
下水道法届出事業場一覧 垂水区 2022.9末

整理
番号

所在地
特定
施設

事業場名称 廃止

2179 旭ヶ丘１丁⽬３−３５ 67 ハトヤクリーニング店 廃   
2541 旭ヶ丘２−８−１１ 67 鈴木クリーニング 廃   
1491 旭ヶ丘３丁⽬４−３７ 68 セレクトカメラ 廃   
3490 塩屋台２−２−１８ 67 ナルトクリーニング 塩谷台店
3436 塩屋町１丁⽬１−１８ 66の6 （株）う戔仙 塩屋店 廃   
3957 塩屋町１丁⽬９９４−６ 68 スタジオチーズフォトアンドギャラリー (廃)
2305 塩屋町３−７−１５ 67 佐伯クリーニング
3449 塩屋町３丁⽬９−２１ 68 フォトプリズム 廃   
4635 塩屋町３丁⽬９−２２号 17 有限会社 田仲とうふ店
2308 塩屋町６−１６−１５ 67 小林クリーニング店 廃   
2303 塩屋町６−２３−５ 67 立花クリーニング 廃   
5602 塩屋町６−２８−１ 66の6 ジェームス邸
2862 塩屋町６丁⽬１４−６ 68 フォトあまの 廃   
993 塩屋町宮獅掛７８１−１ 17 田仲豆腐店 廃   
4369 塩屋北町２−２３−１１ 68 ポロロッカ 塩屋写真館 廃   
3188 王居殿２丁⽬１１−１２ 68 ＳＰ４５ワールド ⻘⼭台店 廃   
2325 下畑字木下９０１ 67 クリーニング秋桜
4802 下畑町２４２番地 55 株式会社 サンコー
4818 下畑町２４２番地 10 サン神⼾ウォーターサプライ株式会社
4094 下畑町雲星４９８−１１ 71 佐伯石油株式会社  鉢伏⼭給油所 廃   
6304 下畑町向井４３８−３ 2 株式会社 ビージョイ 神⼾⽀店
3466 下畑町向井４４５ 67 ファッションクリーニング ロマン 廃   
4446 下畑町字関東東⼭５１９-１１４ 71 カーウォシュー21 イシサカ
5249 下畑町字前田２−１ 67 村嶋クリーナ
3343 下畑町字鷲ケ尾３０３番地の２８ 67 有限会社  ⽉屋クリ−ニング 廃   
4096 下畑町鷲ケ尾３０３-２８ 71 石坂商事株式会社  塩屋北SS 廃   
2242 歌敷⼭１−１０−４ 67 住本クリーニング
1077 霞ヶ丘１丁⽬１−１９ 65 垂水謄写堂 廃   
841 霞ヶ丘４の１−２２ 17 藤本商店 廃   
850 霞ヶ丘４の１−２９ 17 田端豆腐店 廃   
588 霞ヶ丘４丁⽬１−２９ 16 舞子製麺 廃   
3752 霞ケ丘４丁⽬１−２９ 17 新階豆腐店 廃   
2189 霞ヶ丘５−１−１６ 67 三洋ランドリー 廃   
2180 霞ヶ丘５丁⽬２−３０ 67 ひしやクリーニング 廃   
2550 霞ヶ丘７−１−３６ 67 比名クリーニング商会 廃   
2174 霞ヶ丘７−４−２８ 67 つねみクリーニング店 廃   
1653 霞ヶ丘７−４−３１ 71 関⻄ヒカワ石油㈱ 舞子台給油所 廃   
3898 霞ケ丘７丁⽬９−１７ 68 フジカラープラザたるみ 廃   
4222 海岸通１１−１ 66の6 コースタル・リゾート ペルーラ 廃   
5195 海岸通１１−１ 66の6 ホテル セトレ
4989 海岸通１９２１−２ 71 ソフトウォッシュ海岸通 廃   
843 海岸通２−６ 17 ⻘木商店 廃   
3079 海岸通５−４１ 66の6 なべくら 垂水店 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。 1/7
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5709 海岸通り１２−２ 66の6
ローチェマーケットストア・トゥース
トゥースパラダイスキッチン・こななマリ
ンピア

4374 学が丘１丁⽬２１番１号 68の2 神⼾掖済会病院
3725 学が丘４丁⽬１０−３７ 68 フォトドペックス学ヶ丘店 廃   
3447 学ヶ丘４丁⽬１１−３ 67 白栄舎 学ヶ丘店
381 五⾊⼭４−１２−１９ 2 合資会社 中村牧場 (廃)
846 五⾊⼭４−２０−１２ 17 森下商店 廃   
2310 五⾊⼭４丁⽬１７番２４号 67 有限会社 中島クリーニング 廃   
655 五⾊⼭４丁⽬２０−２９ 16 ⼭下製麺所 廃   
3592 五⾊⼭５丁⽬８−１９ 71の5 コインランドリー五⾊⼭ (廃)
2306 五⾊⼭８−２−１８ 67 丸共クリーニング
2169 御霊町３−８ 67 サニードライクリーニング 廃   
525 向陽１丁⽬３−２３ 10 有限会社  サナ食品 廃   
3900 向陽２丁⽬１-１-１０８ 23の2 株式会社 コウヨウビジネス
2187 向陽町１−２−１８ 67 福広クリーニング
2301 向陽町１丁⽬３番１８号 67 アカシヤクリーニング
2258 ⾼丸３−６−２ 67 中水クリーニング店 廃   
2190 ⾼丸７−８−１０ 67 吉田クリーニング店 廃   
839 ⾼丸７の８−１９ 17 小林豆腐店 廃   
847 ⾼丸７の８−９ 17 ⿊潮食品 廃   
2171 ⾼丸７丁⽬８−１４ 67 スズヤクリーニング 廃   
586 ⾼丸７丁⽬８−１９ 16 森⼭製麺所 廃   
830 ⾼丸町７の８−１９ 17 乗石一昭商店 廃   
2900 坂上４−２−１１ 2 有限会社 松野牧場 廃   
5250 坂上４丁⽬２−２９ 67 サニークリーニング むらかみ 廃   
2549 ⼭⼿２−２−１ 67 岩永クリーニング 廃   
838 ⼭⼿７丁⽬５−１ 17 能⼾豆腐店 廃   
1470 狩口台１−１６ 68 フォートハマダ 廃   
987 狩口台１丁⽬８−２ 17 有限会社 淡路屋豆腐店 廃   
273 狩口台３丁⽬１−４ 66の4 神⼾市立垂水学校給食共同調理場
3412 小束⼭本町２-１-２６ 68 モリグチフォート 廃   
3108 小束⼭本町２丁⽬１−３ 67 白栄舎クリーニング 廃   
4452 小束⼭本町３-１-２ 68 ５５ステーション 小束⼭店 廃   

5656
小束⼭本町４-３-３２ モナコ垂水店内１
F

67 WASH＆FOLD 垂水店

5021 小束⼭本町４丁⽬３−１６ 71
ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 名谷
店

379 上⾼丸１丁⽬３−１０ 68の2 医療法⼈徳洲会 神⼾徳洲会病院
2307 城が⼭１−３−１１ 67 ツボサカクリーニング 廃   
2218 城が⼭２−６−１０ 67 クリーニング サンライト
821 城が⼭２−９−２１ 17 ⼭中商店 廃   
651 城が⼭２丁⽬９−２１ 16 ㈲牛尾商店 廃   
647 城が⼭４−３ 16 岡田製麺所 廃   
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980 城が⼭４丁⽬３−２２ 17 柏原商店
998 城が⼭４丁⽬３−３１ 17 株式会社 足立惣菜店
3746 城が⼭４丁⽬３−３１ 17 田仲とうふ店 廃   
840 城ヶ⼭２の９−２１ 17 地道豆腐店 廃   
851 城ヶ⼭２の９−２１ 17 魚井豆腐店 廃   
584 城ヶ⼭２丁⽬９−２１ 16 宝屋製麺所（㈲牛尾商店） 廃   
4713 城ケ⼭２丁⽬９−２１ 17 柏原豆腐店 廃   
2172 城ヶ⼭３−１−４ 67 滝乃クリーニングセンター 廃   
837 城ヶ⼭４の３−３１ 17 湯川豆腐店 廃   
653 城ヶ⼭４丁⽬３−２２ 16 近江屋製麺 廃   
582 城ヶ⼭４丁⽬３−３１ 16 水谷製麺 廃   
2991 神田町２−２９ 68 フジウラカメラ (廃)
2548 神田町２−３０ 67 垂水クリーニング
844 神田町２−６ 17 ⼭中商店
3538 神田町２番１４号 68 有限会社 キングカメラ 垂水東店 廃   
756 神田町３丁⽬１３ 17 佐向商店
2553 神田町４−２４ 67 北川洗張店 廃   
1451 神田町４−３６ 68 ５５ステーション 垂水店 廃   
832 神田町５番１７ 17 田中豆腐店 廃   
848 神田町６−１２ 17 松下豆腐店 廃   
650 神田町６丁⽬１０ 16 かどや庫本商店 廃   
583 神田町６丁⽬７ 16 島谷製麺所
3799 神陵台８丁⽬１−９ 68 フォトスーパー神陵台店 廃   
3817 瑞ケ丘３丁⽬８ 68 フォトキャンパス垂水店 廃   
585 瑞丘３−９ 16 北川製麺所 廃   
2183 瑞穂通４−５ 67 まる十クリーニング
842 瑞穂通６−２ 17 柏原商店 廃   
2544 瑞穂通８−１０ 67 宮里クリーニング 廃   
2176 瑞穂通８−２９ 67 特急舎 廃   
3195 星が丘１丁⽬４-４０ 68 スミカメラ店 廃   
835 星ヶ丘１の４−２７−１０６号 17 森下商店 廃   
590 星ヶ丘１丁⽬４−２７ 16 松谷製麺所 廃   
979 星ヶ丘１丁⽬４−２７ 17 鶴谷惣菜店 廃   
3747 星ケ丘１丁⽬４−２７ 17 乗石食品
3492 星ヶ丘２丁⽬４−７ 67 クリーニング 松村
3500 星ヶ丘３丁⽬４−２６ 67 クリーニング ワン・ウェイ 廃   
5258 星稜台６丁⽬２−１７ 67 ツルヤクリーニング
3189 星陵台１丁⽬１０６４ 68 フォトあまの 舞子店 廃   
1506 星陵台１丁⽬３−２５ 68 ＳＰ４５ワールド 垂水店 廃   
3483 星陵台１丁⽬９−２１ 67 垂水ドライ
1699 星陵台４丁⽬４番１５号 71 六光石油株式会社 ⾼丸インター給油所 廃   
2304 星陵台５−３−２９ 67 坂本クリーニング 廃   
1727 星陵台５丁⽬１１−１ 71 兵庫イケダ石油株式会社 垂水給油所 廃   
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5059 星陵台５丁⽬１１−１ 71
三和油業株式会社 舞子台カーライフス
テーション

2309 星陵台７−１０−１３ 67 谷岡クリーニング
1708 清水が丘２丁⽬１０−２２ 71 ⼭陽バス株式会社 垂水営業所
2957 清水丘１−２１−１７ 17 ⼭口豆腐店 廃   
3362 清水通３−７ 68 （株）吉田カメラ商会 垂水⽀店 廃   
2298 ⻄舞子２丁⽬１０番３１号 67 株式会社 大室明治や
2297 ⻄舞子２丁⽬４−３２ 67 株式会社 フランスヤタルミ 廃   
989 ⻄舞子３丁⽬１６−３ 17 岩本商店 廃   
991 ⻄舞子３丁⽬７−２１ 17 川⻄豆腐店 廃   
988 ⻄舞子３丁⽬９−１０ 17 有限会社 淡路屋豆腐店 廃   
3491 ⻄舞子４丁⽬２９−１０ 67 宮野クリーニング 廃   
3424 ⻄舞子７丁⽬１４−１４ 67 株式会社 タチバナ
2959 ⻄脇２−５−５ 17 今井豆腐店 廃   

1008
⻄脇２丁⽬５番５号（多聞ニュウセン
ター）

17 石川豆腐店 廃   

831 ⻘⼭台３丁⽬１−１８ 17 野村とうふ店 廃   
3273 ⻘⼭台３丁⽬２−１４ 67 ﾌﾚｯｼｭｸﾘｰﾆﾝｸﾞ エスポワ−ル 廃   
1702 ⻘⼭台５丁⽬２−８ 71 横田石油株式会社 ジェームス⼭給油所

3965 ⻘⼭台７−７−１ジェームス⼭サティ内 68
カメラのキタムラ神⼾イオンジェームス⼭
店

(廃)

4490 ⻘⼭台７丁⽬７番１号 17 ジェームス⼭イオン (廃)

4901 ⻘⼭台８−１−１ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 ジェーム
ス⼭営業所

6250 ⻘⼭台８丁⽬１−７０ 71
株式会社神⼾マツダ イベントスクエア
ジェームス⼭ユーカーランド

2551 千代ヶ丘１−４−３２ 67 カンダクリーニング店 廃   
2274 千⿃ヶ丘２−７−３４ 67 諌早クリーニング店
2170 千⿃ヶ丘３丁⽬１８−６ 67 大富クリーニング 廃   
3497 千⿃ヶ丘３丁⽬１８−８ 68 フォトプリズム 上⾼丸店 廃   
2547 川原３丁⽬２−６ 67 ウエムラドライ
1595 川原５−２−１ 71 金清株式会社 オートピア垂水SS 廃   
2243 泉が丘５−８−３８ 67 光クリーニング店 廃   
2173 泉ヶ丘５−７ 67 竹位クリーニング店
978 泉ヶ丘５の７−１７ 17 余喜豆腐店 廃   
992 泉ヶ丘５の７−１７ 17 スズヤ食品 廃   
1457 多聞台２丁⽬１０−９ 68 トーホー 多聞店 廃   

6255 多聞町字小束⼭８６８−１３７２ 71
伊丹産業株式会社セルフ神⼾学園南イン
ターＳＳ

5673 多聞町字小束⼭８６８−１３７８ 71
ネッツトヨタ兵庫株式会社 フォルクス
ワーゲン垂水店

5869 多聞町字小束⼭８６８−１３８８ 71 ビッグモーター 神⼾垂水店

5878 多聞町字小束⼭８６８−１３８９ 71
トヨタカローラ兵庫株式会社 学園南イン
ター店

・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。
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5877 多聞町字小束⼭８６８−１３９０ 71 兵庫ダイハツ販売株式会社 学園南店
5135 多聞町字小束⼭８６８−２８ 71 株式会社 神⼾マツダ 垂水多聞店
3707 多聞町字小束⼭８６８-５ 71 六光石油㈱ ゼアス・シティー学園給油所

3809 多聞町字小束⼭８６８-７７６ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 学園南給油
所

5655 多聞町字小束⼭８６８番地１３７３ 71 兵庫トヨタ自動車株式会社 学園南店
3236 多聞町字小束⼭８９８-７９３ 71 ⻄村株式会社 グリーンヒル学園給油所

6301 多聞町小束⼭８６８-１３７５ 71
兵庫トヨタ自動車株式会社 レクサス学園
南

5648 多聞町小束⼭８６８番地１３７７ 71
兵庫スバル自動車株式会社 学園南イン
ター店

2168 大町１−１−２６ 67 川崎クリーニング 廃   
2545 大町３−１−２３ 67 岡本クリーニング店 廃   
834 大町３丁⽬３−１３ 17 中元豆腐店 廃   
2955 大町４-４-１ 67 (資)須磨ランドリ− 廃   
2859 大町５丁⽬５−２７ 68 ⽇本セレクト家電神⼾㈱ 廃   
2175 中道５−１−３２ 67 鶴屋クリーニング店
1423 中道通５丁⽬１−１１ 68 ㈱兵庫フジカラー 垂水現像所 廃   
2188 仲田１−１−１５ 67 三浦ランドリー

1720 朝谷町２０−１０ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 須磨パーク
給油所

廃   

2989 潮見が丘２丁⽬２-１ 66の6 垂水ゴルフ倶楽部
1484 天の下１−２３ 68 ㈲キングカメラ 廃   
1483 天の下１２−５ 68 久門 理 廃   
6020 天の下町１−１−１６８ 68 有限会社 キングカメラ
4439 天ノ下町１番１−B１５７ 17 蓼原豆腐店
2192 天の下町２−１５ 67 五番館クリーニング店 廃   
836 天ノ下町２−１７ 17 蓼原豆腐店 廃   
589 天の下町６−２ 16 池田製麺所 廃   
845 天の下町６−３ 17 新階豆腐商店 廃   
999 天の下町６の２ 17 平栗商店 廃   
5259 東垂水２丁⽬１３−１３ 67 はとやクリーニング
2182 東垂水３丁⽬１２−２６ 67 マルセクリーニング 廃   
2178 東垂水３丁⽬３−５ 67 永田クリーニング店
648 東垂水川原谷５３１ 16 平田製麺所 廃   
2284 東垂水町王居殿１２１０ 67 ⽉屋クリーニング店 廃   

1765 東垂水町字⾼丸８０９−３３２ 71の2
三洋電機株式会社研究開発本部マイクロエ
レクトロニクス研究所

廃   

4556 東舞子町１０−１１−１１１ 68 神⼾観光写真株式会社 廃   
3140 東舞子町１２−４７ 67 浜本クリーニング
2982 東舞子町１８番１１号 66の6 シーサイドホテル舞子ビラ神⼾
5860 桃⼭台２-１-２ 71 エネクスフリート株式会社 神明ＣＳ
3413 桃⼭台２丁⽬１−２ 71 石坂商事株式会社 神明SS 廃   
3972 桃⼭台３−１−４ 67 ナルトクリーニング 桃⼭台店

・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。
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3832 桃⼭台４丁⽬２−７ 68 平村写真館 (廃)
4671 南多聞台４−５−１０ 17 野村とうふ店(南多聞)
2974 ⽇向１丁⽬４−１２ 68 株式会社 わだつみ屋 廃   
3290 ⽇向１丁⽬５−１ 71の2 神⼾市垂水区保健福祉部
4345 ⽇向１丁⽬５の１の１２１ 68 パレットプラザ 垂水区役所前店

6218 ⽇向１丁⽬５番１号 71の2
神⼾市⻄部衛⽣監視事務所 垂水サテライ
ト

3349 ⽇向２丁⽬５−１７ 66の7 有限会社 増田屋
2542 ⽇向町１−７−２５ 67 扇屋クリーニング店 廃   
1652 ⾺場通７−２５ 71 神⼾三協石油株式会社 垂水給油所 廃   
2317 舞子坂１−２−２９ 67 森クリーニング商会 廃   
3684 舞子坂４丁⽬１−３ 71 六光石油株式会社 舞子シティー給油所
4799 舞子坂４丁⽬２−２３ 71 三和油業株式会社 EneJet舞子坂
1007 舞子台２−７ 17 池田豆腐店 廃   
1419 舞子台２丁⽬５番４１号 66の6 株式会社 舞子ホテル 廃   
1444 舞子台３−１３−４ 68 川口フォート 廃   
3489 舞子台５丁⽬６−３７ 67 ⼭の⼿ランドリー

4101 舞子台６−２０−２０ 71
神⼾スタンダード石油株式会社 舞子台営業
所

廃   

1507 舞子台６丁⽬２０−１７ 68 パレットプラザ ダイエー舞子店
3110 舞子台８丁⽬２−２ 67 甲子園はり光クリーナーズ
3231 舞子台８丁⽬７−８ 71 石坂商事株式会社 舞子SS 廃   
5647 舞多聞⻄８−６ 71 株式会社ホンダクリオ明舞 学園南店
230 福田１丁⽬５３−１ 63の2 岡野容器㈱ 廃   
1655 福田３−３−９ 71 ⻄村株式会社 垂水SS 廃   
1654 福田町４丁⽬３−１６ 71 合名会社 内田吉之助商店 廃   
2539 福田町５−６−５ 67 田中クリーニング
2965 平磯３−２−１０ 67 フジエ−ス社 廃   
3917 平磯３丁⽬１２２番地の８ 3 神⼾市漁業協同組合
4102 平磯４丁⽬１−６ 71 植田石油株式会社  垂水給油所
1746 平磯４丁⽬５−１２ 71の2 神⼾市垂水保健所 廃   
2975 平磯４丁⽬８−３ 68 ふぉとしょっぷたるみ 廃   
1578 平磯町４−４−１１ 71 六光石油株式会社 垂水給油所 廃   
990 本多聞１の６−８ 17 石川豆腐店 廃   
1497 本多聞１丁⽬２２−３１ 68 写真の店 ほうれん草 多聞店 廃   
1678 本多聞２−１２ 71 丸忠石油株式会社 新多聞給油所 廃   
4964 本多聞２−１２ 71 石坂商事株式会社 新多聞SS 廃   
1689 本多聞２丁⽬３４−６ 71 菱華石油サービス株式会社 新多聞給油所 廃   
1561 本多聞３丁⽬１０ 71 神⼾市交通局垂水車庫
3520 本多聞３丁⽬５−２３ 67 フォーレスト 廃   
1684 本多聞６丁⽬１−６ 71 株式会社 五大五 ⾼丸IC給油所 廃   
5150 名谷町２２５５ 71 有限会社 トレード 名谷給油所
1712 名谷町２２５５番地 71 名谷産業株式会社 名谷給油所 廃   
4203 名谷町７７４−２ 66の6 わかまつ  名谷店

・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。
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3113 名谷町押⼾３０４−１ 67 株式会社 ベビーツーワン ⻄神店
5199 名谷町横尾１８５１−２ 71 神⼾トヨペット株式会社 名谷店
5113 名谷町字猿倉６６−１ 71 兵庫ダイハツ販売株式会社 たるみ店
1677 名谷町字賀市３４３０−３ 71 六光石油㈱ 名谷給油所 廃   
2311 名谷町字権⾏司１０４７−１１ 67 ⽇本クリーナース

3588 名谷町字寺池１４６０−２ 71
⽇新商事株式会社 Dr.Driveセルフ神⼾つ
つじが丘SS

5154 名谷町字寺池１４６４−３ 71 ネッツトヨタ兵庫株式会社 名谷店
3218 名谷町字前田９９７−４ 71 垂水石油（株）名谷Ｉ．Ｃ給油所 廃   
1707 名谷町字中坊１２−１ 71 六光石油㈱ パームステーション名谷 廃   

5083 名谷町字中坊１３−１、１４−６ 71
コスモ石油販売㈱ 京阪神カンパニー セ
ルフ名谷インター営業所

4221 名谷町字堂面８１３番地 67 株式会社 エビスヤ
5251 名谷町字入野７８１ 67 クリーニング ハマオカ
5543 名谷町字柄立原２０４３−１ 71 トヨタカローラ兵庫株式会社 名谷店
3241 名谷町湯屋谷 71の2 神⼾市立⼯業⾼等専門学校 廃   
5595 名谷町入野堂面６８６−２ 66の6 王将フードサービス 名谷店
3078 名谷町梨原２３５２ 66の6 なべくら 名谷店 廃   
5078 名谷町梨原２３６４−１ 71 兵庫⽇産自動車株式会社 名谷店
5264 野田通２−１２ 67 ⾺場クリーニング店
833 陸の町１０−１８ 17 マルタカ商会 廃   
2543 陸の町１０−１８ 67 ホワイトランドリー 廃   
1428 陸の町１−７６−１ 68 正栄堂カメラ店 廃   
2191 陸の町７−２４ 67 井上クリーニング⼯所 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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