
下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

1831 岡本１丁⽬１１−２５ 68 有限会社 摂津写真工芸社 (廃)
4591 岡本１丁⽬１２-１２ 68 ロッコーアート 岡本店 廃   
3185 岡本１丁⽬１３ 68 有限会社 コヤマカメラ 岡本店 廃   
3768 岡本1丁⽬３-３０ 68 ミズハラカメラ 廃   

1795 岡本１丁⽬３番２３号 71の2
生活協同組合コープこうべ商品検査セン
ター

廃   

5416 岡本１丁⽬４番１７号 68 PHOTOCOM
3193 岡本１丁⽬８−８ 68 スピード写真倶楽部 岡本店 廃   
3659 岡本１丁⽬９−６ 68 ５５ステーション 本山店 廃   
2363 岡本２丁⽬１１−２５ 67 大原クリーニング店 廃   
3847 岡本２丁⽬１３−１８ 68 フォトイーグル岡本店 廃   
4086 岡本３-１３-１２ 67 アサヒクリーニング 廃   
595 岡本３丁⽬１３−１２ 16 丸森製麺 廃   
2835 岡本４−８−７ 67 はり栄 廃   
1753 岡本８丁⽬９番１号 71の2 甲南大学
2162 岡本９−５−１３ 67 白水舎クリーニング店 廃   
2818 岡本９丁⽬９−８ 67 日栄社 廃   
380 鴨⼦ヶ原１丁⽬５−１６ 68の2 公益財団法人 甲南会 甲南医療センター
488 ⿂崎⻄町１丁⽬８番６号 10 菊正宗酒造株式会社 嘉宝蔵
1981 ⿂崎⻄町２−３−４８ 10 日本清酒㈱工場 廃   
513 ⿂崎⻄町２丁⽬２番５号 10 国冠酒造株式会社 支店 廃   
687 ⿂崎⻄町４の７−５ 17 中川豆腐店 廃   
2978 ⿂崎⻄町４丁⽬１２番１８号 71の2 神⼾理化学工業株式会社 研究所
354 ⿂崎⻄町４丁⽬６−３ 23の2 福田印刷工業株式会社
2221 ⿂崎中町２−１−１ 67 松本ドライクリーニング店
2569 ⿂崎中町２丁⽬１０−３１ 67 モリヤスクリーニング
3151 ⿂崎中町２丁⽬３−２７ 67 篠崎クリーニング
859 ⿂崎中町３の１−７ 17 野口豆腐店 廃   
3468 ⿂崎中町４−６−６ 67 サニードライクリーニング 廃   
3631 ⿂崎中町４丁⽬８−１ 68 パピーフォト⿂崎店 廃   

5175 ⿂崎南町１丁⽬８４２ 71
株式会社 トヨタレンタリース神⼾ 神⼾
東配車センター

1590 ⿂崎南町２−１５−１１ 71
株式会社 ペトロスター関⻄ セルフ⿂崎
給油所

4916 ⿂崎南町２−１６−１９ 71 株式会社ホンダカーズ兵庫 ⿂崎南店
6313 ⿂崎南町２ー１９ー２５ 70の2 UDトラックス株式会社 神⼾工場
2904 ⿂崎南町２−６−１２ 18の2 日東栄養食品㈱ 廃   
2158 ⿂崎南町２−８−１０ 67 久保クリーニング店 廃   
518 ⿂崎南町２丁⽬１２番１６号 10 株式会社 松尾仁兵衛商店 廃   
1022 ⿂崎南町２丁⽬７−５ 65 川鉄アルミニウム工業株式会社 廃   
5275 ⿂崎南町２丁⽬８−１８ 67 久保ランドリー

4767 ⿂崎南町３−２ 71
株式会社 うかいや ⿂崎浜インター給油
所

1957 ⿂崎南町３−３−６ 10 東洋一酒造㈱ 廃   
・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
・本リストの有害物質の使用の有無については、環境局環境保全課の窓口でお尋ねださい。 1/15
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858 ⿂崎南町３丁⽬１３−１７ 17 土豆腐店 廃   
4612 ⿂崎南町３丁⽬１７-１６ 71 中央砿油株式会社 ⿂崎給油所 廃   
3637 ⿂崎南町３丁⽬２番地 71 三光石油株式会社⿂崎南給油所 廃   
3255 ⿂崎南町３丁⽬６番１８号 66の5 淡路屋 ⿂崎工場
3583 ⿂崎南町３丁⽬６番２４号 71の2 川鉄建材株式会社 技術研究所 廃   
527 ⿂崎南町３丁⽬７４３ 10 辰井栄一郎商店 廃   
1959 ⿂崎南町４−１３−２２ 10 ⿂崎酒造㈱ 廃   
4289 ⿂崎南町４−３−２１ 10 剣菱酒造株式会社 中蔵
2560 ⿂崎南町４丁⽬１０−２６ 67 毎日屋クリーニング 廃   
4300 ⿂崎南町４丁⽬１２−６ 68 メディカルカラー 阪神現像所 廃   
3137 ⿂崎南町４丁⽬１６−８ 67 扇甲舎クリーニング店 廃   
4450 ⿂崎南町４丁⽬３−１６ 68 フォトスーパーカプセル  コーナン⿂崎店 廃   
516 ⿂崎南町４丁⽬−３−２２ 10 肥塚酒造株式会社 廃   
517 ⿂崎南町４丁⽬４−６ 10 株式会社 小山本家酒造 浜福鶴蔵
499 ⿂崎南町４丁⽬８−３ 10 豊澤酒造株式会社 廃   
512 ⿂崎南町４丁⽬９−３ 10 菊千歳酒造株式会社 廃   
4364 ⿂崎南町５丁⽬１０−１ 66の6 レストラン 櫻宴
519 ⿂崎南町５丁⽬１０番１号 10 櫻正宗株式会社
515 ⿂崎南町５丁⽬３６０ 10 田端酒造株式会社 工場 廃   
514 ⿂崎南町５丁⽬５番４７号 10 金露酒造株式会社 廃   
1965 ⿂崎南町５丁⽬９番３号 10 剣菱酒造株式会社 ⿂崎蔵
2346 ⿂崎南町７−１１−２ 67 岡山クリーニング店 廃   
2157 ⿂崎南町８−１２−７ 67 ⻄川クリーニング店 廃   
4691 ⿂崎浜町１２ 55 株式会社 柳建設 生コン部 廃   
5301 ⿂崎浜町１３番 10 白鶴酒造株式会社 ⿂崎工場
3578 ⿂崎浜町１４−２ 65 神⼾陸運株式会社 廃   

3056 ⿂崎浜町１５−２ 66の5
株式会社 ロック･フィールド 神⼾ファクト
リー

3393 ⿂崎浜町１７ 39 植田製油株式会社
4637 ⿂崎浜町１番２０号 55 徳山生コンクリート株式会社 神⼾工場 廃   
4202 ⿂崎浜町１番７号 71の3 神⼾市環境局東クリーンセンター

3448 ⿂崎浜町２１,２２番地 71の4
アサヒプリテック株式会社 神⼾事業所 神
⼾工場

5136 ⿂崎浜町２３番１４ 65 尼崎容器工業株式会社 神⼾工場
4833 ⿂崎浜町２３番地７ 67 株式会社 コーヨーサービス ⿂崎工場
3586 ⿂崎浜町２７−２１ 23の2 三和印刷株式会社
3587 ⿂崎浜町２７−２１ 23の2 神⼾出版印刷株式会社
3878 ⿂崎浜町２７−２１ 23の2 株式会社 日神堂
5384 ⿂崎浜町２７-２１ 23の2 有限会社 金⼦商店
6264 ⿂崎浜町２７−２３ 71 株式会社リョーキ 神⼾営業所
3585 ⿂崎浜町２７番地２１ 23の2 サンエー 製版部 廃   
4640 ⿂崎浜町２７番地２４ 55 阪神生コン建材工業株式会社
3990 ⿂崎浜町２７番地の２１ 23の2 丸岡印刷株式会社
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4260 ⿂崎浜町２８番地 65
丸全トランスポート株式会社 関⻄支社 神⼾
営業所

4627 ⿂崎浜町２番地の１ 55 東神⼾大阪生コンクリート株式会社
1674 ⿂崎浜町３２−２ 71 神⼾市交通局⿂崎車庫
3495 ⿂崎浜町３５番地 65 株式会社 ナブコ 甲南工場 (廃)
4614 ⿂崎浜町３６-７ 55 株式会社 神⼾ダイユー 廃   
5198 ⿂崎浜町３６番８号 55 千原生コンクリート株式会社 神⼾工場Ⅱ
4662 ⿂崎浜町４１番地の１ 55 株式会社 関⻄宇部 神⼾工場 廃   
4623 ⿂崎浜町４２番地 55 株式会社神⼾エスアールシー

5076 ⿂崎浜町４３−１ 63
JFEスチール株式会社 ⻄日本製鉄所（倉敷
地区）条鋼部 軽量形鋼工場

5069 ⿂崎浜町４３番１号 63 JFEライフ株式会社 阪神事業所 (廃)
3549 ⿂崎浜町４３番２ 65 JFE建材株式会社 神⼾工場
4715 ⿂崎浜町７番 65 旭ドラム株式会社
2159 ⿂崎北町１−５−１３ 67 山良クリーニング 廃   
2152 ⿂崎北町１−８−１２ 67 真福クリーナー 廃   
2574 ⿂崎北町１−９−１ 67 藤田クリーニングセンター 廃   
4310 ⿂崎北町１丁⽬１５４−１ 71 カーピカランド コーナン 廃   
4698 ⿂崎北町１丁⽬５番１４号 68 写真工房 ベストアルファ 廃   
4413 ⿂崎北町1丁⽬８−１１ 68 PHOTO あんぐる ⿂崎 廃   
2356 ⿂崎北町３丁⽬５−１５ 67 有限会社 富岡クリーニング店
2268 ⿂崎北町４−４−１１ 67 藤本クリーニング店 廃   

1516 ⿂崎北町５丁⽬３−１５ 71
コスモ石油サービス㈱兵庫カンパニー ⿂
崎給油所

廃   

6316 ⿂崎北町５丁⽬５−１３ 71 トヨタカローラ神⼾株式会社 東神⼾店
860 ⿂崎北町６の９−１７ 17 山⻑商店 廃   
664 ⿂崎北町６の９−２０ 17 つもと煮豆店 廃   
672 ⿂崎北町６の９−８ 17 村上豆腐店 廃   
593 ⿂崎北町６丁⽬９−１０ 16 丸天製麺所 廃   
2571 ⿂崎北町７−３−２ 67 甲南クリーナー
4457 御影２-１９-１６ 68 写真屋ピカイチ  御影店 廃   
540 御影３丁⽬１−１８ 16 坂口製麺所 廃   

4763 御影郡家１丁⽬２１-１４ 71
出光リテール販売㈱関⻄カンパニー 御影
山手営業所

廃   

494 御影石町１丁⽬１−５ 10 木村酒造株式会社 廃   

5321 御影石町１丁⽬１番１０号 71の2
株式会社 日本医学臨床検査研究所  神
⼾ラボ

廃   

500 御影石町１丁⽬６−１５ 10 坊垣醸造合名会社 廃   
2263 御影石町２−５−５ 67 柳屋クリーニング店
2347 御影石町２丁⽬２１−１１ 67 エヒメランドリー
4030 御影石町２丁⽬２１−１６ 23の2 みかげ印刷
1037 御影石町２丁⽬２１−１７ 65 株式会社 高田商事 廃   
3555 御影石町３丁⽬１２番２２号 3 をぐら産興株式会社 廃   
2342 御影石町４−１３−１２ 67 池内クリーニング店 廃   
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2160 御影石町４−１５−６ 67 清新舎クリーニング店 廃   
2361 御影中町１丁⽬１０−３ 67 安達クリーニング店 廃   
4574 御影中町１丁⽬６−１３ 66の5 株式会社 田中屋本店 本社加工場
3133 御影中町１丁⽬７−２７ 67 クリーニング ニワ 廃   
4347 御影中町１丁⽬９−３ 67 カネヨシドライクリーナーズ 廃   
3643 御影中町１丁⽬９−５ 68 株式会社 サンカラー 御影店 廃   
2200 御影中町２丁⽬８−２ 67 クリーニングひらの
1624 御影中町３−１−２ 71 三宮オイル株式会社 御影給油所
1739 御影中町３丁⽬２−１ 71の2 神⼾市⽴御影工業高等学校 廃   
5159 御影中町３丁⽬２−５ 71 神⼾トヨペット株式会社 御影店
3844 御影中町４丁⽬１-３１(ｻﾆｰﾊｲﾂ御影 68 カラーステーション (廃)
4201 御影中町４丁⽬８ 67 大洋クリーニング
3115 御影中町６丁⽬１−１２ 67 ニシヤマクリーニング 廃   
1424 御影中町６丁⽬１−５ 68 株式会社 神⼾現像所 廃   
2830 御影中町７−１−１５ 67 寺口洗張店 廃   
1514 御影中町７−６−１５ 71 甲南油業株式会社 御影給油所 廃   
3973 御影中町７丁⽬６番１０号 23の2 有限会社  有光社 廃   
3858 御影中町８丁⽬１−１２ 71の2 甲南ケミカル株式会社
1687 御影町２−１１−８ 71 関⻄アポロ株式会社 御影⼄⼥塚営業所 廃   
3892 御影町郡家庄の元２６４−１ 71 三光石油株式会社御影山手給油所 廃   
4588 御影町郡家上山田１０９-１４ 68 ロッコーアート 御影店 廃   
4793 御影町郡家大蔵３−１ 68 三宅写真工房 廃   
2334 御影町郡家堂之前１７９ 67 カワハラクリーニング店 廃   
4604 御影町城の前１４３６ 66の6 にしむら珈琲 御影店
2220 御影町⻄平野一の坪１１ 67 市田クリーニング店 廃   

1732 御影塚町１丁⽬１０番４号 71の2
社団法人 日本油料検定協会 総合分析セン
ター

廃   

501 御影塚町１丁⽬１−１ 10 有限会社 泉勇之介商店 廃   
1511 御影塚町１丁⽬１−３４ 71の4 岩⾕化学工業株式会社 神⼾工場

4858 御影塚町１丁⽬２番１５号 71の2
一般社団法人 日本油料検定協会 綜合分
析センター

496 御影塚町１丁⽬３７番地 10 株式会社 安福又四郎商店 廃   
497 御影塚町１丁⽬８番１７号 10 株式会社 神⼾酒⼼館
498 御影塚町１丁⽬９−６ 10 泉酒造株式会社

4666 御影塚町１丁⽬９番１１号 66の5
株式会社 コープフーズ 東加工セン
ター

廃   

459 御影塚町２の９−５ 8 株式会社 神⼾月堂 東明工場 廃   
4239 御影塚町２丁⽬１３−２ 71 兵庫日産自動車株式会社 御影店
520 御影塚町２丁⽬１３−５ 10 金星産業株式会社 (廃)
3052 御影塚町２丁⽬１番１号 65 大島金属工業株式会社 廃   
2891 御影塚町３−１−３ 4 東洋ナッツ食品㈱ 廃   

1941 御影塚町３−３−１３ 23の2
株式会社 シマブンコーポレーション 新
在家工場

3060 御影塚町３丁⽬１０−１１ 3 株式会社 浪花昆布
・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

5820 御影塚町３丁⽬２-１７ 66の5 株式会社 万福 神⼾御影工場
3753 御影塚町３丁⽬３−２５ 4 有限会社 ヒカリ食品
3037 御影塚町３丁⽬６−１５ 67 株式会社 コーヨーサービス 廃   
327 御影塚町３丁⽬７-１２ 23の2 株式会社 総合印刷髙永
3825 御影塚町３丁⽬７−１７ 23の2 株式会社 高永商店 ４３ビル
436 御影塚町３丁⽬９−１６ 4 高嶋酒類食品株式会社
1594 御影塚町４−３−２０ 71 晃茂興産株式会社 御影給油所 廃   
4587 御影塚町４−３−２０ 71 東洋石油販売株式会社 石屋川SS
1576 御影塚町４丁⽬１１−１ 71 阪神電気鉄道株式会社  石屋川車庫
5044 御影塚町４丁⽬３番２７号 71 兵庫日産自動車株式会社 店
423 御影塚町４丁⽬９−２１ 3 株式会社 小倉屋柳本 本社工場 廃   
3718 御影塚町４丁⽬９番２１号 3 株式会社 撰味会 (廃)

4960 御影本町1ー1−１５ 71
神⼾トヨペット株式会社 御影テクノセン
ター

1589 御影本町１−１１−２２ 71 泉油業株式会社 浜御影給油所 廃   

4946 御影本町１−１１−２６ 71
株式会社 ENEOSウイング ルート43神⼾Ｔ
Ｓ

4318 御影本町1丁⽬１１−２２ 71
コスモ石油サービス㈱兵庫カンパニー 浜
御影給油所

廃   

5624 御影本町１丁⽬１７３−３５ 71 株式会社⻄日本宇佐美 神⼾御影給油所
4288 御影本町１丁⽬３２番地 10 菊正宗酒造株式会社 壜詰工場
3144 御影本町１丁⽬４−８ 67 株式会社ローブ・ニシジマ 神⼾工場
229 御影本町１丁⽬５番１号 63の2 株式会社 昭和製箱所 廃   
2968 御影本町２−１５−１９ 68 アップルフォ−ト 廃   
4699 御影本町２−６−10デイリーカナート内 68 パレットプラザ デイリーカナート御影店 廃   
2353 御影本町２丁⽬１０−５ 67 ナゴウランドリー
1503 御影本町２丁⽬１５−１９ 68 ナニワ御影駅前店 廃   
495 御影本町２丁⽬６番２８号 10 世界⻑酒造株式会社 廃   
1426 御影本町２丁⽬９番２２号 68 (株)兵庫フジカラー 御影現像所 廃   
3727 御影本町２丁⽬９番２２号 68 関⻄フジカラー株式会社 御影事業場 廃   
4290 御影本町３丁⽬１１番２号 10 剣菱酒造株式会社 内蔵
284 御影本町３丁⽬２の１０ 18の2 株式会社 神⼾東食品工場 廃   
3386 御影本町３丁⽬４−２０ 47 日本ケミカルリサーチ（株）御影分室 廃   
4701 御影本町４−１−１ 8 ⻁屋吉末
399 御影本町４−１２−２８ 3 丸武商店
1642 御影本町４−１−８ 71 東洋国際石油株式会社 御影給油所 廃   
2903 御影本町４−４−２０ 10 天⻑島村酒造㈱ 廃   
2331 御影本町４−６−４ 67 大洋クリーニング 廃   
3134 御影本町４丁⽬１１−９ 67 サニードライクリーニング 廃   
663 御影本町４丁⽬１２−１７ 17 中野食料品店 廃   
867 御影本町４丁⽬１２−１７ 17 村上豆腐店 廃   
3517 御影本町４丁⽬１２−３９ 68 マルシン 廃   

4752 御影本町４丁⽬１‐８ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 御影営
業所

廃   
・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

3732 御影本町４丁⽬４番２０号 71の2
公益財団法人 兵庫県予防医学協会（３号
館）

廃   

3572 御影本町４丁⽬８−１２ 68 ⻄沢カメラ 廃   
3996 御影本町５−２−２１ 65 有限会社  森野印刷
2894 御影本町５−４−１５ 10 都美人酒造㈱ 工場 廃   
231 御影本町５丁⽬２−３４ 63の2 株式会社 上田義喜商店 廃   
5277 御影本町５丁⽬７−１８ 67 ドライクリーニング浅尾
868 御影本町５丁⽬７−３ 17 植木豆腐店 廃   
4546 御影本町５丁⽬７−３ 17 有限会社 植木商店
2359 御影本町５丁⽬９−１０ 67 吉野クリーニング 廃   

2931 御影本町６−５−２ 71の2
財団法人 兵庫県予防医学協会 衛生検査
所

廃   

2360 御影本町６丁⽬１４−８ 67 （有）阪神ランドリー
542 御影本町６丁⽬１５−２２ 16 丸宮食品工業株式会社 廃   

1775 御影本町６丁⽬５番２号 71の2
公益財団法人 兵庫県予防医学協会（御
影）

4043 御影本町７丁⽬１−３２ 23の2 有限会社 ⽴光印刷
4689 御影本町７丁⽬１番５号 53 株式会社 樫野 関⻄硝⼦事業部 神⼾事業所
492 御影本町７丁⽬６番８号 10 メルシャン株式会社 工場 廃   
1772 御影本町８−３−１３ 71の2 ㈱保健医学研究所 廃   
2161 御影本町８−８−１１ 67 光屋ランドリー店 廃   
551 御影本町８丁⽬１４−１７ 16 かねてつ 廃   
685 御影本町８丁⽬１４−２１ 17 おかずや えのもと
4538 御影本町８丁⽬１４−２１ 17 もりつね 廃   
678 御影本町８丁⽬１４ー２１ 17 楠食品 廃   
4449 御影本町８丁⽬３番１３号 71の2 ファルコバイオシステムズ神⼾ 廃   
437 御影本町８丁⽬６−７ 4 ㈲栄屋 廃   
1805 向洋町⻄１丁⽬４ 71の2 財団法人 日本冷凍食品検査協会 関⻄事業所 廃   
3668 向洋町⻄２−３ 18の2 株式会社本高砂屋六甲第二工場 廃   

1017 向洋町⻄２丁⽬１番 17
生活協同組合コープこうべ 六甲アイランド
食品工場

3416 向洋町⻄３丁⽬１番 71 マツダ近畿第２流通センター 廃   
5016 向洋町⻄４−１ 63 株式会社 ダイヘン 六甲事業所
4305 向洋町⻄４丁⽬２番地 23の2 ＹＫＫ六甲株式会社 (廃)

3895 向洋町⻄４丁⽬４ 70の2
いすゞ自動車近畿株式会社 神⼾サービス
センター

3250 向洋町⻄４丁⽬６番 63
株式会社 小松製作所 大阪工場 六甲ア
イランド工場

4967 向洋町⻄５丁⽬１０−４ 46
株式会社ナリスコスメティックフロンティ
ア 本社工場

3348 向洋町⻄５丁⽬１１番 70の2 神⼾日野自動車株式会社 神⼾工場
3704 向洋町⻄５丁⽬２ 3 株式会社  誠味

1016 向洋町⻄５丁⽬２番地 17
株式会社 マルヤナギ小倉屋 六甲アイラ
ンド工場

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

3640 向洋町⻄５丁⽬３番 2
モロゾフ株式会社 生産本部 六甲アイランド
工場

3005 向洋町⻄５丁⽬４ 4 株式会社 ドンク 六甲アイランド工場
2851 向洋町⻄５丁⽬５番 2 トーラク株式会社 本社工場
457 向洋町⻄５丁⽬６番 5 マルカン酢株式会社 本社工場
3405 向洋町⻄５丁⽬７番地 2 伊藤ハム株式会社 六甲工場
3050 向洋町⻄５丁⽬８番 3 カネテツデリカフーズ株式会社 六甲工場
3673 向洋町⻄５丁⽬９番 2 株式会社 トーホー 六甲物流加工ｾﾝﾀｰ
4913 向洋町⻄６−１３ 71 日東オイルアンドマリン株式会社
5439 向洋町⻄６−２０−４ 71 シモハナ物流㈱ 六甲アイランドセンター
2985 向洋町⻄６丁⽬ 65 ｺﾝﾃﾅﾘﾍﾟｱｻｰﾋﾞｽ株式会社 神⼾支店 廃   
3227 向洋町⻄６丁⽬ 71 菱電運輸（株）六甲営業所
3675 向洋町⻄６丁⽬ 3 鰹節のカネイ株式会社

5177 向洋町⻄６丁⽬ 65
三井倉庫(株)関⻄支社関⻄第1支店六甲ター
ミナル事務所

1729 向洋町⻄６丁⽬，中８丁⽬ 71 神⼾新交通株式会社 六甲島検車場
4924 向洋町⻄６丁⽬２０−１ 18の2 伊藤ハム株式会社 神⼾工場
6200 向洋町⻄６丁⽬２−４ 2 松屋フーズ 六甲生産物流センター
1066 向洋町⻄６丁⽬４番 65 川崎汽船神⼾六甲ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙｺﾝﾃﾅ洗浄場 廃   

1068 向洋町⻄６丁⽬４番 65
三菱倉庫㈱神⼾支店港運事業課六甲Ｃ-４事
務所

5202 向洋町中１丁⽬１５番地 71の2 学校法人 神⼾学園

3433 向洋町中１丁⽬１７ 71の2
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン株式会社 日本本社/テクニカルセンター

廃   

6153 向洋町中１丁⽬１７番 71の2 サンスター株式会社 神⼾研究所

4317 向洋町中１丁⽬４ Ｂ棟０１６ 68
株式会社 フォトドペックス 六甲アイランド
店

廃   

3187 向洋町中１丁⽬４-１２４-０１６ 68 ナショナルショップ＆カメラセレクト 廃   
3956 向洋町中２−２２ 68 フォトジョー
3409 向洋町中２丁⽬ 66の6 （株）ﾋﾞｸﾄﾘｱｽﾃｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ店 廃   
3414 向洋町中２丁⽬ 66の6 デニーズ六甲アイランド店 廃   

3040 向洋町中２丁⽬１１番 68の2
一般財団法人甲南会 六甲アイランド甲南
病院

(廃)

3376 向洋町中２丁⽬１３ 66の6 天天酒家
3259 向洋町中２丁⽬１３番 66の3 神⼾ベイシェラトンホテル＆タワーズ
3748 向洋町中２丁⽬９−１ 66の6 神⼾ローザンヌホテル 廃   
4313 向洋町中２丁⽬９−１ 66の6 ホテルプラザ神⼾
3562 向洋町中３丁⽬ 71の4 神⼾ファッションプラザ新築工事 廃   
4624 向洋町中５-１５ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙ2F 68 フォトショップ サンエ 廃   
3281 向洋町中５丁⽬六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞA2画地 68 カトレアコ−プ六甲アイランド 廃   
4979 向洋町中７丁⽬１−７ 66の6 ア・ラ・モードパレ 神⼾迎賓館
3406 向洋町中９丁⽬ 66の6 AOIAｲﾝﾄﾞｱｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ内 ＮＩＣ＆ＰＩＣ 廃   
3514 向洋町中９丁⽬ 66の6 ターキーズターキー 廃   
3101 向洋町中９丁⽬１･２･３･６番 66の6 ＡＯＩＡ 廃   

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4758 向洋町東１−４ 71
株式会社 ⻄日本宇佐美 神⼾六甲アイランド
給油所

3000 向洋町東２丁⽬ 63
株式会社 シマブンコーポレーション 六
甲アイランド工場

廃   

242 向洋町東２丁⽬２−１ 70の2
三菱ふそうトラック・バス株式会社 近畿
ふそう 神⼾支店

3014 向洋町東２丁⽬３番 32 神⼾化学工業株式会社 向洋工場 廃   

4842 向洋町東２丁⽬３番 41
日本テルペン化学株式会社 本社・神⼾工
場

309 向洋町東２丁⽬７−２ 23の2 大和出版印刷株式会社
3507 向洋町東４丁⽬ 65 三菱倉庫(株)神⼾支店 港運事業課
3541 向洋町東４丁⽬１３番 65 日本郵船 神⼾バンプール (廃)
3550 向洋町東４丁⽬２５番 65 日本郵船 神⼾コンテナターミナル (廃)
537 甲南町１−１−３４ 12 ⻑岡実業(株) 薄荷工場 廃   
1947 甲南町２−２−９ 19 ㈲武庫化学繊維工業所 廃   
3864 甲南町２丁⽬１番２０号 68 コープリビング甲南 廃   

4759 甲南町２丁⽬１番２０号 68
株式会社 ⻄本ナンバーワン コープこうべリ
ビング甲南店

廃   

1519 甲南町２丁⽬７−１２ 71 内外砿油株式会社 本山店
398 甲南町３−６−１２ 3 鳴門屋蒲鉾店 廃   
2338 甲南町３−６−１２ 67 佐藤クリーニング店 廃   
683 甲南町３の６−１２ 17 美喜食品 廃   
862 甲南町３の６−１２ 17 橋本豆腐店 廃   
863 甲南町３の６−１２ 17 中野豆腐店 廃   
668 甲南町３の７−１３ 17 ⻄村食品店 廃   
861 甲南町３の７−１３ 17 三野豆腐店 廃   
1498 甲南町３丁⽬１−２８ 68 ㈱サンカラー 甲南店 廃   
3995 甲南町３丁⽬１番２８号 9 有限会社  ナダシンの  甲南店
3820 甲南町３丁⽬３−２７ 68 フォトボーイ甲南店 廃   
4645 甲南町３丁⽬５の２０ 16 福原製麺所
594 甲南町３丁⽬６−１２ 16 福原製麺所 廃   
3107 甲南町３丁⽬７−２８ 67 大徳クリーニング 廃   
3805 甲南町４丁⽬１６−１１ 68 フォトあんぐる甲南 (廃)

5521
甲南町５−２−１９ 甲南クレセントビ
ル

71の2 ファルコバイオシステムズ神⼾

3063 甲南町５丁⽬２−１９ 66の6 ⺠芸⾁料理 はや 東店 廃   
3367 甲南町５丁⽬５番７号 66の6 あこや亭 住吉店 廃   
1420 住吉宮町１−２−２５ 68 ㈱コニカカラー近畿 神⼾営業所 廃   
686 住吉宮町１−７−１６ 17 南地商店 廃   
865 住吉宮町１の７−１２ 17 石川屋 廃   
2156 住吉宮町１丁⽬１１−３ 67 三和クリーニング店 廃   
346 住吉宮町１丁⽬６−３ 23の2 株式会社 甲南堂印刷
4521 住吉宮町１丁⽬７−１２ 17 丸松豆腐店 廃   
543 住吉宮町１丁⽬７−１４ 16 岸田製麺所 廃   

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

2927 住吉宮町２−１７−１０ 10 ワンエ−スボトリング㈱ 廃   
2219 住吉宮町２−２−７ 67 安屋クリーニング店 廃   
452 住吉宮町２の７−１１ 5 神⼾宝ソース食品株式会社本社工場
2561 住吉宮町２丁⽬２０−１１ 67 ドライクリーニング リバティー
2357 住吉宮町３丁⽬１１−４ 67 内藤クリーニング店
4400 住吉宮町３丁⽬１５−１４ 65 フォトアート ロッコー (廃)
3069 住吉宮町３丁⽬１６−１１ 66の6 株式会社 ⻘冥 東店 廃   
669 住吉宮町４の６−４ 17 佐向商店 廃   
866 住吉宮町４の６−４ 17 石井豆腐店 廃   
1774 住吉宮町４丁⽬３−６ 71の2 甲南ケミカル株式会社 廃   
676 住吉宮町５の４−６ 17 橋岡豆腐店 廃   
2827 住吉宮町６−１−１３ 67 井野部洗張店 廃   
2559 住吉宮町６−１４−８ 67 堀井クリーニング 廃   
3969 住吉宮町６丁⽬１０の５ 23の2 有限会社  ディーティーピージャパン
2354 住吉宮町６丁⽬１４−１８ 67 ハッピー有限会社 廃   
4306 住吉宮町６丁⽬１４−１８ 68 フォトふれんど (廃)
2313 住吉宮町６丁⽬１８−１７ 67 クリーニング あかい 廃   

1567 住吉宮町７丁⽬３−９ 71
コスモ石油販売株式会社 京阪神カンパ
ニー 御影東営業所

3263 住吉山手４丁⽬７−２８ 66の6 ザ・ガーデン・プレイス 蘇州園
4648 住吉台６-１ 16 あ麺坊 廃   
3374 住吉台６−４ 71の5 コインランドリーＳＫ住吉台 廃   
2831 住吉東町２−１−５２ 67 張高 廃   
1741 住吉東町２丁⽬３−２８ 71の2 神⼾市東区保健部 廃   
3067 住吉東町４丁⽬７−１６ 66の6 ロイヤルホスト東神⼾店
3830 住吉東町４丁⽬７−１６ 66の6 かごの屋 東店

1520 住吉東町４丁⽬７−２１ 71
寺下石油株式会社 神⼾住吉サービス・ス
テーション

廃   

5857 住吉東町４丁⽬７−２１ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 住吉イー
ストＳＳ

2555 住吉東町４丁⽬８番１６号 67 株式会社 白洋舎 大阪支店 神⼾店 廃   
1998 住吉東町５−１−９ 17 神⼾生活協同組合 廃   
4472 住吉東町５丁⽬２−１ 71の2 神⼾市東区保健福祉部
2340 住吉東町５丁⽬２−５５ 67 フクヤクリーニング店 廃   
2563 住吉南町１−１６−５ 67 白進舎 廃   
220 住吉南町１丁⽬１１−２７ 63 大窪精機工業株式会社 (廃)
2345 住吉南町１丁⽬１３−１２ 67 多田クリーニング店 廃   
3883 住吉南町１丁⽬１６番１２号 23の2 平石写植印刷 廃   
244 住吉南町１丁⽬３−４ 66 日吉鍍金工業所 廃   
2312 住吉南町１丁⽬８−２ 67 中島クリーニングセンター
4956 住吉南町１丁⽬８番１９号 4 株式会社 天童 廃   
864 住吉南町２の７−１０ 17 ⻑田商店 廃   
5108 住吉南町２丁⽬１０−２１ 71 兵庫日産自動車株式会社 東店
5006 住吉南町２丁⽬１１−１４ 71 山文商事株式会社 ルート４３⿂崎SS 廃   

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

1682 住吉南町２丁⽬１１番１４号 71 横田石油株式会社 阪神住吉給油所 廃   
2558 住吉南町３−４−２ 67 播⾕クリーニング 廃   
1580 住吉南町３丁⽬２−５ 71 神⼾スタンダード石油株式会社  住吉営業所 (廃)
3355 住吉南町４丁⽬１−９ 66の5 株式会社 コープフーズ 加工センター 廃   
2564 住吉南町４丁⽬３−１４ 67 岩城クリーニング 廃   
487 住吉南町４丁⽬５番５号 10 白鶴酒造株式会社 本店工場
4286 住吉南町５丁⽬１０−１２ 10 白鶴酒造株式会社 旭蔵工場
6191 住吉南町５丁⽬１番５号 17 株式会社 やまいち商店
2573 住吉南町５丁⽬６−１８ 67 中尾クリーニング店
3554 住吉本町１ー３ー４ 68 サクラヤカメラ 廃   
2855 住吉本町１丁⽬２−１ 68 Ｓｅｅｒ フォトタイム 廃   
5432 住吉本町１丁⽬２−１ 68 写真屋さん４５ コープシーア店 (廃)
1439 住吉本町１丁⽬２４−２２ 68 フォトショップ６×９ 廃   
3808 住吉本町１丁⽬２４−２２ 68 ＳＰ４５ワールド住吉店 廃   
1476 住吉本町２−１４−１９ 68 ワールドプリントセンター住吉店 廃   
3941 住吉本町２−１４−２０ 68 ワールドプリントセンター  住吉店 廃   
4592 住吉本町２丁⽬１４-１ 68 写真のなかむら 廃   
677 住吉本町２丁⽬１４−１９ 17 山口豆腐店 廃   
4484 住吉本町２丁⽬１４−１９ 17 山口とうふ 廃   
4513 住吉本町２丁⽬１４−１９ 68 フジカラーパレットプラザ 住吉本町店 廃   
2567 住吉本町２丁⽬１８−１６ 67 若井ドライクリーニング 廃   
2362 森南町１−１５−４ 67 太洋ランドリ− 廃   
2834 森南町１−５−３０ 67 世乃元屋 廃   
1688 森南町１−６−１ 71 扶桑石油株式会社 ⻄屋給油所 廃   
674 森南町１の５−３ 17 有限会社 泉食品 廃   
679 森南町１の５−３ 17 柏原豆腐店 廃   
4547 森南町１丁⽬５ セルバＢ１ 17 良川屋 廃   
3377 森南町１丁⽬５−１ 17 峯松豆腐店 廃   
3379 森南町１丁⽬５−１ 17 有限会社 泉食品
4489 森南町１丁⽬５−１ 17 甲南山手サティ 廃   
4757 森南町１丁⽬５−１ 68 写親館 甲南山手店 廃   
3378 森南町１丁⽬５−１ｾﾙﾊﾞB1 16 製麺ふじよし 廃   
646 森南町１丁⽬５−３ 16 浜井製麺所 廃   
4409 森南町１丁⽬６−１−１２３号 68 カメラのキタムラ 神⼾ 東セルバ店
2833 森南町２−１１−１３ 67 よのもとや洗張店 廃   
2336 森南町２−３−１ 67 村上クリーニング 廃   
1675 森南町２丁⽬１−７ 71 ㈱木村商会 本山給油所 廃   
1517 森南町２丁⽬２番１号 71 株式会社 大川石油店 本山SS
2337 森南町３−３−４ 67 岡田クリーニング 廃   
675 森南町森市場内１の５−３ 17 峰松豆腐店 廃   
397 森南通１−５−３ 3 かねふく蒲鉾店 廃   
2339 森北町４丁⽬１６−２ 67 東京屋クリーニング
178 森北町６−２−２３ 71の2 甲南⼥⼦大学
1574 深江南町２−１３−２５ 71 三宮オイル株式会社 屋⻄給油所 廃   

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
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整理
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特定
施設

事業場名称 廃止

4947 深江南町２−１３−２５ 71 菱華石油サービス株式会社 深江南給油所 廃   

5179 深江南町２丁⽬１３−２５ 71
株式会社 ENEOSフロンティア Dr.Drive
セルフ深江南

511 深江南町２丁⽬１−７ 10 太田酒造株式会社 工場
856 深江南町３の４ 17 油田豆腐店 廃   
2820 深江南町４−１０−３ 67 高橋ランドリー 廃   
1700 深江南町４−１３−２９ 71 パブリッチ産業㈱ 深江ＳＳ 廃   
1910 深江南町４丁⽬７−３ 67 株式会社 上野商事

1755 深江南町５丁⽬１番１号 71の2
国⽴大学法人 神⼾大学 深江地区（大学
院海事科学研究科）

3004 深江浜町１０２番地 66の5 デイリークック株式会社 廃   
417 深江浜町１０４ 3 (株)協同食品センタ− 東水産加工場 廃   
5545 深江浜町１０６番地 67 神医協興産株式会社 深江作業所
235 深江浜町１−１ 69の2 神⼾市中央卸売市場 東部市場
5682 深江浜町１１０-１ 4 いろは屋株式会社 神⼾工場
3006 深江浜町１１０番地の１ 16 株式会社 ⾶⻯ 阪神営業所 廃   
420 深江浜町１１２ 3 有限会社 ニホン食品産業 廃   
421 深江浜町１１２ 3 ㈲ニホン食品産業 廃   
6273 深江浜町１１２−１、１１２−２ 3 朝日共販株式会社 関⻄工場
3531 深江浜町１１２番地 66の5 東洋サービス株式会社  第二食品工場 廃   

4930 深江浜町１２２番地 71の2
（株）日本量⼦波動科学研究所 実証研究
所

廃   

1611 深江浜町１２５ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 東神⼾
営業所

廃   

3291 深江浜町１３０−２ 71の2 Ｐ＆Ｇ KTC 深江浜ラボラトリー 廃   
392 深江浜町１３番地 3 株式会社 紀文食品 ⻄部事業部 神⼾工場 廃   

3757 深江浜町１番１ 71の2
神⼾市保健福祉局健康部食品衛生検査所(東
部市場内)

廃   

1014 深江浜町２５ 17 株式会社 三幸 神⼾工場 廃   

3778 深江浜町２５番地 66の5
株式会社 ポオトデリカトオカツ 東工
場

廃   

1605 深江浜町４−２ 71 大英石油株式会社 深江浜給油所 廃   
275 深江浜町５２番 66の5 川崎食品産業株式会社 深江分工場 廃   
490 深江浜町５３−１０ 10 剣菱酒造株式会社 浜蔵
228 深江浜町５５番地 63の2 株式会社 永田弥商店 出張所
2007 深江浜町５６番 2 モロゾフ株式会社 生産本部 深江浜工場 廃   
5167 深江浜町５６番１ 71 阪神タクシー株式会社 深江浜営業所
411 深江浜町５番 3 株式会社 ⿂棚水産 廃   

3226 深江浜町６５ 71
株式会社 ダイエー・ロジスティクス・シス
テムズ

廃   

3364 深江浜町７０ 4 株式会社 漬善商店 廃   
4298 深江浜町７１番地 65 株式会社 シンリク 廃   
4670 深江浜町７４番地 3 株式会社 サトー食品
3361 深江浜町８３番地 66の5 東洋サ−ビス株式会社  本社工場 廃   

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

5532 深江浜町８３番地 18の2 株式会社 三朋フーズ
3569 深江浜町９１番地 4 株式会社 漬善商店 神⼾工場
1609 深江浜町９６ 71 日米礦油株式会社 深江浜給油所
3921 深江浜町９９−２ 71の2 フジモトバイオメディカル神⼾ラボ 廃   
5141 深江浜町９番地２ 17 株式会社 恵⽐寿天 神⼾加工センター 廃   
2329 深江北町２−１０−２２ 67 光星舎クリーニング店 廃   
2819 深江北町２−１１−１ 67 ドライクリーニング ヤサカ
2344 深江北町２−５−２３ 67 栄ランドリー 廃   
3796 深江北町３丁⽬１１−３６ 68 写真の店  なの花 廃   
243 深江北町３丁⽬４番２７号 66 コウベ･ハッカ株式会社 本社工場 廃   
4748 深江北町３丁⽬６‐１２ 68 写真の店 なの花 廃   
3199 深江北町３丁⽬９−１５ 68 （株）カトレア コープ深江店 廃   
666 深江北町４の１１−６ 17 柏原豆腐店 廃   
671 深江北町４の１１−６ 17 有限会社 村上哲郎豆腐商店 廃   
977 深江北町４の１１−６ 17 かどや 廃   
541 深江北町４丁⽬１１−６ 16 藤井製麺 廃   
545 深江北町４丁⽬１１−６ 16 丸三製麺所 廃   
1987 深江北町４丁⽬１２−１４ 65 田中貴金属工業㈱ 神⼾工場 廃   
6306 深江北町４丁⽬１３−１５ 71 兵庫トヨタ自動車株式会社 新甲南店
450 深江北町４丁⽬１３−２３ 5 摂津食品株式会社 廃   
493 深江北町４丁⽬１３−２４ 10 ファイブアップ株式会社 廃   
1043 深江北町４丁⽬１３番４号 65 トーカロ株式会社 神⼾工場 廃   
293 深江北町４丁⽬１４−３４ 27 株式会社 三徳 神⼾工場
5035 深江北町４丁⽬１４番３４号 27 美交化学株式会社 廃   
1572 深江北町４丁⽬４−４ 71 株式会社 大野石油 深江給油所 廃   
5409 深江北町４丁⽬４番４号 71 五島海運株式会社
1488 深江北町４丁⽬７−３ 68 写真の店 ほうれん草 廃   
1893 深江北町５丁⽬２番１４号 63 マヤ工業株式会社
2858 深江本町１丁⽬１０−１２ 2 鳥芳産業㈱
3824 深江本町１丁⽬１０−２７ 5 株式会社 サンデッカーズ 廃   
662 深江本町１丁⽬１０番２７号 16 有楽調理食品株式会社 深江工場 廃   
1958 深江本町２−１１−１３ 10 株式会社 東村徳太郎商店 廃   
1962 深江本町２−３−３５ 67 ㈱神⼾カネヨシ 廃   
1657 深江本町２丁⽬３−１２ 71 内外砿油株式会社 深江店
3940 深江本町３丁⽬３番１８号 23の2 株式会社  ハシダ
2568 深江本町３丁⽬６−２ 67 ブランシサァにしき
4427 深江本町３丁⽬９−１−１０６ 68 ＢＥ・ＳＮＡＰ 廃   
2364 ⻄岡本３−２４−３ 67 ⻲屋クリーニング 廃   
3390 ⻘木１丁⽬１番１号 66 新明和工業株式会社 航空機事業部

4577 ⻘木１丁⽬２-３４ 68
写真屋さん４５ サンシャインワーフ神⼾
店

廃   

2817 ⻘木２−１３−４ 67 神⼾屋クリーニング 廃   
1975 ⻘木２−４−６ 66 ㈱大新メッキ 廃   
4478 ⻘木２丁⽬１２−１３ 71 カーウォシュー２１ 高千穂

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4348 ⻘木２丁⽬１５−１４ 67 池田クリーニング店
532 ⻘木２丁⽬１番２８号 10 宝酒造株式会社 白壁蔵
303 ⻘木３丁⽬１番５２号 32 神⼾化学工業株式会社 廃   
290 ⻘木３丁⽬２２８−１ 19 東海染工株式会社 廃   
1021 ⻘木３丁⽬３番２８号 65 六甲金属株式会社
2566 ⻘木５−１−２１ 67 武田クリーニング店 廃   
2282 ⻘木５−１６ 67 はり⻄洗染店 廃   
267 ⻘木５丁⽬３−１７ 66 株式会社  タカオ  神⼾事業部 廃   
1598 ⻘木５丁⽬４−２ 71 ⻄村株式会社 ⻘木給油所 廃   
854 ⻘木６の６−３ 17 阿曽沼豆腐店 廃   
857 ⻘木６の６−３ 17 原田豆腐店 廃   
592 ⻘木６丁⽬３−１２ 16 米沢製麺所 廃   
3852 ⻘木６丁⽬４−１１ 68 写真屋遊⺠⻘木店 廃   
4997 ⻘木６丁⽬４−１１ 67 出口クリーニング 廃   
1456 ⻘木６丁⽬４−１２ 68 アカシカメラ 廃   
4582 ⻘木６丁⽬６-１７ 66の5 株式会社 サン
3141 ⻘木６丁⽬６−１９ 67 出口パーククリーニング 廃   
670 ⻘木６丁⽬６−３ 17 いずみ商店 廃   

3689
⻘木６丁⽬７−１４（関⻄スーパー１
Ｆ）

68 フォトショップ・ユー⻘木店 廃   

3116 ⻘木６丁⽬７−２ 67 ⻘木クリーニング
5412 ⻘木６丁⽬７-２４ 67 ⻘木クリーニング 洗い場
5270 ⻘木６丁⽬７−５ 67 ⻄田クリーニング
1034 ⻘木６丁⽬８−７ 65 エレクトロニクス工業株式会社 廃   
1999 ⻘木二丁⽬１４−１ 5 マルカン酢㈱ 廃   
2350 田中町１−２−１ 67 宝屋ランドリー 廃   
3508 田中町１丁⽬１１−１１ 68 有限会社 本山写真室 (廃)
1566 田中町１丁⽬１−３ 71 菱華石油サービス株式会社  本山SS
1513 田中町１丁⽬１番７号 71 三松株式会社 神⼾本山ステーション 廃   
5023 田中町１丁⽬１番７号 71 三松株式会社 神⼾本山S/S 廃   
2832 田中町２−１３−６ 67 神崎洗張店 廃   
3209 田中町２丁⽬３−３ 68 フジカラーショップ オオツカ 廃   
2828 田中町３−２−１２ 67 丸善京染洗張店 廃   
2343 田中町４−１１−１１ 67 天龍舎クリーニング 廃   
2335 田中町４−４−１３ 67 カワハラクリーニング店 廃   
4572 田中町４丁⽬５−10 ビバリーハウス本山 66の6 活⿂料理  友栄  東店 廃   
2829 田中町５−１−３１ 67 はり義 廃   

4879 田中町５丁⽬３−２０ 71の2
生活協同組合コープこうべ 商品検査セン
ター

1780 田中町５丁⽬３−２３ 71の2 (財)兵庫県予防医学協会保健環境検査ｾﾝﾀｰ 廃   
2572 北⻘木２−６−８ 67 日野クリーニング店 廃   
2276 北⻘木２−８−１５ 67 二幸ドライ 廃   
3208 北⻘木２丁⽬６−１１ 68 ＳＰ４５ ワールド ⻘木店 廃   
4134 北⻘木２丁⽬６番１号 68 ⻘木イセヤ 廃   

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

5271 北⻘木３丁⽬１９−４ 67 アサヒクリーニング
1948 北⻘木４−２−１０ 61 阪神鍜造㈱ 廃   
355 北⻘木４丁⽬４−２２ 23の2 株式会社 甲陽オフセット印刷所
1515 本山中町１−１１−２ 71 永大実業株式会社 廃   
1593 本山中町２−１−１ 71 株式会社宇佐美エナジー 本山Ｓ．Ｓ 廃   
3674 本山中町２−２−１ 71 ⻄村株式会社 D.Dセルフ本山東店
2262 本山中町２丁⽬１０−７ 67 山川クリーニング店 廃   
2332 本山中町２丁⽬１−１２ 67 柴田クリーニング 廃   

1956 本山中町３−８−１９ 68
株式会社 ダイエーフォトエンタープライ
ズ 神⼾工場

廃   

2929 本山中町３−８−１９ 68 ㈲神⼾フォ−カス現像所 廃   
667 本山中町３の２−１２ 17 ⻄岡商店 廃   
680 本山中町３の２−１２ 17 ⻘木豆腐店 廃   
1472 本山中町３丁⽬１−４ 68 ＳＰ４５ワールド 本山中町店 廃   
544 本山中町３丁⽬２−１２ 16 やまか製麺 廃   
3117 本山中町３丁⽬２−２１ 67 新洋クリーニング 廃   
2351 本山中町３丁⽬６−５ 67 有限会社 富岡クリーニング店 廃   
682 本山中町４の１−２０ 17 丸三商店 廃   
538 本山中町４丁⽬１−２０ 16 細見製麺所 廃   
5034 本山中町４丁⽬２−３ 71 兵庫日産自動車株式会社 本山店
528 本山中町４丁⽬６−２１ 10 清田鉱泉所 廃   
673 本山町岡本３の１３−１２ 17 中山豆腐店 廃   
665 本山町野寄畑ヶ田３９ 17 向井豆腐店 廃   
1980 本山南町１−１−３２ 65 深江工業㈱ 廃   
447 本山南町１丁⽬１−１ 5 阪神ソース株式会社
2286 本山南町２−１−３ 67 ビック本山店 廃   
2333 本山南町２−６−２１ 67 光洗社クリーニング 廃   
869 本山南町２の１３−７ 17 多村豆腐店 廃   
855 本山南町２の２−７ 17 井上豆腐店 廃   
5067 本山南町２丁⽬１−３ 67 クリーニングショップ いのうえ
2565 本山南町２丁⽬１３−９ 67 サンワクリーニング
546 本山南町２丁⽬２−７ 16 阿古新製麺所 廃   
2348 本山南町２丁⽬９−５ 67 上田クリーニング店
4512 本山南町３丁⽬４−１ 68 フジカラーパレットプラザ ⻘木店 廃   
591 本山南町４丁⽬１−２５ 16 丸吉製麺合資会社 廃   
2575 本山南町５−１−９ 67 光屋ランドリー 廃   
288 本山南町５丁⽬３番５号 19 朝日加工株式会社 神⼾工場 廃   
1767 本山南町５丁⽬４番５５号 49 日本精化株式会社 神⼾工場
1982 本山南町６丁⽬２−１４ 70の2 兵庫三菱ふそう自動車販売㈱ 廃   
2341 本山南町６丁⽬４−１５ 67 ＯＳランドリー 廃   
210 本山南町６丁⽬５番１０号 51の2 東華護謨工業株式会社
4081 本山南町６丁⽬７−２４ 23の2 多月紙工所
300 本山南町７−５−２１ 46 三建化工（株） 廃   

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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下水道法届出事業場一覧 東灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

1518 本山南町７−７−１４ 71
株式会社 和田コーポレーション アレグ
本山店

1969 本山南町７−８−４ 61 内外琺瑯合名会社 廃   
1809 本山南町７丁⽬５−２１ 71の2 株式会社 三建化工分析センター 廃   
3159 本山南町７丁⽬５−５ 67 パフクリーニング 廃   
241 本山南町７丁⽬８番２６号 70の2 株式会社 ヤナセ 近畿営業本部 神⼾支店
4395 本山南町８丁⽬７−１８ 68 ５５ステーション 甲南店 廃   
1955 本山南町９−８−４３ 71 新明和工業㈱川⻄モータース 廃   
2946 本山南町９−８−４３ 70の2 新明和工業㈱特装車事業部 廃   
2349 本山北町１丁⽬８−１２ 67 進藤クリーニング
596 本山北町３丁⽬１３−１６ 16 小原製麺 廃   
2352 本山北町３丁⽬１３−３１ 67 (有)ユニオンクリーニング商会 廃   
681 本山北町３丁⽬１３ー１ 17 増見商店 廃   
539 本山北町３丁⽬６−１３ 16 梅の家 廃   
1738 本山北町４丁⽬１９番１号 71の2 神⼾薬科大学
3131 本庄町１−８−１４ 67 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ サンフラワー 廃   
1668 本庄町１丁⽬１３−１６ 71 神⼾三協石油㈱屋販売所 廃   
2570 本庄町１丁⽬１４−２２ 67 白洋社 廃   
219 本庄町１丁⽬１番５号 63 株式会社 福原精機製作所 (廃)
1908 本庄町１丁⽬８番２７号 67 神医協興産株式会社 廃   
3594 本庄町２−１３−９ 66の6 しゃぶしゃぶ桂 廃   
2355 本庄町２−９−２０ 67 白英社クリーニング 廃   
3294 本庄町２丁⽬４−１４ 71の5 （株）神⼾技研 ⾚鳥居店 廃   
218 本庄町３−１３ 61 日本ライニング工業株式会社 本社工場 廃   
1953 本庄町３−7−１２ 65 甲南高周波工業㈱ 廃   

3959 本庄町３−９−１６ 71
ネッツトヨタ神⼾株式会社 ネッツテラス
甲南

・本リストは、建設局下水道部計画課が保有する届出情報に基づいて作成しています。
・本リストは、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・廃止欄の"廃"は全ての特定施設が廃止された事業場であることを示しています。(廃）は特定施設は廃止したが操業中の事業場です。
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