
下水道法届出事業場一覧 灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

328 南通１丁⽬３−２９ 68 株式会社 アートセンター 廃   
4603 南通１丁⽬３-２９ 68 ロッコーアート 大石店 廃   

4813 南通２丁⽬１-３ 71
ネッツトヨタ神⼾株式会社 ネッツテラス
⻄

552 南通２丁⽬３番５号 16 製麺株式会社 廃   
2602 南通４−１−６ 67 白美クリーニング店 廃   
3888 南通４丁⽬３−３ 23の2 フジ印刷工業
877 南通５の２−１１ 17 差尾商店 廃   
330 北通２丁⽬１８番地 23の2 株式会社  柴原出版 廃   
268 北通５丁⽬７−８ 66 ㈲まや工業所 廃   
2836 原町２−２−１８ 67 山本しみおとし店 廃   
2374 原町２−３−２６ 67 高岡商会 廃   
2252 原町４−３−１２ 67 浅田クリーニング 廃   
4087 原町４−４−７ 68 神⼾カメラ店 廃   
1665 一王山町８−１８ 71 植田石油㈱ 一王山給油所 廃   

1522 烏帽⼦町３丁⽬１−４ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 営業
所

廃   

5151 烏帽⼦町３丁⽬３番１１号 71 日産プリンス兵庫販売株式会社 店
439 烏帽⼦町３丁⽬４−６ 4 松本商店 落花生加工工場 廃   
2327 永⼿町３丁⽬１−２０９ 67 株式会社 ホワイト急便神⼾ 廃   
1458 永⼿町４丁⽬１−１ 68 アートセンター チァオ六甲店 廃   
4589 永⼿町４丁⽬１-１六甲道ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾ ﾝﾀｰ 68 ロッコーアート 六甲道店 廃   

4372 永⼿町４丁⽬２−１ 68
チケットキング ジョブステーション 六甲道
店

廃   

2368 永⼿町５−２−１２ 67 タマヤクリーニング 廃   
4047 永⼿町５丁⽬１番２４８号 23の2 日新印刷株式会社
4481 永⼿町５丁⽬２−２５ 68 写真屋さん４５  JR六甲道店 廃   

2923 王⼦町３−１−３ 71の2
財団法⼈ 兵庫県環境科学技術センタ−王
⼦分室

廃   

4598 下河原通３-３-１５ 68 Ｄ．Ｐ．Ｅ．ヒカリ 廃   
2377 下河原通３丁⽬１−２ 67 スタークリーニング
879 下河原通３丁⽬５−13 17 忍谷商店 廃   
4553 下河原通４丁⽬１−１６ 67 下田クリーニング
1521 下河原通４丁⽬１−７ 71 三光石油株式会社 大石川給油所 廃   

4764 下河原通４丁⽬１番７号 71
出光リテール販売㈱関⻄カンパニー セル
フ大石川営業所

4066 岸地１丁⽬８番１１号 23の2 有限会社 オリエントスクリーン 廃   
3422 岸地通１丁⽬ 71の2 神⼾市区保健福祉部 廃   
4559 岸地通２丁⽬１１−１０ 17 鹿児島屋豆腐店 廃   
697 岸地通２丁⽬４−４ 17 鹿児島屋豆腐店 廃   
2435 岸地通３−１ 67 弓岡洗張店 廃   
3271 岸地通３丁⽬６−１ 67 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ おかむら 廃   
2600 岩屋中町２−３−４ 67 大森クリーニング店 廃   
4137 岩屋中町２丁⽬ 71 三宮オイル株式会社 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。
・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。 1/10
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4939 岩屋中町２丁⽬２−７ 71 兵庫スバル自動車株式会社 店
2261 岩屋中町３−１−２２ 67 竹内クリーニング店 廃   
3998 岩屋中町３丁⽬１番４号 23の2 田中印刷出版株式会社
323 岩屋中町３丁⽬２−１７ 23の2 岡本写真製版株式会社 廃   
871 岩屋中町３丁⽬３−２２ 17 谷豆腐店 廃   
1485 岩屋中町４−３６ 68 ＳＰ４５ワールド 廃   
2598 岩屋中町４−４−２６ 67 ㈲水陽ランドリー 廃   
870 岩屋中町４の３−１９ 17 差尾商店 廃   
3373 岩屋中町４丁⽬３−１８ 71の5 コインランドリーＳＫ岩屋 廃   
1502 岩屋中町５丁⽬２−３１ 68 ミルメ写真舘 廃   
6274 岩屋南町１−１ 71 株式会社リバティ 神⼾店

1079 岩屋南町２丁⽬１番 65
株式会社 神⼾製鋼所 岩屋総合事務所地
区

廃   

6294 岩屋南町４−５０ 71
コスモ石油販売(株) 京阪神カンパニー セル
フ敏馬

1672 岩屋南町４−50 71 双日エネルギー株式会社 敏馬SS 廃   
1641 岩屋北町１丁⽬６−１３ 71 兵庫イゲタ給油所（㈱⼾田石油） 廃   

5526 岩屋北町１丁⽬８番１号 71の2
公益財団法⼈ 兵庫県予防医学協会 健診
センター

691 岩屋北町２の２−１５ 17 米田惣菜店 廃   
876 岩屋北町２の２−９ 17 村上商店 廃   
351 岩屋北町３丁⽬２−３ 23の2 ㈲神⼾写植 廃   
341 岩屋北町３丁⽬３−１８ 23の2 株式会社 六甲出版
432 岩屋北町４丁⽬３−５ 4 東昭物産食品株式会社 廃   
2386 岩屋北町４丁⽬４−１７ 67 和光舎クリーニング店
317 岩屋北町４丁⽬５−２２ 23の2 ㈱ドキュメントサービス 廃   
2601 岩屋北町５丁⽬１−１５ 67 三星舎クリーニング商会 廃   
4608 岩屋北町５丁⽬２番３３号 68 マツミヤ･フォト 廃   
1909 記田町１−２−１６ 67 ⻄島ドライクリーナ㈱ 廃   
1645 記田町２−３−２１ 71 ㈱松栄石油 御影給油所 廃   
4599 記田町２-３-２１ 71 大英石油株式会社 御影給油所 廃   
387 記田町２丁⽬２−１２ 2 ㈱⻄川商店 廃   
882 記田町２丁⽬２−１２ 17 株式会社  ⻄川商店 廃   
5086 記田町２丁⽬３−１０ 71 久後石油販売㈱ セルフ神⼾御影SS 廃   
5625 記田町３−３−１９ 71 株式会社 神⼾マツダ 店
1056 記田町４丁⽬１−１１ 23の2 合資会社 ナガラ製作所
1525 記田町４丁⽬４番８号 71 伊丹産業株式会社 御影給油所
304 記田町５−２−５ 47 中央甘草㈱ 廃   
2579 記田町５丁⽬４−８ 67 扇港社クリ−ニング有限会社
2381 宮山町２−５−２ 67 ニューCleaning
4479 宮山町２丁⽬６−27 68 フォトロイヤル 阪急六甲店 廃   
1455 宮山町３−３−４２ 68 ㈱アートセンター ロッコー⻄店 廃   
4590 宮山町３丁⽬３-４２ 68 ロッコーアート 六甲⻄店 廃   
1679 弓木町１丁⽬２番１号 71 神⼾市交通局石屋川車庫

・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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2838 弓木町２−３−２６ 67 中川洗張店 廃   
4371 弓木町２丁⽬２−５．６．７ 71 東神交通株式会社
4511 弓木町２丁⽬３−２１−１００３ 71の5 ジュネス六甲
985 弓木町４の３−２２ 17 部谷商店 廃   
641 弓木町４丁⽬３−２２ 16 中谷製麺所 廃   
4647 弓木町４丁⽬３番２号 68 しょうちゃんの写真屋さん 神⼾六甲店 廃   
2411 弓木町５−３−１６ 67 ミナトドライ 廃   
2385 弓木町５丁⽬２−１２ 67 有限会社 ヤマワキクリーナーズ
2398 弓木町５丁⽬３−２０ 67 植田クリーニング
4035 原田通１丁⽬１−２６ 23の2 王⼦印刷工芸株式会社

4138 原田通１丁⽬２−１ 71
コスモ石油サービス株式会社 大阪支店 王⼦
公園給油所

廃   

4514 原田通１丁⽬２−５ 68 しょうちゃんの写真屋さん  神⼾王⼦店 廃   
3999 原田通１丁⽬２番１４号 23の2 一印刷
2907 原田通３−８−７ 23の2 有限会社 中央写真製版社 廃   
4633 原田通３丁⽬８-７ 23の2 有限会社 モトヤマ出版
1789 五⽑字丸山５３−３ 71の2 ㈱神⼾製鋼所 浅田基礎研究所 廃   
714 高⽻町３の１−２４ 17 浜田豆腐店 廃   
2366 高⽻町３丁⽬１０−９ 67 クリーニング
2406 高⽻町３丁⽬１−８ 67 白王舎
4976 高徳町２丁⽬１−１ 2 メツゲライ クスダ
2403 高徳町３−２−８ 67 神⼾白洋舎
2412 高徳町４−２−５ 67 山崎クリーニング 廃   

4139 高徳町５丁⽬２−４ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 石屋川
給油所

廃   

2400 高徳町５丁⽬３−１ 67 内藤クリーニング店
2397 高徳町５丁⽬４−７ 67 大洋舎クリーニング 廃   
710 高徳町６−２１１ 17 佐向商店 廃   
553 高徳町６丁⽬２−１０ 16 塚本商店 廃   
696 高徳町６丁⽬２−22 17 小原豆腐店 廃   
2365 高徳町６丁⽬３−２０ 67 クリーニング 廃   
2442 国⽟通２−２−１ 67 ㈲鶴屋クリーニング店 廃   
443 国⽟通２の６−４ 5 や満善味株式会社 廃   
2425 国⽟通３−１−７ 67 ひらたクリーニング 廃   
467 桜口町２の１−２６ 8 神⼾製餡所 廃   
547 桜口町２丁⽬３−１２ 16 合資会社 佐々木商店 廃   
3980 桜口町３−１−１３パニエ六甲店内 68 フォトスーパー  六甲道店 廃   
2581 桜口町３−３−１９ 67 明石クリーニング 廃   
707 桜口町３の１−１４ 17 峰松豆腐店 廃   
711 桜口町３の１−３０ 17 豊田屋 廃   
709 桜口町３の１−３１ 17 服部屋 廃   
883 桜口町３の１−３１ 17 守正豆腐店 廃   
548 桜口町３丁⽬１−３０ 16 八幡製麺所 廃   
4032 桜口町４丁⽬１−１５ 23の2 谷丸印刷

・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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4962 桜口町４丁⽬２−１ 71の2 神⼾市区保健福祉部
1614 桜口町５−２−５ 71 竹内油業株式会社 六甲口営業所 廃   
4669 桜口町５丁⽬１番１号１１２ 68 ぷりんとＫＯＢＥ (廃)
4314 山田町３丁⽬１−２１ 68 フジカラーパレットプラザ六甲店 廃   

1664 寺口町１３−３ 71
株式会社 宇佐美エナジー 六甲登山口
Ｓ．Ｓ

廃   

5294 寺口町４丁⽬４−１０１ 67 ホワイトベアークリーニング
3401 鹿ノ下通２−２−１１ 68 ＤＰＥヒカリ 廃   
2592 鹿ノ下通３-３-５ 67 ヨシヤユニットショップ 廃   
1512 篠原中町２−２−１２ 71 島田油業株式会社 六甲ﾏｰｼｰｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ 廃   
2423 篠原中町２−４−１６ 67 富士ランドリー 廃   
5426 篠原中町２丁⽬２番１２号 17 神⼾発 だいずや 廃   
2392 篠原中町３−３−２５ 67 ⻄洋社 廃   
5515 篠原中町３−３−２５ 67 タルヤクリーニング
875 篠原中町３の６−３０ 17 出店豆腐店 廃   
873 篠原中町５−９−６ 17 香和商店 廃   
2407 篠原中町５丁⽬７−２０ 67 クリーニング パール 廃   
3152 篠原中町６丁⽬１−１５ 67 ⻄サンシャイン 廃   
702 篠原南町２−１−１０ 17 久保豆腐店 廃   
2367 篠原南町３−２−１６ 67 ピリケン商会 廃   
2399 篠原南町３−３−７ 67 久喜クリーニング店 廃   
880 篠原南町３の３−４ 17 田畑商店 廃   
558 篠原南町３丁⽬１番３号 16 有限会社 六甲製麺所 廃   
4963 篠原南町４−１−２ 17 株式会社 健康有機 廃   
2375 篠原南町４−３−６ 67 藤原ランドリー 廃   
2413 篠原南町５丁⽬２−２３ 67 神免クリーニング店 廃   
2919 篠原南町６−１−３６ 4 株式会社 ナダセイカ 廃   
1989 篠原南町６丁⽬１−２５ 2 ㈱六甲牧場 廃   
3177 篠原南町６丁⽬１−３１ 68 ５５ステーション 店 廃   
695 篠原南町６丁⽬３−５ 17 右近豆腐店 廃   
4739 篠原南町６丁⽬９ 10 アサヒ飲料株式会社 採水場 廃   
2387 篠原南町７−１−１５ 67 堀川クリーニング店 廃   
1851 篠原南町７丁⽬２−４ 3 かねくす蒲鉾店
1778 篠原伯⺟野山町１−２−１ 71の2 神⼾松蔭⼥⼦学院大学
2438 篠原北町１−３−５ 67 福本洗張店 廃   
3488 篠原北町１丁⽬３−２２ 67 北橋クリーニング
2444 篠原北町３−１６−１８ 67 岡屋 廃   
1715 篠原本町１丁⽬８−20 71 竹内油業株式会社 六甲篠原店 廃   
1586 篠原本町２丁⽬４−１７ 71 菱華石油サービス株式会社  六甲口給油所
1526 篠原本町４−６−１８ 71 横山石油サービス株式会社 六甲口給油所 廃   
964 篠原本町５−８−１４ 17 石堂商店 廃   
2396 将軍通１−２−９ 67 下田クリーニング店 廃   
2440 将軍通４−３−１７ 67 渡辺クリーニング店 廃   
2415 将軍通４−３−３ 67 山本クリーニング 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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3829 将軍通４丁⽬１−19 17 大武商店 廃   
1524 将軍通４丁⽬１−５ 71 ⻄村株式会社 D.D将軍通店
2404 将軍通４丁⽬２−１ 67 三河屋クリーニング店 廃   
3628 上河原通２丁⽬２−１６ 67 サヌキ屋クリーニング店 廃   
2283 上河原通２丁⽬３−１３ 67 サヌキ屋 廃   
2372 上河原通３−４−１６ 67 滝浦クリーニング 廃   
2402 上河原通３−４−１９ 67 渡辺クリーニング 廃   
2436 上野通２−１−３ 67 武本商店 廃   
2393 上野通３−１０−９ 67 朝日屋クリーニング店 廃   
2389 上野通５−７−４ 67 摩耶クリーニング店 廃   
2594 上野通６−３−１５ 67 ドライクリーニングやまもと
2416 上野通７丁⽬２−１１ 67 屋ランドリー 神⼾店
2395 上野通８丁⽬６番７号 67 鷲巣クリーニング店
693 城ノ内５の１−６ 17 笹川豆腐店 廃   
2597 城ノ内通２丁⽬５−１９ 67 中島ランドリー 廃   
1587 城ノ内通３−２−５ 71 植田石油株式会社 城ノ内給油所 廃   
1480 城ノ内通４−７−１９ 68 イエローカメラ 王⼦公園店 廃   
453 城の内通５の７−５ 5 平山食品
344 城内通１丁⽬４−１３ 23の2 梶原出版印刷合資会社 廃   
4643 城内通２丁⽬３-３ 23の2 株式会社 KGプラン
4020 城内通４丁⽬８−２８ 23の2 阪上印刷
2431 城内通５-４-７ 67 松竹屋クリーニング店 廃   
715 城内通５の５−１２ 17 小林商店 廃   
2408 城内通５丁⽬２−１ 67 谷口クリーニング店 廃   
248 城内通５丁⽬５−３ 66 佐藤鍍金工業所 廃   
1705 城之内３−２−５ 71 関⻄アポロ株式会社 王⼦公園営業所 廃   
2434 城之内４−４−１２ 67 竹内洗張店 廃   
1977 新在家南町１の２−１ 19 小泉製麻株式会社 本社工場 廃   
4451 新在家南町１丁⽬２−１ 71 入船株式会社 廃   
3639 新在家南町１丁⽬２番１号 66の6 神⼾セブンシーズクラブ 廃   
276 新在家南町２丁⽬２−２５ 66の5 ㈱神⼾製鋼所 阪神給食センター 廃   
698 新在家南町２丁⽬４−６ 17 菱沼商店 廃   
2896 新在家南町３−２−１ 10 岸本酒造㈱ 廃   
2270 新在家南町３−８−１ 67 佐々木クリーニング
505 新在家南町３丁⽬１番８号 10 月桂冠株式会社 支店 廃   
507 新在家南町３丁⽬２番２８号 10 オエノンプロダクトサポート株式会社
3344 新在家南町４丁⽬１１−８ 67 株式会社 フクロヤ 廃   
502 新在家南町４丁⽬１番１号 10 マルキン忠勇株式会社 神⼾・工場 廃   
4287 新在家南町４丁⽬１番２号 10 白鶴酒造株式会社 製品大石工場 廃   
5115 新在家南町４丁⽬２番１号 10 関⻄ボトリング株式会社
503 新在家南町４丁⽬８番１号 10 福徳⻑酒類株式会社 工場 廃   
508 新在家南町５丁⽬１−２ 10 沢の鶴株式会社 本社工場
4705 新在家南町５丁⽬６番１号 10 マルキン忠勇株式会社 神⼾・工場 廃   
2593 新在家北町１−２−１５ 67 スギシタランドリー 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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2942 新在家北町２−１−２ 71 出雲石油㈱東神⼾サ−ビスセンタ− 廃   
2970 森後町１−３−１８ 71の2 ㈱神⼾第一臨床検査所 廃   
400 森後町２−１−１５ 3 かねふく蒲鉾店
2837 森後町２−２−８ 67 きらく洗張京條店 廃   
3909 森後町２丁⽬１番１０号 68 フォトスマイル六甲道店 廃   
2585 森後町２丁⽬２−１５ 67 六甲松本クリーニング店 廃   
1481 森後町２丁⽬３−２０ 68 イエローカメラ 六甲店 廃   
881 森後町３−３−１５ 17 吉岡豆腐店 廃   
716 森後町３の３−３１ 17 尾崎商店 廃   
684 森後町３丁⽬３−18 17 甲斐豆腐店 廃   
692 森後町３丁⽬３−18 17 堀商店 廃   
4480 深田町１丁⽬１−４ 68 写真屋さん４５  ウェルブ六甲道店 廃   
3201 深田町３−３−５ 68 大⻄カメラ 廃   
3653 深田町４−１−３９ 68 ダイエーフォトＤＳＳ六甲道店 廃   
3522 深田町４−１−３９−１１５ 68 和久写真機店 廃   
3755 深田町４丁⽬１−３９ 68 パレットプラザ 六甲道店
2556 神ノ木通２−３−１０ 67 さやまクリーニング 廃   
2428 神ノ木通３丁⽬５番２号 67 マザークリーニング
1742 神ノ木通３丁⽬６−１８ 71の2 神⼾市保健所 廃   
2380 神前町２−２−６ 67 大川クリーニング 廃   
473 神前町２丁⽬２−１ 9 ⽟川商店 廃   
2595 水道筋１−１９０ 67 屋ドライクリーニング 廃   
3630 水道筋１−３２ 67 屋クリーニング 廃   
3443 水道筋１丁⽬３５ 68 ニシゾノカメラ店
3902 水道筋１丁⽬４０ 68 写真日記 王⼦公園店 廃   
699 水道筋２の７ 17 前野商店 廃   
972 水道筋２の７ 17 藤原商店 廃   
549 水道筋２丁⽬２ 16 土田製麺所 廃   
704 水道筋２丁⽬２−２ 17 前野とうふ店 廃   
4641 水道筋２丁⽬２３ 16 丸徳製麺
4560 水道筋２丁⽬７ 17 近江食品
4557 水道筋２丁⽬７−２７ 17 佐藤とうふ店 廃   
5210 水道筋３−２ 17 とうない そうざい店
4644 水道筋３-６ 16 東川製麺所
556 水道筋３丁⽬１ 16 大進製麺所
2405 水道筋３丁⽬１ 67 東神クリーニング
4426 水道筋３丁⽬１２−１０１ 68 写真くらぶ たまや 廃   
878 水道筋３丁⽬２ 17 ⻘井豆腐店 廃   
690 水道筋３丁⽬２番地 17 藤内商店
996 水道筋３丁⽬２番地 17 岡商店
419 水道筋３丁⽬４番地１８−６ 3 かね福
705 水道筋３丁⽬６ 17 能登屋豆腐店 廃   
700 水道筋４の２−１３ 17 吉田商店 廃   
3982 水道筋４丁⽬３の３ 68 ５５ステーション 水道筋店

・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。 6/10



下水道法届出事業場一覧 灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

2383 水道筋５丁⽬１−１９ 67 有限会社 岡本クリーニング
5180 水道筋５丁⽬３−２ 17 藤本食品
1505 水道筋５丁⽬３−２４ 68 ㈲ギャラクシィー 廃   
1449 水道筋６丁⽬３−２−１０４ 68 王⼦公園前店 廃   
1523 水道筋６丁⽬４−３ 71 菱神石油株式会社 水道筋給油所 廃   
6246 水道筋６丁⽬４番１７ 17 佐藤とうふ店
3927 水道筋６丁⽬７−２ 68 写真屋遊⺠王⼦公園店 廃   
712 ⾚坂通３の５−１１ 17 松崎豆腐店 廃   
2318 ⾚坂通３丁⽬５−８ 67 ⾚坂クリーニング店
2443 ⾚坂通４−２−６ 67 磯川洗張店
2439 ⾚坂通５−２−１３ 67 宮里クリーニング店 廃   
2369 千旦通１−４−１０ 67 大原クリーニング店 廃   
706 千旦通３の２−２１ 17 大武商店 廃   
2417 千旦通３丁⽬１−８ 67 ウネクリーニング
2949 泉通１−２８−１ 67 ㈱コ−ベフトン 廃   
2426 泉通３−３０ 67 吉田クリーニング 廃   
2427 泉通３−５−３ 67 三笠クリーニング店 廃   
2371 泉通３丁⽬１０番地 67 矢野クリーニング店 廃   
2433 泉通４−１ 67 はり勝 廃   
550 泉通４丁⽬１−９ 16 ㈲浜田製麺所 廃   
2429 泉通５−５−２０ 67 岡村クリーニング店 廃   
2596 泉通６丁⽬２−９ 67 祖川クリーニング店 廃   
2605 船寺通１−７−１ 67 金⼦クリーニング 廃   
413 船寺通１丁⽬２−６ 3 東宝食品株式会社
2606 船寺通１丁⽬３−１１ 67 京屋クリーニング 廃   
3350 船寺通１丁⽬３−３ 68 アトリエ マ−スフォト 廃   
2604 船寺通２−５−１ 67 白神舎クリーニング店 廃   
2255 船寺通３−３−１１ 67 ホールセールランドリカワカミ 廃   
4606 船寺通４-６-１０ 71 川商石油販売(株)給油所 廃   
1039 船寺通４丁⽬１−２ 65 中田商店 廃   
1728 船寺通４丁⽬６−１０ 71 ㈱ナカムラ 給油所 廃   
2607 船寺通４丁⽬７−３ 67 植田クリーニング店 廃   
2599 船寺通５−３−１０ 67 田クリーニング店 廃   
1615 船寺通５−６ 71 竹内油業株式会社 ⻄営業所 廃   
403 倉石通１−１−８ 3 凪蒲鉾店
694 倉石通１の１ 17 山内豆腐店 廃   
2409 倉石通１丁⽬２−３１ 67 ランドリー
4636 倉石通３丁⽬１−２４ 16 藤正製麺 廃   
352 倉石通３丁⽬１−３ 23の2 株式会社 印刷 廃   
4135 大石東町２-１-１０ 71 兵庫ダイハツ販売株式会社 神⼾店
2589 大石東町３−１−１１ 67 アミノ洗業社 廃   
2587 大石東町４−６−８ 67 有限会社 マックドライ 廃   
2155 大石東町４−８−２１ 67 高田クリーニング店 廃   
3881 大石東町４丁⽬７−１１ 68 フォトレディー大石 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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3627 大石東町５−７ 67 （有）マックドライカッター工場 廃   
3138 大石東町５丁⽬の８ 67 （有）マックドライ 高架⻄店 廃   
3139 大石東町５丁⽬の８ 67 (有)マックドライ 高架東店 廃   
2588 大石東町６−７−４ 67 井筒屋 廃   
853 大石東町６の４−１２ 17 馬場商店 廃   
971 大石東町６の４−２６ 17 森下商店 廃   
688 大石東町６の４−２７ 17 馬場商店 廃   
689 大石東町６の５−１０ 17 榎木商店 廃   
504 大石東町６丁⽬３番１号 10 金盃酒造株式会社
2897 大石南町１-４-２４ 10 富久錦㈱工場 廃   
4291 大石南町１丁⽬２９番地の１ 10 沢の鶴株式会社 大石工場 (廃)
3536 大石南町２丁⽬１１ー３ 67 内藤クリーニング店
2198 大石南町２丁⽬１１−２ 67 有限会社 神⼾クリーンサービス
329 大石南町２丁⽬５−１１ 23の2 ㈲熊野写真製版社 廃   
3834 大石南町２丁⽬５番８号 67 有限会社 マックドライ
465 大石南町３の４−１７ 8 北川製餡所 廃   
227 大石南町３丁⽬６番１２号 65 関⻄ボトリング株式会社 廃   
2154 大石北町２−２ 67 松本クリーニング店 廃   
3893 大石北町３−２６ 65 有限会社 新⻘社
1028 大石北町５−１３ 65 有限会社 山⼿マーク製作所 廃   
1988 大石北町７−１０ 65 株式会社 藤本工作所 (廃)
1046 大石北町７の１９ 65 甲南ダイカスト工業株式会社 (廃)
324 大石北町７番１１号 23の2 株式会社 島印刷 廃   
2388 大土平町１−１−２６ 67 ローズランドリー 廃   
2430 大内通４−２ 67 鈴木クリーニング
2414 大内通６−１−１ 67 好井クリーニング店 廃   
3534 大和町２ー４ー２０ 67 若井クリーニング 廃   
2583 大和町３−２−１１ 67 橋本クリーニング 廃   
2577 大和町４−３−１３ 67 田中クリーニング店 廃   
2582 大和町４−４−１９ 67 塚元クリーニング店 廃   
475 大和町４丁⽬１−２ 9 柚木商店 廃   
331 大和町４丁⽬１２−３ 23の2 ㈲近畿印刷工業 廃   
247 大和町４丁⽬５−１６ 66 大和精硬工業所 廃   
478 中郷町２丁⽬１−２４ 9 林屋製菓株式会社 廃   
2839 中郷町３−１−１３ 67 石崎洗張店
2432 中原通２−１−９ 67 石本クリーニング店 廃   
554 中原通２丁⽬３−６ 16 藤田製麺 廃   
2370 中原通３−２−１ 67 竹内クリーニング 廃   
2410 中原通６−２−６ 67 ホワイトランドリー 廃   
1766 鶴甲３丁⽬１１番地 71の2 神⼾大学 発達科学部 廃   
2421 天城通１−２−１０ 67 榎本クリーニング店 廃   
708 天城通１の４−１３ 17 真川商店 廃   
2390 天城通３丁⽬２−４ 67 大久保クリーニング店 廃   
557 天城通３丁⽬７−１９ 16 岡崎製麺 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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4722 天城通３丁⽬７-２１ 67 ⻄サンシャイン 中央店 廃   
2895 天城通４−３−５ 67 はり光洗染㈱ 廃   
5297 天城通４丁⽬３−１８ 67 有限会社 岡田
5240 天城通６丁⽬３−５ 67 中塚クリーニング みやび店
2424 天城通６丁⽬５−４ 67 カキハラクリーニング 廃   
2401 天城通７−４−１０ 67 山下クリーニング商会 廃   
2394 天城通８−１−４ 67 松下クリーニング店 廃   
1591 天城通８−５−１４ 71 森石油株式会社 王⼦給油所 廃   
1646 都通１丁⽬１−６ 71 扇港興産株式会社 洗車センター
424 都通１丁⽬１番２７号 4 サンナッツ食品株式会社
1984 都通３−１−１ 65 神⼾鈑金工業㈱ 廃   
1832 都通３丁⽬３番１６号 5 ケンコーマヨネーズ株式会社 神⼾工場
2603 都通５丁⽬４−１９ 67 有限会社 ワシヤクリーニング店 廃   
3946 徳井町３−３−５ 68 フォトスタジオ  アキタ 廃   
1906 徳井町３丁⽬３−１０ 67 株式会社 毎日屋 廃   
2578 徳井町４丁⽬２−１１ 67 清水商会 廃   
2576 楠丘町１−２−２ 67 岡村クリーニング店 廃   
2379 日尾町２−２−１５ 67 白新舎クリーニング 廃   
3887 日尾町２丁⽬１番１３号 23の2 ミハラヤ
4482 八幡町１丁⽬２−１６ 68 写真屋さん４５  六甲口店 廃   
2384 八幡町２−１−２７ 67 ヤハタ屋クリーニング 廃   
2186 八幡町３丁⽬１−１３ 67 森川クリーナー 廃   
2586 八幡町４丁⽬２−１４ 67 櫻屋クリーニング
4832 備後町２丁⽬１番２０号 67 東洋舎クリーニング
1960 備後町３−２−１ 2 伊藤ハム健康保険組合 廃   
2580 備後町４丁⽬１−１０ 67 甲南クリーニング 廃   
1427 備後町５−２−２８ 68 株式会社 サンカラー 廃   
2584 備後町５丁⽬４−１８ 67 東洋舎クリーニング 廃   
2918 琵琶町２−１−２ 71 神⼾市交通局車庫 廃   
1907 琵琶町３丁⽬１番１７号 67 白星社クリーニング株式会社
4460 琵琶町３丁⽬５−１９関⻄ｽｰﾊﾟｰ琵琶店 68 スナップス・ネット  琵琶店 廃   
418 浜田町１丁⽬１−２２ 3 株式会社 神⼾丸福水産 廃   
506 浜田町１丁⽬２番１０号 10 菊川株式会社 工場 廃   
363 浜田町２丁⽬２−５−３ 23の2 みなと出版印刷㈱ 廃   

3968
浜田町３−５−１２ ピュア南六甲１０３
号

68 フォトスマイル 新在家店 廃   

2319 浜田町４−２１−１ 67 リフレッシュ兵庫 廃   
521 浜田町４丁⽬２−３ 10 株式会社 神⼾鉱泉所 廃   
2437 福住通１−１−１８ 67 渡辺洗はり店 廃   
2254 福住通３−１−２６ 67 神⼾ドライ 廃   
4607 福住通３丁⽬１-３１ 68 ロッコー･アート 中央筋店 廃   
2418 福住通３丁⽬３−１１ 67 ⻄クリーニング 廃   
2445 福住通４−３−４ 67 野原クリーニング 廃   
703 福住通４の２−４ 17 幡地商店 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。 9/10



下水道法届出事業場一覧 灘区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

713 福住通４の２−４ 17 米田食品 廃   
555 福住通４丁⽬２−２ 16 東川製麺所 廃   
3524 福住通５−２−１１ 68 カメラのイセヤ 廃   
874 福住通５丁⽬１−１４ 17 藤本豆腐店 廃   
4562 福住通５丁⽬１−９ 17 藤本豆腐店
2419 福住通５丁⽬２−１２ 67 中塚クリーニング 廃   
2382 福住通６−１−１２ 67 林クリーニング 廃   
872 福住通６の２−３ 17 丸山豆腐店 廃   
3421 福住通６丁⽬１−１８ 67 中塚クリーニング
2422 福住通６丁⽬７−１８ 67 カキハラクリーニング 福住店 廃   
4613 摩耶海岸通り２-３-１３-１０２ 68 フォトショップ ハット神⼾店 廃   
6309 摩耶埠頭１ 71 日⽴建機日本株式会社 神⼾営業所

3815
摩耶埠頭１番地 摩耶業務センタービル
５F

71の2
一般財団法⼈海上災害防止センター⻄日本
支所

4509 摩耶埠頭Ｄ上屋 71の2
P＆Gマックスファクター合同会社 神⼾事
業所

廃   

3358 味泥町１９−７ 66の6 中本商事（株）アクアディマヤ 廃   
1979 味泥町２−３ 65 幸和産業㈱神⼾工場 廃   
245 味泥町４番２５号 66 香⻄鍍金工業株式会社
1670 味泥町５−２６ 71 三宮オイル株式会社 摩耶埠頭給油所
5529 味泥町７−１６ 71 株式会社ホンダカーズ兵庫 神⼾中央店
3721 味泥町８−２６ 67 ホワイト急便 神⼾摩耶工場
226 味泥町８番３６号 63の2 株式会社 吉川商店 灘支店
2197 箕岡通２−１−１０ 67 有限会社 みなと商会 廃   
2841 友田町１−５−３ 67 雄崎洗張 廃   
1643 友田町1丁⽬４-２４ 71 ㈱福田屋石油 御影給油所 廃   
466 友田町２の７−２ 8 平岡製餡所 廃   
4561 友田町２丁⽬４−２２ 17 ⻄川豆腐店
3915 友田町３丁⽬２番３号 23の2 中村印刷株式会社 廃   
433 友田町３丁⽬５−７ 4 株式会社 正 廃   
2591 友田町４−３−７ 67 カワチドライクリーニング
2590 友田町４丁⽬３−９ 67 株式会社 浦木クリーニング店 廃   
4483 友田町４丁⽬４−１１ 65 株式会社  ケイビーシルク印刷 廃   
1647 友田町５−２−１ 71 ㈱入船 自動車部 廃   
4401 友田町５丁⽬２−１ 68 コープこうべ コープ南六甲 廃   
1768 六甲台町１−１ 71の2 国⽴大学法⼈ 神⼾大学
5553 六甲台町５−３０ 66の6 ザ・ヒルサイド六甲山ノ⼿

1588 六甲町２丁⽬５−１６ 71
株式会社 宇佐美エナジーエクスプレス六
甲ＳＳ

2376 六甲町３−４−２３ 67 かとうクリーニング店 廃   
701 六甲町４丁⽬１−１ 17 山口豆腐店 廃   
4809 六甲町４丁⽬１−１ 17 山口豆腐店

・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。 10/10


