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貯
蔵

廃
止

7089 つつじが丘4丁目1番地 72 東急ﾆｭｰﾀｳﾝ名谷つつじｹ丘団地 廃
7059 旭が丘2丁目8番11号 67 鈴木クリーニング所 廃
7003 塩屋町1001-3 17 青木豆腐店 廃
7051 塩屋町3丁目7-15 67 佐伯クリーニング
7137 塩屋町4-1-9 67 山本京染店 廃
7050 塩屋町字獅掛781-1 17 佐久間商店 廃
7163 塩屋町字獅掛836 72 県住宅供給公社　塩屋団地 廃
7186 塩屋町大谷662 1の2 丸橋養豚場(塩屋) 廃
7033 塩屋町滝ヶ谷29の86 67 小林クリーニング店 廃
7066 塩屋町滝ヶ谷57-7 67 立花クリーニング店 廃
7046 下畑町242番地 55 三洸興業㈱三洸生コン
7192 下畑町字向井485番地 65 麓金属防錆工業(下畑) 廃
7105 下畑町字鷲ケ尾303-3 66の3 ビジネスホテル風車 廃
7030 下畑町字鷲ヶ尾303-9 72 県公営住宅下畑団地汚水処理施設 廃
7018 下畑町真田204 67 大林組塩屋谷川工事 廃
7308 下畑町神ノ脇426-6 1の2 松山養豚 廃
7160 下畑町西関東東林山519-54 72 塩屋ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ汚水処理施設 廃
7104 下畑町西関東林山519-102 66の3 ホテルプチ 廃
7128 下畑町前田2番地1 67 村島クリーナー 廃
7016 下畑町東松山1877-25 66の3 ホテルノア 廃
7097 下畑町鳶尾山222-12他4筆 72 下畑共同汚水処理場 廃
7037 下畑町木ノ下901 67 クリーニング秋桜
7108 下畑町木下894 54 堀川セメント工業所 廃
7086 下畑町鷲ヶ尾303番地の28 67 ㈲月屋クリーニング 廃
7301 歌敷山1-1775-8 1の2 歌敷牧場 廃
7106 霞ヶ丘4丁目1-22 17 藤本豆腐店 廃
7072 霞ヶ丘4丁目1-29 17 田端豆腐店 廃
7119 霞ヶ丘4丁目1番29号 16 ㈲舞子製麺 廃
7025 霞ヶ丘7丁目1064 71 岸石油㈱舞子台給油所 廃
7101 霞ヶ丘7丁目1-36 67 比名クリーニング商会 廃
7001 海岸通2-6 17 青木商店 廃
7143 海岸通5-71 66の3 市立学校共済臨海荘 廃
7116 海岸通5番51号 66の3 三洋電機連合保険健康保険組合舞子荘 廃
7187 学が丘4丁目10-24 17 室塚商店 廃
7303 五色山1丁目1の12 1の2 田村牧場 廃
7304 五色山4丁目12-19 2 (資)中村牧場（牛乳処理場） 廃
7306 五色山4丁目12-19 1の2 (資)中村牧場（畜房） 廃
7092 五色山4丁目17番24号 67 ㈲中島クリーニング 廃
7133 五色山4丁目20-29 16 山○製麺所 廃
7131 五色山4丁目20の12 17 森下豆腐店 廃
7028 高丸7ノ8ノ19 4 黒潮食品（高丸） 廃
7040 高丸7丁目8-19 17 小林豆腐店 廃
7132 高丸7丁目8-19 16 森山製麺所 廃

7096
高丸7丁目8-19号高丸ﾏﾝﾓｽｾﾝﾀｰ
内

17 乗石商店 廃

7167 高丸8-2252-1370 72 県住宅供給公社　垂水高丸住宅 廃
7307 坂上4丁目2番11号 2 ㈲松野牧場 廃
7007 山手2丁目2の1 67 岩永クリーニング店 廃
7002 狩口台1丁目8の2明舞ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 17 淡路屋 廃
7156 小束山1丁目地先 55 西神道路高塚山トンネル工事事務所 廃
7316 小束山3丁目2178-125 55 第二神明道路(改築)小束山トンネル中工事 廃
7036 小束山本町1丁目7番2号 72 団地協同組合神戸木工センター 廃
7177 上高丸2丁目の1 72 公団上高丸団地 廃
7168 上高丸3丁目 72 兵庫県住宅供給公社　上髙丸団地 廃
7166 上高丸3丁目2252番1694 72 県住宅供給公社　上高丸第3団地 廃
7085 城が山1丁目3-11 67 ツボサカクリーニング 廃
7071 城が山2丁目9-21 16 宝屋製麺所 廃
7136 城が山2丁目9-21 17 山中商店（城が山） 廃
7080 城が山2丁目9-21丸亀市場 17 千鳥屋 廃
7079 城が山2丁目9の21 17 地道商店 廃
7138 城が山4-3-31 17 湯川商店 廃
7081 城が山4丁目3-22 17 チャバタ豆腐店 廃
7127 城が山4丁目3の31 16 水谷製麺工場 廃

・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。 1/4
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7073 神田町2-30 67 垂水クリーニング
7049 神田町3番13号 4 佐向商店
7176 神田町4-24 67 北川洗張店 廃
7076 神田町5-17垂水廉売市場 17 田中豆腐店 廃
7057 神田町6-7 16 島谷製麺所 廃
7120 神田町6の12 17 松下豆腐店 廃
7135 神田町7番6号 17 山中商店（神田） 廃
7162 神陵台9-413-1 72 積水ﾊｳｽ多聞台住宅汚水処理場 廃
7322 瑞ヶ丘3-8 68 株式会社キャンパス
7024 瑞ヶ丘3-9 16 北川製麺所 廃
7022 瑞穂通6-2 17 柏原豆腐店 廃
7126 瑞穂通8-10 67 宮里クリーニング 廃
7130 星が丘1丁目4 17 森下商店 廃
7118 星が丘1丁目4-27 16 松谷製麺所 廃
7084 星ケ丘1丁目4-27 17 鶴谷商店 廃
7148 星陵台4丁目2252 71 六光石油㈱高丸給油所 廃
7155 星陵台4丁目4 55 舞子トンネル中北工事 廃

7154 星陵台4丁目4番28号 55
舞子トンネル南工事大林・鹿島・錢高・竹中土木・アイ
サワ共同企業体

廃

7152 星陵台4丁目4番地 55 舞子トンネル中南工事 廃
7122 星陵台5丁目1060の2164 71 ㈲南砿油
7043 星陵台5丁目3-29 67 坂本クリーニング 廃
7159 清水が丘1丁目179-313 72 川重舞子清水ｹ丘寮汚水処理施設 廃
7042 清水が丘2丁目10番22号 71 山電サービス㈱垂水自動車整備工場
7157 清水が丘2丁目5の1 72 医療法人薫風会　佐野病院 廃
7004 清水が丘3丁目4の6 71 (資)井上油店舞子台給油所 廃
7115 西舞子1-4 66の3 日本生命清遊苑保養所 廃
7021 西舞子1丁目 66の3 ホテル川西 廃
7113 西舞子1丁目4番16号 66の3 麒麟麦酒健康保険組合舞子荘 廃
7129 西舞子2丁目10-31 67 明治屋の舞子店
7103 西舞子2丁目3-28 67 ㈱フランスヤタルミ 廃
7191 西舞子3丁目1-28 67 宮野ドライクリーニング店 廃
7111 西舞子3丁目16-3 17 舞子豆腐店 廃
7020 西舞子3丁目7-21 17 川西豆腐店 廃
7123 西舞子4丁目29-10 67 宮野ドライクリーニング四丁目営業所 廃
7321 青山台3丁目2-14 67 フレッシュクリーニングエスポワール 廃
7165 青山台4-2 72 県住宅供給公社　東垂水南団地 廃
7164 青山台4丁目2番及び3番 72 県住宅供給公社　青山台住宅 廃
7141 青山台5丁目1077-8 71 横田石油㈱ジェームス山給油所
7029 千代が丘1丁目4-32 67 クリーニングカンダ 廃
7320 千鳥が丘3-18-6 67 大富クリーニング 廃
7174 川原3丁目2-6 67 上村クリーニング
7172 泉が丘4丁目 72 川重泉が丘汚水処理施設 廃
7061 泉が丘5-7-17 17 尾角春男 廃
7060 泉が丘5丁目7-17 17 スーパーナショナル法橋豆腐店 廃
7184 多聞台2丁目125番地 73 神戸市下水道局多聞第1処理場 廃
7185 多聞台3丁目1番地31号 73 神戸市下水道局多聞第2処理場 廃
7067 多聞町113-1番地 71 多聞自動車整備㈱
7008 多聞町119 17 石川豆腐店 廃
7144 多聞町字三ツ池950-1他 71 菱華石油サービス㈱新多聞給油所
7315 多聞町字小束山1086番地50他 55 ㈱西神戸生コン 廃
7150 多聞町字小束山866 60 若葉産業㈱ 廃
7327 多聞町字小束山868-1373 71 兵庫トヨタ自動車㈱学園南店
7158 多聞町字小束山868-342 72 小束山団地汚水処理施設 廃
7134 多聞町字小束山868-41 60 山内産業㈱小束山工場 廃

7151 多聞町字小束山868-47、758、759 55 ㈲アーバンコンクリート 廃

7117 多聞町字小束山868-63 60 舞子天然砂利㈱ 廃
7317 多聞町字小束山868-777 71 ヤマサン石油㈱セルフ学園南給油所
7090 多聞町字小束山868番地の47 55 トウコー生コン 廃
7100 多聞町字小束山957-31 72 兵庫県公社小束山団地 廃

7088
多聞町字上ﾉ畑880,名谷町字入野
697の1の27他

60 東海西壱㈱神戸工場 廃

・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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7139 多聞町字西ノ池1148 17 余喜豆腐店(多聞ニューセンター) 廃
7110 多聞町字前田714 71 丸忠石油㈱新多聞給油所
7142 多聞町小束山1086-39他2筆 55 菱国産業㈱ 廃
7329 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
7325 多聞町小束山868-1377 71 兵庫スバル自動車㈱学園南インター店
7034 多聞町小束山868-445 72 神戸多聞台22号宿舎(郵政省) 廃
7032 多聞町小束山868-47 60 甲隆産業小束山工場 廃
7044 多聞町小束山868-68 60 三和総業㈱小束山採取工場 廃
7180 大町2丁目6番 72 高丸（１）ビル管理組合 廃
7173 大町3丁目1-23 67 岡本クリーニング店 廃
7093 大町3丁目3-13 17 中元豆腐店 廃
7102 中道5丁目1番11号 68 ㈱兵庫フジカラー垂水現像所 廃
7098 仲田2丁目1-43 67 白栄舎 廃
7062 天ノ下町11-13 68 センターカメラ
7323 天ノ下町1-1-168 68 キングカメラ
7074 天ノ下町2-17 17 蓼原豆腐店 廃
7039 天ノ下町2の15 67 五番館クリーニング店 廃
7027 天ノ下町6-2 4 黒潮食品(天ノ下) 廃
7009 天ﾉ下町6-2 天ノ下市場内 16 池田製麺所 廃
7056 天ﾉ下町6ノ3 17 新階豆腐店 廃
7010 東垂水川原通1丁目19 67 石田ドライ商会 廃
7189 東垂水町王居殿1210 67 月屋クリーニング王居殿店 廃
7094 東垂水町高丸762の1 17 中田豆腐店 廃
7169 東垂水町字高丸 72 兵庫県住宅供給公社　東垂水分譲地 廃
7318 東垂水町字高丸762-23 71 神戸スタンダード石油㈱ジェームス山給油所
7170 東垂水町字高丸762-595 72 塩屋ｻﾝﾎﾞｳﾗｰ 廃
7048 東垂水町字高丸809-332 71の2 三洋電機㈱研究開発本部ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究所 廃
7054 東垂水町字流田 72 ジェームス山第６･７分譲地汚水処理場 廃
7171 東垂水町字流田 72 (ｼﾞｪｰﾑｽ山第6,7分譲地) 廃
7095 東垂水町川原谷531 17 乗石豆腐店 廃
7083 東垂水町中道5丁目1の32 67 鶴屋クリーニング
7140 東垂水町北谷1280-11 67 吉田クリーニング店 廃
7078 東舞子町1-11 66の3 ホテル太陽 廃
7023 東舞子町11-28 66の3 錦潮旅館 廃
7188 東舞子町18番11号 66の3 舞子ビラ
7309 東舞子町2051番地 55 明石海峡大橋１Ａ躯体工事 廃
7012 東舞子町9-6 66の3 魚米旅館 廃
7319 桃山台2-7 55 熊谷組神戸５拡送水トンネル作業所（桃山台） 廃
7058 桃山台2丁目9 72 桃山台汚水処理場 廃
7195 南多聞台8丁目115 72 明舞団地東処理場 廃
7324 日向1-5-1-121 68 55ステーション　垂水区役所前店
7017 日向町1丁目7-25 67 扇屋クリーニング店 廃
7038 馬場通36-1 71 神戸三協石油㈱ 廃
7087 舞子坂3丁目15番9号 68 東洋クラフト㈱ 廃
7114 舞子台2丁目5番41号 66の3 ㈱舞子ホテル 廃
7006 舞子台2丁目7の17 17 池田豆腐店 廃
7112 舞子台2丁目9番30号 72 舞子台グリーンマンション 廃
7064 舞子台6-20-17 68 ㈱ダイエーフォートエンタープライズ　ダイエーフォートDSS舞子店 廃
7326 舞子台6-20-17 68 55ステーション　ダイエー舞子店
7026 舞子台6丁目10番1号 71 久保石油店舞子ＳＳ 廃
7068 舞子台6丁目20番17号 72 ダイエー舞子店 廃
7031 舞子台8丁目3番1号 71の2 神戸市立工業高等専門学校 廃
7005 舞子台8丁目7の8 71 石坂商事㈱
7310 舞子陵1丁目 55 舞子トンネル準備工事 廃
7075 福田5丁目6番5号 67 タナカクリーニング
7019 福田町1丁目53-1 10 岡野容器㈱ 廃
7011 福田町4丁目6番地 71 シェル石油名谷給油所 廃
7069 平磯1丁目1-65 73 神戸市建設局垂水処理場
7063 平磯3丁目1番10号垂水漁港内 3 神戸市漁業協同組合総合水産加工場
7091 平磯3丁目2-10 67 フジエース社 廃
7147 平磯町4-4-11 71 六光石油㈱垂水給油所 廃
7070 本多聞3丁目10番 71 神戸市交通局　垂水車庫
7041 本多聞6丁目1-6 71 ㈱五大五高丸ＩＣ給油所 廃

・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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7052 本多聞7丁目2-1 73 新多聞下水処理場 廃
7035 名谷町 71 高速洗車名谷 廃
7125 名谷町2255番地 71 名谷産業㈱名谷給油所
7145 名谷町774-2 66の6 わかまつ山荘　名谷店
7082 名谷町854 17 堤豆腐店 廃
7314 名谷町丸尾地先 55 舞子トンネル北工事 廃
7124 名谷町向井畑 73 名谷下水処理場 廃
7045 名谷町字猿倉85-1 71 三油興業㈱垂水給油所 廃
7107 名谷町字押戸304の1 67 ベビーツーワン㈱ベビー21
7190 名谷町字賀市3430-3 71 六光石油㈱名谷給油所(賀市) 廃
7175 名谷町字賀市3436 68 兵庫フジカラー名谷 廃
7014 名谷町字権行司1175-2 66の3 ホテル英国館 廃
7328 名谷町字寺池1464-3 71 ネッツトヨタ兵庫株式会社名谷店
7179 名谷町字室山1400-18 60 甲隆産業室山工場 廃

7055
名谷町字社谷1385-2-8、字権行司
1191-4

66の3 ホテルジェームスイン 廃

7146 名谷町字中坊12-1 71 六光石油㈱名谷給油所(中坊) 廃
7013 名谷町字堂面813番地 67 ㈱エビスヤ　本社工場
7065 名谷町湯屋谷2249 2 垂水食鳥 廃
7047 名谷町平垣内870-1 67 フレッシュアップクリーニング　サンアイ 廃
7109 陸の町10-18 67 ホワイトランドリー 廃
7121 陸ﾉ町10-18 17 マルタカ商会 廃

・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。 4/4


