
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年度分）

平成２７年１２月２２日更新

名称 所在地

廃止 環2003-1-814 平成27年2月2日
公益財団法人宮城県公害衛
生検査センター

廃止 環2003-1-753 平成26年11月10日
フタバコンサルタント株式会
社

廃止 環2003-2-196 平成26年11月10日 株式会社岡田商会

廃止 環2013-2-2 平成26年3月31日 環境保全株式会社

廃止 環2003-2-289 平成25年7月26日
株式会社日本化学環境セン
ター

廃止 環2003-1-29 平成25年3月31日 株式会社テクノ長谷

廃止 環2003-1-54 平成25年3月31日
株式会社菊池技研コンサル
タント

廃止 環2003-1-156 平成25年3月31日 株式会社大和地質研究所

廃止 環2003-1-265 平成25年3月31日
ジオテックコンサルタンツ株
式会社

廃止 環2003-1-295 平成25年3月31日 社団法人青森県薬剤師会

廃止 環2003-1-317 平成25年3月31日 株式会社コサカ技研

廃止 環2003-1-555 平成25年3月31日 株式会社福島地下開発

廃止 環2003-1-614 平成25年3月31日 奥山ボーリング株式会社

廃止 環2003-1-678 平成25年3月31日 千秋ボーリング株式会社

廃止 環2003-1-697 平成25年3月31日 株式会社日本総合地質

廃止 環2003-1-698 平成25年3月31日 株式会社新和調査設計

廃止 環2003-1-732 平成25年3月31日 株式会社三共コンサルタント

廃止 環2003-1-765 平成25年3月31日 興国設計株式会社

廃止 環2003-1-853 平成25年3月31日 柴田工事調査株式会社

廃止 環2003-2-32 平成25年3月31日 株式会社一測設計

廃止 環2003-2-45 平成25年3月31日
東友エンジニアリング株式会
社

廃止 環2003-2-87 平成25年3月31日 株式会社シーグ

廃止 環2003-2-109 平成25年3月31日
有限会社伊藤地質調査事務
所

廃止 環2003-2-161 平成25年3月31日
株式会社大成技術コンサル
タント

廃止 環2003-2-200 平成25年3月31日 株式会社鹿渡工業

廃止 環2003-2-249 平成25年3月31日 株式会社ウヌマ地域総研

廃止 環2003-2-276 平成25年3月31日 株式会社クレハ環境

廃止 環2003-2-318 平成25年3月31日 有限会社加賀伊ボーリング

廃止 環2003-2-329 平成25年3月31日 秋田ボーリング株式会社

廃止 環2003-2-381 平成25年3月31日 旭ボーリング株式会社

廃止 環2003-2-385 平成25年3月31日 株式会社開発技研

廃止 環2003-2-398 平成25年3月31日
株式会社共同地質コンパニ
オン

廃止 環2004-1-31 平成25年3月31日 株式会社下田組

廃止 環2004-1-57 平成25年3月31日 株式会社福央ソイル

廃止 環2004-1-94 平成25年3月31日 株式会社長内水源工業

廃止 環2004-1-134 平成25年3月31日
地熱エンジニアリング株式会
社

廃止 環2005-1-43 平成25年3月31日
株式会社産業公害・医学研
究所

廃止 環2005-2-18 平成25年3月31日
株式会社三和技術コンサル
タント

事由 指定番号 業務廃止日 指定調査機関名
土壌汚染状況調査等を行う事業所
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事由 指定番号 業務廃止日 指定調査機関名

土壌汚染状況調査等を行う事業所
備考

廃止 環2006-2-1 平成25年3月31日 東建土質株式会社

廃止 環2006-2-5 平成25年3月31日 株式会社出羽測量設計

廃止 環2006-2-6 平成25年3月31日 日栄地質測量設計株式会社

廃止 環2007-2-2 平成25年3月31日 有限会社GAT技術士事務所

廃止 環2008-2-1 平成25年3月31日 クマケン工業株式会社

廃止 環2008-2-4 平成25年3月31日 小川測量設計株式会社

廃止 環2009-2-1 平成25年3月31日 開成技術株式会社

廃止 環2003-2-429 平成25年3月29日
株式会社総合土木コンサル
タンツ

廃止 環2004-1-58 平成25年3月29日
東北エンジニアリング株式会
社

廃止 環2003-2-413 平成25年3月25日 基礎工学有限会社

廃止 環2004-1-52 平成25年3月15日 株式会社青秋

廃止 環2003-1-794 平成25年3月12日 株式会社福島理化学研究所

廃止 環2007-2-3 平成25年3月1日 株式会社イヨテクニカル

廃止 環2003-1-855 平成25年2月28日 新協地水株式会社

廃止 環2003-2-1 平成25年2月28日 株式会社北杜地質センター

廃止 環2003-2-151 平成25年2月28日 株式会社東コンサルタント

廃止 環2006-2-3 平成25年2月25日
株式会社寒河江測量設計事
務所

廃止 環2003-1-369 平成25年2月20日 北光ジオリサーチ株式会社

廃止 環2003-2-278 平成25年2月15日 東邦技術株式会社

廃止 環2007-2-4 平成25年1月31日 株式会社ヨウタ

廃止 環2005-4-1 平成24年11月30日 株式会社北日本ボーリング

廃止 環2004-1-133 平成23年4月1日
株式会社金沢総合コンサル
タンツ

廃止 環2003-1-186 平成23年3月31日 株式会社東北試錐

廃止 環2003-1-409 平成23年3月31日
有限会社　みちのくボーリン
グ

廃止 環2003-1-621 平成23年3月31日 株式会社仙台技術サービス

廃止 環2003-2-46 平成23年3月31日 株式会社日研工営

廃止 環2003-2-392 平成23年3月31日 株式会社半沢ボーリング

廃止 環2004-2-47 平成23年3月31日 株式会社興和

廃止 環2005-2-58 平成23年3月31日
株式会社双葉建設コンサル
タント

廃止 環2007-2-1 平成23年3月31日 岩倉測量設計株式会社

廃止 環2003-2-3 平成23年3月29日 株式会社東開技術

廃止 環2005-2-28 平成23年3月24日 株式会社エヌピー

廃止 環2003-1-549 平成23年3月18日
三国屋建設コンサルタント株
式会社

廃止 環2003-1-693 平成23年1月31日
株式会社横山測量設計事務
所

廃止 環2004-1-42 平成23年1月31日 株式会社藤森測量設計

廃止 環2003-1-851 平成23年1月11日 株式会社昭和土木設計

廃止 環2003-2-284 平成22年12月31日 山北調査設計株式会社

廃止 環2003-2-352 平成22年12月24日
不二ボーリング工業株式会
社

廃止 環2007-2-5 平成22年9月21日 株式会社丹野

廃止 環2003-1-582 平成22年7月16日
エムアールシーユニテック株
式会社
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廃止 環2003-1-120 平成22年5月18日 株式会社創研コンサルタント


