土壌汚染対策法第40条に基づく廃止に関する公示（平成22～26年度）
平成28年12月15日更新
事由

指定番号

業務廃止日

土壌汚染状況調査等を行う事業所

指定調査機関名
名称

廃止

環2011-4-3

平成27年3月9日

株式会社リ・アース

廃止

環2014-4-2

平成27年2月1日

株式会社日本環境分析センター

廃止

環2004-1-24

平成25年4月1日

株式会社アイエスシイ

廃止

環2005-1-30

平成25年4月1日

地建興業株式会社

廃止

環2005-2-48

平成25年4月1日

川浦土建株式会社

廃止

環2007-4-7

平成25年4月1日

ジェイテクノ株式会社

廃止

環2011-4-5

平成25年4月1日

豊田地質調査株式会社

廃止

環2003-1-94

平成25年3月31日 株式会社若鈴

廃止

環2003-1-140

平成25年3月31日 株式会社イズミテック

廃止

環2003-1-146

平成25年3月31日 株式会社松原工事事務所

廃止

環2003-1-158

平成25年3月31日 中部地下開発株式会社

廃止

環2003-1-253

平成25年3月31日 株式会社中部測地研究所

廃止

環2003-1-282

平成25年3月31日 株式会社村尾地研

廃止

環2003-1-321

平成25年3月31日 藤吉工業株式会社

廃止

環2003-1-526

平成25年3月31日 株式会社大和地質

廃止

環2003-1-579

平成25年3月31日 株式会社朝日土質設計コンサルタント

備考
所在地

廃止

環2003-1-691

平成25年3月31日 丸栄調査設計株式会社

廃止

環2003-1-710

平成25年3月31日 玉野総合コンサルタント株式会社

廃止

環2003-1-722

平成25年3月31日 株式会社富士清空工業所

廃止

環2003-1-752

平成25年3月31日 中央コンサルタンツ株式会社

廃止

環2003-1-755

平成25年3月31日 東亜環境サービス株式会社

廃止

環2003-1-756

平成25年3月31日 株式会社コスモ環境衛生コンサルタント

廃止

環2003-1-759

平成25年3月31日 株式会社科学技術開発センター

廃止

環2003-1-830

平成25年3月31日 ダイチ株式会社

廃止

環2003-2-128

平成25年3月31日 ヤマト地質調査株式会社

廃止

環2003-2-130

平成25年3月31日 株式会社みすず綜合コンサルタント

廃止

環2003-2-131

平成25年3月31日 株式会社シーテック

廃止

環2003-2-163

平成25年3月31日 東海地質工学株式会社

廃止

環2003-2-165

平成25年3月31日 株式会社三進

廃止

環2003-2-293

平成25年3月31日 能登建設株式会社

廃止

環2003-2-294

平成25年3月31日 サンエイ株式会社

廃止

環2003-2-297

平成25年3月31日 松阪鑿泉株式会社

廃止

環2003-2-368

平成25年3月31日 株式会社としけん

廃止

環2003-2-426

平成25年3月31日 開拓航営設計株式会社

廃止

環2004-1-14

平成25年3月31日 株式会社日研技術

廃止

環2004-1-69

平成25年3月30日 株式会社イナテック

廃止

環2004-1-118

平成25年3月31日 株式会社角藤

廃止

環2004-1-120

平成25年3月31日 株式会社大空地質

廃止

環2004-1-131

平成25年3月31日 新日本設計株式会社

廃止

環2004-2-8

平成25年3月31日 岩部建設株式会社

廃止

環2005-1-2

平成25年3月31日 株式会社江口組

廃止

環2005-1-25

平成25年3月31日 太平産業株式会社

廃止

環2007-4-5

平成25年3月31日 株式会社大同分析リサーチ

廃止

環2008-4-2

平成25年3月31日 株式会社栄基礎調査

廃止

環2008-4-3

平成25年3月31日 株式会社土木材料試験所

廃止

環2008-4-6

平成25年3月31日 玉田工業株式会社

廃止

環2008-4-9

平成25年3月31日 株式会社環境管理コンサルタント

廃止

環2008-4-10

平成25年3月31日 一般財団法人中部公衆医学研究所

廃止

環2008-4-12

平成25年3月31日 テクノネット株式会社

廃止

環2009-4-1

平成25年3月31日 株式会社オオギ

廃止

環2009-4-4

平成25年3月31日 株式会社新栄重機

廃止

環2009-4-6

平成25年3月31日 株式会社ダイムラック

廃止

環2009-4-6

平成25年3月31日 株式会社ダイムラック

廃止

環2003-1-23

平成25年3月29日 中部地質株式会社

廃止

環2003-1-375

廃止

環2004-1-9

廃止

環2003-1-111

廃止

環2005-1-9

平成25年3月25日 渋崎建設株式会社

廃止

環2005-2-50

平成25年3月25日 ジオ・ウンヴェルト株式会社

廃止

環2005-2-46

平成25年3月25日 株式会社みゆき野

廃止

環2003-1-597

平成25年3月22日 日本綜合建設株式会社

廃止

環2004-2-44

平成25年3月22日 株式会社公害技術センター

廃止

環2003-2-188

平成25年3月22日 株式会社岐阜ソイルコンサルタント

廃止

環2008-4-4

廃止

環2003-1-744

平成25年3月20日 北陽建設株式会社

廃止

環2008-4-11

平成25年3月20日 株式会社長野土質試験所

廃止

環2003-1-563

平成25年3月19日 株式会社中部地質試験所

廃止

環2003-1-683

平成25年3月15日 株式会社テイコク

廃止

環2008-4-1

平成25年3月15日 フルエング株式会社

廃止

環2003-2-48

平成25年3月13日 株式会社大増コンサルタンツ

平成25年3月29日 株式会社創建環境エンジニアーズ
平成25年3月27日 株式会社拓工
平成25年3月25日 株式会社東海環境エンジニア

平成25年3月21日 株式会社プラスデザイン

廃止

環2009-4-5

平成25年3月13日 株式会社愛知環境技術センター

廃止

環2004-1-64

平成25年3月12日 西濃建設株式会社

廃止

環2003-1-12

平成25年3月11日 株式会社アイコ

廃止

環2005-1-17

平成25年3月11日 株式会社丸福久保田組

廃止

環2010-4-1

平成25年3月7日

株式会社江土地質

廃止

環2003-1-535

平成25年3月4日

冨士開発株式会社

廃止

環2003-1-96

平成25年3月1日

京福コンサルタント株式会社

廃止

環2003-2-423

平成25年3月1日

株式会社カギテック

廃止

環2005-2-62

平成25年3月1日

セントラル建設株式会社

廃止

環2003-1-40

平成25年2月28日 株式会社日進エンジニアリング

廃止

環2003-1-90

平成25年2月28日 株式会社日本環境アセス

廃止

環2003-2-355

平成25年2月28日 株式会社共同技術コンサルタント

廃止

環2003-2-442

平成25年2月28日 ユートピア産業株式会社

廃止

環2003-2-445

平成25年2月28日 環境技術株式会社

廃止

環2005-1-36

平成25年2月28日 三重企業株式会社

廃止

環2005-2-38

平成25年2月28日 徳倉建設株式会社

廃止

環2008-4-8

平成25年2月28日 中央測量設計株式会社

廃止

環2003-2-308

平成25年2月20日 東亜鑿泉工業株式会社

廃止

環2003-1-188

平成25年2月15日 株式会社全圏調査試験所

廃止

環2004-2-1

廃止

環2003-2-162

平成25年2月8日

株式会社ユニソ地研

廃止

環2003-1-362

平成25年2月8日

株式会社トーエネック

廃止

環2003-1-711

平成25年2月6日

村木鑿泉探鑛株式会社

廃止

環2003-1-121

平成25年2月5日

東城建設株式会社

廃止

環2004-1-73

平成25年2月4日

株式会社北信ボーリング

廃止

環2003-1-430

平成25年2月4日

綜合地質コンサルタント株式会社

廃止

環2003-1-128

平成25年2月2日

ジビル調査設計株式会社

廃止

環2003-2-97

平成25年2月1日

株式会社ユニオン

廃止

環2004-1-148

平成25年2月1日

株式会社中央設計技術研究所

廃止

環2009-4-8

平成25年2月1日

住宅地盤株式会社

廃止

環2003-2-187

平成25年1月31日 国際地研株式会社

廃止

環2004-2-65

平成25年1月31日 川中島建設株式会社

廃止

環2003-2-313

平成25年1月31日 株式会社小宮山土木

廃止

環2011-4-4

平成25年1月21日 株式会社日本環境分析センター

廃止

環2005-1-5

平成24年12月20日 株式会社東海テクノス

廃止

環2003-1-480

平成25年2月15日 株式会社日本海コンサルタント

平成24年12月6日 株式会社カナイワ

廃止

環2003-1-480

平成24年12月6日 株式会社カナイワ

廃止

環2003-1-245

平成24年11月5日 北海技建株式会社

廃止

環2003-2-354

平成24年10月31日 環境未来株式会社

廃止

環2004-1-22

平成24年1月31日 青山建設株式会社

廃止

環2003-1-745

平成23年11月11日 株式会社ダイム技術サービス

廃止

環2005-2-6

廃止

環2003-1-660

廃止

環2010-4-2

平成23年7月1日

廃止

環2009-4-7

平成23年7月25日 今井地質調査株式会社

廃止

環2003-2-179

平成23年5月9日

廃止

環2003-1-479

平成23年3月31日 アルスコンサルタンツ株式会社

廃止

環2005-1-7

平成23年3月31日 株式会社新生工務

廃止

環2005-2-56

平成23年3月31日 株式会社アイテックリサーチ

廃止

環2005-2-37

平成23年3月31日 株式会社ナカタ

廃止

環2007-4-2

平成23年3月29日 株式会社石川地質コンサルタンツ

廃止

環2003-1-165

廃止

環2003-2-60

廃止

環2003-2-170

平成23年10月31日 株式会社高須ボーリング
平成23年8月27日 株式会社環研
神谷建設株式会社

協和調査設計株式会社

平成23年3月25日 株式会社構造設計研究所
平成23年3月25日 株式会社興栄コンサルタント
平成23年3月25日 株式会社金沢環境サービス公社

廃止

環2003-2-440

平成23年3月10日 太栄コンサルタンツ株式会社

廃止

環2004-1-66

平成23年3月10日 株式会社中部クリーンソイル

廃止

環2008-4-5

平成23年3月8日

株式会社プラネット・コンサルタント

廃止

環2005-1-27

平成23年3月1日

大西建設株式会社

廃止

環2007-4-6

平成23年3月1日

株式会社東立テクノクラシー

廃止

環2003-1-325

平成23年2月28日 株式会社中日コンサルタント

廃止

環2004-2-45

平成23年2月28日 株式会社三祐コンサルタンツ

廃止

環2003-1-145

平成23年1月31日 寿和工業株式会社

廃止

環2007-4-4

平成23年1月27日 株式会社松本建材

廃止

環2003-2-167

平成22年12月29日 株式会社見取コンサルタント

廃止

環2003-2-107

平成22年11月22日 株式会社帝国コンサルタント

廃止

環2003-2-184

平成22年8月1日

廃止

環2003-2-176

平成22年7月20日 協和地研株式会社

真柄建設株式会社

廃止

環2003-2-345

平成22年6月15日 株式会社サン・ビック

廃止

環2003-2-309

平成22年5月31日 大和アクアラング株式会社

廃止

環2009-4-2

廃止

環2004-2-66

平成22年5月21日 株式会社エーシーエ設計

廃止

環2003-1-848

平成22年4月1日

平成22年5月31日 株式会社新日本コンサルタント

日本地質コンサルタント株式会社

廃止

環2003-1-346

平成22年3月8日

開発産業株式会社

