
下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

3128 籠池通２丁⽬４−１３ 67 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ タムラ 廃   

375 籠池通４丁⽬１−２３ 68の2
独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 神⼾
労災病院

2613 旭通１−２３−６ 67 丸正クリーニング 廃   
642 旭通２丁⽬２２ 16 有限会社 神興食品 廃   
2611 旭通２丁⽬２２ 67 扇港社クリーニング 廃   
4360 旭通２丁⽬２２−４６ 67 扇港社クリーニング 廃   
5359 旭通３丁⽬１-２５ 67 雲井クリーニング店 廃   
735 旭通３丁⽬３０ 17 永峰商店 廃   
3484 旭通３丁⽬５−７ 67 あざみクリーニング店
890 旭通４丁⽬２３４ 17 松岡食品 廃   
4424 旭通５丁⽬７-１ 68 フォトフェイス
3886 磯上通６丁⽬３０−９ 68 フォトスマイル三宮店 廃   

5873 磯上通７−１−８ 71の2
株式会社LSIメディエンス 神⼾ラボラト
リー

3084 磯上通７丁⽬１−２０ 66の6 株式会社 ⻄村屋フーズコム
1473 磯上通７丁⽬１−２４ 68 フォトスペース プロショップ TALK 廃   
3855 磯辺通１丁⽬１−１８ 23の2 有限会社  井上印刷所  営業事務所
3767 磯辺通１丁⽬１−２２ 66の6 ホテルサンルートソプラ神⼾

1756 磯辺通１丁⽬１−37 71の2
一般財団法⼈ ⽇本穀物検定協会 神⼾分
析センター

3936 磯辺通１丁⽬１番２０号 19 株式会社 金剛商会 商品二部工場
1650 磯辺通４−１−３２ 71 ㈱高砂商⾏ 三宮高速洗車場 廃   
3797 磯辺通４丁⽬１番３８号(ﾀﾂﾐ三ノ宮ﾋﾞ 68 カラーコピント三ノ宮店 廃   

4737
磯辺通４丁⽬１番３８号タツミ三宮ビル
1F

68 ジョイカラー 三宮店 廃   

1563 雲井通２丁⽬１−９ 71
寺下石油株式会社 三宮サービスステー
ション

廃   

1608 雲井通３−６ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 三宮営業
所

廃   

2448 雲井通３−７−１０ 67 みさきクリーニング
1528 雲井通３丁⽬１−７ 71 ⻄村株式会社  Dr.Drive 三宮 S.S
3901 雲井通３丁⽬４−３ 23の2 中川印刷株式会社 (廃)
3975 雲井通３丁⽬４番１５号 23の2 光村印刷株式会社

4570 雲井通４−２−２ 68
キンコーズ・ジャパン株式会社  キンコー
ズ・三宮店

(廃)

559 雲井通４−２−２１ 16 株式会社 ヒラト 廃   
3862 雲井通４丁⽬２−１３ 66の6 旬鮮の房 はたごや本店
3356 雲井通４丁⽬２−２ 66の6 （株）木曽路 三宮店
6232 雲井通５−１−１ 71の2 神⼾市東部衛⽣監視事務所 廃   

1432 雲井通５−３−１ 68
有限会社 コヤマカメラ コヤマサンパル
店

廃   

1797 雲井通５丁⽬１−１ 71の2 神⼾市中央区保健福祉部 廃   
2993 雲井通５丁⽬３−１−９０１ 66の6 ㈱天栄 天一坊神⼾２１Ｃ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。 1/27
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3178 雲井通６丁⽬１ 68 エジソン 廃   
3181 雲井通６丁⽬１−１ 68 フォトクリーン 廃   
3713 雲井通６丁⽬１−１５ 68 パレットプラザ 三宮駅前店 (廃)
2988 雲井通６丁⽬１番５号 66の6 神⼾三宮東急REIホテル
3103 雲井通７−１−１ 66の6 三宮金龍閣 廃   
349 雲井通７丁⽬１−１ 23の2 株式会社 神⼾新聞社 本館 廃   
2981 雲井通８丁⽬１番２号 66の6 三宮タ−ミナルビル株式会社 廃   
965 栄町通１丁⽬２−１５ 17 橋本豆腐店
409 栄町通１丁⽬２−２１ 3 株式会社 かね福 廃   
4776 栄町通１丁⽬２-３１ 66の6 北京城 廃   
6008 栄町通２−５−１ 66の3 ドーミーイン神⼾元町
321 栄町通３丁⽬１−５ 23の2 道上プロセス 廃   
3923 栄町通３丁⽬１−５ 65 エス・ピー・シー栄町印刷株式会社
2063 栄町通４丁⽬３番５号 23の2 毎⽇新聞神⼾⽀局 (廃)

5161 栄町通７丁⽬１−３ 71
ネッツトヨタ兵庫株式会社 ハーバーラン
ド店

1648 栄町通７丁⽬１−４ 71 ㈱金商石油サービス 海岸通給油所 廃   
3264 下⼭⼿通１丁⽬２−１ 66の6 ⽣田神社会館
1486 下⼭⼿通２−１０−１ 68 株式会社 東急ハンズ 三宮店 廃   
4740 下⼭⼿通２‐１２ 66の6 老房（ラオファン）
2983 下⼭⼿通２丁⽬１１−５ 66の6 神⼾ワシントンホテルプラザ 廃   
3836 下⼭⼿通２丁⽬１１番１３号 66の6 ホテルモントレ神⼾ 廃   
2625 下⼭⼿通２丁⽬１２番１０号 67 トキワクリーニング
2980 下⼭⼿通２丁⽬１３−１ 66の6 株式会社 神仙閣 廃   
3761 下⼭⼿通２丁⽬１３−１１ 68 フジカラー近畿 ＣＧ センター神⼾ 廃   
1489 下⼭⼿通２丁⽬１３番１１号 68 (株)プロラボクリエイト⼤阪 神⼾営業所 廃   

4796 下⼭⼿通２丁⽬１３番１１号 68
富士フイルムイメージテック株式会社 神
⼾営業所

廃   

3734 下⼭⼿通２丁⽬１３番１号 66の6 株式会社  神仙閣
3528 下⼭⼿通２丁⽬２−１０ 67 小坂スピードクリーニング 廃   
4210 下⼭⼿通２丁⽬２番１０号 66の3 神⼾サウナ＆スパ
2966 下⼭⼿通３−３−１ 68 レンタルラボＤ＆Ｐ 廃   
3268 下⼭⼿通３丁⽬２−１５ 66の6 株式会社 樓外樓
2642 下⼭⼿通３丁⽬３−１６ 67 小阪クリーニング店
2641 下⼭⼿通４−１１ 67 ⻲屋クリーニング 廃   
2639 下⼭⼿通４−１２−７ 67 高田クリーニング
2640 下⼭⼿通４−４ 67 加賀屋クリーニング店 廃   
3102 下⼭⼿通４丁⽬１６−３ 66の6 県⺠会館食堂
1074 下⼭⼿通５の２３ 65 田中出版印刷株式会社 廃   
2994 下⼭⼿通５丁⽬１−１６ 66の6 パレス神⼾ 廃   
320 下⼭⼿通５丁⽬１２−５ 23の2 ゼニタ印刷 廃   
1735 下⼭⼿通５丁⽬４−１ 71の2 兵庫県警察本部 廃   
3649 下⼭⼿通５丁⽬４−１ 71の2 兵庫県警察本部
4258 下⼭⼿通５丁⽬５−10 68 ５５ステーション 県庁前店 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。 2/27
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5000 下⼭⼿通５丁⽬６番２１号 71の2 兵庫県警察本部 別館

3678 下⼭⼿通５丁⽬７−３ 71の2
一般財団法⼈ ⽇本繊維製品品質技術ｾﾝﾀｰ
神⼾試験ｾﾝﾀｰ

1540 下⼭⼿通６−１−８ 71 竹内油業株式会社 ⼭⼿店 廃   
2659 下⼭⼿通６−３９−７ 67 鶴屋ランドリー 廃   

1757 下⼭⼿通６丁⽬３９−１４ 71の2
社団法⼈ 兵庫県薬剤師会 会営検査セン
ター

廃   

4299 下⼭⼿通６丁⽬４−３ 71の2 兵庫県薬剤師会館
1607 下⼭⼿通７−４−８ 71 丸忠石油株式会社 ⼭⼿給油所 廃   
1613 下⼭⼿通７−９ 71 矢島石油株式会社 下⼭⼿給油所 廃   
1750 下⼭⼿通７の７−３ 71の2 （株）保健医学病院センタ− 廃   

1564 下⼭⼿通７丁⽬１５−１ 71
⽇米礦油株式会社  下⼭⼿サービスステー
ション

4006 下⼭⼿通７丁⽬１５番１７号 65 冨士印刷所 廃   
2473 下⼭⼿通７丁⽬１６−１２ 67 ナイスランドリー 廃   
2665 下⼭⼿通８−１６−２０ 67 宮前クリーニング 廃   
2655 下⼭⼿通８−３４２ 67 田中クリーニング 廃   
2650 下⼭⼿通８−６８ 67 ㈱はり重 廃   
892 下⼭⼿通８丁⽬３３−１ 17 伊賀富商店 廃   
745 下⼭⼿通８丁⽬７２宇治川公設市場内 17 有限会社 松井商店 宇治川本店 廃   
4595 下⼭⼿通９丁⽬２−５ 17 かねとみ商店 廃   
903 下⼭⼿通９丁⽬５−１２ 17 廣瀬商店 廃   
2908 加納町１−５ 68の2 神⼾市⽴中央市⺠病院 廃   
1952 加納町１丁⽬３−２ 71の2 神⼾市環境保健研究所 廃   

3146 加納町１丁⽬３−２ 67
鉄道リネンサービス㈱ ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ
神⼾

2125 加納町２−２２−２９ 67 津田洗張店 廃   
3072 加納町２丁⽬８−３ 66の6 グリーンヒルホテル神⼾ 廃   
5516 加納町３−１１−１４ 67 有限会社 六甲ランドリー
2627 加納町３丁⽬１１-１４ 67 ⼭崎屋クリーニング店
2628 加納町３丁⽬１２−１７ 67 ⼤谷クリーニング 廃   
3897 加納町３丁⽬１３−１清河ビル 23の2 プリントボーイ加納町店
3280 加納町３丁⽬５−１５ 68 シライカメラ 北野店
2945 加納町４−９−２６ 67 ライト商会 廃   
2316 加納町４−９−２８ 67 ライト商会

6265 加納町４丁⽬２番１号２９階 66の6
カフェ・レストラン 神⼾望海⼭ Whisky
Bottle Bar DEN SANNOMIYA

602 花隈町１３−１１ 16 有限会社 松本製麺所 廃   
2663 花隈町１７−２１ 67 フクヤクリーニング
5376 花隈町１９−１２ 71の2 株式会社 デルタバイオメディカル
4004 花隈町２２番６号 23の2 共栄印刷株式会社 (廃)
3846 花隈町２６−１ 23の2 株式会社 桜商会 印刷センター 廃   
3845 花隈町３１−４ 23の2 株式会社 桜商会シスラボセンター

・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。 3/27
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1539 海岸通１−１−３ 71
株式会社 ペトロスター関⻄ 海岸通給油
所

廃   

3953 海岸通１丁⽬２番８号 65 エスピーシー株式会社
3564 海岸通１番地 71の2 兵庫県厚⽣農業協同組合連合会
5123 海岸通２９ 神⼾地⽅合同庁舎３階 71の2 近畿厚⽣局 ⿇薬取締部 神⼾分室 (廃)
1804 海岸通２丁⽬２−３ 71の2 ⽇栄実業株式会社
3009 海岸通２丁⽬２−３ 23の2 株式会社 ナップス
2645 海岸通２丁⽬３番９号 67 有限会社 正直屋クリーニング店
310 海岸通３丁⽬１−５ 23の2 ライムアーツ
1734 海岸通３丁⽬１−５ 71の2 キソー化学工業㈱ 廃   
347 海岸通３丁⽬２−１６ 23の2 服部プロセス㈱ 廃   
4005 海岸通３丁⽬２番１６号 65 新⽣出版有限会社

2930 海岸通４ 71
㈱明海石油サ−ビス 明海サ−ビスステ−
ション

廃   

1585 海岸通５−１５ 71 横田石油㈱ 海岸通給油所 廃   
2646 海岸通６−１０ 67 十字屋クリーニング店 廃   
1535 海岸通６丁⽬１−２ 71 中央砿油株式会社  神⼾海岸通給油所 廃   
5568 海岸通９番 チャータードビル 66の6 ザ・チャータードスクエア

3694
海岸通り３-２-１６（商船三井興産ビル５
階

71の2
株式会社 LSIメディエンス 神⼾ラボラト
リー

廃   

3600 海岸通神⼾地⽅合同庁舎別館 71の2 通商産業省通商産業検査所神⼾⽀所 廃   
3708 割塚通２−３−３ 68 コダックラボ関⻄株式会社神⼾ 廃   
730 割塚通３丁⽬２−１６ 17 八幡屋豆腐店 廃   
3853 割塚通４丁⽬２−１４ 68 フォトスーパー⼤⽇通店 廃   
3879 割塚通４丁⽬２番６号 23の2 わかばプランニング株式会社
2457 割塚通５−２−１２ 67 スミノクリーニング店 廃   
3197 割塚通５丁⽬２−１９ 68 ⼤⽇カメラ 廃   
2615 割塚通６−２−１７ 67 ㈲光成舎 廃   
974 割塚通６丁⽬２−１５ 17 豆腐工房  まるしん 廃   
719 割塚通７丁⽬２−１１ 17 古谷商店
724 割塚通７丁⽬２−11 17 吉富食品有限会社 廃   
325 旗塚通２−２−１５ 23の2 株式会社  シンプロ
2913 旗塚通４−４−１ 71の2 神⼾市葺合保健所 廃   
2620 旗塚通６丁⽬１−３ 67 坂クリーニング 廃   
2447 旗塚通６丁⽬２番７号 67 藤澤クリーニング 廃   
2990 旗塚通７丁⽬１−１ 66の6 あこや亭 布引店 廃   
326 橘通１丁⽬１番９号 65 株式会社  トライス
4018 橘通３丁⽬２番１号 23の2 有限会社 一⻯社印刷所
5329 橘通４丁⽬２-６ 67 イケハタクリーニング
2623 宮本通２丁⽬１番３号 67 白光社ドライクリーニング株式会社 廃   
2222 宮本通６丁⽬１−４ 67 丸橋クリーニング店 廃   
3098 京町２５番地 66の6 株式会社 オリエンタルホテル 廃   
5116 京町２５番地 66の6 Oriental Hotel
343 京町６８−２ 23の2 ㈱ナップス（⼤広製版株式会社） 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。 4/27
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1549 京町７３ 71 金商石油サービス㈱京町給油所 廃   
3068 京町７７−１ 神栄ビル７Ｆ 66の6 ア−トラウンジ ＫＩＨＡＴＩ 廃   
529 琴の緒町１丁⽬１０−１ 10 神⼾松竹鉱泉所 廃   
3856 琴ノ緒町１丁⽬１−３１６ 23の2 有限会社 井上印刷所 葺合工場
396 琴ノ緒町２丁⽬３−２８ 3 株式会社 丸八蒲鉾 廃   
5667 琴ノ緒町３丁⽬３−２６ １階 10 インザドアブルーイング 廃   
640 琴ノ緒町３丁⽬３−４ 16 酒木製麺所 廃   
718 琴ノ緒町３丁⽬３−４ 17 下前商店 廃   
738 琴ノ緒町３丁⽬３−４ 17 丸三食品 廃   
1019 琴ノ緒町３丁⽬３−５−13 17 鈴木商店 廃   
889 琴ノ緒町３丁⽬３−５−３９ 17 有限会社  幡地商店 廃   
887 琴ノ緒町３丁⽬４−６ 17 鈴木商店 廃   
3346 琴ノ緒町３丁⽬８−１５ 71の5 コインランドリ−フレッシュ (廃)
886 琴ノ緒町４丁⽬１−２ 17 佐竹商店
312 琴ノ緒町４丁⽬５−７ 23の2 商工印刷株式会社
2453 熊内橋通３−３−１０ 67 ⻄本クリーニング店 廃   
2450 熊内橋通３丁⽬１−１０ 67 光クリーニング店 廃   
717 熊内橋通３丁⽬３−１０ 17 田口商店 廃   
729 熊内橋通３丁⽬３−１０ 17 ⼭田屋 廃   

3287
熊内橋通３丁⽬３−２５、２丁⽬１−１
１

46 株式会社 加美乃素本舗

3510 熊内橋通４−２−１７ 67 アラスカ 廃   
2621 熊内橋通４丁⽬２−１６ 67 熊内ドライクリーナー
736 熊内橋通４丁⽬２−２５ 17 ⻑谷川豆腐店 廃   
2849 熊内橋通６丁⽬２−６ 65 いづつ印刷有限会社
1532 熊内橋通７丁⽬１番１３号 71 神⼾市交通局布引車庫 廃   
1224 熊内町４−３−７ 66の3 ホテルいさご神⼾
2471 熊内町４−７−８ 67 松本クリーニング店 廃   
2460 熊内町７−４−２ 67 中水クリーニング店 廃   
4002 元町高架通３番１９７号 23の2 株式会社 オガワ印刷
1434 元町通１−１０−４ 68 ㈱ヒラマツカメラ 現像所 廃   
3614 元町通１丁⽬１１−２０ 66の6 本館  牡丹園
5548 元町通１丁⽬１４−１３ 10 スターボードブルーイング 廃   
1422 元町通１丁⽬６−１７ 68 ㈱吉田カメラ商会 元町ラボ 廃   
2644 元町通２−２２０ 67 元町ランドリー 廃   
5902 元町通２−５−１０ 68 カメラのカツミ堂
1477 元町通２−５−５ 68 株式会社 IMAGICA 神⼾営業所 廃   
3935 元町通２丁⽬５番２号 68 ＳＰ４５ワールド元町店 廃   

6192
元町通２丁⽬８-１４オルタンシアビル
505号室

71の2 保健科学 神⼾ラボラトリー

3265 元町通２丁⽬９−１ 66の6 株式会社 天神閣
2647 元町通３−１２−１４ 67 和田クリーニング 廃   
3439 元町通３丁⽬１２−２ 66の6 グリル ナカハマ 廃   
900 元町通３丁⽬４−１５ 17 藤井商店 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。 5/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4220 元町通３丁⽬６−１ 68 ５５ステーション 元町三番街店 廃   
3769 元町通３丁⽬６−９ 68 ミヤケカメラ店 廃   
4024 元町通４−４−８ 23の2 印刷ショップ タイムス (廃)
4387 元町通４丁⽬２−１７ 68 ミモザカメラ元町店 廃   
893 元町通４丁⽬４−７ 17 ⼭内豆腐店 廃   
1610 元町通５−２４ 71 ㈱沢田商⾏ 元町給油所 廃   
3716 元町通５−６−１５ 68 株式会社 ピー・エス・ヒラムラ (廃)
1773 元町通５−７−２５ 71の2 （株）ファルコバイオシステムズ 廃   
2852 元町通５丁⽬３７−１ 68 ㈱兵庫フジカラ− 元町現像所 廃   
3196 元町通５丁⽬８−１５ 68 関⻄フジカラー株式会社 元町現像所 廃   

5085 元町通６−１−８ 71の2
一般財団法⼈ カケンテストセンター 神⼾
ラボ

廃   

3086 元町通６丁⽬２番１２号 66の6 ホテル シェレナ 廃   
603 元町通６丁⽬６−１１ 16 穂波産業株式会社
4026 古湊通１丁⽬２ー１６ 23の2 永代印刷有限会社
902 古湊通１丁⽬９−２２ 17 峰松商店 廃   
1073 古湊通２丁⽬２−１８ 65 神東出版印刷株式会社 廃   
3249 吾妻通２丁⽬１−２７ 47 太⻁精堂製薬株式会社
5894 吾妻通２丁⽬１−３ 71 神⼾トヨペット株式会社 三宮店
5182 吾妻通３丁⽬１−８ 71 株式会社 阪神小型モータース Audi神⼾
1616 吾妻通５−２−５ 71 竹内油業株式会社 葺合店 廃   
1791 御幸通２丁⽬２−１１ 71の2 国際試薬㈱研究開発部分室 廃   
1425 御幸通３丁⽬１−１７ 68 ㈲イーストカラー 廃   
597 御幸通６丁⽬１−１３ 16 ㈲オリンピック製麺所 廃   
3848 御幸通６丁⽬１−１５ 68 フォトスーパー三宮御幸店 廃   
3075 御幸通８丁⽬１−６ 66の6 国際会館 宴会場 廃   

4596
御幸通８丁⽬海岸線三宮花時計前駅Ｂ１
Ｆ

68 ５５ステーション 三宮花時計前駅店 廃   

3267 江⼾町９４ 66の6 第一楼
1541 江⼾町９５ 71 ⼤英石油株式会社 三宮給油所

5419 港島１−８ 71
株式会社 ⻄⽇本宇佐美 ポートアイラン
ドTS

6223 港島１丁⽬１１６番地 66の6 ララシャンスKOBE

1065 港島１丁⽬１１番地 65
株式会社 商船三井 神⼾港島コンテナセン
ター

廃   

4985 港島１丁⽬１−３ 71の2
神⼾学院⼤学 ポートアイランドキャンパ
ス

1086 港島１丁⽬１番地 65
⼭九㈱神⼾⽀店 港運ｸﾞﾙｰﾌﾟPC−１ターミ
ナル

廃   

4984 港島１丁⽬３番６ 71の2 学校法⼈ 兵庫医科⼤学 神⼾キャンパス
4958 港島１丁⽬４番６ 71 USS神⼾

1070 港島１丁⽬Ｃ−５ 65
アメリカン･プレジデント･ラインズ･リミ
テッド 神⼾⽀店

廃   

1063 港島１丁⽬第４バース 65 (株)ユニエックス PICT事業所 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。
・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。 6/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

5146 港島２丁⽬２ 71
株式会社 トヨタレンタリース神⼾ ポー
トライナー中公園駅前店

3021 港島２丁⽬２−１ 65
ナビックスコンテナヤード（Ｋ．Ｎ．Ｃ．
Ｙ．）

廃   

3049 港島２丁⽬６番 66の5 株式会社 フーズパレット
4828 港島３−７−２ 71 株式会社 国際興業 神⼾

3827 港島３丁⽬ 65
富士オリエンタルヴァンラインポートアイ
ランドコンテナヤード

廃   

1802 港島３丁⽬２番１号 71の2 一般財団法⼈ 食品環境検査協会 神⼾事業所

4827 港島３丁⽬６ 65
富士オリエンタルヴァンライン コンテナ
ヤード

廃   

3232 港島３丁⽬７ 71 神⼾観光バス（株）
4755 港島４−１ 71 コマツクイック株式会社 神⼾センター

5071 港島４−６ 71
株式会社 レンタルのニッケン 神⼾機械
センター

1069 港島４丁⽬５−５ 65 株式会社 ⽇陸 インターテック神⼾デポ

4826 港島４丁⽬５番１号 71
やながわ商事株式会社 神⼾サービスセン
ター

3025 港島４丁⽬６ 65
⽇東物流株式会社ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞKKCCNo.1営
業所

廃   

4905 港島４丁⽬６−２ 71
⻄⽇本ジェイアールバス株式会社 神⼾営業
所

4957 港島４丁⽬６番地 71
神姫バス株式会社 神⼾営業所 ポーアイ
車庫

5231 港島５−１ 71 ⽇本GE 神⼾リマーケティングセンター 廃   

4206 港島５丁⽬２番 65
株式会社 商港エンジニアリング PC-8事
業所

廃   

1061 港島５丁⽬２番地 65 商船港運株式会社 Cｰ8ﾊﾞｰｽ 廃   
4568 港島５丁⽬３番 71 ⽇産サービスセンター株式会社 阪神⽀社
1062 港島５丁⽬３番地 65 商船港運株式会社 C-9ﾊﾞｰｽ 廃   
3235 港島６−８−２ 71 佐川急便株式会社 神⼾店

5874 港島６丁⽬１番 65
株式会社 商港エンジニアリング 神⼾事
業部

1060 港島６丁⽬１番地 65 ⼤阪商船三井船舶株式会社 神⼾ﾌﾚｰﾄｾﾝﾀｰ 廃   

4961 港島６丁⽬４ 65
京セラ株式会社 神⼾メディカル商品管理
センター

(廃)

1997 港島６丁⽬５−１地先 65 川崎汽船神⼾バンプールコンテナ洗浄場 廃   

4486 港島６丁⽬５−２ 71
株式会社 うかいや ポートアイランド給油
所

2081 港島６丁⽬７−１ 65
エヌ･シー･ストルト輸送ｻｰﾋﾞｽ株式会社 神
⼾⽀店

1683 港島６丁⽬９番地の２ 71 神⼾新交通株式会社 車両基地

4977 港島７丁⽬１３番 71
⽇本GE株式会社 神⼾リマケーティングセ
ンター

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。
・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。 7/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4837 港島７丁⽬１５番 71
コベルコ建機インターナショナルトレー
ディング株式会社 神⼾中古車センター

4927 港島８−１１−６ 71 ⽇本交通株式会社 兵庫営業所

5871 港島８−３−１ 71
スカイオートリンク株式会社 ポートアイ
ランド店

4969 港島８丁⽬１１番２号 71
神⼾エムケイ株式会社 ポートアイランド
SS

4790 港島８丁⽬１１番６ 65
⽇本コンセプト株式会社 神⼾⽀店 神⼾P・I
タンクターミナル

4863
港島８丁⽬１１番６の一部、１２番の一
部

71 ⽇⽴建機⽇本(株)

4988 港島８丁⽬１２番 71 ⽇野⾃動車株式会社 神⼾研修センター

5230 港島８丁⽬１３番地 65
株式会社アテーナージャパン ポートアイ
ランド事務所

廃   

4736 港島８丁⽬１４番地 65
株式会社上組 港運事業本部 PC-18コン
テナターミナル営業所

1067 港島８丁⽬1番地 65 ㈱アテーナージャパン ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ事務所 廃   

1992 港島８丁⽬ＰＣ１２ 65
川崎汽船神⼾コンテナターミナルコンテナ
洗浄場

廃   

1064 港島８丁⽬第１１バース 65 ⽇本ｺﾝﾃﾅ･ﾀｰﾐﾅﾙ(株)神⼾⽀店 廃   

4810 港島９−１ 71
神⼾交通振興株式会社 ポートアイランド
営業所

4933 港島９−２−１０ 71
神⼾シティバス株式会社 ポートアイラン
ド営業所

3730 港島９丁⽬１０番 65 神⼾国際コンテナターミナル
5029 港島９丁⽬１１−１ 71 全但バス株式会社 神⼾営業所 廃   
4968 港島９丁⽬１１番１号 71 株式会社 ヤナセ 関⻄中古車営業本部
5557 港島９丁⽬１２−１ 71の3 神⼾市環境局港島クリーンセンター
4431 港島９丁⽬１番地 71 コイン洗車場 カーピカランド 廃   

6291 港島９丁⽬１番地 65
株式会社アテーナージャパン ポートアイ
ランド事務所

4628 港島９丁⽬２−１１ 65
株式会社上組 港運事業本部 PC-13コン
テナターミナル営業所

5158 港島９丁⽬２−８ 2
IHミートソリューション株式会社 神⼾
パックセンター

5232 港島９丁⽬３ 65
株式会社 ⽇新 阪神港運部 神⼾ﾀｰﾐﾅﾙ課
PC-14営業所

3916 港島９丁⽬６番 65
三井倉庫㈱関⻄⽀社港運グループポート
ターミナルチーム

廃   

6022 港島中町１−３−１ 3 (株)⼭忠 神⼾工場

1685 港島中町１丁⽬ 71
神⼾石油事業協同組合 ポートアイランド給
油所

廃   

4442 港島中町１丁⽬１番６号 71
菱華石油サービス株式会社 ポートアイラン
ドSS

・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。 8/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

3863 港島中町１丁⽬４−２ 66の6 みなとじま会館 廃   
1052 港島中町２丁⽬２−１−５ 65 ⼤神印刷株式会社 廃   
1435 港島中町３−１−２ 68 ヒラマツカメラ ポートアイランド店 廃   
1467 港島中町３丁⽬２−６ 68 ５５ステーション ポートアイランド店 廃   
1788 港島中町４丁⽬１ 71の2 東⻄化学産業㈱神⼾営業所 廃   
3266 港島中町４丁⽬１ 66の6 株式会社  海皇 ポ−トアイランド店
1786 港島中町４丁⽬２番 71の2 兵庫県⽴消費⽣活総合センター (廃)
373 港島中町４丁⽬６ 68の2 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 廃   
1783 港島中町４丁⽬６ 71の2 神⼾市看護⼤学短期⼤学部 廃   
1782 港島中町４丁⽬６−５ 71の2 神⼾市健康科学研究所
1796 港島中町４丁⽬７−１ 71の2 神⼾常盤短期⼤学 廃   

5627 港島中町４丁⽬７−２ 71の2
神⼾⼥⼦⼤学 神⼾⼥⼦短期⼤学 PIキャ
ンパス

1450 港島中町６ 68 エキゾチックタウン バンドール 廃   
5213 港島中町６−１ 66の6 コーベフーズ株式会社 廃   
6177 港島中町６−１ 66の6 アリストンホテル神⼾
6210 港島中町６−５−１ 71の2 有限会社 パソテック

3715 港島中町６−７１ 68
５５ステーション ＫＯＵＳポートアイラ
ンド店

廃   

3088 港島中町６丁⽬１ 66の6 東京田村・鉄板焼 扇 廃   
2288 港島中町６丁⽬１０−１ 66の6 株式会社 神⼾ポートピアホテル
3599 港島中町６丁⽬１０−１ 67 共同ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ㈱神⼾ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙﾗﾝﾄﾞﾘｰ室
3912 港島中町６丁⽬１４番Ｈ棟 66の6 あこや亭 ポーアイプラザ店 廃   

3001 港島中町６丁⽬１番地 66の6
シンエーフーヅ株式会社 クオリティホテ
ル営業所

廃   

5870 港島中町６丁⽬３-３ 71の2 WDB神⼾基盤研究所
3090 港島中町６丁⽬６−３ 66の6 レストラン エキゾチックタウン 廃   
4981 港島中町６丁⽬６−３、５−２、５−１ 66の6 株式会社 ブライダルハート

3257 港島中町６丁⽬８番１ 66の6
（株）ルモンデグルメ ヴィアンヴィ ア
イランドカフェ

廃   

2910 港島中町７ 68 ダイエ−フォトポ−トピアＳＰラボ 廃   
2922 港島中町７ 23の2 神⼾観光写眞社 廃   
2992 港島中町７丁⽬１−２ 66の6 有限会社 フジイエンタ−プライズ 廃   
3096 港島中町７丁⽬２−２ 66の6 神⼾月堂  ８８ 廃   
3605 港島中町７丁⽬３番１号 65 タサキジュエリービル
3735 港島中町７丁⽬５−１ 66の6 ホテルパールシティ 神⼾
2019 港島中町７丁⽬７−３ 2 有限会社 コスモポリタン製菓 廃   

5895 港島中町７丁⽬７−７ 71の2
UCC上島珈琲株式会社 イノベーションセ
ンター

5015 港島中町８−７−１及び７−６ 66の6 イケア神⼾
6283 港島中町８丁⽬ 71 ⽇⽴建機⽇本株式会社 神⼾センタ
1509 港島中町８丁⽬３番 71の3 神⼾市環境局事業部港島クリーンセンター 廃   
4974 港島南町１−２ 68 スナップス 神⼾ポートアイランド店 廃   
5864 港島南町１−２ 71 兵庫三菱⾃動車販売㈱ポーアイ店 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。 9/27
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所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

6214 港島南町１−３−１ 71の2 アエラスバイオ株式会社

6222 港島南町１−３−１ 71の2
エア・ウォーター・バイオデザイン株式会
社

5572 港島南町１−５−２ 71の2
ビーブランド・メディコーデンタル 神⼾
研究所

5573 港島南町１−５−２ 71の2
株式会社ココカラファイン ネクスト 商
品企画部 神⼾研究所

廃   

5574 港島南町１−５−２ 71の2 株式会社 森久エンジニアリング 廃   
5577 港島南町１−５−２ 71の2 SBIファーマ株式会社 神⼾研究所 廃   
6012 港島南町１−５−２ 71の2 株式会社ファイセル 神⼾ラボ 廃   
6025 港島南町１−５−２ 71の2 株式会社 ヘリオス 神⼾研究所

5143
港島南町１−５−２ 神⼾キメックセン
ター

71の2 キコーテック㈱ 神⼾営業所 廃   

4870 港島南町１−５−４ 71の2 DHC基礎皮膚科学研究所 廃   
4871 港島南町１−５−４ 71の2 株式会社 カルディオ 廃   
5611 港島南町１−５−４ （３階） 71の2 株式会社ヘリオス 神⼾研究所

5586 港島南町１−５−４（３階） 71の2
住友ファーマ株式会社 再⽣・細胞医薬神
⼾センター(TRI)

4821 港島南町１−５−５ 71の2 神⼾バイオメディカル創造センター
4975 港島南町１−５−５ 71の2 千寿製薬㈱ｵｷｭﾗｰｻｲｴﾝｽ研究所 神⼾研究室
4929 港島南町１−５−５ BMA 71の2 株式会社 プロトセラ 廃   

4899 港島南町１−５−６ 71の2
国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、神
⼾ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究・⼈材育成ｾﾝﾀｰ

5629 港島南町１−６−４ 71の2 シスメックス㈱ ＩＭＰラボラトリー
4783 港島南町１丁⽬ 71の2 東洋紡 神⼾バイオ研究所 廃   
4784 港島南町１丁⽬ 71の2 SCSKKラボ 廃   
4786 港島南町１丁⽬ 71の2 ⽇⽴臨床技術インキュベーションラボ 廃   

5051 港島南町１丁⽬３番７ 71の2
農林水産消費安全技術センター 神⼾セン
ター

5168 港島南町１丁⽬５−２ 71の2 株式会社 メディビック 関⻄ラボ 廃   
5872 港島南町１丁⽬５−２ 71の2 紅道科研センター株式会社

5440 港島南町１丁⽬５−４ 71の2
神⼾臨床研究情報センター シスメックス
㈱浅野研究室

4866 港島南町１丁⽬５−５ 71の2 カルナバイオサイエンス株式会社
4982 港島南町１丁⽬５−５ 71の2 ステムセルサイエンス株式会社 BMAラボ 廃   
5129 港島南町１丁⽬５−５ 71の2 有限会社 エイド 廃   
6235 港島南町１丁⽬５−５ 71の2 株式会社 ヘリオス 神⼾研究所BMA

6321 港島南町１丁⽬５−５ 71の2
バイオアライフサイエンスジャパン株式会
社

4917 港島南町１丁⽬５−６ 71の2
インキュベーションセンター神⼾バイオテ
クノロジー研究・⼈材育成センター ⼤阪⼤
学

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。 10/27
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所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4931 港島南町１丁⽬５−６ 71の2
インキュベーションセンター神⼾バイオテ
クノロジー研究・⼈材育成センター 京都⼤
学

廃   

5300 港島南町１丁⽬５−６ 71の2
インキュベーションセンター神⼾バイオテ
クノロジー研究・⼈材育成センター早稲田
⼤学

4852 港島南町１丁⽬５番５ 71の2 帝⼈神⼾セルプロセシングセンター 廃   

4853 港島南町１丁⽬５番５ 71の2
㈱オリエンタルバイオサービス 神⼾BMラ
ボラトリー

4854 港島南町１丁⽬５番５ 71の2
三菱化学メディエンス株式会社 神⼾BMA
研究所

廃   

4855 港島南町１丁⽬５番５ 71の2 ライフサイエンス研究所 神⼾ラボ 廃   
4856 港島南町１丁⽬５番５ 71の2 シスメックスBMAラボラトリー

4857 港島南町１丁⽬５番５ 71の2
バイエル薬品株式会社 神⼾リサーチセン
ター

廃   

5062 港島南町１丁⽬５番５ 71の2
オンコリスバイオファーマ株式会社 神⼾
検査センター

廃   

5111 港島南町１丁⽬５番５ 71の2 Bio View株式会社 神⼾研究所
5592 港島南町１丁⽬５番５ 71の2 資⽣堂細胞加工培養センター 廃   

5428 港島南町１丁⽬５番５号 71の2
一般社団法⼈ ⽇本血液製剤機構 中央研
究所

4945 港島南町１丁⽬５番５号 BMA２階 71の2 株式会社 カルディオ 廃   
4787 港島南町１丁⽬５番地４ 71の2 神⼾臨床研究情報センター

4860 港島南町１丁⽬５番地５ 71の2
神⼾医療産業都市推進機構神⼾バイオメ
ディカル創造センターラボ

5905 港島南町１丁⽬６−４ 71の2
株式会社メディカロイド 本社サービスセ
ンター

4798 港島南町２−２−２ 71の2 テルモCPCセンター 廃   
4777 港島南町２-２-２ 71の2 ｵｽﾃｵｼﾞｪﾈｼｽ株式会社ｾﾙﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 廃   

5204 港島南町２丁⽬１−１、１−８、２ 68の2
地⽅独⽴⾏政法⼈ 神⼾市⺠病院機構 神
⼾市⽴医療センター中央市⺠病院・神⼾ア
イセンター病院

5863 港島南町２丁⽬１番地内 71の2 神⼾アイセンター病院 廃   

4504 港島南町２丁⽬２−３ 71の2
国⽴研究開発法⼈ 理化学研究所 神⼾事
業所

4744 港島南町２丁⽬２番、１番地８ 71の2 先端医療センター
4782 港島南町２丁⽬２番２ 71の2 オリンパスCPC 廃   

5580 港島南町２丁⽬２番２ 71の2
住友ファーマ株式会社 再⽣・細胞医薬神
⼾センター

4746 港島南町２丁⽬２番２（１F） 71の2
⽇本ベクトン・ディッキンソン株式会社バ
イオサイエンス神⼾ラボ

廃   

4747 港島南町２丁⽬２番２（２，３F） 71の2
独⽴⾏政法⼈ 理化学研究所 発⽣・再⽣
科学総合研究センター

廃   

4745 港島南町２丁⽬２番２（4F） 71の2 セルプロセッシングセンター 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。
・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。 11/27
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事業場名称 廃止

5883 港島南町２丁⽬２番地 71の2
⼤塚製薬株式会社 神⼾イノベーションラ
ボ

廃   

6289 港島南町２丁⽬２番地 ２F 71の2
株式会社VC Gene Therapy 研究セン
ター

6288 港島南町２丁⽬２番地 ３F 71の2
株式会社VC Cell Therapy 研究セン
ター

3850 港島南町３丁⽬２−２ 5 オリバーソース株式会社
4868 港島南町３丁⽬２−６ 71の2 一般財団法⼈ ⽇本食品検査 関⻄事業所

6201 港島南町３丁⽬２番１１ 71の2
八十島プロシード株式会社 本社・神⼾
Fab・神⼾⽀店

5749 港島南町３丁⽬２番１２号 47 鈴木薄荷株式会社 本社工場
5203 港島南町３丁⽬２番８号 65 ⽇精テクノロジー株式会社

4295 港島南町３丁⽬３−７ 71の2
一般財団法⼈ ⽇本建築総合試験所 神⼾
研修所

4430 港島南町３丁⽬３番 11 神⼾フィッシュミール工場 廃   

5793 港島南町３丁⽬３番１３ 71の2
(株)アジュバンコスメティック 中央研究
所

5043 港島南町３丁⽬３番１６ 71の2 ケーエスエム株式会社 神⼾事業所
4440 港島南町３丁⽬３番８ 71の2 一般社団法⼈ 兵庫県水質保全センター
5875 港島南町４−６−４ 2 フランツポートアイランド工場
6053 港島南町４丁⽬２−１６ 71の2 ユミコア⽇本触媒 神⼾事業所
5178 港島南町４丁⽬２−８、２−９ 71の2 ユミコアジャパン株式会社 神⼾事業所 廃   
5723 港島南町４丁⽬２番１０号 8 株式会社 福本穀粉工場

6266
港島南町４丁⽬２番８、２番９、２番１
５

4 MCCポートアイランド工場

6033 港島南町４丁⽬５−９ 41 神⼾⾹料株式会社
5012 港島南町４丁⽬６−６ 71の2 バンドー化学株式会社 本社事業所
5052 港島南町５−２−４ 71の2 株式会社 オフテクス
4831 港島南町５−５−２ 71の2 カルナバイオサイエンス株式会社 廃   

4909 港島南町５−５−２ 65
モメンティブ・テクノロジーズ・ジャパン
株式会社

5196 港島南町５−５−２ 71の2 株式会社 耐熱性酵素研究所
5214 港島南町５−５−２ 71の2 株式会社 シクロケム 廃   

5229 港島南町５−５−２ 71の2
東芝三菱電機産業システム株式会社 ﾌｭｰ
ﾁｬｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ

5642 港島南町５−５−２ 71の2 イーメックス株式会社 廃   
5650 港島南町５−５−２ 71の2 神⼾リサーチセンター 廃   
5906 港島南町５−５−２ 71の2 バイエル薬品 CoLaborator Kobe

5243 港島南町５−５−２ KIBC 北館 71の2
スペクトリス株式会社マルバーン事業部
本部・テクニカルセンター

5244 港島南町５−５−２ KIBC２０７ 71の2
三菱レイヨン株式会社 神⼾テクニカルセ
ンター

廃   

4834 港島南町５−５−２ KIBC南館３F 71の2
株式会社 アムニオテック 神⼾ラボラト
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。
・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。 12/27
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整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4682 港島南町５−５−２KIBC４０４,４０５ 71の2 株式会社 アイスター 研究室 廃   
4808 港島南町５−５−２KIBC南館４F 71の2 株式会社 デルタバイオメディカル 廃   
4829 港島南町５丁⽬１番  （BMA) 71の2 TEPP神⼾ 廃   
5748 港島南町５丁⽬２番５号 71の2 ベイバイオサイエンス株式会社

5038 港島南町５丁⽬２番７ 71の2
(株)カナエ 神⼾工場 包装技術開発セン
ター

5149 港島南町５丁⽬２番８ 71の2 幸愛化学株式会社 本社工場
4966 港島南町５丁⽬３−７ 66の5 株式会社 メディカルフーズはぁもにぃ
4769 港島南町５丁⽬３番５ 66 共和産業株式会社 本社工場
4325 港島南町５丁⽬４−１１ 66の5 ウオクニ株式会社 神⼾フードセンター
4197 港島南町５丁⽬４−５ 23の2 交友印刷株式会社
4207 港島南町５丁⽬４−９ 23の2 ⽇本総合印刷株式会社
5336 港島南町５丁⽬４番１ 71の2 株式会社 ナード研究所 神⼾研究所
4261 港島南町５丁⽬４番10号 63 株式会社 モックテクノス (廃)
4692 港島南町５丁⽬５−２ 71の2 株式会社 エムズサイエンス 廃   
4696 港島南町５丁⽬５−２ 65 ロイコ・ハベラ株式会社  関⻄⽀店 廃   
4775 港島南町５丁⽬５−２ 46 株式会社 ツドム 神⼾ラボ 廃   
5222 港島南町５丁⽬５−２ 71の2 美研創新株式会社
6239 港島南町５丁⽬５−２ 71の2 株式会社ナティアス R&Dセンター

4721 港島南町５丁⽬５−２ 352 46
北海道システム・サイエンス㈱神⼾リサー
チセンター

廃   

4690 港島南町５丁⽬５−２ KIBC３F 71の2 ハンツマン・ジャパン株式会社 (廃)
4683 港島南町５丁⽬５−２ KIBC406 71の2 ヘンケルジャパン株式会社  AC神⼾ラボ 廃   

6241
港島南町５丁⽬５−２ＫＩＢＣ北館４０
４

71の2 株式会社イーベック 神⼾ラボ

5645 港島南町５丁⽬５番２ 71の2
八十島プロシード株式会社 Ne廃tMED開
発室

廃   

5408 港島南町５丁⽬５番２号 71の2 浜理薬品工業株式会社 神⼾テクノラボ 廃   
4441 港島南町５丁⽬５番３号 71の2 株式会社 MORESCO
5881 港島南町６−３−５ 71の2 藤森工業株式会社 神⼾サテライトラボ

6027 港島南町６−３−５ 71の2
株式会社バイオパレット 神⼾R&Dセン
ター

廃   

6219 港島南町６−３−５ 71の2 ネクスジェン株式会社 KOBE Bio Lab
6325 港島南町６−３−５ 71の2 細胞療法研究開発センター

6248 港島南町６−３−７ 71の2
株式会社バイオパレット 神⼾R＆Dセン
ター

6281 港島南町６−３−７ 71の2
ユナイテッド・イミュニティ株式会社 神
⼾研究所

6308 港島南町６−３−７ 71の2
マイキャン・テクノロジーズ株式会社 神
⼾研究所

6134 港島南町６−４−３ 71の2
千寿製薬株式会社 神⼾イノベイティブセ
ンター

5600 港島南町６−７−１ 71の2
国⽴研究開発法⼈ 理化学研究所 神⼾事
業所 （融合連携）

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。 13/27
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5001 港島南町６−７−３、６−７−１ 71の2
国⽴研究開発法⼈ 理化学研究所 神⼾事
業所 （MI R&D、融合連携）

5612 港島南町６−７−４ 71の2 三協化成株式会社 神⼾研究所
5897 港島南町６−７−４ 71の2 SBバイオサイエンス株式会社神⼾ラボ 廃   

5898 港島南町６−７−４ 71の2
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会
社 神⼾本社 R＆Ｄセンター

廃   

6277 港島南町６−７−４ 71の2
シンバイオシス株式会社（ラボ・プラン
ト）

5153 港島南町６−７−４  ４０５号室 71の2 住友ベークライト株式会社 神⼾事業所 廃   
5089 港島南町６−７−４ ４０７号 71の2 カルナバイオサイエンス株式会社 廃   
5147 港島南町６−７−４ 408号室 71の2 パナソニック株式会社 廃   
5037 港島南町６−７−４ HI-DEC ４０４ 71の2 株式会社 ビオスタ 廃   
5036 港島南町６-７-４ HI-DEC１０５号 71の2 株式会社 ABsize 廃   
5018 港島南町６−７−４ HI-DEC４０１ 71の2 バイオ・メディカル・ラボ株式会社 廃   

6317
港島南町６−７−４ 神⼾健康産業開発
センター４０６号室

71の2 株式会社VC Cell Therapy 品質管理室

6312 港島南町６−７−６ 71の2 株式会社ファイセル 神⼾ラボ
6225 港島南町６丁⽬３−５ 71の2 株式会社JRC神⼾ラボ 廃   

6320 港島南町６丁⽬３−５ 71の2
シンフォニアテクノロジー株式会社 神⼾
ソリューションラボ

6267 港島南町６丁⽬３−７ 71の2 パナソニック株式会社アプライアンス社 廃   

6305
港島南町６丁⽬３−７ クリエイティブ
ラボ神⼾３０７

71の2
株式会社ジー・キューブ リサーチセン
ター

5879 港島南町６丁⽬３番５ 71の2
株式会社 ⽇⽴製作所 研究開発グループ
基礎研究センタ 神⼾ラボ

6228 港島南町６丁⽬３番５ 71の2 株式会社シンプロジェン 神⼾拠点
6026 港島南町６丁⽬３番５号 71の2 ViSpot株式会社

6272 港島南町６丁⽬３番５号 71の2
住友ファーマ株式会社 再⽣・細胞医薬神
⼾センター（KCMI）

6198 港島南町６丁⽬３番７ 71の2 クリエイティブラボ神⼾
6249 港島南町６丁⽬３番７ 71の2 株式会社シンプロジェン R＆Dセンター
6259 港島南町６丁⽬３番７ 71の2 株式会社 水田製作所 CLIK研究所
6261 港島南町６丁⽬３番７ 71の2 株式会社ナレッジパレット
6282 港島南町６丁⽬３番７ 71の2 株式会社シンアート
6286 港島南町６丁⽬３番７ 71の2 株式会社漢⽅医科学研究所 神⼾研究所

6310 港島南町６丁⽬３番７ 71の2
オプティアム・バイオテクノロジーズ株式
会社

6280 港島南町６丁⽬３番７ ５階 71の2
株式会社バッカス・バイオイノベーション
CLIK事業所

6337 港島南町６丁⽬３番７号 71の2
株式会社 ⽇⽴製作所 研究開発グループ
基礎研究センタ 神⼾ラボ（CLIK）

6285 港島南町６丁⽬３番７号３０６号室 71の2 UBiSS ラボ神⼾
6258 港島南町６丁⽬３番地７ 71の2 次世代医療開発センター
5164 港島南町６丁⽬４番３ 71の2 アスビオファーマ株式会社 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。 14/27
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5026 港島南町６丁⽬７−４ 71の2 コーベビオケミア株式会社 基盤研究所 廃   
5088 港島南町６丁⽬７−４ 71の2 株式会社ナード研究所 神⼾研究所 廃   
5441 港島南町６丁⽬７−４ HI-DEC１０１ 71の2 有限会社 マイテック 神⼾研究所
5387 港島南町６丁⽬７−４HIDEC４０１号室 71の2 パナソニック ヘルスケア株式会社 廃   
5389 港島南町６丁⽬７−６ 71の2 株式会社 ジェノミックス 廃   
5591 港島南町６丁⽬７番４ 71の2 株式会社chromocenter 神⼾研究所

5126 港島南町６丁⽬７番４（２階２０３） 71の2
独⽴⾏政法⼈理化学研究所ライフサイエン
ス技術基盤研究センター

廃   

5544 港島南町６丁⽬７番４号 71の2
ユーリカイノベーション株式会社 神⼾研
究所

廃   

5657 港島南町６丁⽬７番４号 71の2 AFIテクノロジー 神⼾研究所 廃   

5660 港島南町６丁⽬７番４号 71の2
オンコリスバイオファーマ株式会社 神⼾
検査センター

5039 港島南町６丁⽬７番４号HI-DEC402 71の2 有限会社 ⽇革研究所 廃   

5050 港島南町６丁⽬７番５号 71の2
⽇本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
神⼾医薬研究所

5215 港島南町６丁⽬７番６ 71の2 スキャンポファーマ合同会社 神⼾研究所

5401 港島南町６丁⽬７番６ 71の2
TAOヘルスライフファーマ株式会社 神⼾
事業所

廃   

4999 港島南町６丁⽬７番地３ 71の2 株式会社 カン研究所 廃   
5172 港島南町６丁⽬７番地６ 71の2 神⼾ハイブリッドビジネスセンター (廃)
5524 港島南町６丁⽬８−２ 71の2 株式会社 カン研究所
5194 港島南町７−１−１６ 71の2 株式会社アイビーテック 神⼾ラボ

5649 港島南町７−１−１６ 71の2
株式会社 ⼤阪合成有機化学研究所 神⼾
研究室

廃   

5890 港島南町７−１−１６ 71の2
エア・ウォーター・バイオデザイン株式会
社神⼾ラボ

5891 港島南町７−１−１６ 71の2 ⼤塚メディカルデバイス株式会社
5899 港島南町７−１−１６ 71の2 株式会社 モリタ製作所
6319 港島南町７−１−１６ 71の2 扶桑化学工業株式会社 神⼾研究所
6279 港島南町７−１−１６−３０４A号 71の2 グーテック株式会社
5686 港島南町７−１−１９ 71の2 タキロンシーアイ株式会社 神⼾研究所 廃   

5597 港島南町７−１−４９ 71の2
次世代バイオ医薬品製造技術研究組合 神
⼾ＧＭＰ集中研

6034 港島南町７−２−６ 71の2 株式会社ビオラボ研究所
6220 港島南町７−３−６ 63 ＩMIジャパン株式会社
5907 港島南町７ー１ー１６ 71の2 フリーマンテクノロジー神⼾ラボ 廃   

6237 港島南町７丁⽬１―１６ 71の2
株式会社ナティアスGMP製造／品質管理セ
ンター

5209 港島南町７丁⽬１−１６ 71の2 株式会社ビオラボ研究所 廃   

6307
港島南町７丁⽬１−１６ 神⼾医療機器
開発センター２０２号室

71の2 有限会社リベラル ATW研究所

5547 港島南町７丁⽬１−２７ 46 株式会社 ナンバースリー
6253 港島南町７丁⽬１−３０ 70の2 神姫バス株式会社 神⼾営業所

・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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5641 港島南町７丁⽬１−４９，１−５５ 71の2 神⼾⼤学統合研究拠点 アネックス棟 廃   
5707 港島南町７丁⽬１番１６号 71の2 JFEテクノリサーチ株式会社 廃   
5882 港島南町７丁⽬１番１６号 71の2 株式会社 京都動物検査センター 廃   
4995 港島南町７丁⽬１番１７ 71の2 ⽇新薬品工業株式会社 神⼾R＆Dセンター 廃   
5118 港島南町７丁⽬１番２０ 71の2 甲南⼤学 ポートアイランドキャンパス
5299 港島南町７丁⽬１番４８，４９，５５ 71の2 国⽴⼤学法⼈ 神⼾⼤学 統合研究拠点

4816 港島南町７丁⽬１番５号 66の6
株式会社会社ニチイホールディングス 神
⼾ポートアイランドセンター

4951 港島南町７丁⽬１番地１４ 71の2 株式会社 トランスジェニック 神⼾研究所

6206 港島南町７丁⽬１番地１９ 46
神⼾天然物化学株式会社 本社・神⼾研究
所

6243 港島南町７丁⽬４番５、４番６ 71の2 株式会社 シクロケム
4123 国⾹通２丁⽬２−１ 71 ⻄村株式会社  国⾹通給油所 廃   
3894 国⾹通３丁⽬２番１２号 23の2 神港印刷所
2618 国⾹通４−３−５ 67 ツルヤクリーニング 廃   
891 国⾹通５丁⽬１−３０ 17 横江豆腐店 廃   
440 国⾹通５丁⽬２−１７ 4 株式会社 みの屋商店
884 国⾹通５丁⽬２−２７ 17 奥村豆腐店 廃   
4000 国⾹通５丁⽬２番８号 65 石井印刷有限会社
2619 国⾹通６丁⽬１−１ 67 ⼭本クリーニング 廃   
2666 再度筋町１−２ 67 小清水ドライクリーナー
3494 再度筋町１２−２０−１０３ 68 シライカメラ 諏訪⼭店 廃   
3519 再度筋町２−２１ 67 第一朝⽇クリーニング 廃   
740 再度筋町８０ 17 難波商店 廃   
3442 坂口通２丁⽬１−２３ 71の2 兵庫県警察本部 坂口庁舎 廃   
6263 坂口通３−２−１９ 71 ⼭文エネルギー株式会社 王⼦公園店
1529 坂口通３丁⽬２−１９ 71 ㈱ジョモネット関⻄ 上筒井ステーション 廃   
560 坂口通７−２−２３ 16 ⼭天食品有限会社 廃   
3288 坂口通７丁⽬１−４ 71の2 神⼾パストゥ−ルバイオ専⾨学校 廃   
382 坂口通７丁⽬２−２０ 2 合資会社 峰松牛乳 廃   
2932 三宮町１−１ 71の2 兵庫県⽴神⼾⽣活科学センタ− 廃   
4700 三宮町１−５−１８ 68 カメラのナニワ三ノ宮店 廃   
1438 三宮町１−５−６ 68 ダイエーフォートパレックスＳＰラボ 廃   
1478 三宮町１−５−８ 68 ㈱星電社 三宮本店 廃   
3415 三宮町１−７−６ 66の6 ⽇本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（株）三宮ｾﾝﾀｰ街店
3258 三宮町１−９−１，１９００ 66の6 （株）東天紅 神⼾三宮センタ−プラザ店
3065 三宮町１丁⽬１０−１ 66の6 レストランパブ港蘭館 廃   
4264 三宮町１丁⽬１０−１ さんちかタウン内 68 パレットプラザ さんちか店

1436 三宮町１丁⽬３−２５ 68
有限会社 コヤマカメラ フォトサービス
コーナー

廃   

3184 三宮町１丁⽬３−６ 68 有限会社 コヤマカメラ 本店 廃   
4618 三宮町１丁⽬３−７ 67 白星社クリーニング株式会社  三宮⽀店 (廃)
3736 三宮町１丁⽬４−１ 68 株式会社 吉田カメラ商会 京町ラボ 廃   
1471 三宮町１丁⽬７−２８ 68 ㈱吉田カメラ商会 三宮ラボ 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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3365 三宮町１丁⽬８−１−１０１ 66の6 点心飲茶  太平閣 廃   

5696
三宮町１丁⽬９番１号 センタープラザ
13階

71の2 天津中医薬⼤学 ⽇本校

4585 三宮町２−１センタープラザ⻄館B1 17 北畠豆腐店 廃   
601 三宮町２−２ 16 丸八製麺所 廃   
2629 三宮町２−３５ 67 ㈲オリエント 廃   
849 三宮町２の８ 17 浅野商店 廃   
4263 三宮町２丁⽬１０−７ 68 ５５ステーション 三宮センター街店 廃   
3851 三宮町２丁⽬１１番２号 66の6 株式会社 とんかつ武藏 廃   
3745 三宮町２丁⽬５−１８ 10 株式会社 サッポロ神⼾⼤使館 醸造所 廃   
3035 三宮町２丁⽬５番１８号 66の7 ニューミュンヘン神⼾⼤使館
5390 三宮町２丁⽬７番２号 66の6 神⼾セントモルガン教会
895 三宮町２丁⽬９−４ 17 柏原商店 廃   
1440 三宮町３−６−１０ 68 筧フォト 廃   

4703 三宮町３丁⽬１ 68
フジカラーパレットプラザ トアロード旧
居留地店

廃   

3986 三宮町３丁⽬７番１１号 23の2 合資会社  角丸印刷所
2971 ⼭本通１−７−１６ 67 ユニオンランドリ−有限会社 廃   
3733 ⼭本通２丁⽬５番３号 65 株式会社 ⼭勝真珠 廃   
2630 ⼭本通３−２２ 67 東洋舎クリーニング商会 廃   
2661 ⼭本通３−２８ 67 瀬⼾クリーニング 廃   
2634 ⼭本通３−８−９ 67 清水クリーニング 廃   
3092 ⼭本通３丁⽬１４−１８ 66の6 （株）東天閣
2637 ⼭本通３丁⽬１６−４ 67 森⼭クリーニング 廃   
3091 ⼭本通３丁⽬１９−３ 66の6 北京楼 廃   
5609 ⼭本通３丁⽬３番２０号 66の6 神⼾北野ホテル
2635 ⼭本通３丁⽬９−６ 67 中⼭クリーニング
894 ⼭本通４−５５ 17 ⼤下商店 廃   
5538 ⼭本通４丁⽬１番２号 68 東亜フォトラボ (廃)
2651 ⼭本通５−１０−３１ 67 有限会社 ⼤東クリーニング
1537 ⼭本通５丁⽬１３−３ 71 森田礦業株式会社 諏訪⼭給油所 廃   
6270 ⼭本通５丁⽬３-３５ 10 神⼾ビール 諏訪⼭醸造所
5837 ⼭本通５丁⽬７−１８ 71の2 兵庫県⻭科医師会附属兵庫⻭科衛⽣士学院
3871 若菜通４丁⽬１−５ 4 有限会社 中⻄商店
4124 若菜通４丁⽬２−１ 71 菱華石油サービス株式会社 春⽇野道SS
4019 若菜通５丁⽬１−１６−２８０ 23の2 株式会社  旭成社
4363 若菜通５丁⽬２−６ 67 ⻲屋クリーニング
4001 若菜通６丁⽬２−８ 23の2 中外印刷株式会社
319 若菜通６丁⽬４−１９ 23の2 ユニバーサル㈱ 廃   
4817 小野浜町１５−２ 18の2 ⽇本食品開発促進株式会社 廃   

5079 小野浜町１８−１ 71
株式会社 ホンダユーテック ホンダオー
トオークション関⻄会場

4843 小野浜町１８番２号 71 株式会社 メヴィウス
5403 小野浜町１番９号 71の2 株式会社 ⽇本食品エコロジー研究所

・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。 17/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4754 小野浜町７‐６５ 71 神⼾市交通局中央車庫
5904 小野浜町９−７３ 68 ケイ・プリント
4425 小野浜町地先新港ふ頭 71 兵庫オートオークション株式会社
1531 小野柄通３丁⽬２−１５ 71 株式会社 和田コーポレーション 三宮給油所
3085 小野柄通７丁⽬１−１ 66の6 千⼈代官
3012 小野柄通７丁⽬１−１８ 23の2 トッパン・ムーア株式会社 神⼾営業所 廃   
5822 小野柄通７丁⽬１番１８号 71の2 Ｐ＆Ｇジャパン合同会社
3074 小野柄通８丁⽬１番８号 66の6 神⼾阪急 (廃)
3686 上筒井通１丁⽬６−６ 68 有限会社  平村写真館 (廃)
5507 新港町１−１ 66の3 神⼾みなと温泉蓮
5594 新港町１１番地 71の2 神⼾植物防疫所 新港検査場 廃   
3876 新港町１２番１号 71の2 神⼾税関

4915 新港町１２番２号 71
株式会社 ⻄⽇本宇佐美 神⼾京橋インター給
油所

5082 新港町１４番１号 71の2
公益財団法⼈ ⽇本肥糧検定協会 関⻄⽀
部

3645 新港町１６番１号 71の2 阪神高速道路公団神⼾管理部
5867 新港町１番３号 71の2 神⼾植物防疫所 新港検査場
6260 新港町７番１号 10 f winery
4970 神⼾空港３−２ 71 株式会社 トヨタレンタリース兵庫
5127 神⼾空港７番・８番、８番７・１０ 66の6 ラヴィマーナ神⼾

5404 神⼾空港８-８ 65
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式
会社 神⼾空港事業所

6314 神⼾市中央区港島中町６−９−１ 71の2 株式会社メディカロイド 開発センター
2466 神若通１-３-１３ 67 ⾹陽クリーニング 廃   
2459 神若通１−４−１９ 67 ㈱白清社 廃   
3806 神若通１丁⽬１−１ 68 フォトスマイル春⽇野道店 廃   
1446 神若通１丁⽬４−１８ 68 葺合カメラ 廃   
2614 神若通３−１−１ 67 ドライクリーニングマツオカ 廃   
2843 神若通５−１−７ 67 太田洗張店 廃   
2934 神若通６−２−２１ 71 新田石油株式会社 若菜給油所 廃   
599 神若通６丁⽬２−１５ 16 丸正食品㈲備中屋営業所 廃   
3206 ⽣田町１丁⽬１−１９ 68 新神⼾カメラ 廃   
524 ⽣田町１丁⽬２５ 10 布引サイダー株式会社 廃   
3153 ⽣田町２丁⽬６−１０ 67 丸正クリーニング店

1628 相⽣町１丁⽬２-９ 71
株式会社 酒井商会 ハーバーランド神⼾給油
所

3093 相⽣町２丁⽬３−３ 66の6 （株）北京料理 天安閣 廃   
281 相⽣町３丁⽬１−１ 66の5 株式会社 淡路屋 廃   
3076 相⽣町３丁⽬１−１ 66の6 みかど（株）神⼾駅営業所 廃   
2658 相⽣町４−１３７ 67 江⼾屋クリーニング店 廃   
4054 相⽣町４丁⽬５−３ 23の2 有限会社 河里盛広館
1584 相⽣町４丁⽬６−８ 71 内外砿油株式会社 神⼾駅前店
342 相⽣町５−１７４ 23の2 株式会社 神⼾旭写真 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。 18/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

2657 相⽣町５−５３４ 67 ヒシヤクリーニング 廃   
2478 相⽣町５丁⽬１１−１６ 67 セイコー社クリーニング店
3285 相⽣町５丁⽬１７−１ 71 ⼭文商事㈱  神⼾駅前ＳＳ 廃   
2660 多聞通１丁⽬２−４ 67 多聞クリーニング
334 多聞通２丁⽬１７−２ 23の2 ㈲⼤気堂 廃   
362 多聞通２丁⽬２−３ 23の2 有限会社 谷添写真工芸社 廃   
3985 多聞通２丁⽬６番７号 23の2 株式会社  カイセイプリント
2664 多聞通４−１１ 67 小中クリーニング店 廃   
901 多聞通４丁⽬１１ 17 丸富商店 廃   
1606 多聞通５−３−６ 71 丸忠石油株式会社 多聞給油所 廃   
2616 ⼤⽇通２丁⽬１−２ 67 阪急ドライ 廃   
4362 ⼤⽇通２丁⽬１番２号 67 阪急ドライ
2622 ⼤⽇通４−２−１０ 67 中島クリーニング 廃   
4778 ⼤⽇通４−３−１４ 68 PHOTO SHOP フルハウス 廃   
4361 ⼤⽇通５丁⽬２−２０ 67 中川クリーニング 廃   
727 ⼤⽇通６丁⽬１−６ 17 ⼭本商店 廃   
737 ⼤⽇通６丁⽬１−６ 17 おかずの前田
732 ⼤⽇通７丁⽬１−２ 17 宮内商店
4788 ⼤⽇通７丁⽬１番４号 68 DO,I/PHOTO (廃)
3989 ⼤⽇通７丁⽬２番１８号 23の2 ⼤栄印刷株式会社
1577 中⼭⼿通１−１−１２ 71 三宮オイル株式会社 ⼭⼿通給油所 廃   
744 中⼭⼿通１−１７−６ 17 村上とうふ店 廃   
2201 中⼭⼿通１丁⽬１４−１ 67 米田屋クリーニング店
561 中⼭⼿通１丁⽬１７ 16 有限会社 末国製麺所 廃   
739 中⼭⼿通１丁⽬８１ 17 鯉田惣菜店 廃   
3425 中⼭⼿通１丁⽬８−２１ 66の7 株式会社  正家 本店
746 中⼭⼿通１丁⽬９３ 三角ビル 17 安田商店 廃   

852
中⼭⼿通１丁⽬９５−３ 三角マーケット
内

17 松原商店 廃   

2632 中⼭⼿通２−２０−２２ 67 クリーンショップ京屋
4762 中⼭⼿通２−２１−１ 71 ㈱ﾈｸｽﾃｰｼﾞ関⻄ 中⼭⼿給油所 廃   
3445 中⼭⼿通２丁⽬２０−２ 66の6 萬壽殿
1597 中⼭⼿通２丁⽬２１−１ 71 菱東石油販売株式会社 中⼭⼿営業所 廃   
2636 中⼭⼿通３−２９ 67 （資）村井洗染店 廃   
2633 中⼭⼿通３−４７ 67 島クリーニング 廃   
2643 中⼭⼿通３−５２ 67 トーアランドリー 廃   
604 中⼭⼿通３丁⽬１３−６ 16 河田製麺所 廃   
5333 中⼭⼿通３丁⽬１４-５ 67 たてやまクリーニング
3907 中⼭⼿通３丁⽬４番１号 23の2 印刷ショップナガシロ
896 中⼭⼿通４ー６２ 17 能登屋豆腐店 廃   
2911 中⼭⼿通４−５３ 67 ⿅島クリ−ニング店 廃   
4664 中⼭⼿通４丁⽬１０−８ 66の6 ラッセホール
3914 中⼭⼿通４丁⽬３番６号 23の2 有限会社 イオネットワーク
2914 中⼭⼿通６-１-１ 71の2 神⼾市⽣田保健所 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。 19/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

371 中⼭⼿通６丁⽬２−５ 68の2 神⼾掖済会病院 廃   
2963 中⼭⼿通７−５２ 68の2 社会保険神⼾中央病院 廃   
2662 中⼭⼿通７−６６ 67 伯光クリーニング 廃   
1761 中⼭⼿通７丁⽬７−１４ 71の2 神⼾海洋気象台 廃   
2127 中町通２−１９−４ 67 村岡洗張店 廃   
4519 中町通２丁⽬３番１号 66の6 チサンホテル神⼾ 廃   
3106 中町通３丁⽬１−１ 66の8 (株)三ツ輪亭 廃   
897 中町通４−２６ 17 柏原商店 廃   
313 中町通４丁⽬１−１９ 23の2 有限会社 共同出版印刷
3472 中町通４丁⽬２−２３ 68 ゲェイフォトショップ メトロ神⼾店 廃   
4600 中町通４丁⽬２−２３ 68 ゲェイフォトメトロギャラリー 廃   
2926 中島通１−１−２４ 71の2 松陰⼥⼦学院短期⼤学 廃   
2455 中島通１−４−１３ 67 ㈱クリサカドライクリーナー 廃   
731 中島通１丁⽬５−５ 17 芳川商店 廃   
2468 東雲通１−１−１１ 67 旭屋クリーニング 廃   
2275 東雲通１−２−１３ 67 ヤマモト 廃   
1945 東雲通１−７−１９ 19 東亜染工㈱ 廃   
2899 東雲通１−８−２ 2 (資)柏原牛乳店 廃   
3347 東雲通１丁⽬４−２２ 71の5 コインランドリ−アムス春⽇野道 廃   
3147 東雲通１丁⽬６−１２ 67 マスダクリーナー 廃   
2472 東雲通２−３−８ 67 阪本洗張店 廃   
250 東雲通２丁⽬８番１号 66 合名会社 春⽇野鍍金工業所 廃   
2463 東雲通３丁⽬５−７ 67 ヤング軒クリーニング 廃   
733 東雲通４丁⽬３−５ 17 平野商店 廃   
2260 東雲通５−１−１１ 67 ㈲ママドライクリーナ 廃   
3300 東雲通６−１−１８ 67 クリーニングしののめ 廃   
600 東雲通６−１−２ 16 深川製麺所 廃   
3609 東川崎町 66の6 クイクイ  ハーバーランド店 廃   
5379 東川崎町１−３−５ 66の6 ホテルクラウンパレス神⼾
5425 東川崎町１−７−１ 66の6 アニヴェルセル神⼾ 廃   
4225 東川崎町１−７−２ 66の6 レストラン ル・ポール

5024
東川崎町１−７−５スーパーイズミヤB１
F

68
５５ステーション イズミヤハーバーラン
ド店

廃   

3523 東川崎町１丁⽬１−３ 68
ゲェイフォトショップ 神⼾クリスタルタ
ワー店

廃   

3763 東川崎町１丁⽬１−３ 68 ゲェイフォトショップクリスタル 廃   
3388 東川崎町１丁⽬３−５ 66の6 ニューオータニ神⼾ハーバーランド 廃   
3506 東川崎町１丁⽬３−５ 67 神⼾ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾆｭｰｵｰﾀﾆ ﾗﾝﾄﾞﾘｰ室 廃   
5424 東川崎町１丁⽬３−５ 66の6 ザマーカススクエア神⼾
3207 東川崎町１丁⽬３−６ 68 フォトランド ＫＯＢＥ 廃   
5517 東川崎町１丁⽬３の５ 66の6 マンダリンコート・七福 廃   
3432 東川崎町１丁⽬５−５ 66の6 オールドスパゲティファクトリー神⼾店
3435 東川崎町１丁⽬５−５ 66の6 ステーキのあさくま 神⼾店 廃   
3807 東川崎町１丁⽬５−７ 23の2 株式会社 神⼾新聞社 本社 (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。 20/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

3822 東川崎町１丁⽬５−７ 66の6 かに道楽ハーバーランド店
3865 東川崎町１丁⽬５−７ 66の6 コンアモール 廃   
1918 東川崎町１丁⽬５番１号 67 ⽇本クリーニング株式会社 阪神⽀店 廃   

3380 東川崎町１丁⽬７−５ 68
ダイエ-フォ-トＤＳＳ ハーバーランドシ
ティ店

廃   

3756 東川崎町１丁⽬７−５ ２F 68 ５５ステーション ハーバーランド店 廃   
3383 東川崎町１丁⽬７−６ 68 株式会社 星電社 ハーバーランド店 廃   
1723 東川崎町１丁⽬８街区９画地 71 ⽇通商事㈱神⼾ハーバーランド給油所 廃   
5174 東川崎町１丁⽬８番１号 66の3 神⼾ハーバーランド 万葉倶楽部

4597
東川崎町１丁⽬海岸線ハーバーランド駅
Ｂ１

68 ５５ステーション ハーバーランド駅店 廃   

3345 東川崎町３丁⽬１−１ 71の2 川重テクノロジー株式会社 神⼾事業所
4761 東川崎町３丁⽬１番１号 71の2 株式会社川重サポート 神⼾検査事業所
3981 東川崎町４−１−２５ 65 阪急写真工業㈱神⼾営業所 廃   
296 東川崎町５丁⽬２番１２号 38 播磨油脂工業株式会社
391 東川崎町６−１３−５ 3 株式会社 末広昆布 廃   
2126 東川崎町７−１２０ 67 ⼭口屋 廃   
2557 東川崎町７−１３２ 67 ながせクリーニング店 廃   
3474 東川崎町７丁⽬２−６ 68 平和カメラ 廃   
451 東川崎町７丁⽬２−９ 5 株式会社 高田商店 廃   
6329 東町１１５ 71の2 神⼾市東部衛⽣監視事務所
6338 東町１１５番地 71の2 神⼾市中央区保健福祉部
4455 筒井町１−２−２８ 68 フジカラースマイル万代春⽇野道店 廃   
4634 筒井町１丁⽬２−２８ 68 ５５ステーション  万代春⽇野道店 廃   
3593 筒井町１丁⽬２番３０号 71の5 ⽇本金属株式会社 廃   
3857 筒井町１丁⽬３−２ 23の2 株式会社 シンプロ
297 筒井町２丁⽬１番３３号 71の2 澁谷油脂株式会社 廃   
3920 筒井町２丁⽬１番３８号 23の2 株式会社 マテックス
251 筒井町２丁⽬２番８号 66 株式会社 ムラタ
365 筒井町２丁⽬３−１１ 23の2 神⼾オフセット印刷株式会社 廃   
3860 筒井町３丁⽬１９ 71 コイン洗車場春⽇野道 廃   
4844 南本町通１丁⽬１-１ 53 有限会社 岡⼭鏡店 廃   
5335 南本町通２丁⽬３-１０ 67 春⽇商会
1676 南本町通３丁⽬１ 71 徳永石油㈱ 浜⼿幹線給油所 廃   
4391 楠町１−１−３ 67 セイコ−社クリーニング店
2653 楠町１−２２７ 67 ⿊龍クリーニング 廃   
743 楠町１丁⽬１０３ 17 ⼭下商店 廃   
605 楠町１丁⽬１番４号 16 有限会社 なかや製麺所
898 楠町１丁⽬２５５ 17 高名商店 廃   
742 楠町１丁⽬２６２ 17 藤内商店 廃   
5219 楠町１丁⽬３-１０ 17 藤内惣菜店 廃   
1437 楠町２丁⽬１番１２号 23の2 株式会社 磯田印刷
1799 楠町２丁⽬５−８ 71の2 （財）順天厚⽣事業団
1748 楠町３丁⽬１０−１５ 71の2 (社)神⼾市医師会医療センター診療所 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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1534 楠町３丁⽬１０番３号 71 竹内油業株式会社 ⼤倉⼭店

5560 楠町３丁⽬４−１０ 71
扇港興産株式会社 ⼤倉⼭オートガススタ
ンド

廃   

1579 楠町５−４−１６ 71 国際油化㈱ 楠町給油所 廃   
1536 楠町６−３ 71 神⼾ツバメ石油株式会社 有⾺道給油所 廃   
2902 楠町６−３−７ 16 丸原食品株式会社 廃   

369
楠町６丁⽬１３番地１０号及び７丁⽬５
番

68の2
国⽴⼤学法⼈ 神⼾⼤学楠地区（⼤学院医学
系研究科・附属病院）

356 楠町６丁⽬２−２２ 23の2 富士写真製版株式会社
1538 楠町６丁⽬３１−２ 71 三光石油株式会社 楠町給油所 廃   
3779 楠町７丁⽬５−１（神⼤付属病院） 68 株式会社⽇本ジムサービス 神⼾⼤学内店 廃   
1737 楠町７丁⽬５番１号 71の2 神⼾⼤学医学部 廃   
3976 二宮町１丁⽬１４−１９ 23の2 啓文社印刷工業株式会社
4423 二宮町１丁⽬４番１１号 68 ジョイカラー三宮店 廃   
2842 二宮町２−１５−８ 67 北原洗張店 廃   
2609 二宮町２−５ 67 竹本クリーニング店 廃   

1582 二宮町２丁⽬１０−１２ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 加納町営業
所

(廃)

2449 二宮町２丁⽬１３−２０ 67 扇屋ランドリー
4040 二宮町２丁⽬２番４号 65 三宅印刷有限会社
3382 二宮町３丁⽬１０−１３ 66の6 わかまつ 三宮店 廃   
4311 二宮町３丁⽬１０−１６ 66の3 神⼾クアハウス
885 二宮町３丁⽬１０−７ 17 有限会社  加藤豆腐店
2612 二宮町３丁⽬１−９ 67 ランドリー乙平 廃   
888 二宮町３丁⽬２０ 17 ⻑久豆腐商店 廃   

1533 二宮町３丁⽬５−１８ 71
コスモ石油販売株式会社 京阪神カンパ
ニー 二宮営業所

2608 二宮町３丁⽬５−９ 67 川上クリーニング 廃   
598 二宮町４−９８ 16 丸正食品㈲神港営業所 廃   
3142 二宮町４丁⽬２０−１６ 67 ウチダクリーニング
2610 二宮町４丁⽬３−３ 67 二宮ランドリー 廃   
2451 二宮町４丁⽬７−３ 67 有限会社 シルバー
2462 ⽇暮通１−５−７ 67 ナイスランドリー 廃   
2458 ⽇暮通１−６−１３ 67 植田クリーニング店 廃   
721 ⽇暮通１丁⽬２−２ 17 藤井商店 廃   
2467 ⽇暮通１丁⽬２−２ 67 白扇クリーニング店 廃   
460 ⽇暮通２丁⽬２−８ 8 株式会社 松原製所
2223 ⽇暮通２丁⽬５−１１ 67 ドライクリーニング サトウ
5362 ⽇暮通３丁⽬３番３号 67 新⽣リネンサプライ株式会社
3176 ⽇暮通３丁⽬４−２０ 68 ＳＰ４５ワールド ⽇暮店 廃   
3840 ⽇暮通４丁⽬１−１７ 67 ⻲屋クリーニング ⽇暮通店 廃   
2461 ⽇暮通５-１-１２ 67 中須賀クリーニング 廃   
3179 ⽇暮通５丁⽬１−１７ 68 （株）レイク シネマ春⽇野道店 廃   
4416 ⽇暮通５丁⽬２−２４ 68 フォトショップ  ヒューマン (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。 22/27



下水道法届出事業場一覧 中央区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

723 ⽇暮通５丁⽬２−26 17 孝光食品有限会社 廃   
4343 播磨町４９番地  コウベ旧居留地平和ビル 68 コウベ事務株式会社 (廃)
3859 播磨町４９番地取引所ビル 68 コウベ事務株式会社 廃   

5040
波止場町１−１ 神⼾第2地⽅合同庁舎別
館

71の2 近畿厚⽣局 ⿇薬取締部 神⼾分室 廃   

1803 波止場町１番１号 71の2 第五管区海上保安本部
1815 波止場町１番１号 71の2 神⼾植物防疫所
4580 波止場町１番１号 71の2 神⼾海上保安部 (廃)
3104 波止場町２−８ 66の6 レストラン フィッシュダンス 廃   
3034 波止場町２番１号 66の6 株式会社 ホテルオークラ神⼾
3966 波止場町２番１号 67 共同ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ㈱ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ神⼾ﾗﾝﾄﾞﾘｰ室
4875 波止場町３−４ 71の2 全⽇検理化学分析センター
3813 波止場町４８番地先 66の6 地ビールレストランチャルダ神⼾店 廃   
3203 波止場町５−４ 68 神⼾観光写真（株）港⽀店 廃   
6284 波止場町５−４ 中突堤中央ビル１F 10 インザドアブルーイング
3590 波止場町５番６号 66の6 神⼾メリケンパークオリエンタルホテル
6189 波止場町６−１ 66の6 神⼾ポートタワーホテル
3089 波止場町６番１号 66の6 神⼾タワーサイドビル 廃   
5377 波止場町７ 66の6 ノートルダム神⼾

5217 波止場町７−２ 66の6
ホテル ラ・スイート 神⼾ハーバーラン
ド

728 八雲通１丁⽬１−11 17 松原豆腐店 廃   
1550 八雲通２−２−１３ 71 ㈱浜崎 ⽇本石油 八雲給油所 廃   
458 八雲通２丁⽬２−１８ 8 松永製餡株式会社
3118 八雲通３丁⽬１−１７ 67 高羽ママショップ 廃   
2454 八雲通３丁⽬１−４ 67 後藤クリーニング店
2446 八雲通４−３−１１ 67 中道クリーニング店 廃   
2464 八雲通４−５−１４ 67 屋敷クリーニング店 廃   
720 八雲通４丁⽬２番４号 17 株式会社 八雲
722 八雲通４丁⽬５−10 17 ⼤下豆腐店 廃   
734 八雲通４丁⽬６−８ 17 ドルフィン 廃   
357 八雲通５丁⽬２−６ 23の2 高見写真製版株式会社 廃   
725 八雲通５丁⽬４−16 17 佐竹豆腐店
645 八雲通５丁⽬４−１７ 16 明石昆布㈱あかしや昆布店 廃   
2456 八雲通５丁⽬６−８ 67 不二屋クリーニング店
2320 八雲通６−２−２２ 67 有限会社カワイ商事
3225 八幡通３−２−２８ 71 内外商事（株）神⼾磯上給油所 廃   
4125 八幡通３丁⽬１−１ 71 三宮オイル株式会社  市役所前給油所 廃   
1500 八幡通３丁⽬２−１６ 68 上新電機株式会社 さんのみや一ばん館 廃   
3712 八幡通３丁⽬２−５ 68 プロショップフォトスペースＴＡＬＫ 廃   

4750 八幡通３丁⽬２番２３号 71
オリックスレンタカー関⻄株式会社 三宮
店

1448 八幡通４−１−１１ 68 ㈱エコーカラー 神⼾営業所 廃   
4408 八幡通４−１−３第２ｽｶｲﾋﾞﾙ１F 68 コダックダイヤミック株式会社 神⼾BL 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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348 八幡通４丁⽬１−１３２ 23の2 ㈱神⼾新聞社 別館 廃   
1495 八幡通４丁⽬１−２１ 68 レンタルラボＤ＆Ｐ 廃   
3512 浜辺通１丁⽬１８(ﾍﾞｲﾌﾞﾗﾝｶﾋﾞﾙ 68 シライカメラ ⽣田川店 廃   
5414 浜辺通２−３０２−４ 66の6 ベイサイド迎賓館
3269 浜辺通２丁⽬１−３０ 66の6 レストランふじ 国際ビル内 廃   
3077 浜辺通３丁⽬３−１ 66の6 ベルクラシック神⼾
3082 浜辺通５丁⽬１−１４ 66の6 ザ・スカイブッフェ
1632 浜辺通６−３−５ 71 三木油業株式会社 税関前給油所 廃   
3685 浜辺通６丁⽬２−１ 68 ダイエーフォートＤＳＳ三宮南店 廃   

4765 浜辺通６丁⽬３番５号 71
出光リテール販売㈱関⻄カンパニー 税関
前営業所

廃   

5844 布引町２丁⽬１番１７号 71の2 神⼾ブレーメン動物専⾨学校
1527 布引町２丁⽬４−５ 71 六光石油株式会社 加納町給油所 廃   
2962 布引町３−１−６ 68 ㈱プロラボクリエイト⼤阪 廃   
2269 布引町３−２ 67 コインドライランドリーミズノ 廃   
5373 布引町３丁⽬１−１ 66の6 ⼭⼿迎賓館
1490 布引町３丁⽬１−１６ 68 ㈱プロラボクリエイト⼤阪 神⼾営業所 廃   

3202 布引町４−１−１ 68
⻄⽇本キヨスク（株）三宮セルヴィスＤＰ
コ−ナ−

廃   

4443 布引町４丁⽬３−15 68 ５５ステーション 三宮北店 廃   
3742 葺合町字⼭郡 66の6 布引公園
3931 弁天町１番１号 23の2 デジタルグラフィック株式会社
3697 弁天町２−８ 66の6 エスタシオン・デ・神⼾
4667 弁天町２番３号 68 PIKA１ ハーバーランド店 廃   
4448 弁天町５２番地 66の6 ブレラテーブル
6207 北⻑挟通３丁⽬２−３ 71の2 有限会社 パソテック 廃   
1464 北⻑狭通１−１−１ 68 ＤＰ本庄 廃   

2972 北⻑狭通１−４−６ 68
㈱ダイエ−フォ−トエンタ−プライズ ス
ピードプリントセンターＤＳＳ三宮店

廃   

3919 北⻑狭通１丁⽬ 市営地下鉄三宮駅構内 68 ５５ステーション 地下鉄三宮駅店 廃   
3100 北⻑狭通１丁⽬１０−９ 66の6 新⽇本興業株式会社
3097 北⻑狭通１丁⽬１−１ 66の6 株式会社 神⼾竹葉亭 廃   
2995 北⻑狭通１丁⽬３−６ 66の7 ハイカラ家族 廃   
3262 北⻑狭通１丁⽬４−２ 66の6 あじびる三宮 (廃)
3062 北⻑狭通１丁⽬８−１ 66の6 ⺠芸⾁料理 はや 三の宮店 廃   
3083 北⻑狭通１丁⽬９番１号 66の6 コトブキ馳走ビル
4517 北⻑狭通２丁⽬１２−１３ 66の6 かに道楽  三宮店
5664 北⻑狭通２丁⽬７−１２ 10 スターボードブルーイング (廃)
2626 北⻑狭通２丁⽬８−１１ 67 ⽣田クリーニング
1601 北⻑狭通３−１０ 71 菱和商事株式会社 鯉川筋給油所 廃   
899 北⻑狭通３の５ 17 高野豆腐店 廃   
3960 北⻑狭通３丁⽬１−１６ 68 フォトスマイルトーアロード店 廃   
4563 北⻑狭通３丁⽬１−１６ 68 デジタルキッズｂｙコーベカメラ 廃   
366 北⻑狭通３丁⽬１２番７号 23の2 株式会社 光陽社 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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番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4036 北⻑狭通3丁⽬２−１３ 23の2 ウエノ印刷
741 北⻑狭通４丁⽬１−４ 17 峯松商店 廃   
5969 北⻑狭通４丁⽬３-２３ 68 パレットプラザ元町店 廃   
2638 北⻑狭通４丁⽬５−１１ 67 川村クリーニング
3926 北⻑狭通５丁⽬６−５ 23の2 小川印刷所
2649 北⻑狭通６−２４−４ 67 ⻲屋クリーニング 廃   
1951 北⻑狭通６−３０−１ 65 服部プロセス㈱ 廃   
3509 北⻑狭通６丁⽬３−１０ 68 株式会社 三晃カメラ商会
1421 北⻑狭通６丁⽬３−３ 68 ㈱兵庫フジカラー元町現像所 廃   
2648 北⻑狭通６丁⽬高架下１９３ 67 加藤クリーニング店 廃   
1452 北⻑狭通７−１２ 68 ㈱ダイヤフォート 神⼾現像所 廃   
1649 北⻑狭通７−２−６ 71 晃茂興産㈱ ⻄元町給油所 廃   
322 北⻑狭通７丁⽬１−４ 23の2 実業通信株式会社 廃   
2652 北⻑狭通７丁⽬２−２４ 67 ナニワクリーニング店 廃   
639 北⻑狭通８−３５ 16 ㈲京店 廃   
2656 北⻑狭通８−８５ 67 のぶひろクリーニング 廃   
2654 北⻑狭通８丁⽬３番３号 67 有限会社 福井クリーニング

1603 北本町通４丁⽬２−１５ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 三宮営
業所

廃   

5619 北本町通４丁⽬２-２０ 71
伊丹産業カーズ株式会社 ボルボ・カー神
⼾

2469 北本町通５丁⽬１−１０ 67 有限会社 フタバクリーニング 廃   
726 北本町通５丁⽬１−26 17 内沖豆腐店 廃   
5117 北本町通５丁⽬１−４ 67 有限会社 フタバクリーニング
5134 北本町通５丁⽬２番２４号 71 兵庫⽇産⾃動車株式会社 中央店
2998 北野町１丁⽬ 66の6 新⽇本料理「華」 廃   
3714 北野町１丁⽬ 68 ５５ステーション 新神⼾ＯＰＡ店 廃   
3095 北野町１丁⽬１番 66の6 ANAクラウンプラザホテル神⼾
2984 北野町１丁⽬１番１４号 66の6 公⽴学校共済組合 神⼾宿泊所
1492 北野町１丁⽬３  B１F 68 ５５ステーション 新神⼾駅前店 廃   
3105 北野町１丁⽬５−１ 66の8 北野クラブ
3359 北野町１丁⽬５−１０ 66の6 ザ ロイヤル パシフィック
4319 北野町１丁⽬５−１４ 68 ラヴィ・ファクトリー 廃   
5603 北野町１丁⽬５-４ 66の6 北野クラブ ソラ
2631 北野町３−２６−１８ 67 松ヶ下クリーニング 廃   
3256 北野町３丁⽬１−３１ 66の8 いろりや （不二商事（株）） 廃   
3529 北野町３丁⽬１番１号 66の6 堂島ホテルグルメプラザ 廃   
4605 北野町４丁⽬１５番１号 66の6 社団法⼈  神⼾外国倶楽部
3399 明石町３２ 66の6 株式会社 東明閣 廃   
3440 明石町４０ 68 神⼾⼤丸 カメラ売場 廃   
3880 明石町４０(⼤丸神⼾店) 68 プリント工房㈱⼤丸神⼾店 廃   
2997 明石町４０番地 66の6 株式会社 ⼤丸 神⼾店 (廃)
2624 野崎通２丁⽬２−２６ 67 共栄クリーニング店 廃   
1530 野崎通３−３−２３４ 71 竹内油業株式会社 ⻘谷営業所 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。
・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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2285 野崎通３−３−３７ 67 ビック野崎店 廃   
2465 野崎通３丁⽬２−１８ 67 ＯＳクリーニング 廃   
1656 野崎通７丁⽬３−１９ 71 株式会社 関石油 布引給油所
3584 浪花町２６ 68 ５５ステーション 浪花町店 廃   
3574 浪花町５９神⼾朝⽇ビル７Ｆ 23の2 朝⽇新聞社  神⼾総局 (廃)

5234 脇浜１丁⽬２−３ 71の2
株式会社兵庫県臨床検査研究所 神⼾東⽀
所

4679 脇浜海岸通１−４ 71
出光リテール販売㈱関⻄カンパニー プリ
テールHAT神⼾営業所

4629 脇浜海岸通１−４−５ 47
⽇本赤十字社近畿ブロック血液センター
兵庫製造所

4320 脇浜海岸通１−５−１ 68
株式会社 ドキュメントサービス  三色すみ
れ神⼾

廃   

4714 脇浜海岸通１丁⽬３番１号 68の2 神⼾赤十字病院
4708 脇浜海岸通１丁⽬４番３号 71の2 神⼾地⽅気象台 (廃)

4940 脇浜海岸通２丁⽬２−１ 71
兵庫トヨタ⾃動車株式会社 レクサスHAT
神⼾

5120 脇浜海岸通６番 71
伊丹産業株式会社 東神⼾エコ・ステー
ション

3693 脇浜町１−５ 71の2 株式会社 コベルコ科研 神⼾事業所 廃   
1776 脇浜町１丁⽬２番８号 71の2 株式会社 コベルコ科研 廃   

1764 脇浜町１丁⽬３−１８ 71の2
株式会社 神⼾製鋼所 技術開発本部 試
作実験センター

廃   

3469 脇浜町１丁⽬３番２８号 68の2 総合病院 神鋼病院 廃   
372 脇浜町１丁⽬４-４７ 68の2 神鋼記念病院
1787 脇浜町１丁⽬４−７８ 71の2 神鋼パンテツク（株） 廃   
301 脇浜町１丁⽬４番10号 46 ⽇本テルペン化学株式会社 廃   
4710 脇浜町１丁⽬４番７０号 71の2 神⼾市⽴科学技術高等学校
298 脇浜町２−４−３ 38 ㈱ハイネリー 廃   
535 脇浜町２丁⽬１１−２７ 12 小林桂㈱薄荷工場 廃   
5322 脇浜町２丁⽬２番４号 65 株式会社 ハーテック・ミワ 神⼾工場
1619 脇浜町２丁⽬４−１４ 71 内外砿油株式会社 脇浜店
5239 脇浜町２丁⽬５−２７ 71の2 株式会社 ビー・エム・エル BML神⼾
4417 脇浜町２丁⽬６番１６号 65 株式会社 杉本商店
3622 脇浜町２丁⽬７−９ 67 有限会社  ＭＩＮＡＴＯ 廃   
5407 脇浜町２丁⽬８番１号 71 株式会社シュテルン神⼾中央
237 脇浜町２丁⽬９−１ 70の2 兵庫三菱⾃動車販売㈱本社東工場 (廃)
5518 脇浜町３−２−５ 67 有限会社ダイトウ
1612 脇浜町３−５−２４ 71 ㈲村上石油 春⽇野道給油所 廃   
1899 脇浜町３丁⽬１−１８ 71 兵庫⽇産⾃動車株式会社 HAT神⼾店
3961 脇浜町３丁⽬１番２０号 71 神姫バス株式会社 神⼾営業所 脇浜車庫 廃   
2315 脇浜町３丁⽬２５ 67 ㈲ホープ開発 脇浜工場 廃   
5070 脇浜町３丁⽬３０４ 4 神⼾野崎漬物株式会社
302 脇浜町３丁⽬３番２号 44 ⽇本⾹料薬品株式会社

・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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214 脇浜町３丁⽬６番９号 71の2 住友ゴム工業株式会社
2314 脇浜町３丁⽬７番５号 67 有限会社 ＭＩＮＡＴＯ

・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。 27/27


