
下水道法届出事業場一覧 兵庫区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

3127 原通２丁⽬１−２３ 67 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ ワールド 廃   
4353 原通２丁⽬２−２ 3 株式会社  ⼤⿊屋
1758 原通３丁⽬１−６ 71の2 バンドー化学株式会社 R＆Dセンター 廃   
4447 原通４丁⽬２番２３号 67 株式会社 ＩＤＣ
4080 原通４丁⽬２番２５ 23の2 ナガサワ印刷株式会社
1542 原通５丁⽬１番３１号 71 神⼾市交通局松原⾞庫

5590 原通６−２−１０ 71
株式会社 神⼾マツダ 明治橋ユーカーラ
ンド

5659 原通６丁⽬１-２０ 66の5 株式会社 シゴーニュ
5155 原通６丁⽬２-１１ 71の2 石原薬品株式会社 分室 廃   
255 原通６丁⽬３−２２ 66 新冷工業㈱ 廃   
4009 磯之町１−１６ 23の2 株式会社 日光印刷出版社
5191 磯之町２番１１号 3 有限会社 鱧三
2747 ⽻坂通２丁⽬１−２９ 67 白新社クリーニング
3036 ⽻坂通２丁⽬１−４１ 67 クリーニング 昭和 廃   
2755 ⽻坂通３−６−５ 67 アヒルランドリー 廃   
1468 ⽻坂通３丁⽬２-１０ 68 写真のつるや 廃   
2853 ⽻坂通４丁⽬１−１ 68 フォト・ショップ・ユ− 廃   
1622 永沢町２−１−１６ 71 三油興業株式会社 兵庫給油所 廃   
2766 永沢町２−３−６ 67 砂河クリーニング 廃   
914 永沢町２丁⽬１−２２ 17 株式会社 山本商店 廃   
4847 永沢町３丁⽬１-３ 53 ⼤谷鏡店 廃   
2477 永沢町３丁⽬２−１６ 67 淡路屋クリーニング店 廃   
4062 永沢町３丁⽬２番１０号 23の2 文明堂印刷所
4060 永沢町３丁⽬７−１ 23の2 つじ印刷
4076 永沢町４丁⽬２−２９ 23の2 ミナトプロセス有限会社
3403 永沢町４丁⽬４−１４ 23の2 神⼾共同印刷株式会社

1660 駅前通１−２−１４ 71
菱東石油販売㈱ ⼤阪支店 兵庫駅前営業
所

廃   

474 駅前通１丁⽬３−２１ 9 株式会社 福本穀粉工場 廃   
1954 駅前通４−１−３７ 65 神⼾発動機㈱ 廃   
1659 駅南通１丁⽬１−１１ 71 菱油商事株式会社 兵庫給油所 廃   
5858 駅南通１丁⽬１-１１ 71 菱華石油サービス株式会社 兵庫SS
1036 駅南通１丁⽬１番１３号 65 阪神ドラム工業株式会社 廃   
6009 駅南通１丁⽬１番３７号 71 ネッツトヨタゾナ神⼾株式会社 兵庫店
2328 駅南通１丁⽬２−５ 67 有限会社 ⻑崎屋 第⼆工場 廃   
252 駅南通３丁⽬４−１５ 66 株式会社 吉本鍍金工業所 廃   

4733 駅南通５‐１‐２‐１００ 68
株式会社 ⻄本 ナンバーワン コープこうべ
兵庫店

廃   

4410 駅南通５−２−１−１００ 68 コープこうべ コープ兵庫 廃   
3823 駅南通５丁⽬２−１−１０２ 67 株式会社 神⼾ライフクリーナー  ｷｬﾅﾙﾀｳﾝ店 廃   
3766 駅南通５丁⽬２-２-１０３ 68 フォトショップユーキャナル店 廃   
2003 駅南通五丁⽬４−４０ 3 ㈱協同⾷品センター⻄部水産加工場 廃   
5157 遠矢浜町１番１号 71の2 神⼾検疫所

・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。 1/14



下水道法届出事業場一覧 兵庫区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

2710 下園町１５０ 67 今村クリーニング 廃   
2709 下園町１５−９ 67 グランドクリーニング
2259 下園町１７−１８ 67 みどりやクリーニング店 廃   
3119 下園町１番２号 67 有限会社 クリーニングキリン屋
779 下園町２４−３ 17 山添商店 廃   
758 下園町２５−２ 17 吉藤豆腐店 廃   
906 下園町２５−７ 17 浅井⾷品 廃   
566 下園町２６−２ 16 ⻘⽊製麺所 廃   
1850 下園町２７−２ 3 古⻄蒲鉾 廃   
905 下園町３１−８ 17 森下豆腐店 廃   
2166 下園町３１−８ 67 株式会社 平野ランドリー
3582 下園町３２−２６ 71の5 コインランドリー園 廃   
629 下園町３７−９ 16 日の出麺業株式会社
2136 下園町３９−１５ 67 はり秀 廃   
1543 下園町３９−２０ 71 竹内油業株式会社 平野第⼆営業所 廃   
2708 下園町５０ 67 松菱屋クリーニング店 廃   
358 下園町６−２９ 23の2 美濃商工株式会社
5308 下園町７-１６ 67 森田クリーニング店
2266 下園町８−５ 67 みつるや 廃   
2711 下園町８９ 67 タカガキクリーニング商会 廃   
904 下園町９５ 17 横山豆腐店 廃   
2132 下三条町１０−３３ 67 はり由 廃   
1575 下三条町３−２２ 71 三宮オイル株式会社  神⼾平野給油所
2750 下沢通１−３−５ 67 九十九ドライ 廃   
1770 下沢通１丁⽬１番１８号 71の2 サイエンスマイクロ株式会社 廃   
3710 下沢通２−３−７ 68 フォート神有 廃   
522 下沢通２丁⽬１−１２ 10 神⼾清飲株式会社 廃   
4010 下沢通２丁⽬１番３２号 23の2 合資会社  浜田印刷
565 下沢通２丁⽬２−３１ 16 ふじや製麺所 廃   
917 下沢通２丁⽬３−１０ 17 中原豆腐店 廃   
2138 下沢通３−２−１８ 67 太田 廃   
1054 下沢通３−３−１１ 65 本多マーク製作所 廃   
1644 下沢通３-４-２８ 71 日鉱商事株式会社 下沢給油所 廃   
4749 下沢通３-４-２８ 71 山文エネルギー株式会社 神⼾下沢給油所 廃   
3889 下沢通３丁⽬４番１１号 23の2 ⽊曽印刷 廃   
3984 下沢通４丁⽬５−１４ 23の2 市丸印刷
425 下沢通４丁⽬７−３ 4 ⻄村製菓 廃   
2165 下沢通４丁⽬７−４０ 67 せおクリーニング 廃   
4384 下沢通４丁⽬７−４０ 67 せおクリーニング 廃   
1044 下沢通５丁⽬２番１１号 65 株式会社 神⼾金属マーク製作所
4398 下沢通５丁⽬４−１５ 68 しゃしんのラビット 廃   
2485 下沢通６−１−２６ 67 山口クリーニング店 廃   
1075 下沢通６−１−３０ 65 有限会社 神⼾軽印刷社 廃   
2761 下沢通６−２−１ 67 松本ドライ 廃   
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3983 下沢通６丁⽬２−１８ 23の2 株式会社  精文舎

4972 下沢通７-１-１０ 71の2
株式会社 福山臨床検査センター 神⼾支
所

2760 下沢通７−１−１６ 67 相生クリーニング店 廃   
430 下沢通７丁⽬１−２ 4 株式会社 有馬芳香堂 廃   
4296 下沢通７丁⽬１番１０−３０１号 71の2 株式会社  福山臨床検査センター  神⼾支所 廃   
449 下沢通７丁⽬１番７号 5 森弥⾷品工業株式会社
3952 下沢通８丁⽬１−２１ 23の2 有限会社  稲岡印刷所
628 下沢通８丁⽬４−２７ 16 ㈲兵庫製麺 廃   
930 笠松通５丁⽬３−７ 17 藤原とうふ店 廃   
2670 笠松通６−１−１６ 67 しらさぎクリーニング
929 笠松通６丁⽬３−５ 17 村井豆腐店 廃   
2718 菊水町４丁⽬３−１６ 67 橋本クリーニング 廃   
2184 菊水町５−１−１７ 67 藤本クリーニング店
5688 菊水町６丁⽬２−１ 17 有限会社 ナチュレ ひなた
907 菊水町７丁⽬１−２ 17 上川豆腐商店 廃   
3150 菊水町７丁⽬１−５ 67 白洗社クリーニング 廃   
2486 菊水町８丁⽬３−１ 67 菊屋クリーニング店
2728 菊水町９−４７ 67 カミヨシクリーニング 廃   
5303 菊水町９丁⽬１-１７ 67 加納クリーニング
2167 吉田町１−２１−８ 67 北山クリーニング店 廃   
1759 吉田町１丁⽬２−８０ 71の2 鐘淵化学工業(株) 神⼾研究所 廃   
2822 吉田町２−２１−９ 67 内田クリーニング商会 廃   
2181 吉田町２−３６−１６ 67 中田クリーニング店 廃   
928 吉田町２の３２−１０ 17 村上豆腐商店 廃   
763 吉田町２の４０−５ 17 吉田惣菜店 廃   
3475 吉田町２丁⽬３６−１３ 68 タケシカメラ 廃   
563 吉田町２丁⽬金平市場内 16 金平製麺所 廃   
2292 吉田町３丁⽬３−１２ 67 ⼤東クリーニング店 廃   
2140 金平町１−１２−６ 67 ⼤河内洗張店 廃   
4704 金平町１−１５−１１ 68 フジカラーパレットプラザ 御崎公園店 廃   
766 金平町１の１５−１１ 17 江本商店 廃   
3160 金平町１丁⽬５−５ 67 ⼤東クリーニング 第２工場 廃   
2483 熊野町１−４０ 67 原クリーニング店 廃   
2163 熊野町２丁⽬２−１０ 67 はり幸 廃   
2144 熊野町５−１５２ 67 不⼆クリーニング店 廃   
1671 御崎町１−１−３ 71 神⼾市交通局 和田⾞庫 廃   
4140 御崎町１‐１‐５ 71 新栄石油株式会社  御崎給油所
6133 御崎町１−２−２ 66の6 御崎公園球技場内レストラン
4366 御崎町１丁⽬２−１ 71 神⼾市交通局御崎⾞両基地
2207 御崎町２−６−３ 67 くじめクリーニング店 廃   
2669 御崎町２丁⽬１６−１５ 67 橋本クリーニング店 廃   
2668 御崎町２丁⽬１−７ 67 有限会社 ドライショップ川口 廃   
4383 御崎町２丁⽬１番５号 67 有限会社 ドライショップ川口
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279 御崎本町１丁⽬１０ 66の5 徳島屋 廃   

1630 御崎本町３−１−２０ 71
中川産業株式会社 和田岬サービスステー
ション

廃   

4576 御崎本町３丁⽬１番２０号 71
寺下石油株式会社 和田岬サービスステー
ション

廃   

1972 御崎本町４−２−７ 48 ㈱工業組 廃   
3816 御崎本町４丁⽬１−１ 70の2 UDトラックス株式会社 神⼾⻄工場
4037 御所通１−１−２３ 65 石田印刷紙工所
1071 荒田町１の１０８ 65 株式会社 千葉出版 廃   
359 荒田町１丁⽬１９−１ 23の2 有限会社 田井鳩文堂
4466 荒田町１丁⽬２０−３ 68 オート写親館 神⼾湊川店 廃   
4031 荒田町１丁⽬２−１０ 23の2 株式会社アカツキ
1743 荒田町１丁⽬２１−１ 71の2 神⼾市兵庫区保健福祉部 廃   
6212 荒田町１丁⽬２１番１号 71の2 神⼾市兵庫区保健福祉部
3372 荒田町１丁⽬５−４ 68 フォトスペースゴブリン 廃   
1433 荒田町２−１−３４ 68 ツジカメラ総合チェーン㈱ 廃   
2705 荒田町２−７ 67 坂本クリーニング 廃   
2475 荒田町２−９１ 67 愛洗舎 廃   
911 荒田町２の６７−１ 17 森山豆腐商店 廃   
2696 荒田町２丁⽬１５−１４ 67 有限会社 ⻑崎屋 廃   
340 荒田町２丁⽬１６−１８ 23の2 サン写真製版 廃   
627 荒田町２丁⽬１６−２９ 16 （株）ヤマキ 廃   
1459 荒田町２丁⽬１８−２０ 68 ５５ステーション ダイエー湊川店 廃   

1762 荒田町２丁⽬１番29号 71の2
兵庫県立健康生活科学研究所 健康科学研
究センター

廃   

2690 荒田町２丁⽬９−３ 67 富士クリーニング
2134 荒田町３−１２５（43番地） 67 ふじ原 廃   
2702 荒田町３−１３−１１ 67 ⻲井クリーニング店
2133 荒田町３−１６４（59-18） 67 丸よし 廃   
2701 荒田町３−２９−１ 67 増屋ランドリー 廃   
2143 荒田町３−３００−４ 67 岡野クリーニング 廃   
2704 荒田町３−３２１ 67 パールランドリー 廃   
2185 荒田町３−３４−８ 67 アサミヤ本店 廃   
2700 荒田町３−７４−３ 67 マルセンクリーニング 廃   
773 荒田町３の１８８−３２ 17 澤村豆腐店 廃   
913 荒田町３の３９ 17 兼富商店 廃   
3874 荒田町３丁⽬１０−３ 23の2 有限会社  内海印刷
2135 荒田町３丁⽬１０−４ 67 山本洗張店 廃   
332 荒田町３丁⽬１４０−９ 23の2 有限会社 岸本出版印刷 廃   
3162 荒田町３丁⽬３４−８ 67 アサミヤクリーニング
2703 荒田町３丁⽬３５−１ 67 ⽊下クリーニング店 廃   
3928 荒田町３丁⽬４０−８ 23の2 中川印刷有限会社
2695 荒田町３丁⽬４−１３ 67 中道クリーニング (廃)
462 荒田町３丁⽬４８−１７ 8 株式会社 内藤製餡
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5305 荒田町３丁⽬５７-１８ 67 菊池クリーニング
3896 荒田町３丁⽬５番１０号 23の2 有限会社 ゼニタ印刷
277 荒田町３丁⽬７４−２３ 66の5 株式会社 十字路 廃   
3933 荒田町３丁⽬８２番２号 23の2 株式会社 森山印刷
2706 荒田町４丁⽬１４−６ 67 浜本クリーニング (廃)
769 荒田町４丁⽬２９−２４−１３１ 17 有限会社 富永商店 廃   
4055 荒田町４丁⽬３−１８ 23の2 キムラ印刷
776 荒田町４丁⽬３２−１４ 17 有限会社 山久商店 廃   
564 荒田町４丁⽬５７−２ 16 有限会社 岡本製麺所 廃   
749 荒田町４丁⽬５７−２ 17 有限会社 山本商店 廃   
762 荒田町４丁⽬５７−２ 17 ⻄出豆腐商店 廃   
291 高松町１２ー２６ 19 堀内染工株式会社
3709 高松町１２−９ 65 合資会社  赤川銘板製作所
246 高松町１２番１４ 66 ポールスター工業株式会社

3910 高松町１−７ 70の2
Ｎ廃商事株式会社 ⼤阪支店 整備部 神
⼾工場

534 今出在家町３丁⽬１番８号 12 日清製油株式会社 神⼾工場 廃   
2689 佐比江町１２ 67 平和クリーニング 廃   
1569 佐比江町３４−１ 71 竹内油業株式会社 ⻄出町店 廃   
1051 佐比江町４０−２ 65 太陽製版株式会社 廃   
5661 佐比江町４０-２ 23の2 有限会社 谷添写真工芸社
4078 佐比江町７９ 23の2 共同企画印刷株式会社
422 材⽊町２−１５ 3 (株)協同⾷品センター 兵庫水産事業所 廃   
5306 三石通３丁⽬２-２３ 67 有限会社 ホワイトランドリー商会
1040 三石通３丁⽬２−７ 65 株式会社 ﾀﾞｲﾔ･ｴﾌ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

353 三川口町１−７０ 23の2
ハートスキャナー（兵庫プロセス株式会
社）

廃   

748 三川口町１丁⽬１０ 17 和田商店
4052 三川口町１丁⽬３−１７ 23の2 有限会社  ⻘光印刷
3002 三川口町１丁⽬３−８ 23の2 有限会社 グラミックプロセス
314 三川口町２丁⽬３−１７ 23の2 ⼤⽊印刷所 廃   
635 三川口町２丁⽬３−２ 16 ⽊村製麺所 廃   
315 三川口町２丁⽬５−２５ 23の2 ⼤成印刷株式会社 廃   
966 三川口町３の４−１２ 17 江崎豆腐商店 廃   
3924 三川口町３丁⽬６−８ 65 岡室印刷所
1752 山王町２丁⽬７−１９ 71の2 ⽊村細菌検査所 廃   
4774 七宮町１丁⽬１番１号 71の6 株式会社 神⼾共栄産業 廃   
431 七宮町１丁⽬５−１１ 4 ⿊田⾷品株式会社 廃   
4697 七宮町１丁⽬６番６号 4 ⿊田興産有限会社 浅漬工場 廃   
4141 七宮町１丁⽬８−１４ 71 旭石油株式会社  七宮給油所 廃   
5859 七宮町１丁⽬８番１４号 71 株式会社 丸井商会 七宮SS
4219 出在家町１−１２−３ 3 株式会社  田渕商店
3396 出在家町２丁⽬６−２３ 66の5 有限会社  徳島屋
4805 出在家町兵庫突堤無番地 3 株式会社 コーベ・フーズ 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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1571 ⼩河通３−１−１７ 71 ㈱宗像商店 神⼾支店 ⼩河通給油所 廃   
461 ⼩河通３丁⽬１−２ 8 有限会社 末石製餡所
761 ⼩松通２丁⽬２−１５ 17 前田惣菜店
3486 ⼩松通２丁⽬５−６ 67 ドライクリーニングしらさぎ
632 ⼩松通３丁⽬４−１０ 16 須商店
2277 ⼩松通５−１−１１ 67 鹿児島屋クリーニング 廃   
4142 松原通１丁⽬１番９号 71 友成油業株式会社  松原給油所 廃   
931 松原通２丁⽬５−１４ 17 明谷商店 廃   
783 松原通２丁⽬５の１ 17 稲本商店 廃   
932 松原通３丁⽬２−１４ 17 白井豆腐油揚商店 廃   
2678 松原通４−４−１ 67 菅原ランドリー 廃   
1625 松原通５−１−１７ 71 奥田石油㈱兵庫給油所 廃   

4753 松原通５丁⽬１‐１７ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 兵庫営
業所

廃   

383 松本通２−１−１８ 2 ㈲⼩谷牧場 廃   
2744 松本通２−４−１７ 67 ⼩柳クリーニング 廃   
446 松本通３−１−５ 5 オリバーソース株式会社 廃   
2279 松本通３−２−１０ 67 天満屋 廃   
2226 松本通４−１−３１ 67 丸正クリーニング店 廃   
2742 松本通５−１−５ 67 高田クリーニング 廃   
921 松本通６−３−３ 17 ⼤下豆腐店 廃   
2139 松本通６−３−８ 67 やぶた 廃   
2707 上園町４−６ 67 第一朝日クリーニング 廃   
2489 上三条町１−２１ 67 平野屋
4910 上庄通３丁⽬１−１ 23の2 サンメディア
2225 上沢通２−１−１６ 67 第一朝日クリーニング店 廃   
3629 上沢通２−１−６ 67 第一朝日クリーニング
2480 上沢通２−３−８ 67 片桐クリーニング店 廃   
2714 上沢通２−４ 67 第一朝日クリーニング 廃   
3720 上沢通２丁⽬４−１３ 16 丸⻲製麺所 廃   
567 上沢通２丁⽬５−１ 16 丸⻲製麺所 廃   
316 上沢通３−１−３６ 23の2 有限会社 ニッセン印刷 廃   
386 上沢通３丁⽬１−４９ 2 神⼾⽜乳株式会社 廃   
2745 上沢通４−１−５ 67 中山洗帽店 廃   
338 上沢通４丁⽬１−４２ 23の2 交友印刷株式会社 神⼾商標営業所 廃   
4549 上沢通４丁⽬２−３ 71 兵庫日産自動⾞株式会社 兵庫店
2482 上沢通５−２−６ 67 サヌキ屋 廃   
2273 上沢通５−３−１３ 67 冨士クリーニング店 廃   
754 上沢通５の４６ 17 舛山豆腐商店 廃   
5856 上沢通５丁⽬２−５ 23の2 ⽊曽印刷 廃   
3719 上沢通５丁⽬５−２８ 67 富士クリーニング店 廃   
3542 上沢通５丁⽬５番９号 71の2 株式会社  福山臨床検査センター  神⼾支所 廃   
2492 上沢通６−２−９ 67 ハリコークリーニング店 廃   
2746 上沢通６−９−１３ 67 ⼩柳クリーニング 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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780 上沢通６の１０−２ 17 向山商店 廃   
919 上沢通６の５−２ 17 森脇豆腐店 廃   
562 上沢通６丁⽬１０−１０ 16 （資）摂津⾷品工業所 廃   
4388 上沢通６丁⽬８番７号 67 ⼩柳クリーニング 廃   
2743 上沢通７−３−１５ 67 内田クリーニング店 廃   
2950 上沢通７−５−１２ 67 ニチエ−ドライクリ−ニング 廃   
1627 上沢通７丁⽬１番７号 71 株式会社 酒井商会 上沢給油所 (廃)
361 上沢通７丁⽬４−１６ 23の2 有限会社 ヒロプロセス 廃   
2481 上沢通８−１１−５ 67 ドライクリーニング鈴⽊ 廃   
2267 上沢通８−２−７ 67 ⼆井クリーニング店 廃   
770 上沢通８の１３−６ 17 溝田商店 廃   
4380 上沢通８丁⽬１１番７号 67 クリーニングプライム
3831 上沢通８丁⽬２−７ 67 ⼆井クリーニング店
1429 新開地１−２−１４ 68 日之出写真 廃   
1465 新開地２−３−Ｂ−１ 68 ゲェイフォトショップ 廃   

1547 新開地３丁⽬２−１１ 71
出光リテール販売㈱関⻄カンパニー 神⼾
営業所

3261 新開地３丁⽬２−１５ 66の6 神⼾ロイヤルパレス平安閣 廃   
1496 新開地３丁⽬３−４ 68 合資会社 ピリケン堂 廃   
2741 神田町１０２ 67 藤田クリーニング店 廃   
2130 神田町２８番１０号 67 有限会社 つるや本店
2738 神田町３０−１０ 67 中川クリーニング店
394 神明町１番２８号 3 カネテツデリカフーズ株式会社 廃   
2674 須佐野通２丁⽬１−１６ 67 まつやクリーニング 廃   
4071 須佐野通２丁⽬２−１ 65 旭商事印刷
4686 須佐野通２丁⽬２−１３ 17 白井商店 廃   
2675 須佐野通３丁⽬１−６ 67 石野クリーニング商会
3979 水⽊通１０丁⽬１−２９ 23の2 有限会社  高⽊印刷所
2765 水⽊通１−２−１２ 67 五洋クリーニング店 廃   
750 水⽊通１の５−６ 17 太田商店 廃   
764 水⽊通１の５−６ 17 ⼤崎商店 廃   
1599 水⽊通１丁⽬４−１１ 71 ⻄村株式会社  兵庫給油所
5706 水⽊通１丁⽬４番７号 10 神⼾湊ビール
916 水⽊通２丁⽬２−２６ 17 川原豆腐店 廃   
2748 水⽊通３丁⽬３−２１ 67 水⽊ランドリー 廃   
4846 水⽊通３丁⽬４-３ 53 有限会社 吉田硝工
4370 水⽊通４丁⽬１−２５ 68 コニカカラーイメージング株式会社 廃   
1554 水⽊通４丁⽬１−８ 71 菱華石油サービス株式会社 ⼤開通SS
2756 水⽊通４丁⽬２−８ 67 第一ドライ株式会社 廃   
3502 水⽊通５−１−１６ 67 神⼾白洋舎クリーニング 廃   
4390 水⽊通５−１−１６ 67 神⼾白洋舎
2476 水⽊通５−４ 67 三共クリーニング店
1057 水⽊通5丁⽬２-１４ 23の2 有限会社 中央孔版社
4724 水⽊通６丁⽬１-１ 68 IMAデジタルフォトサービス 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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3172 水⽊通６丁⽬１−２ 68 ＫＳラボ 廃   
476 水⽊通６丁⽬４−１５ 9 ㈲加藤商事 廃   
2759 水⽊通６丁⽬４番１１号 67 有限会社 フタバヤ 廃   
4385 水⽊通６丁⽬４番１１号 67 有限会社 フタバヤ
2271 水⽊通６丁⽬５−９ 67 新栄舎クリーニング店 廃   
3942 水⽊通６丁⽬５番５号 23の2 石田印刷所
4414 水⽊通７丁⽬１−１０ 68 パレットプラザ 関⻄スーパー⼤開店
3650 水⽊通７丁⽬１−５メラード⼤開店 68 フォトショップメラード 廃   
2757 水⽊通８−３−２３ 67 やまやクリーニング 廃   
3109 水⽊通８丁⽬２番１１号 67 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ⼤開
4011 水⽊通８丁⽬３−１８ 23の2 株式会社 藤井印刷
1617 水⽊通９−２ 71 竹内油業株式会社 ⼤開営業所 廃   
333 水⽊通９丁⽬１−３４ 23の2 交友印刷株式会社 廃   
2692 ⻄橘通２丁⽬１−１５ 67 みつわ屋
5309 ⻄宮内町１−５ 67 シンキクリーニング店
3904 ⻄宮内町１番２号 65 有限会社 スタジオビーワット
4143 ⻄宮内町２‐１０ 71 ⼤⻄石油株式会社 柳原給油所
2686 ⻄出町１丁⽬１１−８ 67 岸本クリーニング 廃   
265 ⻄出町１丁⽬４−15 66 株式会社 ⻄出鍍金所
2685 ⻄出町２-１-１ 67 楠クリーニング 廃   
2688 ⻄出町２２−１ 67 国賀クリーニング 廃   

1546 ⻄出町２−３−１０ 71
寺下石油株式会社 ⻄出町サービスステー
ション

廃   

775 ⻄出町２の１６−２ 17 立岩商店 廃   
753 ⻄出町２の６−１６ 17 ⼩松豆腐店 廃   
767 ⻄出町２丁⽬１２−１３ 17 ⼤崎商店 廃   
1076 ⻄出町２丁⽬１２−５ 65 丸和出版印刷株式会社
3011 ⻄出町２丁⽬１−３ 23の2 岡本印刷株式会社
3055 ⻄出町２丁⽬１−３ 68 関⻄印刷紙業（株） 廃   
2687 ⻄出町２丁⽬４−３ 67 山口クリーニング 廃   
2698 ⻄上橘通１丁⽬１−１６ 67 星光クリーナー
4074 ⻄上橘通１丁⽬２−１ 23の2 有限会社 文栄社
479 ⻄上橘通１丁⽬２−９ 5 谷垣商店 廃   
5310 ⻄上橘通１丁⽬２-９ 67 嘉屋
760 ⻄上橘通１丁⽬３−７ 17 ⼤北豆腐店 廃   
1604 ⻄上橘通１丁⽬４−２０ 71 ⼤英石油株式会社 楠町給油所
765 ⻄上橘通２の１−２９ 17 橋本豆腐店 廃   
2693 ⻄上橘通２丁⽬１−１２ 67 淡路屋クリーニング店
2694 ⻄上橘通２丁⽬５−１６ 67 くまのクリーニング
2869 ⻄多聞通１−６ 9 ㈱⽜尾商店 廃   

1565 ⻄柳原町４−１０ 71
川商石油販売株式会社 柳原インター給油
所

廃   

264 ⻄柳原町５番26号 66 石原ケミカル株式会社
5311 ⻄柳原町６-４ 67 金丸クリーニング

・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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463 ⻄柳原町８番２０号 8 兵庫製餡株式会社
2721 石井町２丁⽬３−４ 67 竹内クリーニング店 廃   
2724 石井町３−２−１１ 67 クリーニング北條屋 廃   
3292 石井町４丁⽬２−１１ 71の5 コインランドリ−アリス 廃   
2725 石井町５-１-４ 67 足立クリーニング 廃   
3535 石井町５丁⽬１ー４ 67 第一朝日クリーニング 廃   
1669 切⼾町２２ 71 ｹｲ･ﾃﾞｨｰ･ｴﾌ石油㈱築島給油所 廃   
927 切⼾町６−１１ 17 坂東豆腐商店 廃   
3950 切⼾町６番２８号 23の2 新和印刷
3129 切⼾町７−１５ 67 有限会社  ヒシヤ
395 切⼾町７−２１ 3 ⾒永物産株式会社切⼾工場 廃   
2719 雪御所町１番４号 67 株式会社 幸クリーニング 本店
6298 雪御所町２番８号 10 株式会社 オープンエア
5112 船⼤工町２丁⽬１５ 11 有限会社 スパット
918 ⼤井通２丁⽬１ー３３ 17 ⻄原商店 廃   
4007 ⼤開通１０丁⽬１−１０ 23の2 朝日印刷所
3247 ⼤開通１０丁⽬３−１２ 65 （有）神⼾マーク製作所 廃   
3064 ⼤開通１丁⽬１−１ 66の6 (株)神鉄ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 神鉄会館 廃   
2540 ⼤開通２丁⽬１−７ 67 株式会社 ウツミ 廃   
350 ⼤開通２丁⽬２−１１ 23の2 菱三印刷株式会社 廃   
3977 ⼤開通２丁⽬３番２９号 23の2 有限会社  ⼤開印刷
1430 ⼤開通３−１−２１ 68 株式会社 ディスプレイ ミワボシ (廃)
337 ⼤開通５丁⽬１−３ 23の2 有限会社  佐藤印刷所

4768 ⼤開通５丁⽬２−２７ 68
しょうちゃんの写真屋さん 神⼾⼤開通り
店

廃   

5328 ⼤開通５丁⽬２番２１号 63 株式会社 四ツ井工作所
2925 ⼤開通６−１−７ 5 上田味醸造株式会社 廃   
2487 ⼤開通６丁⽬２−２５ 67 足立クリーニング店 廃   
2893 ⼤開通７-１-１７ 8 タイヨ−⾷品㈱ 廃   
2901 ⼤開通７-１-１７ 8 井上製餡株式会社 本社工場 廃   
1041 ⼤開通７丁⽬２−１０ 23の2 有限会社 ⼤開製版
4321 ⼤開通７丁⽬３番５号 68 写真屋 廃   

1623 ⼤開通９−２−１８ 71
三愛リテールサービス株式会社 オブリス
テーション⼤開通

5413 ⼤開通９丁⽬１−１４ 71 トヨタカローラ兵庫株式会社 本店
3244 ⼤同町１丁⽬２−１ 65 （株）⼤野社 ⼤同工場 廃   
2720 ⼤同町２−４−１１ 67 丹波屋クリーニング 廃   
4008 ⼤同町３丁⽬５−１４ 23の2 株式会社  サン印刷
2137 ⼤同町３丁⽬５−１９ 67 堀端洗張店 廃   
2740 ⼤同町４丁⽬２−１７ 67 岡田クリーニング店
2722 ⼤同町４丁⽬５−１０ 67 中屋クリーニング
768 ⼤同町４丁⽬７ 17 藤城豆腐店 廃   
3667 鍛冶屋町１丁⽬３番１０号 66の5 村上給⾷株式会社  神⼾工場 (廃)
2749 中道通２−１−２ 67 エイヤクリーニング (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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2751 中道通２−３−７ 67 山田屋クリーニング店 廃   
4880 中道通２丁⽬３−２０ 53 神⼾ガラステック
3988 中道通３丁⽬３番６号 65 株式会社  石川印刷出版社
4033 中道通４−１２−１ 23の2 エコープリント株式会社 中道工場
2943 中道通６−３ 65 ㈲光マ−ク製作所 廃   
924 中道通６の２−２ 17 岡田豆腐商店 廃   
444 中道通７の４−２０ 4 カップ⾷品工業所 廃   
3849 中道通７丁⽬１−１３−１０８ 68 フォトドペックス 廃   
4507 中道通７丁⽬２−１５−１F 68 KSラボ 廃   
638 中道通７丁⽬４−２７ 16 勢興⾷品株式会社 廃   
429 中道通８丁⽬１−８ 4 ハブタ商店 廃   
480 中道通９丁⽬１−１０ 9 八⽊米菓
2758 中道通９丁⽬１−１１ 67 あづま屋ランドリー
234 中之島１丁⽬１番、２丁⽬１番 69の2 神⼾市中央卸売市場 本場
1733 中之島１丁⽬１番１号 71の2 神⼾市保健福祉局健康部⾷品衛生検査所
4057 中之島２丁⽬１−１ 23の2 神⼾市場印刷株式会社 廃   
2479 塚本通２−２−１６ 67 ⼤開クリーニング店 廃   
2227 塚本通２丁⽬２−２８ 67 吉田ドライクリーナー
2752 塚本通２丁⽬２−８ 67 有限会社 丸美ドライ 廃   
4381 塚本通２丁⽬２番８号 67 有限会社 丸美ドライ
385 塚本通３丁⽬１１−８ 2 健乳舎牧場 廃   
2753 塚本通３丁⽬２−１０ 67 前田クリーニング
1050 塚本通４丁⽬１−１９ 23の2 株式会社 三協プロセス
530 塚本通４丁⽬３−２ 10 ⼤和清涼株式会社 廃   
2754 塚本通５-２-１５ 67 ユリヤ洗滌店 廃   
778 塚本通５の１−１３ 17 永井商店 廃   
935 塚本通５の１−１３ 17 石⽊⾷品 廃   
751 塚本通５の２−１１ 17 ㈲松井商店 廃   
920 塚本通５の２−１１ 17 村上豆腐店 廃   
922 塚本通５の２−１１ 17 塚本豆腐店 廃   
923 塚本通５丁⽬１−２６ 17 田岡豆腐店
633 塚本通５丁⽬１−３ 16 ⽊下製麺所 廃   
4012 塚本通５丁⽬２番３号 23の2 株式会社  明光堂
3446 塚本通５丁⽬５−２１ 66の6 株式会社 象船 廃   
2177 塚本通６−１−３４ 67 高⾒クリーニング店 廃   
2216 塚本通６丁⽬１−１４ 67 ⼩⻄クリーニング 廃   
2909 塚本通７−１−４ 66 神⼾化工 廃   

4144 島上町２丁⽬１−２５ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 島上営
業所

廃   

2727 東山町１-１１-４ 67 泉屋クリーニング 廃   
772 東山町１丁⽬１−１２ 17 原豆腐商店
643 東山町１丁⽬１２−１６ 16 丸中製麺所 廃   
981 東山町１丁⽬１２−１７ 17 株式会社 上野商店 東山店
777 東山町１丁⽬２−１１ 17 山形商店 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。
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3501 東山町１丁⽬３−８ 67 ＫＵＮドライクリーニング店
1030 東山町１丁⽬３番５号 65 合資会社 赤川銘板製作所 廃   
2490 東山町２−１５８ 67 たつのやクリーニング 廃   
4593 東山町２丁⽬２−７ 68 フジカラーパレットプラザ 湊川公園店 廃   
5315 東山町２丁⽬４-１ 67 株式会社 幸クリーニング 東山店
4695 東山町２丁⽬７−１９ 17 藤本⾷品
982 東山町２丁⽬マルシン 17 岸田豆腐店 廃   
983 東山町２丁⽬マルシン市場内 17 原豆腐店
5556 東山町３丁⽬１−４ 71の2 兵庫県警察本部 科学捜査支援センター
2050 東山町３丁⽬３−１ 68の2 医療法人 川崎病院 (廃)
3842 東山町３丁⽬７−１２ 68 日本カメラ東山店 廃   
1474 東山町４−１−１０ 68 ㈱ダイエー トポス東山店 廃   
2717 東山町４−１４ 67 平井クリーニング店 廃   
1696 東山町４丁⽬１３番１号 71 内外商事㈱東山給油所 廃   
4075 東山町４丁⽬３７−５ 23の2 松原美術印刷工芸社
781 東山町４丁⽬マルシン市場１０号 17 森川商店 廃   
2128 東出町３−１６−４ 67 山田屋 廃   
2682 東出町３-２３-２ 67 ミナト屋クリーニング店 廃   
925 東出町３の２１−２１ 17 村上商店 廃   
572 東出町３丁⽬１５−３ 16 マルヨシ製麺所 廃   
2684 東出町３丁⽬１６−４ 67 加納クリーニング店 廃   
2683 東出町３丁⽬２０−２ 67 平野クリーニング店 廃   
637 東出町３丁⽬２１−２ 16 髙⽊製麺所 廃   
752 東出町３丁⽬２１−２ 17 吉田商店 廃   
926 東出町３丁⽬２１−２ 17 淡路屋商店 廃   
5589 東柳原町１−３６ 71 ㈱神⼾マツダ 神⼾本店第1工場 (廃)
4059 南逆瀬川町２−２９ 23の2 ⼤晃社

240 南逆瀬川町２番２２号 70の2
株式会社神⼾マツダモータース 切⼾ｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

廃   

1911 南逆瀬川町２番７号 67 ㈱アルプス 廃   
4795 南仲町１-８ 71 日米礦油株式会社 築島給油所
3656 南仲町２−２６ 3 関⻄昆布株式会社 廃   
759 楠谷町１６３ 17 佐藤豆腐店 廃   
4791 楠谷町２８-６ 67 第一朝日クリーニング 廃   
232 楠谷町３７番１号 64の2 神⼾市水道局奥平野浄水場
2739 楠谷町８−１ 67 松屋クリーニング店 廃   
3978 入江通１丁⽬１番２８号 23の2 有限会社  兵庫スピードプリント
4907 入江通１丁⽬２−２ 71の2 石原薬品株式会社 分室 廃   
1545 入江通３−１−２１ 71 ⻄村株式会社  入江通給油所 廃   
1800 入江通３丁⽬１−１５ 71の2 (社)兵庫県水質保全センター 廃   
2826 馬場町１５−２ 67 ⻲屋クリーニング
2825 馬場町２４−６ 67 山本クリーニング 廃   
2737 馬場町４８−１ 67 五洋ランドリー 廃   
1703 梅元町２番地 71 ㈱関石油店 アミチェ平野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。
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4392 梅元町７−４ 67 ファッションクリーニングシルバー 廃   
2723 氷室町２−１１−２ 67 スターランドリークリーニング 廃   
2676 浜崎通１−３５ 67 崎本ランドリー 廃   
4379 浜崎通１−３５ 67 衣料の美容室
2680 浜崎通３−１０ 67 やまやクリーニング 廃   
636 浜山通３丁⽬１−７ 16 丸甚製麺所 廃   
4393 浜山通３丁⽬２番１号 68 フォトメモリー 御崎公園店 廃   
4730 浜山通３丁⽬４番４号 17 浜山⾷品株式会社
2208 浜中町１−１３−８ 67 松平クリーニング 廃   
2673 浜中町１−１６−９ 67 ふじやクリーニング 廃   
659 浜中町１丁⽬１８−１１ 16 ㈱丸忠製麺 廃   
3515 浜中町１丁⽬１８−１１ 66の5 株式会社 オイシス 神⼾工場
771 浜中町１丁⽬７−３ 17 山口豆腐店 廃   
448 浜中町１丁⽬９−１６ 5 三浦味⾷品株式会社
2671 浜中町２−１−１２ 67 瀬古クリーニング店 廃   
536 浜中町２丁⽬１８番２４号 18の2 不⼆製油株式会社 神⼾工場
3518 浜中町２丁⽬１８番２４号 18の2 フジフレッシュフーズ株式会社 廃   
285 浜中町２丁⽬１８番４３号 18の2 山陽サニ−フ−ズ株式会社 廃   
912 福原町１１−１３ 17 村上豆腐商店 廃   
634 福原町１９−２ 16 ⼤原製麺所 廃   
2691 福原町１９−２５ 67 清水屋クリーニング 廃   
2697 福原町２４−９ 67 東洋クリーニング 廃   
4382 福原町２４番９号 67 東洋クリーニング
2253 兵庫町１−２−２ 67 明治屋クリーニング 廃   
4070 兵庫町１丁⽬３−２５ 23の2 有限会社 藤原広告
1629 兵庫町２−１−１２ 71 ⼤洋商運株式会社 ⻄出町給油所 廃   
4771 兵庫町２−１−１２ 71 ㈱ｲﾄﾞﾑｺ中央 ﾊｰﾊﾞｰﾗｲﾄ神⼾ 廃   

1581 兵庫町２−１−５ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 ⻄出町営
業所

廃   

523 兵庫町２−２−２６ 10 ツルヤ⾷料品研究所 廃   
2224 兵庫町２−２−２７ 67 ⽊村屋クリーニング店 廃   
5183 兵庫町２丁⽬１−１０ 71 ⻄村株式会社 D.D神⼾店
4269 兵庫町２丁⽬１−５ 71 中央砿油株式会社 ⻄出町給油所 廃   
3951 兵庫町２丁⽬１番８号 23の2 望月印刷所
318 兵庫町２丁⽬２−２４ 23の2 ㈲グラミックプロセス 廃   
1763 北逆瀬川町２番１３号 71の2 株式会社 総合医化学研究所 廃   
6240 北逆瀬川町３−１５ 71 株式会社神⼾マツダ 部品センター
2677 北逆瀬川町４−８ 67 第一ドライランドリー 廃   

360 本町１丁⽬４−２１ 23の2
ダイシンテクノス株式会社 プランニングセ
ンター

3059 本町２丁⽬２−３ 3 （株）ミネ一水産
2131 湊山町１０ 67 田中屋 廃   
2726 湊山町４−２ 67 クリーニング アサノヤ
2733 湊川町１０−１５ 67 星晃社クリーニング 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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2840 湊川町１０−２０ 67 栄屋クリーニング 廃   
2729 湊川町１０−３７ 67 湊川クリーニング 廃   
4084 湊川町１０丁⽬１４−７ 23の2 有限会社 スズラン印刷
2716 湊川町１丁⽬２−７ 67 マナベクリーニング
757 湊川町２−１３４ 17 矢豆腐店 廃   
370 湊川町３丁⽬１３番２０号 68の2 医療法人 尚生会 湊川病院
2715 湊川町４−１−３ 67 (有)太田クリーニング店 廃   
2287 湊川町４−１−４ 67 マキランドリー 廃   
908 湊川町５丁⽬１０−３ 17 川口豆腐商店 廃   
3136 湊川町５丁⽬２−１６ 67 第一朝日クリーニング
2713 湊川町５丁⽬７８ 67 三晃舎 廃   
2491 湊川町６−１−１０ 67 オサキクリーニング 廃   
2712 湊川町６−１−２３ 67 ⼩笠原ドライ 廃   
774 湊川町６丁⽬１４−１ 17 住本商店 廃   
909 湊川町６丁⽬１４−２ 17 面谷豆腐商店 廃   
2731 湊川町８丁⽬１５−６ 67 サカタクリーナーズ
2484 湊川町９−３８−１ 67 坂クリーニング 廃   
606 湊川町９ー２０ー８ 16 協生製麺所 廃   
2732 湊川町９丁⽬１８−３ 67 国光クリーニング店 廃   
910 湊川町９丁⽬２１−１９ 17 守豆腐店 廃   
2730 湊川町９丁⽬８−３ 67 マツヤクリーニング 廃   
406 湊町１−４−１９ 3 （株）三笠屋 廃   
4806 湊町１丁⽬４-１８ 53 株式会社 上新硝子店 廃   
2763 湊町２−１−２０ 67 クリーニング⻄商会 廃   
2762 湊町２−２−２ 67 ミナトクリーニング 廃   
2699 湊町２−３−２６ 67 シルククリーニング店 廃   
3925 湊町２丁⽬３番１４号 23の2 三ツ輪印刷工業株式会社
4807 湊町２丁⽬４-３３ 53 多可田硝子綜合加工所
3132 湊町３−２２−２４ 67 （有）紅観光 廃   
2764 湊町３−３−７ 67 堀江クリーニング店 廃   
631 湊町３丁⽬１−３ 16 丸和⾷品工業所 廃   
4063 湊町３丁⽬２−２ 23の2 前川企画印刷有限会社 廃   
336 湊町３丁⽬２−６ 23の2 ㈱文教書院 廃   
915 湊町３丁⽬３−８ 17 乗石⾷品
630 湊町４丁⽬１−２８ 16 むさし製麺所 廃   
607 夢野町２−１３０ 16 マルイ製麺所 廃   
2735 夢野町２−１７ 67 トラヤクリーニング

1626 夢野町２−２ 71
有限会社 神⼾オイルカンパニー 夢野
サービスステーション

廃   

1596 夢野町３丁⽬１３−１０ 71 金清株式会社 カーパーク夢野SS 廃   
2734 夢野町３丁⽬２−１０ 67 ⼤⻄クリーニング店 廃   
307 明和通２丁⽬２番31号 71の2 松村石油株式会社 神⼾工場
205 明和通３丁⽬２番15号 51の2 バンドー化学株式会社 神⼾工場 廃   
2679 門口町３番１号 67 クリーニングビアンカ 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。 13/14



下水道法届出事業場一覧 兵庫区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

2272 矢部町１１ 67 はり伊 廃   
2129 矢部町５−４ 67 三上洗張店 廃   
2736 矢部町８７ 67 東クリーニング 廃   
5318 里山町６４７-１ 67 石川クリーニング
1754 和田宮通２丁⽬１番63号 71の2 兵庫県立 兵庫工業高等学校
4209 和田宮通４−２−９ 68 関⻄写真工業株式会社 ＤＤＣセンター (廃)

280 和田宮通５丁⽬４番４号 66の5
三菱重工業株式会社 神⼾造船所給⾷セン
ター

廃   

3634 和田宮通６−１−２９ 68 サンワフォート (廃)
1785 和田崎町１丁⽬１−１ 71の2 株式会社 神⼾工業試験場 神⼾分析室 廃   
1890 和田崎町１丁⽬１−１ 65 三菱重工業株式会社 神⼾造船所

364 和田崎町１丁⽬１−１  三菱重工業㈱内 23の2
ダイヤモンドオフィスサービス株式会社
神⼾ビジネスセンター

(廃)

2105 和田崎町１丁⽬１−２ 65 三菱電機株式会社 神⼾製作所
2672 和田崎町３−４−１６ 67 浜野クリーニング 廃   
967 和田崎町３の４−１６ 17 桐田豆腐店 廃   
1038 和田山通１丁⽬２番２４号 65 川重三陽工業株式会社 廃   
3802 和田山通２丁⽬１２番１４号 65 川重⾞両ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 本社工場 廃   
5658 鵯越町１−１ 71 ⼤英石油株式会社 セルフ夢野SS
3481 鵯越町１１番１６号 67 岡田クリーニング
1548 鵯越町６−１ 71 内外商事株式会社 夢野給油所 廃   
3081 鵯越町６−１ 66の6 ガスト神⼾夢野店 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。 14/14


