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5227 一番町2丁目4番地 68の2 神戸市立医療センター　西市民病院
5136 一番町3丁目1番地 63 阪神内燃機工業㈱神戸工場 廃
5134 一番町4丁目1番地 19 日本染工㈱ 廃
5087 雲雀ヶ丘3丁目60 72 雲雀ヶ丘宿舎 廃
5213 海運町7丁目3-4 65 後藤銘板製作所
5029 苅藻通3丁目6の4 65 ㈱鹿城製作所 廃
5013 苅藻通5丁目4番18号 4 エム・シーシー食品㈱神戸工場
5021 苅藻通6丁目1番5号 66 オリエンタル鍍金㈱本社工場 貯
5068 苅藻通7-1-7 71の2 動物検疫所神戸支所苅藻検疫場
5221 苅藻通7丁目1番20号 71の2 神戸市食肉衛生検査所
5109 苅藻通7丁目1番48号 40 ミヨシ油脂㈱神戸工場
5039 苅藻通7丁目3-22 66 神戸電槽㈱ 廃
5023 苅藻通7丁目3番13号 66 オリエンタル鍍金第三工場 廃
5036 苅藻島町1丁目1番28号 71の4 神戸環境クリエート㈱ 貯
5085 苅藻島町1丁目1番31号 55 株式会社泉北ニシイ　兵庫工場
5131 苅藻島町2丁目1番25号 55 シーサイドコンクリート㈱ 廃
5056 苅藻島町3丁目10 63 田中務補商店
5026 苅藻島町3丁目12の28 71の3 神戸市環境局苅藻島クリーンセンター(旧) 廃
5130 苅藻島町3丁目12番 71の3 神戸市環境局苅藻島クリーンセンター 貯
5035 苅藻島町3丁目61番地 72 カルモ島木材団地管理組合 廃
5108 丸山町1丁目7-25 67 丸山つるや洗張店 廃
5012 久保町5丁目3-3 17 浦正商店 廃
5091 宮川町8丁目105番地 17 広島屋 廃
5047 駒ヶ林町5丁目109日之出市場 17 下村食料品店 廃
5115 駒ヶ林町5丁目15の3 17 三村商店 廃
5141 駒栄町1丁目10 1の2 金賢養豚場 廃
5022 駒栄町1丁目2番8号 66 オリエンタル鍍金第二工場 廃
5055 五位ノ池町3-2の4 17 岨豆腐店 廃
5067 五番町1丁目21 67 テルヤ 廃
5081 五番町1丁目6‐1 67 浜田クリーニング店 廃
5083 五番町2-153 67 ハルヤクリーニング 廃
5057 五番町3丁目1の9 17 田中豆腐店 廃
5005 五番町7丁目1番地 16 ㈲飯田製麺所 廃
5116 五番町8丁目5番地 71の2 神戸村野工業高校
5110 御船通4-25 16 満る里製麺所 廃
5138 御蔵通1丁目1番地 66 西森鍍金工業㈱ 廃
5071 高取山町2丁目16-15 67 ㈲神戸ママドライクリーニング 廃
5105 細田町4丁目1番2号 51の2 マルセ護謨工業㈱ 廃
5090 四番町1丁目10 17 広島屋豆腐店 廃
5007 四番町1丁目10-2 17 池尻商店 廃
5123 四番町3丁目161 17 米原豆腐店 廃
5002 四番町3丁目7番 16 ㈲秋永食品工業所 廃
5127 四番町7丁目1-3 71 和田興産㈲神戸高速洗車 廃
5148 四番町7丁目ノ1 16 兵庫県食品加工㈱長田営業所 廃
5024 寺池町1丁目51 17 面出豆腐店 廃
5075 寺池町1丁目51 16 にしき餅製麺所 廃
5040 寺池町3丁目3-2 16 高田米穀店ことぶき製麺所 廃
5089 寺池町3丁目3-24 17 平岡豆腐店 廃
5019 若松町11丁目109 17 王子商店 廃
5014 若松町1丁目4番12号 66 江野脇工業所 廃
5145 若松町2丁目1番29号 51の2 ㈱アサヒゴム 廃
5082 若松町4丁目27 67 白新舎クリーニング店 廃
5117 若松町9丁目1番30号 51の2 六菱ゴム㈱ 廃
5202 重池町2丁目22の5 1の2 神代牧場 廃
5049 庄山町1-6 67 白鷺クリーニング 廃
5032 庄山町1丁目16番地 67 クローバー･クリーニング
5046 庄山町2丁目1 67 白冨士ドライセンター 廃
5218 松野通1-1-12 68 株式会社コーベカメラ 廃
5041 松野通3丁目2-34 71の2 神戸市立長田工業高校 廃
5059 上池田3丁目20-24 71 大東石油㈱五位の池給油所 廃
5120 神楽町4丁目1番地の1 71 ㈱山田商店新長田給油所 廃
5070 水笠通4丁目4 17 富永豆腐店 廃
5027 水笠通4丁目5 17 片倉商店 廃
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5124 水笠通4丁目5 17 吉岡商店 廃
5088 菅原通1丁目3番地の1 51の2 兵和工業㈱
5106 菅原通3丁目6 71の2 松林工業㈱
5018 菅原通4-137 17 大本商店 廃
5102 菅原通6丁目2番地 51の2 平和ゴム工業㈱ 廃
5033 西丸山町3丁目6番22号 63 新興電機株式会社　神戸工場
5044 西山町2丁目15ノ8 67 サワクリーニング店 廃
5128 西山町2丁目15の9 67 ㈱若松クリーニング第二工場 廃
5119 西山町2丁目2ノ7 67 森田クリーニング店 廃
5010 西尻池5丁目3-3 65 印刷と紙器 ㈱たかた本社工場 廃
5052 西尻池町1丁目2番3号 51の2 ㈱スター・コーポレーション 廃
5121 西尻池町1丁目2番3号 51の2 ユニオンゴム工業㈱ 廃
5104 西尻池町2の6の1 51の2 丸栄日産㈱ 廃
5011 西代通3丁目20 67 ㈲内田屋 廃
5125 川西通2丁目12の2 71 菱神石油㈱長田給油所
5048 川西通4丁目11-2 66 昭和工業㈱ 廃
5031 川西通4丁目50 17 北平商店 廃
5094 前原町1丁目1-35 67 ひしやクリーニング 廃
5099 前原町2丁目9 67 渕崎クリーニング店 廃
5222 大橋四丁目4の17 71の2 保健科学西日本神戸ラボ 廃
5129 大橋町1-1-10 71 ＫＯＢＥ２１大橋給油所 廃
5066 大橋町1丁目6番地 71 對馬石油㈱大橋給油所 廃
5020 大橋町2丁目1番34号 65 マロール㈱
5225 大橋町6-1-1-112 68 株式会社コーベカメラ
5209 大谷町2-2 55 大林・前田建設工事共同企業体阪神高速蓮宮ＪＶ工事事務所 廃
5223 大塚町1-8-16 68 フジカラーパレットプラザ長田店 廃
5043 大塚町5-5 71 三宮オイル㈱長田北給油所 廃
5015 大塚町5丁目1 67 ㈲エビスヤ 廃
5051 大塚町7丁目7 67 清水クリーニング店 廃
5219 大道通101番地6 71 兵庫スバル自動車株式会社　長田店
5153 大日丘町1-3-18 17 山田豆腐店 廃
5053 大日丘町1丁目12の4 17 住本豆腐店 廃
5135 滝谷町1.2.3.地内 72 夢野丸山団地 廃
5107 池田丘町37-2 67 松菱屋クリーニング店 廃
5050 池田新町32の5 67 白菊クリーニング 廃
5140 池田惣町52-1 72 神戸ゴールデンボウル 廃
5079 長田町1丁目1 17 馬場商店 廃
5004 長田町1丁目3 16 池田製麺所 廃
5112 長田町1丁目3の18 17 峰松豆腐店 廃
5064 長田町2丁目2-1 17 谷口豆フ店 廃
5114 長田町3丁目1 67 宮崎京染洗張店 廃
5111 長田町4丁目6 17 三木豆腐店 廃
5065 長田町7丁目33 17 竹内豆腐店 廃
5096 長田町9丁目3番地の7 16 藤田製麺所 廃
5200 長田天神町1丁目4の1 1の2 大橋牧場 廃
5201 長田天神町5丁目12番地 1の2 岡本牧場 廃
5137 長尾町1丁目37 72 鷹取団地 廃
5063 東尻池新町1-26 3 三井製糖㈱長田工場 廃
5098 東尻池新町1-26 71の2 ファイザー・クィグレー㈱研究室 廃
5017 東尻池町4-25-1 17 (合資)大谷屋食品 廃
5074 東尻池町4丁目3-1 51の2 新田ゴム粉末工業㈱
5132 東尻池町7丁目9番21号 71の5 ㈱千代田精機本社工場 廃
5034 南駒栄町1-66 55 神戸生コンクリート工業 廃
5016 南駒栄町1番123号 64 大阪ガス㈱神戸製造所 廃
5217 南駒栄町1番43号 - 日本ヴォパック株式会社　神戸事業所 貯
5054 南駒栄町1番44号 73 建設局中央水環境センター（西部処理場）
5092 二番町2丁目1番地 30 ビオフェルミン製薬㈱ 廃
5030 二葉町3丁目72 17 神谷豆腐店
5118 二葉町4丁目5の21 17 守とうふ店 廃
5126 二葉町9丁目3 16 若葉食品㈲ 廃
5061 梅ヶ香町1丁目18-19 65 玉崎空缶店 廃
5142 梅ヶ香町2-5-4 71 ㈱ホンダ･エス･エフ関西兵庫工場 廃
5009 梅ヶ香町2丁目 71 井上油店東尻池給油所
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5103 梅ヶ香町2丁目1-11 66 ポールスター工業㈱メッキ工業 廃
5214 梅ヶ香町2丁目1-16 66 ㈱神港鍍金工業所 長田工場 廃
5215 梅ヶ香町2丁目1-16 66 西森鍍金工業㈱
5216 梅ヶ香町2丁目1-16 66 ㈱阪神鍍金精工所 廃
5224 梅ヶ香町2丁目1-28 66 ㈲旭東精工 貯
5042 梅ヶ香町2丁目1の16 74 神戸メッキセンター協同組合 貯
5139 梅ヶ香町2丁目1番11号 66 江野脇鍍金工業所 廃
5133 梅ヶ香町2丁目1番16号 66 ㈱ニットー 貯 廃
5062 梅ヶ香町2丁目8-17 71の2 タイネット㈱
5122 梅ヶ香町2丁目8番24号 51の2 豊化成㈱ 廃
5025 桧川町1丁目44 17 柏原豆腐店 廃
5072 桧川町1丁目44 17 中井商店 廃
5080 桧川町1丁目44 17 幡地商店 廃
5028 浜添通3丁目1番31号 65 ㈱カワムラサイクル長田工場 廃
5210 浜添通4丁目1番21号 71の2 三ツ星ベルト㈱神戸事業所
5097 浜添通6丁目1-8 65 ㈱藤崎商店 廃
5093 片山町2丁目34 67 平田洗張店 廃
5076 房王寺町3丁目1の7 17 新田豆腐店 廃
5212 房王寺町７丁目1番地10号 67 新アジアクリーニング
5113 北町1丁目3 66 南鍍金工業所 廃
5058 北町1丁目8-11 71 大東石油㈱長田給油所 廃
5226 北町2-5 71 兵庫トヨタ自動車株式会社　神戸店
5211 北町2丁目28番 67 兵庫トヨタサービス㈱ 廃
5038 北町3丁目1-3 71 神戸市交通局長田車両工場 廃
5003 名倉町1-3-1 71 伊丹産業㈱長田給油所 廃
5001 名倉町4-45 17 淡路屋 廃
5073 名倉町4ノ38 16 名倉製麺所 廃
5100 明泉寺町2-42 67 藤井洗張店 廃
5204 明泉寺町3-13 1の2 八木牧場 廃
5203 明泉寺町3-2-15 1の2 馬場牧場 廃
5147 明泉寺町3丁目16 1の2 木梨牧場 廃
5146 明泉寺町3丁目2 1の2 松野牧場 廃
5078 蓮宮通2-6 16 ㈱蓮宮製麺 廃
5008 蓮宮通3-1 17 出田商店 廃
5207 蓮池町1-1 55 ㈱大林組阪神高速長田トンネル工事事務所 廃

5208 蓮池町1-1 55 前田・大豊建設工事共同企業体長田トンネル作業所 廃

5060 浪松町5丁目2番15号 71 大英石油㈱須磨給油所
5095 六番町1丁目4-1 67 光屋ドライクリーニング㈱ 廃
5037 六番町2丁目14 17 上月豆腐店 廃
5069 六番町3丁目番外 67 ドライクリーナ清光舎 廃
5077 六番町4丁目4 17 能登食品㈱長田本店 廃
5006 六番町8丁目1の2 16 石原製麺所 廃

5101 六番町8丁目公有地　長田中央市場 17 ㈲平和工業所 廃

5045 六番町8丁目番外地 17 (合資)佐向商店 廃
5086 腕塚町10丁目3-6 71 兵庫鉱油㈱
5152 檜川町1丁目6-5 17 西原商店 廃
5220 鶯町1丁目623 19 ㈲酒井化染工業所 廃
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