
下水道法届出事業場一覧 ⻑⽥区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

4492 一番町２−１ 71 伊丹産業株式会社 ⻄神⼾エコステ−ション
3948 一番町２丁目１番地 23の2 株式会社  七旺社
368 一番町２丁目４番地 68の2 神⼾市⽴医療センター⻄市⺠病院
1946 一番町３の１ 65 阪神内燃機⼯業㈱ 神⼾⼯場 廃   
1950 一番町４−１ 19 日本染⼯㈱ 廃   
2229 鴬町１−１−２１ 67 ドライクリーナー大江
954 海運町２丁目２−２ 17 平野商店 廃   
2150 海運町３−４−７ 67 鶴川洗張店 廃   
2796 海運町３丁目７−１４ 67 都屋クリーニング商会 廃   
1634 海運町５丁目１−３６ 71 日⽴石油株式会社 海運町給油所 廃   
1029 海運町７丁目３番４号 65 後藤銘板製作所
2892 海運町８−１−２６ 19 小島染⼯㈱ 廃   
2964 海運町８−６−１５ 19 堀内染⼯㈱ 廃   
4389 苅藻通１丁目３−２０ 3 丸人食品有限会社
4077 苅藻通１丁目３−２２ 65 貞松製版
1618 苅藻通１丁目３−９ 71 竹内油業株式会社 大橋店 廃   
1055 苅藻通３−２−８ 65 ㈲成⽥孔版印刷所 廃   
3906 苅藻通３丁目１−３ 23の2 有限会社 プリンティングプレス
4027 苅藻通３丁目６−２ 23の2 クラチ印刷所
2324 苅藻通４−２ 67 カネフククリーニンク゛ 廃   
938 苅藻通４の２−２５ 17 川縁商店 廃   
5338 苅藻通４丁目２-１４ 67 吉岡クリーニング 廃   
1493 苅藻通４丁目３−２ 68 カルモ写真店 廃   
384 苅藻通５丁目４番１８号 2 エム・シーシー食品株式会社 神⼾⼯場
257 苅藻通６丁目１番５号 66 オリエンタル鍍金株式会社 本社⼯場
1993 苅藻通７−１−３９ 63 ガデリウス㈱ ⻑⽥事業所 廃   
1991 苅藻通７−３−１３ 66 オリエンタル鍍金株式会社 第三⼯場 廃   
3866 苅藻通７丁目１−２０ 71の2 神⼾市食⾁衛⽣検査所
299 苅藻通７丁目１-４８ 39 ミヨシ油脂株式会社 神⼾⼯場
1760 苅藻通７丁目１−７ 71の2 動物検疫所 神⼾⽀所  苅藻検疫場
233 苅藻通７丁目１番２０号 69 神⼾市中央卸売市場 ⻄部市場
269 苅藻通７丁目３番２２号 66 神⼾電槽株式会社 廃   
4622 苅藻島町１丁目１-３１ 55 兵庫大阪⽣コンクリート株式会社 神⼾⼯場
4435 苅藻島町１丁目１番２８号 71の4 神⼾環境クリエート株式会社
5007 苅藻島町２丁目３-１１ 55 有限会社 寺⽥建設

3047 苅藻島町３丁目１２−２８ 71の5
神⼾市環境局事業部苅藻島クリーンセン
ター

(廃)

5339 丸山町２丁目３-５０ 67
保健福祉局障害福祉部障害福祉課 たまも
園

廃   

2793 久保町１０丁目４−９ 67 Ｙ.Ｓクリーニング
2236 久保町１０丁目５−１５ 67 吉⽥屋クリーニング店
4205 久保町１丁目１−５ 4 富山食品
5340 久保町３丁目８-１ 67 中右クリーニング店
2420 久保町４−７−４ 67 石塚クリーニング 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。
・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。 1/11
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612 久保町４丁目７−７ 16 上野製麺所
4938 久保町５−１−１ 3 吾妻蒲鉾店
949 久保町５の３ 17 淡路屋 廃   
811 久保町５の３−３ 17 浦商店 廃   
4819 久保町５丁目１-１ アスタ3番館014 17 有限会社 守食品店
4824 久保町５丁目１-１-１２０ 68 ５５ステーション アスタ新⻑⽥店 廃   
620 久保町５丁目３−３ 16 ㈲藤木商店 廃   
3121 久保町６丁目２−２ 67 有限会社  萬業商会  サンドライ 廃   
2511 久保町７−６−３ 67 小林クリーニング店 廃   
2441 久保町７−７−１７ 67 ⽥中クリーニング店 廃   
955 久保町７丁目６−１１ 17 松⽥豆腐店 廃   
3688 久保町７丁目７−１６ 68 フォトショップユウ⻄神⼾店 廃   
2149 久保町８−１−３ 67 上⽥洗張店 廃   
2792 久保町８−５−３ 67 朝日屋クリーニング 廃   
2791 久保町８丁目７−７ 67 ツルヤクリーニング店 廃   
408 久保町９丁目４−１ 3 吾妻蒲鉾店
2228 久保町９丁目５−３ 67 池上クリーニング店 廃   
2499 宮丘町１−３−５ 67 サワクリーニング店 廃   
3013 宮川町１丁目２−３０ 23の2 グローリープロセスカンパニー
3566 宮川町１丁目８ 23の2 藤谷写真製版 廃   
5341 宮川町５丁目６-４ 67 富永クリーニング
796 宮川町８−１０５ 17 廣島屋 廃   
2824 宮川町８−３−１１ 67 ＯＫクリーニング
2230 宮川町９−５−１２ 67 住谷クリーニング店
2961 駒ヶ林 ５−１６−８ 67 三河屋クリ−ニング 廃   
489 駒ヶ林２丁目１６−３ 10 スリーベル食品 廃   
984 駒ヶ林５の１３−３ 17 高橋豆腐店 廃   
2783 駒ヶ林町１−１４−１２ 67 今出クリーニング 廃   
2784 駒ヶ林町１丁目１６−２６ 67 三河屋クリーニング
2813 駒ヶ林町２−１８−８ 67 三幸クリーニング 廃   
2788 駒ヶ林町２−６−６ 67 鶴⽥クリーニングセンター 廃   
2210 駒ヶ林町３−１８−１１ 67 大河クリーニング 廃   
2797 駒ヶ林町３丁目１１−１５ 67 トシナリクリーニング 廃   
947 駒ヶ林町４-１８-１０ 17 面出豆腐店 廃   
615 駒ヶ林町４丁目９−８ 16 川上製麺所 廃   
5342 駒ヶ林町４丁目９-８ 67 ツルタクリーニング 廃   
812 駒ヶ林町５の１５−３ 17 下村商店 廃   
616 駒ヶ林町５丁目１５−１２ 16 （資）内⽥製麺所 廃   
1640 駒ヶ林町６−６−１ 71 三和油業株式会社 ⻑⽥南給油所 廃   
412 駒ヶ林南町１４ 3 岩松水産 海苔⼯場 廃   
1990 駒栄町１の２−８ 66 オリエンタル鍍金株式会社 第二⼯場 廃   
402 ⼾崎町２丁目６−２７ 3 株式会社 ⿊⽥蒲鉾商店
790 五位の池３丁目９−２２ 17 丸八岨豆腐店 廃   
2505 五番町１−２１ 67 テルヤ洗張店 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。
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2233 五番町１丁目６−１ 67 浜⽥クリーニング店 廃   
401 五番町２−９２ 3 岡野蒲鉾店 廃   
799 五番町３-１-９ 17 ⽥中豆腐店 廃   
4642 五番町３丁目１０ 市営住宅32-0010 17 ⽥中商店 廃   
575 五番町７−１ 16 ㈲飯⽥製麺所 廃   
3958 五番町７−６−６ 68 写真屋  遊⺠  ⻑⽥店 廃   

1469 五番町７丁目１−１−５ 68
㈱サクラカラーサービス カラーセンター
トップス

廃   

3070 御屋敷通３丁目１−３８ 66の6 サンバレイ  ⻄神⼾店 廃   
4224 御屋敷通４３−８ 68 コーベカメラ ⻄代店 廃   
2805 御屋敷通４丁目１−１２ 67 宮本クリーニング
2358 御屋敷通５−３−１０ 67 朝日クリーニング
2617 御屋敷通５−４−４ 67 新東洋クリーニング店 廃   
427 御屋敷通５丁目１−５ 4 金間商店 廃   
428 御屋敷通５丁目５−１７ 4 東間商店 廃   
4731 御屋敷通５丁目５-１７ 4 有限会社 東間商店 (廃)
1621 御屋敷通６−２−１５ 71 ㈱楠石油 ⻑⽥給油所 廃   
4376 御屋敷通６−３−１１ 67 サワクリーニング 廃   
3024 御屋敷通６丁目２番１１号 65 株式会社 神⼾マーク製作所 廃   
2141 御船通４−１１０ 67 香川洗張店 廃   
570 御船通４−２５ 16 柴⽥製麺所（満る里） 廃   
3913 御船通４−９ 23の2 有限会社 ベフ印刷
426 御船通４丁目６ 4 林屋製菓株式会社 廃   
2767 御船通５-５ 67 淡路クリーニング 廃   
970 御蔵通１の２１ 17 高⽥豆腐店 廃   
2774 御蔵通３−９１ 67 島⽥クリーニング商会 廃   
2772 御蔵通４−８ 67 北清舎ドライクリーナ 廃   
2773 御蔵通５-６ 67 ⻄村クリーニング店 廃   
943 御蔵通５の８９ 17 松本豆腐店 廃   
2211 御蔵通６−９−２ 67 玉井クリーニング店 廃   
5343 高取山町２丁目１０-１５ 67 谷口クリーニング
2231 高取山町２丁目１６−１５ 67 (有)神⼾ママドライクリ−ニング 廃   
2195 細⽥町１−３−５ 67 ㈱マルミ商会 廃   
4308 細⽥町２丁目１番３０号 65 環境設備⼯業（株）レジンワ−クショップ 廃   
481 細⽥町３丁目５−１２ 9 山根商店 廃   
208 細⽥町４丁目１番２号 51の2 マルセ護謨⼯業㈱ 廃   
3934 三番町２丁目３−１ 65 神⼾写真製版所 廃   
587 三番町２丁目３８ 16 秋永のうどん 廃   
1663 三番町５丁目６ 71 大英石油株式会社 ⻑⽥給油所 (廃)
2799 山下町１−２−４ 67 兵庫ランドリー 廃   
804 四番町１の１０ 17 広島屋 廃   
994 四番町１の１８６ 17 小宮商店 廃   
805 四番町３の１６１ 17 米原商店 廃   
581 四番町７丁目１ 16 稲脇製麺所 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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2986 四番町８丁目３ 66の6 株式会社 八仙閣 廃   
571 寺池町１−５ 16 にしき製麺所 廃   
577 寺池町３丁目３−２ 16 ことぶき製麺所 廃   
802 寺池町３丁目３−２４ 17 平岡豆腐店 廃   
614 若松町１１−５−３ 16 ㈲庄野製麺所 廃   
950 若松町１１−５−３ 17 清水商店 廃   
810 若松町１１の５−３ 17 王子商店 廃   
959 若松町１１丁目４番８号 17 吉⽥とうふ店 廃   
945 若松町１１丁目５の３ 17 大汐豆腐店 廃   
261 若松町１丁目４−１２ 66 ㈲江野脇鍍金⼯業所 廃   
2915 若松町２−１−２９ 51の2 ファ−ストラバ−㈱ 廃   
2509 若松町４−２−１１ 67 白新舎クリーニング店 廃   
4906 若松町４丁目１０１ 67 白新舎
622 若松町４丁目４−２ 16 有限会社 若松製麺所 廃   
4394 若松町５−２−２ 68 コーベカメラ デジタルデポ 廃   
3511 若松町５−５−１ 68 ⻑⽥ 大丸 ＤＰコーナー 廃   
3087 若松町５丁目５−１ 66の6 ペントハウス．高くら
206 若松町９丁目１番３０号 51の2 六菱ゴム株式会社 廃   
3930 重池町２丁目８−１６ 23の2 有限会社 ヒロプロセス 廃   
2497 庄山町１−５−３ 67 クローバークリーニング 廃   
2496 庄山町１−８−９ 67 白鷺クリーニング 廃   
5344 庄山町１丁目７-１９ 67 クリーニング 瀬⼾山 廃   
2507 庄山町２−１−１４ 67 白富士クリーニング 廃   
2278 庄山町２丁目５番１４号 67 有限会社 三共クリーニング 廃   
434 庄⽥町１−５−１ 4 広髙食品⼯業株式会社 廃   
1983 庄⽥町１−５−１ 71の2 中外テクノス㈱関⻄営業所 廃   
1812 庄⽥町１丁目６−７ 71の2 中外テクノス株式会社 関⻄⽀店 廃   
613 庄⽥町２丁目５−１６ 16 （資）魚橋商店 廃   
445 庄⽥町２丁目５−１９ 5 ばら食品株式会社
2554 庄⽥町４−８−８ 67 大阪チェーンランドロマット 廃   
4959 松野通１−１−１２ 68 株式会社 コーベカメラ JR新⻑⽥店 廃   
1453 松野通２−５−２５ 68 ヒダカメラ店 廃   
456 松野通２丁目５−１１ 5 有限会社二見ソース本舗 廃   
1801 松野通３丁目２−３４ 71の2 神⼾市⽴⻑⽥⼯業高校 廃   
2807 松野通４-４-４ 67 白水舎 廃   
2802 松野通４−５−１３ 67 萩原クリーニング 廃   
4438 松野通４丁目 67 萩原クリーニング
4129 松野通４丁目１ 71 神⼾ゴム資材協同組合
2265 松野通４丁目４−２２ 67 松野クリーニング 廃   
2803 松野通４丁目７−１１ 67 永井クリーニング店 廃   
4464 松野通４丁目永⽥駅北地区３１-４街区 67 永井クリーニング
986 上池⽥１の１０−７ 17 中原豆腐店 廃   
2510 上池⽥１丁目３−２６ 67 白菊クリーニング 廃   
3954 上池⽥１丁目３−３８ 23の2 丸昌印刷⼯業株式会社

・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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2501 上池⽥３−１３−１０ 67 松菱屋クリーニング店 廃   
1633 上池⽥３−２０−２４ 71 大東石油株式会社 五位ノ池給油所 廃   
2217 上池⽥３−２−２３ 67 ⻄村クリーニング店 廃   
1667 上池⽥町５丁目４−３ 71 三和油業株式会社 オートスクエア⻑⽥北 廃   
1557 真野町１-６ 71 甲南石油株式会社 大橋給油所
5346 真野町３−５ 67 有限会社 パルランドリー
2775 真野町４−１ 67 谷口クリーニング店 廃   
3835 神楽町２丁目２−２０ 23の2 株式会社 ウインズ
4130 神楽町２丁目２番１１号 71 大⻄石油株式会社  新⻑⽥給油所
435 神楽町２丁目３番２２号 4 吉⽥ピーナツ食品株式会社 (廃)
2809 神楽町３−３−７ 67 福⽥クリーニング 廃   
5347 神楽町３丁目１０３-２９ 67 三洋社クリーニング
2800 水笠通１−２−１０ 67 高柳クリーニング 廃   
961 水笠通１丁目１−４１ 17 米豆ふ店 廃   
626 水笠通１丁目３−１５ 16 池上製麺所 廃   
2804 水笠通２−６−５ 67 ⻯野屋クリーニング 廃   
2810 水笠通３−１４０ 67 キレイヤ 廃   
2808 水笠通３-２-１８ 67 竹内クリーニング 廃   
4042 水笠通３丁目５−９ 23の2 稲見天地堂印刷所
623 水笠通４−４ 16 合資会社 七條製麺所 廃   
791 水笠通４丁目１−１２ 17 富永豆腐店 廃   
806 水笠通４丁目１−１２ 17 吉岡豆腐店 廃   
786 水笠通４丁目１の１の１０８ 17 デリカキッチン片倉 廃   
2515 水笠通５-２-２５ 67 有限会社 特急舎（水笠店） 廃   
2806 水笠通５-３-１３ 67 東森クリーニング 廃   
952 水笠通５の１−９ 17 高名豆腐店 廃   
2552 水笠通６丁目３−１１ 67 松竹クリーニング店
345 菅原通１丁目８−１ 23の2 旭写真製版社 廃   
531 菅原通１丁目８番地 10 兵庫鉱泉所
2280 菅原通２−１−１ 67 一宮クリーニング 廃   
2969 菅原通２−２３ 67 ㈲⻑崎屋 第三⼯場 廃   
5003 菅原通２丁目１５０ 65 株式会社 順則塗装⼯業所
619 菅原通３−９４ 16 （資）⽥上製麺所 廃   
4131 菅原通３丁目６‐１ 71 石本商事株式会社  菅原通給油所
1792 菅原通３丁目６番１号 71の2 松林⼯業株式会社
2779 菅原通４−２２ 67 さつま屋クリーニング店 廃   
644 菅原通４−７ 16 丸善製麺所 廃   
975 菅原通４の１２９ 17 出店商店 廃   
940 菅原通４の３０ 17 菅原豆腐店 廃   
800 菅原通４の５−２ 17 大本商店 廃   
611 菅原通４丁目５−１ 16 清水食料品店 廃   
939 菅原通４丁目５番地ノ１ 17 清水食料品店 廃   
2212 菅原通４丁目６ 67 徳島屋クリーニング店
4028 菅原通６丁目１７９ 23の2 共同精版印刷有限会社

・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。
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4785 菅原通７丁目５ 71の6 有限会社 興託地所 廃   
3080 ⻄山町４丁目２８−１８ 66の6 なべくら ⻑⽥店 廃   
209 ⻄尻池町１丁目２番３号 51の2 神⼾エンタープライズ協同組合 廃   
211 ⻄尻池町２−４−１ 51の2 丸栄日産株式会社 廃   
624 ⻄尻池町２丁目４−１３ 16 マルヨシ製麺所 廃   
1032 ⻄尻池町５丁目３−３ 23の2 カルトンアイ株式会社 廃   
486 ⻄尻池町５丁目３−３０ 9 植垣米菓株式会社 廃   
951 ⻄代通１丁目５−５ 17 塩野商店 廃   
2257 ⻄代通３−１０−１４ 67 中山クリーニング店 廃   
2495 ⻄代通３丁目１−１０ 67 有限会社 内⽥屋 廃   
4359 ⻄代通４丁目４−１１ 67 ドライクリーニング 白清舎 廃   
1553 川⻄通２丁目１２番２号 71 菱華石油サービス株式会社 ⻑⽥給油所
278 川⻄通２丁目１番地 66の5 コーベフーズ株式会社 廃   
3418 川⻄通３丁目４番地 68 （株）コニカカラー関⻄  神⼾営業所 廃   
2801 川⻄通４−１７ 67 伯光クリーニング 廃   
2142 川⻄通４−５−１８ 67 坂東洗張店 廃   
792 川⻄通４の１２ 17 北平商店 廃   
260 川⻄通４丁目１１−２ 66 昭和⼯業株式会社 廃   
4428 川⻄通４丁目１７ 67 伯光クリーニング
1447 川⻄通５−６−４ 68 タカベカメラ店 廃   
2798 川⻄通５丁目１５ 67 伊原クリーニング 廃   
2771 川⻄通５丁目６−１４ 67 関クリーニング店 廃   
5348 川⻄通５丁目９-１ 67 株式会社 グランシエル
2512 前原町１−１−３５ 67 ひしやクリーニング店 廃   
2494 前原町２−９ 67 渕崎クリーニング店 廃   
4375 大丸町３丁目６番２号 67 伯光クリーニング
4943 大橋６丁目１−１ 3 石垣島 ちゅら館 廃   
1713 大橋町１−１−１０ 71 大阪コスモ石販株式会社 大橋中央給油所 廃   
263 大橋町２丁目１−３４ 65 マロール株式会社
3945 大橋町２丁目１番１３号 23の2 有限会社  木下印刷所
960 大橋町４の４−１６ 17 吉野豆腐店 廃   
3724 大橋町４丁目４-１７(新⻑⽥駅前ビル) 71の2 保健科学⻄日本 神⼾ラボ 廃   
4223 大橋町６丁目１−１ 68 株式会社 コーベカメラ 本店
3929 大橋町６丁目３番４号 23の2 有限会社 関⻄荷札印刷⼯業所
1602 大橋町７−２−１ 71 (資)井上油店 大橋給油所 廃   
946 大谷町１の６の９ 17 大川商店 廃   
5593 大谷町２丁目６−２ 71の2 神⼾常盤大学
5350 大谷町３丁目２１-１１ 67 マルナカ商会 ドライクリーナー
3204 大塚町１丁目８-１１-１２０ 68 ５５ステーション ⻑⽥店 廃   
3691 大塚町１丁目８−１６ 68 フジカラーパレットプラザ⻑⽥店 廃   
3496 大塚町１丁目ﾌﾟﾚﾉ⻑⽥１Ｆ 68 イケダカメラシーマ店 廃   
289 大塚町４−３ 19 ㈲森⽥染色 廃   
2500 大塚町５丁目１番２号 67 有限会社 エビスヤ 廃   
1568 大塚町５丁目５番地 71 三宮オイル株式会社 ⻑⽥北給油所 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。
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2823 大塚町６−１−９ 67 とおやクリーニング
1744 大道通１−１５ 71の2 神⼾市⻑⽥保健所 廃   
5562 大道通４丁目１０１番地の６ 71 兵庫スバル⾃動⾞株式会社 ⻑⽥店
4729 大道通５丁目１-７ 67 関クリーニング店
5351 大日丘町１丁目１４-７ 67 宝屋クリーニング
3482 大日丘町１丁目３−１９ 67 不二クリーニング 廃   
3821 ⻑楽町３丁目３（鷹取駅前ビラー内） 68 フォトスマイル鷹取店 廃   
5818 ⻑⽥区五番町１丁目８ 23の2 ⻄基印刷
785 ⻑⽥町１の１ 17 馬場商店 廃   
801 ⻑⽥町１の３−１８ 17 峰松豆腐店 廃   
576 ⻑⽥町１丁目３⻑⽥公設市場内 16 池⽥製麺所 廃   
3276 ⻑⽥町１丁目４−２１ 67 堀江クリ−ニング
4433 ⻑⽥町２−２−１−１０ 68 写真くらぶ⻑⽥店 廃   
407 ⻑⽥町２丁目２−１ 3 金屋蒲鉾 廃   
807 ⻑⽥町２丁目２-１０５ 17 谷口豆腐店 廃   
2502 ⻑⽥町３−１ 67 宮崎京染洗張店
808 ⻑⽥町４の６ 17 三木豆腐店 廃   
3158 ⻑⽥町５丁目３−２４ 67 有限会社 サンヨードライショップ 廃   
793 ⻑⽥町７丁目１-５ 17 竹内豆腐店 廃   
5352 ⻑⽥町８丁目７-１２ 67 伯光クリーニング
568 ⻑⽥町９丁目３−４ 16 藤⽥製麺所 廃   
3503 ⻑⽥天神町６丁目４−５ 67 ハリコークリーニング店 廃   
3168 ⻑尾町１丁目６−２２ 68 コーベアートスタジオ 廃   
1996 東尻池四丁目３−５０ 4 ナッツランド 廃   
2912 東尻池新町１−２６ 71の2 ファイザ−クイグレ−㈱研究所 廃   
6324 東尻池新町１番２ 71 Dream Japan株式会社 ドリーム神⼾店
1779 東尻池新町１番２６号 44 三井製糖株式会社 ⻑⽥⼯場 廃   
2769 東尻池町１-２-３ 67 さつきやクリーニング 廃   
5353 東尻池町１丁目１４-７ 67 三輪ランドリー
3932 東尻池町１丁目３番２号 23の2 神⼾オール出版印刷株式会社 廃   
2780 東尻池町１丁目４−６ 67 朝日クリーニング
2898 東尻池町２-５-３ 16 株式会社 丸忠製麺所 廃   
3385 東尻池町２丁目９番１７号 23の2 服部プロセス株式会社 (廃)
2777 東尻池町３−３−２ 67 森⽥クリーニング 廃   
238 東尻池町３丁目１−２６ 71 兵庫三菱⾃動⾞販売㈱⻄神⼾営業所
2770 東尻池町３丁目６−１ 67 谷山クリーニング 廃   
2778 東尻池町４−２８ 67 関⻄クリーニング 廃   
784 東尻池町４丁目１１の９ 17 大谷屋食品 廃   
207 東尻池町４丁目３−１ 51の2 新⽥ゴム粉末⼯業株式会社
618 東尻池町４丁目５−６ 16 岡⽥製麺所 廃   
941 東尻池町４丁目９−８ 17 中谷豆腐店 廃   
526 東尻池町５丁目２−１４ 10 合資会社三ツ星鉱泉所 廃   
936 東尻池町５丁目７-１３ 17 井⽥豆腐店 廃   
3800 東尻池町６丁目３−３６ 23の2 藤谷写真製版

・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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3351 東尻池町７丁目９−２１ 71の5 株式会社 千代⽥精機 廃   
1636 東尻池町９丁目１番３３号 71 菱華石油サービス株式会社 東尻池給油所
4732 東尻池町９丁目１番３５号 71の5 株式会社 千代⽥精機 機械⼯場
1080 東尻池町９丁目３ 65 豊産業株式会社 尻池⼯場 廃   
4616 南駒栄町１-６６ 55 神⼾⽣コンクリート⼯業株式会社 廃   
3949 二番町１丁目１ 23の2 株式会社  七旺社  ⽀社 廃   
305 二番町２丁目１番地 47 ビオフェルミン製薬株式会社 廃   
4015 二番町３−４−１ 23の2 水山産業株式会社 廃   
5430 二番町４丁目５０ 71 兵庫日産⾃動⾞株式会社 ⻑⽥店
2782 二葉町２−５−１５ 67 岡本クリーニング店 廃   
3729 二葉町２−５−２０ 67 大河クリーニング 廃   
2960 二葉町３-２-１５ 17 寺崎商店 廃   
5201 二葉町３丁目１０−９ 3 沖かまぼこ店
809 二葉町３丁目２-１２ 17 神谷商店 廃   
2781 二葉町３丁目６−８ 67 鶴屋クリーニング店 廃   
944 二葉町３丁目７−８ 17 牛⽥豆腐店 廃   
625 二葉町３丁目８−３ 16 酒木製麺所 廃   
2145 二葉町４−５−１４ 67 はり正 廃   
795 二葉町４の５−２ 17 守豆腐店 廃   
2146 二葉町５−９−９ 67 はりまや 廃   
957 二葉町５丁目１０−９ 17 守商店 廃   
3776 二葉町５丁目１０−９ 17 有限会社  守食品店 廃   
2378 二葉町５丁目６−１ 67 白芳舎
1442 二葉町６−６−２２ 68 ヨシオカカメラ 廃   
2148 二葉町６−７−１４ 67 飯塚洗張店 廃   
948 二葉町７丁目１−４２ 17 ⻲山豆腐店
2281 二葉町８−２−１４ 67 丸大クリーニング 廃   
477 二葉町８丁目５−２４ 9 光亜食品製菓⼯場 廃   
573 二葉町９−４−１０ 16 若葉食品有限会社 廃   
3454 日吉町３丁目１−１７ 71の2 株式会社メディカル神⼾検査センター 廃   
2795 日吉町６丁目５−１３ 67 たからクリーニング 廃   
2681 梅ヶ香町１-１８-１２ 67 乾ランドリー 廃   
1072 梅ヶ香町１−１８−１９ 65 玉崎空缶店 廃   
942 梅ヶ香町１丁目１７-２ 17 花崎豆腐店 廃   
283 梅ヶ香町１丁目２番２０号 18の2 カネス製麺株式会社 神⼾⼯場 廃   
4978 梅ヶ香町２ 71 JAVA 神⼾⻑⽥店 廃   
1583 梅ヶ香町２−５−４ 71 ㈱ホンダエスエフ関⻄ 兵庫⼯場
5862 梅ヶ香町２−６−６ 71 株式会社ホンダカーズ兵庫 神⼾⻑⽥店
2776 梅ヶ香町２−９−６ 67 ⻄⽥クリーニング店 廃   
4045 梅ケ香町２丁目１０−４ 23の2 五光印刷
482 梅ヶ香町２丁目１１−１１ 9 川崎商店 廃   
483 梅ヶ香町２丁目１１−２ 9 川崎勇商店 廃   
3479 梅ヶ香町２丁目１−１６ 66 ⻄森鍍金⼯業株式会社
5140 梅ヶ香町２丁目１−１６ 65 有限会社 旭東精⼯ メッキ⼯場 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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5596 梅ヶ香町２丁目１−２８ 66 有限会社 旭東精⼯
3607 梅ケ香町２丁目１−２８ 71の5 有限会社 岩部製作所 廃   
254 梅ヶ香町２丁目１番１１号 66 有限会社 江野脇鍍金⼯業所 廃   
3478 梅ケ香町２丁目１番１６ 74 株式会社 神港鍍金⼯業所 廃   
3419 梅ヶ香町２丁目１番１６号 66 株式会社 ニットー 廃   
3480 梅ケ香町２丁目１番１６号 66 株式会社 阪神鍍金精⼯所 廃   
1556 梅ヶ香町２丁目２−１２ 71 (資)井上油店 東尻池給油所 廃   

4742 梅ケ香町２丁目２−１２ 71
三和油業株式会社 神⼾⻑⽥カーライフス
テーション

1771 梅ヶ香町２丁目８−１７ 71の2 タイネット株式会社
3918 梅ケ香町２丁目９−１２ 23の2 隅岡写真製版社
3991 梅ケ香町２丁目９−９ 23の2 共進印刷所
2002 梅ヶ香町二丁目１−１１ 65 ポールスター⼯業㈱ 廃   
2546 浜添通１−１−２３ 67 関クリーニング店
937 浜添通１丁目２-３３ 17 片山豆腐店 廃   
1025 浜添通１丁目４番１７号 63 株式会社 プリンテ (廃)
270 浜添通２丁目１−３ 66 合資会社 花房理研⼯業所 廃   
3245 浜添通３丁目１−３１ 65 （株）カワムラサイクル ⻑⽥⼯場 廃   
2035 浜添通４丁目１番２１号 71の2 三ツ星ベルト株式会社 神⼾事業所
2768 浜添通５丁目１−１１ 67 神港クリーニング
1026 浜添通６丁目１−８ 65 株式会社 藤崎商店 廃   
1631 浜添通６丁目１番２６号 71 ⻘山石油株式会社 廃   
3487 平和台２−７−１３ 67 ⻑浜クリーニング 廃   
3943 平和台町２−１−２１ 68 フォトプラザピース 廃   
2232 平和台町２−１３−２３ 67 新晃社 廃   
5354 平和台町２丁目９-５ 67 扇屋クリーニング
2234 平和台町３−３−４ 67 丸橋クリーニング (廃)
2508 片山町２丁目１４−１２ 67 平⽥洗張店 廃   
5799 片山町３丁目１２−５ 23の2 プリントプロ
797 房王寺町３丁目９−１３ 17 新⽥豆腐店 廃   
1445 房王寺町４−７−１６ 68 ヨシミフォト 廃   
1662 房王寺町７−１−１ 71 株式会社ダイヤ昭石 夢野台給油所 廃   
2391 房王寺町７−１２−１２ 67 ⻑浦クリーニング 廃   
3112 房王寺町７丁目１−１０ 67 有限会社 新アジア
3155 房王寺町７丁目１２−１７ 67 ⻑浦クリーニング店
259 北町１−３ 66 ㈱南鍍金⼯業所 廃   
1573 北町１−８−１ 71 大東石油株式会社 ⻑⽥給油所 廃   
3944 北町１丁目１番地 23の2 三木印刷出版株式会社
3417 北町１丁目３９ 66の6 （有）信和商事 楽々亭
5356 北町２丁目２８番 67 兵庫トヨタサービス株式会社 (廃)
236 北町２丁目５ 71 兵庫トヨタ⾃動⾞株式会社 神⼾店
6216 北町３−４−３ 71の2 神⼾市⻄部衛⽣監視事務所
3242 北町３丁目１ 70の2 神⼾市交通局⾃動⾞部 ⾞両⼯場 廃   
3711 北町３丁目４−３ 71の2 神⼾市⻑⽥区保健福祉部

・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。 9/11
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3687 堀切町１０‐１ 71 大⻄石油株式会社 サンフラワー⻑⽥S.S
5357 堀切町８−７ 67 木本クリーニング
3911 本庄町２丁目７-１３ 23の2 平岡印刷⼯業所
2256 本庄町４丁目２−４ 67 チドリヤクリーニング店 廃   
2794 本庄町５−２−２ 67 志水クリーニング 廃   
2264 本庄町７−６−２０ 67 柿沼クリーニング 廃   
4955 名倉町１丁目３番１ 71 伊丹産業株式会社 ⻑⽥給油所 廃   
2488 名倉町２−４ 67 炭野洗張店 廃   
2821 名倉町３−２−１３ 67 こおまクリーニング
803 名倉町４丁目３−１２ 17 淡路屋豆腐店 廃   
2151 野⽥町４−１−１５ 67 もりした 廃   
4072 野⽥町５丁目４−７ 65 有限会社 成⽥孔版印刷所
2452 野⽥町７−７−１７ 67 藤本クリーニング店 廃   
956 野⽥町８の１−５ 17 宮家豆腐店 廃   
574 蓮宮町２丁目６ 16 株式会社 蓮宮製麺所 廃   
953 蓮宮通１丁目１ 17 ともえ豆腐店 廃   
617 蓮宮通３−１ 16 水野製麺所 廃   
335 蓮宮通３−４ 23の2 ㈲第一孔版社 廃   
813 蓮宮通３の１ 17 出⽥商店 廃   
1639 蓮池町１−１３ 71 三和油業㈱ ⻑⽥中央給油所 廃   
1555 浪松町５-２-１５ 71 大英石油株式会社 須磨給油所
4680 浪松町６丁目１番６３号 71の2 日本グリース株式会社 技術研究所
2513 六番町１丁目４−１ 67 光屋ドライクリーニング有限会社 廃   
794 六番町２の１４ 17 上月敏春 愛春屋豆腐店 廃   
2514 六番町３丁目番外 67 清光舎 廃   
788 六番町４の４ 17 能登食品株式会社 廃   
405 六番町８−１−１ 3 大重蒲鉾店
789 六番町８丁目 17 有限会社 平和⼯業所 廃   
569 六番町８丁目１−２ 16 石原製麺所 廃   
3174 六番町８丁目１−２ 68 コーエイフォト 廃   
787 六番町８丁目１−４ 17 合資会社 佐向商店
4434 六番町８丁目３（⻑⽥中央市場１０１） 68 ＫＰカメラ店

4133 腕塚町１０丁目３−１６ 71
コスモ石油販売株式会社 京阪神カンパ
ニー 大橋営業所

廃   

2789 腕塚町１−３−１ 67 第一菊水クリーニング店

4952 腕塚町１丁目１番２０号 71
株式会社 ホリデー・カーサービス 神⼾
⽀店

1463 腕塚町３−１−１７ 68 カメラの本町 廃   
2786 腕塚町３−１−２ 67 富士屋クリーニング 廃   
2147 腕塚町３−５−９ 67 すずき洗張店 廃   

3143 腕塚町３丁目１−１８ 67 フクロヤクリーニング 廃   

621 腕塚町３丁目５−１ 16 篠永食品合資会社 廃   
958 腕塚町３丁目５−７ 17 森⽥商店 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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3149 腕塚町４丁目３−１ 67 （有）福助クリーニング商会 廃   
2787 腕塚町４丁目３−１６ 67 松原クリーニング 廃   
2785 腕塚町５−１−４ 67 ㈲桑⽥クリーニング店 廃   
4402 腕塚町５丁目 66の6 神⼾飯店
4467 腕塚町５丁目１−１１６ 68 キングカメラ 新⻑⽥店 廃   
3955 腕塚町５丁目３番１−８ 68 有限会社  キングカメラ  新⻑⽥店 廃   
3260 腕塚町５丁目５−１２ 66の6 神⼾飯店 廃   
3170 腕塚町６丁目１−２６ 68 キングカメラ 新⻑⽥店 廃   
5893 腕塚町６丁目１番３１-１０１ 68 キンググラフィックス
1494 腕塚町６丁目５ 68 ㈲イエローカメラ 新⻑⽥店 廃   
2213 腕塚町７−６−１３ 67 谷クリーニング
2790 腕塚町８−５−１３ 67 ㈱⻑⽥ランドリー 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。
・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。 11/11


