
下水道法届出事業場一覧 須磨区 2022.9末
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2956 ⾐掛町４−１−２０ 17 郷本食料品店 廃   
2205 ⾐掛町４−２−２３ 67 住谷クリーニング 廃   
610 ⾐掛町４丁⽬１−２０ 16 森上製麺所 廃   
962 ⾐掛町４丁⽬１−５ 17 ⾼⼾⾖腐店 廃   
1592 ⾐掛町５−５−１ 71 川商石油販売株式会社須磨給油所 廃   
3381 ⾐掛町５丁⽬２番６号 66の6 わかまつ 須磨店
4581 ⾐掛町５丁⽬３-５ 71 川崎石油株式会社 須磨給油所 廃   
2519 磯馴町４丁⽬１−１７ 67 坂本クリーニング
484 磯馴町４丁⽬２−２２ 8 川崎製菓 廃   
3922 一ノ谷町３丁⽬３−４ 71の2 株式会社保健科学研究所 神⼾ラボラトリー 廃   
2330 稲葉町３丁⽬１−５ 67 のぶやクリーニング 廃   
4462 横尾１−５ 68 コープ横尾 廃   
3717 横尾１丁⽬５ 68 カメラのキタムラ神⼾ リファーレ横尾 (廃)
3775 横尾１丁⽬５ 17 株式会社 上野商店 横尾店 廃   

1635 外浜町１−２ 71
菱華石油サ−ビス株式会社 須磨外浜給油
所

2470 外浜町２−２−１３ 67 シブサワクリーニング店
2532 外浜町２−８−１７ 67 丸岡クリーニング店 廃   
3872 外浜町２丁⽬８−８ 23の2 有限会社ピーアンドイースマ
2237 菊池町２−１ 67 福屋クリーニング店 廃   

1570 月見山町３丁⽬１ 71
寺下石油株式会社 月見山サービスステー
ション

廃   

1454 月見山本町１−３−１３ 68 ぴんぼけ堂
2533 月見山本町１−５−３３ 67 前田クリーニング店 廃   
3122 月見山本町１丁⽬５−１２ 67 コーヨークリーニングサービス 廃   
2525 月見山本町１丁⽬６−１７ 67 大和屋クリーニング店
2239 月見山本町２−２−１ 67 坂本クリーニング店 廃   
825 月見山本町２丁⽬１−１５ 17 大畑⾖腐店 廃   
827 月見山本町２丁⽬１−１５ 17 有限会社 松井商店 月見山店 廃   
580 月見山本町２丁⽬１−４ 16 平川製麺 廃   
822 月見山本町２丁⽬４番７号 17 守商店
2524 権現町２−６−１２ 67 金丸クリーニング店
5892 古川町１−３−１６ 66の5 株式会社 ラフト
1558 古川町２丁⽬１番１号 71 神⼾市交通局須磨⾞庫 廃   
2815 古川町４−２−１ 67 大塚クリーニング 廃   
404 ⼾政町１−１−６ 3 沖蒲鉾店 廃   
1002 ⼾政町１丁⽬１−１１ 17 平野⾖腐店 廃   
976 ⼾政町１丁⽬１−６ 17 榎本商店 廃   
2520 ⼾政町２−１−１１ 67 中原クリーニング店 廃   
1620 ⼾政町３−１ 71 ㈱竹内油業 須磨営業所 廃   
510 ⼾政町４丁⽬１−１１ 10 丸吉飲料株式会社 廃   
3580 行幸町１丁⽬ 71の5 ランドリークレスト（須磨） 廃   
3099 行幸町１丁⽬１−３９ 66の6 鳥光 須磨本店
4089 行幸町１丁⽬１番６号 71 中嶋石油株式会社  須磨S．S．

・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。 1/6
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2516 行幸町３-７-２３ 67 タキノヤクリーニング 廃   
3963 行幸町３丁⽬２−３２ 67 タキノヤクリーニング
814 行幸町３丁⽬６−１６ 17 恒藤⾖腐店 廃   
3537 行幸町３丁⽬７ー２３ 67 タキノヤ 廃   
1964 行幸通１−２−５ 71の2 （財）⽇本乳業技術協会 神⼾分室 廃   
4041 行平町２丁⽬３−２０ 23の2 エヌ・アイ・シー  吉田印刷
1740 行平町３丁⽬１−１２ 71の2 兵庫県⽴⼯業技術センタ−
3938 行平町３丁⽬１番１８号 71の2 公益財団法人 ひょうご環境創造協会

3937 行平町３丁⽬１番２７号 71の2
兵庫県⽴健康環境科学研究センター 須磨
庁舎

廃   

1976 ⾼倉台１−１−１７ 71 神⼾市交通局⾼倉操⾞場 廃   
367 ⾼倉台１丁⽬１番１号 68の2 兵庫県⽴ こども病院 廃   
968 ⾼倉台４丁⽬２ 17 松野⾖腐店 廃   
3191 ⾼倉台４丁⽬２ 68 井上商店 廃   
2814 寺田町１-３-７ 67 尾崎クリーニング店 廃   
609 寺田町１丁⽬１−２ 16 名村食品株式会社
5252 寺田町１丁⽬３−１４ 67 白清舎

1559 寺田町１丁⽬３−１７ 71
コスモ石油販売㈱兵庫カンパニー 板宿営
業所

廃   

3357 寺田町２-５-９ 71 ⻄村株式会社 板宿給油所 (廃)
4468 寺田町３−１−３０ 68 しょうちゃんの写真屋さん 神⼾板宿店 廃   
292 寺田町３丁⽬１−８ 23 輝化学⼯業株式会社
249 寺田町３丁⽬１番６号 66 有限会社 久米鍍金⼯業所 廃   
4309 ⾞字古川１３４６−１ 67 東京舎クリーニング
3073 ⾞字道谷山１−２ 66の6 ㈱王将フードサービス 白川台店
2530 若宮町３−３−１２ 67 有限会社 白営社 廃   
3504 若宮町３−３−１２ 67 藤本クリーニング
2164 若⽊町１−８−６ 67 ⻑沢洗張店 廃   
1673 若⽊町２丁⽬１番 71 山陽電気鉄道株式会社 東須磨⾞庫
2518 戎町１丁⽬４−２４ 67 有限会社 特急舎
3882 戎町１丁⽬５−１０ 23の2 有限会社 吉田印刷所
823 戎町３丁⽬１−７ 17 小路⾖腐店 廃   
3749 戎町３丁⽬１−７ 17 部谷⾖腐店
2534 戎町５-２-６ 67 東京舎クリーニング店 廃   
3782 小寺町１丁⽬１−１７ 65 神栄化⼯株式会社
3632 小寺町１丁⽬１の４０ 51の2 山一ゴム⼯業株式会社
1736 小寺町１丁⽬１番１３号 71の2 ⽇本グリース株式会社 神⼾⼯場
256 小寺町２丁⽬２−１５ 66 有限会社 岸田鍍金⼯業所
1914 小寺町２丁⽬２−１７ 67 白星社クリーニング株式会社⻄部⽀社 廃   
2506 小寺町３−２−１９ 67 田中クリーニング店 廃   
3124 小寺町３丁⽬４−５ 67 サンアイクリーニング
262 小寺町３丁⽬４番９号 66 有限会社 須磨理研 廃   
3603 常盤町１−１−２０ 65 株式会社ユニテック 廃   
963 常盤町２丁⽬２−１４ 17 水野⾖腐店 廃   
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3699 須磨浦通１丁⽬１−１ 66の6 神⼾市⽴国⺠宿舎須磨荘（シ−パル須磨） 廃   
3094 須磨浦通１丁⽬１−１０ 66の6 旅館 うず潮 廃   
393 須磨浦通２−１−１ 3 ⻄部漁業協同組合 廃   
3738 須磨浦通３丁⽬１ 66の6 川崎重⼯業健康保健組合 潮涛荘 廃   
826 須磨浦通４丁⽬３−１６ 17 野田⾖腐店 廃   
3992 須磨浦通４丁⽬５番地の１４ 68 ㈲ＲＥＮ 廃   
2528 須磨浦通５−１−１５ 67 藤田洗染店 廃   
2526 須磨浦通５−６−１９ 67 （資）須磨ランドリー 廃   
828 須磨浦通５丁⽬４−１６ 17 伊藤⾖腐店 廃   
2527 須磨浦通６丁⽬３−１５ 67 大中クリーニング店 廃   

1560 須磨浦通６丁⽬５−１５ 71
寺下石油株式会社 須磨浦サービスステー
ション

廃   

4954 須磨浦通６丁⽬７２-４ 71 伊丹産業株式会社 セルフ須磨浦給油所
2531 須磨寺町１−９−２０ 67 米津クリーニング店 廃   
3905 須磨寺町１丁⽬８−２３ 68 フォトスタジオフラッシュ 廃   
2535 須磨寺町２丁⽬２−４ 67 クリーニングツボサカ
4903 須磨寺町３丁⽬５−１８ 66の3 株式会社 寿楼
1681 須磨本町１２ 71 須磨石油㈱須磨給油所 廃   
2538 須磨本町１−４−１２ 67 坂本クリーニング店 廃   
3804 菅の台３丁⽬１４−２ 68 パレットプラザ名谷店 廃   
4485 ⻄落合１丁⽬１-１１ 68 ５５ステーション 阪急ニッショー名谷店 廃   
5861 ⻄落合２−２−７ 71 極東油業株式会社 セルフ名谷West店
1651 ⻄落合２丁⽬３番１号 71 神⼾市交通局地下鉄⾞両課
1731 ⻄落合２丁⽬７ 71 神⼾三協石油株式会社 北須磨給油所 廃   

374 ⻄落合３丁⽬１番１号 68の2
独⽴行政法人 国⽴病院機構 神⼾医療セ
ンター

2474 ⻘葉町１−６−１１ 67 矢野クリーニング 廃   
2498 千歳町３丁⽬１−３ 67 クリーニングたかおか
509 千歳町３丁⽬２−５ 10 須磨鉱泉所 廃   
4404 千歳町４ 71 カーピカランド鷹取 廃   
2302 川上町３丁⽬１−１ 67 マルヨシクリーニング
4550 前池町２−４−７ 68 フジカラ-キャンパスワ−ルド板宿店 廃   
1466 前池町３-４-１ 68 パレットプラザ ビバタウン板宿店
817 前池町５丁⽬２−１ 17 岡田⾖腐店 廃   
5253 禅昌寺町１丁⽬１１−１４ 67 白清舎

3165 多井畑字渋人谷上４−１ 68
（株）カトレア 神⼾⽣協ＣＬＣ 北須
磨店

廃   

4772 多井畑字渋人谷上４−３３ 71 三宮オイル株式会社 須磨横尾給油所
4159 多井畑字池ノ奥上１６番地の２ 71 株式会社  ミツワ  奥須磨給油所
4214 多井畑字池の奥上７番地１ 71 兵庫⽇産自動⾞株式会社 ⾼倉台店
2323 多井畑字東山上１３−４ 67 平和パーククリーナー株式会社
2536 大⿊町１丁⽬２−２５ 67 梅屋洗張店
3183 大⿊町３丁⽬３−２６ 68 オクヒラフォトショップ (廃)
3908 大⿊町３丁⽬４−８ 23の2 三光堂印刷有限会社

・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。
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5423 大⿊町４丁⽬１番１号 71の2 神⼾市須磨区保健福祉部
377 大⼿字大谷３−１ 68の2 須磨裕厚病院 (廃)
1053 大⼿町２丁⽬１−１ 65 イトー孔版写真研究所 廃   
816 大⼿町２丁⽬９−１７ 17 柏原⾖腐商店 廃   
1769 大池町３丁⽬１番２６号 71の2 広野化学⼯業株式会社 神⼾⼯場 廃   
1510 大池町５−１−１ 71の4 大阪鉄道管理局鷹取⼯場 廃   
824 大田町１丁⽬３−２７ 17 米⾖腐店 廃   
829 大田町１丁⽬３−32 17 森川商店 廃   
2503 大田町２−４−１ 67 白洋舎 廃   
2848 大田町２−４−１５ 4 神陽ピ−ナツ株式会社 廃   
2504 大田町３−１−１２ 67 正晃舎クリーニング 廃   
2206 大田町３−２−４ 67 清水クリーニング店 廃   
579 大田町３丁⽬１−１ 16 神⼾製麺株式会社 廃   
2977 大田町４丁⽬１−２６ 67 ㈱ホ−ムドライ 大田店 廃   
1637 大田町５−１−１ 71 ⻲屋製菓株式会社  太田町給油所 廃   
2521 大田町５−３−３７ 67 関⻄ランドリー 廃   
2935 大田町６−１０−２ 71 明海石油株式会社 東須磨給油所 廃   
2193 大田町６−２−１ 67 たかはしクリーニング
3123 大田町６丁⽬４−１９ 67 しらはまクリーニング 廃   
3505 大田町７−１−１１ 67 松竹クリーニング
5220 鷹取町１丁⽬１−１ 71 兵庫⽇産自動⾞株式会社 須磨店
212 鷹取町１丁⽬１−２３ 51の2 名神ゴム⼯業㈱ 廃   
213 鷹取町１丁⽬１−２３ 51の2 山一ゴム⼯業株式会社 廃   
2940 鷹取町２−１−１ 65 ㈱安藤⼯業 廃   

1666 鷹取町４丁⽬１ 71
三和油業株式会社 オートスクエア若宮給
油所

廃   

2812 鷹取町４丁⽬１−１６ 67 柏⽊クリーニング店 (廃)
1745 中島町1丁⽬１−１ 71の2 神⼾市須磨区保健福祉部 廃   
2240 中島町３丁⽬１−１８ 67 有限会社 松浦クリーニング
6021 中落合２−２−１ 68 パレットプラザ須磨パティオ名谷店
1441 中落合２-２-２ 68 ５５ステーション 名谷店 廃   
1003 中落合２丁⽬２番１号 17 株式会社じんだい

5114
中落合２丁⽬２番１号パティオ１番館１
０２

68 有限会社 小山カメラ店 須磨パティオ店 廃   

3841 中落合２丁⽬３−１ 68 ルック名谷店 廃   
5610 中落合２丁⽬３番１号 71の2 須磨区北須磨⽀所保健福祉課事業室

1508 中落合３丁⽬１−１ 71の3
神⼾市環境局資源循環部落合クリーンセン
ター

(廃)

818 天神町４丁⽬４−２８ 17 石崎食品 廃   
1751 天神町５丁⽬１−５ 71の2 株式会社 神⼾臨床検査所 廃   
2529 天神町５丁⽬１番２２号 67 フジツカクリーニング
815 天神町５丁⽬３−１０ ⻄須磨公設市場 17 有限会社 ⻑⽊商店 廃   
608 天神町５丁⽬３−１３ 16 大規製めん所 廃   
5626 東須磨⻘山２-１ 71の2 神⼾⼥⼦大学

・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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2241 東町３−３−２８ 67 山口クリーニング 廃   
2153 東町３丁⽬３−３３ 67 ヒロタクリーニング
2517 東町４丁⽬３−５ 67 白洗舎クリーニング 廃   
1697 東落合１丁⽬１−５ 71 神⼾市交通局落合⾞庫
1600 南町１-４-１４ 71 ⻄村株式会社 月見山給油所 廃   
2947 南町２−１−１０ 67 ひしやクリ−ニング 廃   
2523 南町２−６−２１ 67 稲葉クリーニング店 廃   
578 南町２丁⽬６−１８ 16 金輪製麺所 廃   
464 南町３の２−３ 8 富士製餡所 廃   
2235 白川字下側地１０１ 67 マブチクリーニング店 廃   
5181 白川字上側地１３１ 67 中村クリーニング
3463 白川台１丁⽬３６−１４ 67 神⼾ドライクリーニング 廃   
3890 白川台２丁⽬５９−４(落合橋ビル３０１) 68 プリン友白川台店 廃   
1661 白川台３−６１−１ 71 菱華石油サービス株式会社 白川台給油所 廃   
4461 白川台３−６３−２ 68 コープ白川台 廃   
3198 白川台３丁⽬６３ 68 （有）ツガワカメラ 廃   
1686 白川台６丁⽬１２−４ 71 神⼾三協石油株式会社 白川台給油所 廃   
1033 白川台６丁⽬４−１８ 65 金田商会 白川⼯場 廃   

1638 白川台６丁⽬４−３ 71
株式会社 ペトロスター関⻄ 白川台給油
所

5255 白川台７丁⽬１０−７９ 67 柿沼クリーニング店
2238 ⾶松町１−１０−３ 67 山陽クリーニング 廃   
5206 ⾶松町２−２−１６ 3 大貴蒲鉾店
652 ⾶松町２−７ 16 まるは製麺所 廃   
4672 ⾶松町２丁⽬１−１０ 17 いなり屋 廃   
4678 ⾶松町２丁⽬１-１０ 16 有限会社 いなりや製麺 廃   
4687 ⾶松町２丁⽬３−２ 17 藤本⾖腐店 廃   
4694 ⾶松町２丁⽬３番２１号 17 有限会社 牛田商店 廃   
4673 ⾶松町２丁⽬４−１２ 17 村上⾖腐店
3521 ⾶松町４丁⽬１−３ 67 みやまクリーニング店 廃   
820 ⾶松町５丁⽬１０７ 17 橋本⾖腐店 廃   
1814 ⾶松町５丁⽬１−２２ 71の2 メディカルサービス株式会社
1749 ⾶松町５丁⽬２−１ 71の2 株式会社 メディカル神⼾検査センター 廃   
2537 平田町１-４ 67 小河洗張店 廃   
3279 平田町１丁⽬１番８号 67 有限会社 明治屋洗染店 廃   
3171 平田町１丁⽬７ 68 ＣＯＬＯＲ ＰＲＩＮＴ しもちゃん 廃   
2522 平田町４丁⽬１ 67 みやまクリーニング店 廃   
2204 平田町５丁⽬１３ 67 ⾼⽊クリーニング店 廃   
4358 宝田町３丁⽬１番３号 67 毎⽇屋クリーニング 廃   
485 北町１丁⽬２−１８ 9 株式会社 花見屋 廃   
1695 妙法寺界地８３の１ 71 有限会社 山本商店 妙法寺給油所 廃   
3125 妙法寺字下野路１０８０−２ 67 東京舎クリーニング 廃   
4801 妙法寺字荒打３００−１ 55 白川⼯業株式会社 妙法寺⼯場 廃   
1012 妙法寺字寺ノ界地９６ 17 播磨食品有限会社 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。 5/6
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3462 妙法寺字地⼦田１０３８ 67 ミッキーのクリーニング 小林
3947 妙法寺字池ノ中２４２ 23の2 セイダイ印刷
3161 妙法寺池の内８２６−１ 67 山津クリーニング
3130 妙法寺堂ノ下５９ 67 サトウクリーニング 廃   
2299 妙法寺堂ノ下９ 67 大石クリーニング店 廃   
2941 妙法寺筆前１９８−１ 19 亜州染色⼯業㈱ 廃   
4661 弥栄台３丁⽬３-５ 68 ㈱アイ・エム・ケー CPO事業部 廃   

5065 弥栄台３丁⽬３番５号 67
株式会社 ホームドライ 弥栄台商品セン
ター

4877 弥栄台４−７ 71
株式会社 ⻄⽇本宇佐美 神⼾布施畑インター
給油所

3873 友が丘７−１−７ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 須磨ニュー
タウン営業所

1777 友ヶ丘７−１０−２ 71の2
国⽴大学法人神⼾大学 名谷地区（大学院
保健学研究科）

1504 友ヶ丘７丁⽬１−２ 68 ビブロス 須磨友ヶ丘店 廃   
5429 友ヶ丘７丁⽬１−２ 71 兵庫⽇産自動⾞株式会社 北須磨店
1817 友ヶ丘７丁⽬１−２１ 71の2 神⼾総合医療専⾨学校
5205 離宮⻄町２丁⽬４−１ 66の6 神⼾迎賓館須磨離宮 Vizcaya Garden
2856 離宮前町１丁⽬１−４４ 17 ⻄尾⾖腐店
3803 ⻯が台４丁⽬６−２ 71 株式会社 ⻄島 ⻯が台給油所 廃   

5005 ⻯が台４丁⽬６−２ 71
株式会社ENEOSジェネレーションズ
EneJet須磨SS

3167 ⻯が台５丁⽬１８−２−１０２ 68 セレクトカメラ ⻯が台店 廃   
1004 ⻯ヶ台５−１７ 17 尾崎食品株式会社 廃   
2293 ⻯ヶ台５丁⽬６ 67 はり光洗染（株）名谷店 廃   
3200 緑台ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑﾌﾟﾚｽﾙｰﾑ 68 （株）奥田グリーン商事
3270 緑台総合運動公園野球場内 66の6 ＧＳオリエンタルホテルスカイレストラン

・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。 6/6


