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所在地 号番号 事業場名称
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6036 磯馴町4丁目1-17 67 坂本クリーニング店(磯馴町)
6120 稲葉町2丁目1番9号 71 橋本産業機械㈱ 廃
6089 外浜町2-8-17 67 丸岡クリーニング店 廃
6226 外浜町4丁目24－2の一部 66の3 ファミリーロッジ旅籠屋・神戸須磨店
6083 菊池町2丁目7 67 毎日屋クリーニング店 廃
6054 月見山町3丁目1 71 寺下石油㈱月見山ＳＳ 廃
6088 月見山本町1丁目5-33 67 前田クリーニング店 廃
6100 月見山本町1丁目6-17 67 大和屋クリーニング店
6012 月見山本町2-1-4 17 大畑豆腐店 廃

6085
月見山本町2-1-4月見山公設市場
内

17 松井商店月見山店 廃

6077 月見山本町2丁目1番4号 16 平川製麺 廃
6095 月見山本町2丁目4番7号 17 守豆腐店 廃
6018 権現町2丁目6番12号 67 金丸クリーニング店
6046 古川町2丁目1-1 71 神戸市交通局須磨車庫 廃
6065 戸政町1丁目1-11 17 能登食品㈱須磨支店 廃
6060 戸政町2丁目1の11 67 中原クリーニング店 廃
6087 戸政町4丁目1の11 10 丸吉飲料㈱ 廃
6003 戸政町二丁目1の3 17 磯田豆腐店 廃
6051 行幸町3丁目6-16 17 恒藤豆腐店 廃
6050 行幸町4丁目1の1 67 タキノヤクリーニング 廃
6114 行平町2丁目1の1号 17 原田豆腐店 廃
6216 行平町3-１-12 71の2 兵庫県立工業技術センター
6221 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
6014 寺田町1丁目3番17号 71 奥田石油㈱板宿給油所 廃
6113 寺田町3丁目1番6号 66 ㈲久米鍍金工業所 廃
6075 寺田町3丁目1番8号 23 輝化学工業㈱
6126 車字奥西山 55 阪公北須磨トンネル作業所その2 廃
6127 車字奥西山 55 阪公北須磨トンネル作業所その3 廃
6023 車字山の奥665-1 66の3 ビジネスホテルくるま 廃
6104 車字道谷山1-1番外地 71 東洋国際石油㈱山麓バイパス給油所 廃

6228
若宮町１丁目１番、須磨浦通１丁目1
番、２番

66の6 （仮称）神戸須磨シーワールド

6072 若宮町3丁目3-12 67 ㈲白営社 廃
6224 若宮町3丁目3-12 67 藤本クリーニング店
6105 若草町1-4-1 72 野村須磨ｹ台住宅地 廃
6134 戎町1丁目4-24 67 特急舎
6028 戎町3丁目1-7 17 小路豆腐店
6068 戎町3丁目2の2 67 はり林洗張店 廃
6056 戎町5丁目3-20 67 東京舎クリーニング店 廃
6225 小寺町1丁目1の40 51の2 山一ゴム工業㈱
6061 小寺町1丁目1番13号 71の2 日本グリース㈱神戸工場
6110 小寺町2丁目1番地 65 ㈲岸田鍍金工業所
6217 小寺町3-4-5 67 サンアイクリーニング
6111 小寺町3丁目4-9 65 太田理研工業㈱ 廃
6222 小寺町一丁目1-17 65 神栄化工株式会社
6064 須磨浦通4丁目3の16 17 野田豆腐店 廃
6079 須磨浦通5丁目1-14 67 藤田クリーニング店
6005 須磨浦通5丁目4-16 17 伊藤豆腐店 廃
6044 須磨浦通5丁目6-19 67 (合資)須磨ランドリー 廃
6011 須磨浦通6丁目3の15 67 大中クリーニング店 廃
6053 須磨浦通6丁目5-13 71 寺下石油㈱須磨浦ＳＳ
6202 須磨寺町1丁目4番36号 1の2 (合名)精乳社牧場 廃
6102 須磨寺町1丁目9の20 67 米津クリーニング店 廃
6116 須磨寺町2丁目2の3 17 貴田豆腐店 廃
6052 須磨寺町2丁目2の4 67 ツボサカクリーニング 廃
6009 須磨寺町3丁目3-30 66の3 ホテル延命 廃
6035 須磨本町1丁目4-12 67 坂本クリーニング(須磨本町) 廃
6045 須磨本町2丁目3番1号 71 須磨石油㈱須磨給油所 廃
6215 菅の台１ 55 熊谷組神戸５拡送水トンネル作業所（菅の台） 廃
6125 西須磨字鉄拐(堺川沿） 55 鹿島建設㈱塩屋谷川出張所その2 廃
6124 西須磨字鉄拐(山電沿い東) 55 鹿島建設㈱塩屋谷川出張所その1 廃
6041 西須磨字鉄拐7番地 66の3 須磨観光ハウス

・本リストは、環境局環境保全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。
・貯蔵欄の"貯"は有害物質貯蔵指定施設があることを示しています。
・廃止欄の"廃"はすべ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。 1/3
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6227 西落合２丁目３番１号 71 高速鉄道部　地下鉄車両課
6098 川上町3丁目15 17 山内豆腐店 廃
6223 前池町3-4-1ﾋﾞﾊﾞﾀｳﾝ内 68 55ステーション　ビバタウン板宿店
6034 前池町3丁目1 17 斉藤商店 廃
6070 前池町3丁目1 67 ㈱白洗社 廃
6013 前池町5丁目2ノ1 17 岡田商店 廃
6101 多井畑筋替道15-2 17 吉竹豆腐店 廃
6081 多井畑字東山上13-4 67 平和パーククリーナー㈱
6055 大黒町1丁目1の3号 67 ㈲特急舎 廃
6008 大黒町1丁目2-25 67 梅屋洗張店
6047 大手字大谷3-1 68の2 須磨裕厚病院 廃
6121 大手町1丁目55 35 星光ビニール工業所 廃
6020 大手町2丁目9の17 17 柏原商店 廃
6082 大池町2丁目7の16 17 部谷商店 廃
6033 大池町3丁目1番26号 71の2 広野化学工業㈱神戸工場 廃
6024 大池町5丁目1番1号 65 西日本旅客鉄道㈱鷹取工場 廃
6096 大田町1丁目3 17 森川商店 廃
6103 大田町1丁目3の27 17 米豆腐店 廃
6025 大田町3丁目1ノ1 16 神戸製麺㈱ 廃
6038 大田町3丁目4の3 67 三幸クリーニング店 廃
6021 大田町5丁目3-37 67 関西ランドリー 廃
6093 鷹取町1丁目1-23 51の2 名神ゴム工業㈱ 廃
6099 鷹取町1丁目1の23 51の2 山一ゴム工業㈱ 廃
6112 鷹取町1丁目1番6号 71 神戸市消防局整備工場 廃
6015 中落合3丁目1番1号 71の3 神戸市環境局落合クリーンセンター 廃
6004 天神町4丁目4-28 17 石崎商店 廃
6118 天神町4丁目4-28 17 西岡商店 廃
6080 天神町5丁目1の22 67 クリーニングフジツカ
6059 天神町5丁目3-10 17 ㈲長木商店 廃
6074 天神町5丁目3-13 16 兵庫縣食品加工㈱須磨営業所 廃
6071 東町4丁目3-5 67 白洗舎クリーニング店 廃
6030 東落合1丁目1-1 71 神戸市交通局　落合車庫
6062 南町1丁目4番14号 71 西村㈱月見山給油所
6076 南町2丁目1番10号 67 ひしやクリーニング 廃
6040 南町2丁目6-18 16 神港企業組合金輪営業所 廃
6006 南町2丁目6-21 67 稲葉クリーニング店 廃
6063 南町3丁目4-11 17 西尾豆腐店 廃
6211 白川字献上替地28-1 71 ㈱うかいや神戸須磨北給油所
6214 白川字向井坂23 55 北須磨工区(北)トンネル工事事務所 廃
6106 白川字高尾193 72 興人北須磨住宅 廃
6029 白川台6丁目12-4 71 神戸三協石油㈱白川台ＳＳ 廃
6019 白川台6丁目4の18 65 金田商会白川工場 廃
6213 白川台向井坂 55 阪公北須磨トンネル作業所その1 廃
6037 飛松町1-10-3 67 山陽クリーニング店 廃
6066 飛松町2-9 16 はまさき製麺所 廃
6069 飛松町2-9 17 橋本豆腐店 廃
6078 飛松町2-9 17 藤本豆腐店 廃
6007 飛松町2丁目10 17 牛田商店 廃
6016 飛松町2丁目10 16 ㈲金長商会須磨営業所 廃
6067 飛松町2丁目10 17 馬場商店
6017 飛松町2丁目11 17 柏木豆腐店 廃
6057 飛松町2丁目2 16 長岡製麺所 廃
6001 飛松町2丁目6 16 (合資)いなりや製麺 廃
6092 飛松町2丁目7 17 村上豆腐店
6086 飛松町2丁目7番地 17 まるは製麺所 廃
6002 飛松町2丁目9 17 いなり屋 廃
6084 飛松町2丁目9 16 前田製麺所 廃
6058 飛松町3丁目48 67 長澤洗張店 廃
6090 飛松町4丁目1 67 みやまクリーニング店 廃
6115 飛松町5丁目107 17 橋本商店 廃
6094 平田町1丁目76 67 ㈲明治屋洗染店
6119 平田町1丁目82 67 小河洗帳店 廃
6027 妙法寺円満林22 19 ㈱神戸糊引工業所

・本リストは、環境局環境保全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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6209 妙法寺円満林6-7 55 高取山工区(北行)トンネル工事 廃
6049 妙法寺界地82 67 田地野クリーナース 廃
6097 妙法寺界地83-1 71 山本商店妙法寺給油所 廃
6200 妙法寺界地86、87番合併地 1の2 川田牧場 廃
6208 妙法寺宮の下地内 55 高取山工区(南行)トンネル工事 廃
6022 妙法寺宮下3の3 17 北原豆腐店 廃
6203 妙法寺狐966の1 66 太陽工業 廃
6048 妙法寺口の川18 65 ㈲扇広鍍金工業所 廃
6039 妙法寺荒打300-1 55 白川工業 廃
6109 妙法寺字牛の子999-4 72 妙法寺住宅地 廃
6219 妙法寺字地子田1038 67 ミッキーのクリーニング小林
6010 妙法寺字堂の下9 67 大石クリーニング 廃
6108 妙法寺字蓮池 72 ﾙﾈ須磨 廃
6073 妙法寺寺ノ界地96 17 播磨食品㈲ 廃
6206 妙法寺菅ノ池684番地-1 68の2 須磨赤十字病院 廃
6201 妙法寺大津江443 1の2 神戸養豚 廃
6107 妙法寺辻堂863番1 72 須磨妙法寺分譲地 廃
6133 妙法寺堂ヶ谷908の6 17 北原商店 廃
6031 妙法寺堂の下59 67 佐藤クリーニング店 廃
6032 妙法寺風早1237 67 ㈲三宮クリーニング 廃
6204 弥栄台1丁目地先 55 熊谷組㈱名谷トンネル作業所 廃
6220 友が丘7-10-2 71の2 国立大学法人神戸大学大学院保健学研究科
6218 友が丘7丁目1番21 71の2 神戸総合医療専門学校
6026 友が丘7丁目8-1 71 神戸スタンダード石油㈱須磨ニュータウン営業所
6117 離宮前町1丁目1-41 67 田中クリーニング店 廃
6210 竜が台4丁目6-2 71 ㈱西島竜が台給油所

・本リストは、環境局環境保全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。
・貯蔵欄の"貯"は有害物質貯蔵指定施設があることを示しています。
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