������)ｨｹ��d�"ﾙ{都蔦�#���

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ���ｸ������X����*(������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

2 ���ｸ������h����*(������"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

3 ���ｸ�������5�����/�������2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

4 ���ｸ�����38����*ｸ������B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

5 ���ｸ�����3�����*h����C�b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

6 ���ｸ�����3�����*�����ccb�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

7 ���ｸ�����3�����*(������B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

8 ���ｸ������(����*��������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

9 ���ｸ�����������*H����sssr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

10 ���ｸ������(����*�����ャモ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

11 ���ｸ������X����*(������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

12 ���ｸ������h����*(������"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

13 ���ｸ�����������*ｸ������2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

14 ���ｸ�����38����*ｸ������B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

15 ���ｸ�����3�����*h����C�b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

16 ���ｸ�����3�����*�����ccb�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

17 ���ｸ�����3�����*(������B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

18 ���ｸ������(����*��������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

19 ���ｸ�����������*H����{都sr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

20 ���ｸ������(����*�����ャモ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

21 仍�78�����3�����*�����##b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

之2 仍�78������ｸ�ｸ����*������3Sr�ダンプ 俘)�伊ｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

23 仍�78�����������*�����S穆2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

24 仍�78�����������*�����cY4��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

25 仍�78�����������*�����3稲2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁自ら8 

26 仍�78�����������*�����.s3釘�ダンプ1 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目毒8 

27 仍�78�����������*�����c3ッ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

28 仍�78�����������*�������c��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

29 仍�78�����������*�����cイR�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

30 仍�78�����������*�����cC�2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

31 仍�78�����������*�����cS3��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

32 仍�78�������ｸ�ｳ�����*������3���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

33 �,�,�.ﾘ������(������*ﾘ������ssr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

34 �,�,�.ﾘ�����3�����+�������モ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

35 �,�,�.ﾘ������8������*H��������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 



36 �,�,�.ﾘ�����������*ﾘ������ャ��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

37 �,�,�.ﾘ������H������*�������SSR�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

38 �,�,�.ﾘ�����3(����*�������SR�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

39 ���ｸ�����3�����*ﾘ�������ｸ�ｲ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

40 ���ｸ�����3�����*�����cc���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

41 ���ｸ�����3�����*�����ss���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

42 ���ｸ�����3�����*�����ャ���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁自ら8 

43 ���ｸ�����3�������*H����涛���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目朗 

44 �,�,�.ﾘ�����3�����*ﾘ�����b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

45 �,�,�.ﾘ�����3(������*(�������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

46 �,�,�.ﾘ�����3�������*�������#2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

47 �,�,�.ﾘ�����3(����*h������#"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

48 ��Xﾞ8�������������*ｸ����cャ��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

49 ��Xﾞ8�������������*ｸ�����3#��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

50 ��Xﾞ8�������������*ｸ����イコ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

も1 ��Xﾞ8�����������*ｸ����cャr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

52 ��Xﾞ8�����������*ｸ����cs�"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

53 ��Xﾞ8�������������*ｸ����ゴs��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

54 ��Xﾞ8������8ﾘ������*ｸ����C�S"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目的 

55 ��Xﾞ8�����������*ｸ����ゴS��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

56 ��Xﾞ8�������������*ｸ����3c#2�“ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

57 ��Xﾞ8�������������*ｸ����Y�3#r�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

58 ��Xﾞ8�������������*ｸ����3�#B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

59 ��Xﾞ8�����������*ｸ����3sC��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

60 ��Xﾞ8�������������*ｸ����3c#r�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目68 

61 ��Xﾞ8�����������*ｸ����sS3R�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

62 ��Xﾞ8�������������*ｸ����s��B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

63 ��Xﾞ8�������������*ｸ����3cc��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

64 ��Xﾞ8�����������*ｸ����3cCb�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

65 ��Xﾞ8�����������*ｸ����3�澱�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

66 ��Xﾞ8�����������*ｸ�����3�R�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂ｨ�R�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

67 ��Xﾞ8�������ｸ�ｳ�����*ｸ����3sC2�ダンプ 傅Id�ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

NO.46㈲勝輝　　　　　　　　　　　　　大阪府東大阪市凝視南2丁目12　　　　　　　　　　　　　　　　　丁目_06-6785輸0801 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8������X����*������8.迭�ダンプ �ｸ�ｵ��大阪府東大阪市措枕南2丁目12 

2 ��Xﾞ8������(������*H����ャモ�ダンプ �ｸ�ｵ��大阪府東大阪市摸枕南2丁目12 

NO 47株式会社ゼトN〇・47　株式会社セスト　　　　　　　　　　　大阪府堺市堺区中之町西1-1-10　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁冒しO72-222-43弱」 

i 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事体の 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����������*ｸ�������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1置1-10 

2 刎��(�����3�����*H����s��"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トト11 

3 刎��(�����3�����*(����s��r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-12 

4 刎��(�����3(����*�������ｸ�ｳ��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1「3 

5 刎��(�����3�����*�������3��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-14 

6 刎��(�����3�����*ﾘ����3�3��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1〇十15 

7 俥H�������3�����*ｸ������b�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-16 

8 刎��(�����������*�����S�Sb�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-17 



添付書類5

一覧表(船舶)

会社名 偖ｨ��連絡先 

N01 ��ﾉEｨ､8戊ｩH�檍���大分県津久見市港町2番18号 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"�

N0.2 傴ﾈ毎ｩH�檍���福岡県北九州市若松区本町1-15-10 偵��2ﾓsc�ﾓc#c"�

NO3 ��8ｼh､8戊ｩH�檍���東京都港区海岸3丁目26-1バーク芝浦5階 ��2ﾓ3CSBﾓcSS��

N04 偖ｨ��､8戊ｩH�檍���徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 ��モﾓc湯ﾓcc#"�

N〇・5 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘ､8補�千葉県杢重津市中央3-4-17 ��C3ふ#2ﾓcCSB�
中-　　　「　　　臆 

旧〇回覇王百草貢重責害毒要塞童闘謹言星 

NO7 儻亥(ﾖ���暮�xｩH�檍���東京都中央区日本橋1-7-11 ��2ﾓ3#s�ﾓS3���

N08 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 ��2ﾓSSC�ﾓ#�澱�

N09 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 ��2ﾓc##�ﾓ##3��

NOlO ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2 ��bﾓcC��ﾓ#SS��

N0.11 �� ��

NO.12 �� ��

NO.13 �� ��

NO14 �� ��

NO15 �� ��

NO.16 �� ��

NO17 �� ��

NO18 �� ��

NO19 �� ��

NO.20 �� ��

NO.21 �� ��

NO22 �� ��

N023 �� ��

NO24 �� ��

NO25 �� ��

NO.26 �� ��

NO.27 �� ��

NO28 �� ��

N0.29 �� ��

N○○30 �� ��

NO.31 �� ��

NO.32 �� ��

N0.33 �� ��

NO.34 �� ��

NO.35 �� ��

NO.36 �� ��

NO.37 剿遠�ｾ含量二言害含量含量星含量含量 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

1西淡海運株式会社　　　　大分県津久見市港町2番18号　　　　　　　　TEしO972-82-2502 

¥ ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��h�ﾙ;�ｭｲ�136814 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

2 ��i;��ｭｲ�140321 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2置18 

3 ��.<Hｭｲ�136550 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

4 ��c3��ｶxｭｲ�133078 ��ﾈ葺､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

5 ��c3y�YMXｭｲ�132326 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

6 ��c�5i��ｲ�135598 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

7 ��c��ﾘ(ﾛｸｭｲ�135658 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

8 ��cc雲9x渥ｲ�134182 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

9 ����ｭｲ�135868 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

10 ��c���ﾘｭｲ�134473 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

ll ��c粟�8�NIxXｭｲ�135168 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

12 亶ｸ毎ｭｲ�134264 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

13 ��c��XｺHｭｲ�135513 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

2松栄株式会社　　　　　　福岡県北九州市若松区本町1-15-10　　　　TEしO93-761-6262 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 傴ﾈ毎ｭｲ�135031 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町1-15-10 

2 傴ﾉY�ｲ�134927 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町l-15-10 

3 ��cC��x毎ｭｲ�134181 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町l-15-10 

4 傴ﾉ��ｭｲ�134439 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九州市若松区本町l-15-10 

3 ��8毎､8戊ｩH�檍����������8ﾈｹ�78ﾖ�ｾh､8ｭﾓ9)ｩm｣#bﾓ�6��ｸ4韲X蕪X､ｸ��D(+T�2ﾘ�3SBﾓcSS��

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��cSY�8毎ｭｲ�13粥20 ��8毎､8戊x｢�東京都港区海岸3-26-1 

2 ��cS��8毎ｭｲ�129899 ��8毎､8戊x｢�東京都濃区海岸3-26-工 

3 ��cS��8毎ｭｲ�136545. ��8ｼh､8戊x｢�東京都港区海岸3-26-l 

4住若海運株式会社　　　　徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓36-1(TEしO88-699-6622 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��c8���ｭｲ�133912 偖ｨ��､8戊x｢�・・-・鵬,i・・・-　　〇〇一′m● 111 

2 ��c#員ｩ(Xｭｲ�134185 偖ｨ��､8戊x｢�録耽・脹・l..・・二　　°〇・-.細● 111 

3 ��c3����ｭｲ�13粥03 偖ｨ��､8戊x｢�郎珊筆録揮遍汲"-・・1・・邸　○○-・′“. 111 

4 ��c嬰ﾈ毎ｭｲ�135519 偖ｩ(X､8戊x｢�・・巾　脆・・i・・;・・　〇°開"● 「Il 

5 ��cSh���ｭｲ�135967 偖ｨ��､8戊x｢�臨・鵬珊　-一睡;・　○○糀i● 1∩ 

6 ��cSx���ｭｲ�137064 偖ｨ��､8戊x｢�・錐話　鵬・.,-;・　〃昭"● 1Il 

7 ��cS員ｨ��ｭｲ�135977 偖ｩ(X､8戊x｢�・餌零・剛・・ii-`-・・　"昭　● てn 

8 ��cc����ｭｲ�137021 偖ｨ��､8戊x｢�・・・・・〇・雌・-す・i・:・・・　○○　′●● 「∩ 

9 ��c�嬰h毎ｭｲ�134199 偖ｨ��､8戊x｢�・・隅・舶"青・-iす・　〇〇・."● 1Iヽ 

10 从s3飲�ｲ�1341了8 偖ｩ(X､8戊x｢�、i〇・●　関杢・夢・.葛=・・　〇°""● 1Il 

11 �5i,8ｭｲ�134927 偖ｩ(X､8戊x｢�…一・〇雌〇・-.・重・・　○○描i● 1Il 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

5　有限会社富士海運　　　　千葉県木更津市中央3-4-17　　　　　　　　TEしO唾38-23-6454 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��cc8ﾔｸ毎ｭｲ�134546 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

2 佶溢�ｭｲ�135170 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

3 儻域ﾘｮ(ｭｲ�133267 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

4 俘(��ﾈｭｲ�134172 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

5 ��cCX蓼��ｭｲ�134195 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

6 ��ch��ｫ��135334 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

7 �4ｨ魔�134809 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

8 ��c�(毎�ｭｲ�13436工 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

9 ��c��ﾔｸ毎ｭｲ�136390 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-417 

10 兀�ｸｭｲ�136392 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

11 儻域ﾙY�ｲ�134448 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

12 ��c9��ﾕxｭｲ�134564 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

13 ��c(��uHｭｲ�131822 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

14 亳yY���ｭｲ�135516 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3葛4-17 

15 ��c)�餾�ｲ�135117 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

16 ��c8��uHｭｲ�131829 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

17 ���~ﾘｭｲ�134667 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

18 ��c#Ydﾈｼｨｭｲ�134650 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

19 ��hﾎｨｭｲ�135573 忠tﾂ亶ｸ齎､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

20 ��c畏�vﾘｭｲ�133639 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-417 

21 ��c慰ｹ;�ｲ�134190 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

22 ��c#�+8+隴ｲ�134207 忠tﾂ亶ｸ齎､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

23 ��c3�+8+隴ｲ�134458 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-41了 

24 ��cヨ+8+隴ｲ�135319 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千築県木更津市中央3-4-17 

25 �+�*(.�.H*B�1355了6 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-1了 

26 ��c����(ｭｲ�134545 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3「4-1了 

27 ��c��9J�ｭｲ�134439 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

28 ��cS��ﾈﾏXｭｲ�134366 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

29 ��cc��ﾈﾏXｭｲ�140135 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

30 ��兩8ｭｲ�135399 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

31 �+�+�.X*Hｭｲ�134401 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3置4-17　、 

32 ��c��ie��hｭｲ�134369 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

33 ��d��影��hｭｲ�134426 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

34 ��c�#ie��hｭｲ�134428 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

35 ��c�#影��hｭｲ�134431 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

36 ��c�3影��hｭｲ�134434 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

37 ��c�Sie��hｭｲ�140202 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3葛4-17 

38 ��c�c影��hｭｲ�141156 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

39 ��c�3ie��hｭｲ�134432 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3葛4-17 

40 ��c�*�*�,(*ｲ�12954了 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

4l ��c3杏ﾉuﾈｭｲ�132255 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-417 

42 ��cs��ﾈﾏXｭｲ�141258 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

43 ��c井�ｨｭｲ�128481 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

44 ��c#�>ﾈﾛｸｭｲ�13了073 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

45 ��c�8ﾉ��ｭｲ�136810 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

6　タイヨウ汽船株式会社　　大阪暗北区堂島浜2〇十11　　　　　　　　　　T馴」06-6346-3∠135 

潤一へ二道 劔 亳i�yMHﾘb�使用者の典名文はヤー称 劔使同者0沌屈し一一一‾ 

居直栄丸∴「、、、ト山型80了 劔刄^イヨウ汽 劍E式会社 剔蜊� ��x緩�xｷ)�y)ｦ��

」伸撃 劍ｭｵ��明き汀十一十、、」 凾ｷイヨウ肯船落式三重 劔}輯豊島 剳ｺ乞一上白 

両前 劍ｭｲ�1372尋6 凵P‾つや彊 ��Ixr���靼x鬨,h��ｨ耳���犀阪 亂�,hｾi;�+��兵2一十日 

1 偃Rﾂ��ﾈ+R�+��定�ﾂ�倅�2�lれ)921! �:ライこけ電 剽�鼕ｭ通二 剔蜊� 俘ﾈ7�ｾizyl(ｻ���(���9I"�

一、 倡��出先中丸 凾ｵ3、妬56 刄mー一考だ薦7缶 剽ｪ式全件 剩赶ｽ証靴区営軌ま 劔Ebﾘ�X6x8ﾒ�

6 偖ﾂ�_ｳ｢��1:継粉一一「‾ 刄_/信ウ清1 剞h式台一年 凵P‾○○　　　　　●　　　　-　1 剴"ﾒ��8�h�b�

l 俥hﾔxｭｵ�ｨ�X���,B��1iうイ523・ 刄^イヨウ肯: 剿侮ｮ会社 剔蜊綫制と直覚評建玉ヰ」 

∴∴直前 劔13匂2宰! 刄P行ウ汽船蔚 劍�h檍���大阪市比較堂島浜2-上し1‾‾、一、、、_ 

7　富山藩湾運送株式会社　　東京都中央区日本橋1-7-11　　　　　　　　　TBしO3-3271-5391 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 �+8/�,ﾈ*B�134684 亶ｸ�(ﾖ���暮�xｩH�檍���東京都中央区日本橋1-7-11 

2 偃�ｴﾘｭｲ�135569 亶ｸ�(ﾖ���暮�xｩH�檍���東京都中央区日本橋ト7-11 

3 ��x�(ｭｲ�134853 亶ｸ�(ﾖ���暮�xｩH�檍���東京都中央区日本橋ト7-11 

4 ��h自�ｹ,8ｭｲ�133268 亶ｸ�(ﾖ���暮�xｩH�檍���東京都中央区日本橋ト7-11 

8　第一中央汽船 刳博ｮ会社　東京都中央区新宮2丁目14番4号　　　　　　　　TBしO3-5540-2096 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 價ｮ�隴ｲ�141955 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 

2 價ｨ毎ｭｲ�140168 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 

3 價ｩ;�ｲ�134819 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

4 土:��ﾈｭｲ�135090 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

5 �#��iY�ｲ�136851 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

6 ��iJｩ�儘xｭｲ�140761 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新富2丁目14番4号 

9　東海運株式会社　　　　　東京都中央区晴海ト8-12晴海アイテント・冊ンスクエアオ 劔アイスタワーZ33階　TEし　O3-6221-2231 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��c(+�*H+�*"�140674 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト舛ンスクエア33階 

2 ��cc�-�ｲ�132679 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト持ンスクエア33階 

3 儻域ﾘｭｲ�132967 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト舛ンスクエア33階 

4 �渥ｲ�133268 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト州ンスクエア33階 

5 ��c3�?ｨ�ｭｲ�140420 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

6 �?ｨ�ｭｲ�140758 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト外ンスクエア33階 

7 俔y;�ｲ�140824 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-重2ト舛ンスクザ33階 

8 ��c3��Y�xｭｲ�141366 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

9 傲ｸ毎ｭｲ�134585 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

10 ��c#Y;�ｲ�136478 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

11 �?ｩ�ﾈｭｲ�137028 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

12 �?ｩ��ｭｲ�140303 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

13 �?ｩ;�ｲ�140573 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

14 �-ﾘ+8*ｸｭｲ�141652 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海工-8-12トリトンスクエア33階 

15 ��c��hﾕﾘｭｲ�141895 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

16 ��x､ｨｭｲ�141030 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

17 ��x諟ｭｲ�141420 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

18 ��y{(ｭｲ�141180 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12上りトンスクエア33階 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

9　東海運株式会社　　　　　東京都中央区晴海1-8-I軸海アイラント’トリトンスクエアオ 劔アイスタワーZ綿階　TBし　O3-6221-2231 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

19 ��y��ｭｲ�140214 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

20 ��y�亊ｲ�“134860 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-812トリトンスクエア33階 

21 ��x�(ｭｲ�134853 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1輸8-12トリトンスクエア33階 

22 ��y_8ｭｲ�133878 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト粧ンスクエア33階 

23 儖.<Hｭｲ�135448 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト �6x985�4�4x4�38､ｲ�

24 俘(竧ｭｲ�135992 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト �6x985�4�4x4�38､ｲ�

25 ��c�浦�亊ｲ�134395 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト �6x985�4�4x4�38､ｲ�

26 倅�Mﾘｶs�b�141958 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト �6x985�4�4x4���38､ｲ�

27 仆ｹ;��14重233 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト �6x985�4�4x4���38､ｲ�

28 ��c���YJhｭｲ�132980 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

29 凅ﾘ迄ｭｲ�136390 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

30 ��兩ﾂ�141821 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト �6x985�4�4x4���38､ｲ�

31 ��c9Y��ｭｲ�134599 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12 丶�985�4�4x4�38､ｲ�

32 �����134624 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 



藤



添付書類6

積替章保管の用に供する施設に関する書類

ア.積替施設の図面及び写真【五洋建設(株)市川土壌再利用センター】

1積替・保管施設の配置図

①市川土壌再利用センター全体図

ゝ 劔���Y7�餃��I�����劔儘ｲ�

… ! 軍 葛 照 ‡ 〆 冕��ﾒ�劔剪� 傚��ｨ�ｨ�ｨｨB�○○書〇〇〇 � � ����ｫ���忸ｫ������������對�8ｫ����ｬS�ｩ陋���x攪���

妻 　搬出ヤード 劔剪�　　毒 す 劔劔 刳�1○○格事]I書i菓1S萱IIl漢書!i音1漢漢書寡書1臆 

■ 書 書 葺∴ 劔>��ｬ�^��ﾈ�ﾉz�����������ﾂ�+2�*ｲ�<R�,2������ﾂ��B�

〇w峰減耗事 ・二・妻重 劔劔曇 劍饕�

しA.上」 千〇=" 刳�曹ｫ 「.・.主 州泣暮∴上十〇能ノ離 劍�����剳� 

〇〇〇こ○ 剌d 喜碁 :上し∴・:ム 劔葺 

情 .重 ��劔剴咩c詰 � ������

"謝 劔‡ よ 書 手 さ 軍 書 �"子細SO○○田 � 

土壌積替 保管場所 劔� �69(c｣ｨ�Λ7憧�巨 鐙�Sｨ����+9?��X,Sｨ�X���X���Sｨ�Sｸ�X���剪���

葺　昌 
。SⅢ“"講"皿!冨 

き□圃　堰き 劔刮ｰし 

購:二二 
ヽヽト筒着　　‾ 

椿 ��き　ト 劔 ���炻�賀 、事 至 豫R�

・姻　冨 持　坤ト 

‡ 刄g 

諒 �� 劔剔＝P 
至　l 

害 毒 融 倡������"(�(���

持}.`) 劔劔.鶉 ...∴.章 劍ﾅR�� 綿�2�?｢�
一・　山喜漢 劔�1 

離薫 劔 

l l 【 る 細 

′ 目 † グー 冓�k(��Mﾉ5�G��8�H�r�劔劔剪�� 

“乳 劔劔劔曇 剪�

書 

¥く さミ 刔r�J��蓼蓼�����69]罐｢�劔:・:・:・:・:・ � 

糞 ト 

閥務翌閣 劔 �� 
寄暴 　　　き I纏∵柑 劔劔剏ｾ 



②床面舗装位置図
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③排水経路図
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④保管施設詳細図
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イ.積替施設の図面及び写真(4) 【薫杉興業㈱】

(岸和田港)




