
工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

フォトハウスＳＥＩＮＯ（フォトハウスセイノ） 海南市大野中623番地の2 〇
山本養豚場* 海南市幡川504 〇
LADIES RESORT　愛LAND OASIS 海南市船尾398-10,-11
内海生コンクリートｋ.ｋ分工場 海南市藤白201-2
紀伊棕梠染工所又は小早川染工場 海南市阪井678
土橋クリーニング店 海南市阪井965
○甚醤油製造所 海南市阪井970 〇
田伏醤油本店 海南市阪井682 〇
住友金属亀川社宅 海南市且来409
山田飲料所 海南市船尾234
梶田鉱泉 海南市船尾161
海南市立黒江小学校 海南市船尾236-4
寺本染工所 海南市原野170
湊商事（株）サンビーチ海南給油所 海南市日方字新浜1294-10
山本クリーニング店 海南市名高350番地 〇
株式会社山文和歌山セルフ海南SS 海南市鳥居字川窪2-2、3-2
日鉄環境株式会社 海南市船尾260番地の100
英光石油株式会社セルフ海南給油所 海南市大野中字八幡470-1-7 〇
コインランドリーあらいぐま海南東店 海南市野上中145-1 〇
和歌山県漆器試験場 海南市船尾226の2
白友舎 海南市船尾237番地
岡本豆腐店 海南市井田256
まるや冷蔵株式会社 海南市名高103
海南市立内海公民館 海南市鳥居650-1
おまめ製麺所 海南市日方363 〇
和歌山県海南保健所 海南市大野中939
和歌山農業改良普及所土壌診断室 海南市日方1271-5　(海南市農業協同組合内) 〇
内海生コンクリートｋ.ｋ本工場 海南市船尾260の2 〇
雇用促進住宅野上中宿舎 海南市野上中575-10
海南市住民センター 海南市沖野々443-5
株式会社山西専太郎商店 海南市藤白19番地
花咲酢醸造株式会社 海南市藤白162 〇
北川製飴所 海南市名高146
（仮称）奥クリーニング工場 海南市阪井1764 〇
岩城染工所 海南市阪井
加藤豆腐店 海南市船尾126
海南コスモ石販株式会社海南給油所 海南市船尾160-17
丸音製麺所 海南市船尾276



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

海南日石株式会社海南給油所 海南市船尾中浜213-17
森下かしわ店 海南市名高142 〇
株式会社中原組 海南市名高73 〇
弁天堂吉宗 海南市名高字大須賀8-41
株式会社西本　カメラの西本　海南店 海南市名高35田村ビル1Ｆ 〇
寺尾牧場 海南市溝ノ口308
島本酒造場 海南市藤白54番地
金太楼旅館 海南市山崎町1丁目2番地
不二本荘 海南市山崎町2丁目2の3
ホテルしみづ苑 海南市冷水717 〇
菊水荘旅館 海南市山崎町2丁目1の8
ホテルみち 海南市且来1215
錦旅館* 海南市山崎町1丁目2の6
つるや旅館 海南市山崎町2丁目2の7
油屋旅館 海南市椋木138
第二西岡クリーニング店 海南市黒江481
池田クリーニング店 海南市名高397-1
平和酒造株式会社 海南市溝ノ口119番地
はりまやクリーニング店 海南市日方299番地 〇
森脇信行 海南市野上中250番地
有限会社功の春山西酒造 海南市藤白9番地
紀の司酒造株式会社 海南市名高201番地
玉置文助 海南市鳥居250番地
龍部酒造合名会社 海南市阪井202番地
星屋クリーニング店 海南市幡川 〇
日の出屋* 海南市東浜186
松山クリーニング店 海南市大野井田473 〇
有限会社名手酒造店 海南市黒江846番地
株式会社フードセンターマルキ 海南市名高140-2
森豆腐店 海南市且来60-1
北村豆腐店* 海南市名高378
佐田クリーニング店 海南市黒江311 〇
山東豆腐店* 海南市日方1222番地
ジャンボカーウォッシュ 海南市日方1290
山東豆腐店 海南市日方1010
知的障害者授産施設かたつむり共同作業所 海南市重根1778番地
老鶴酒造株式会社 海南市溝ノ口31番地 〇
田辺産業株式会社海南営業所 海南市日方新浜1294
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特定施設の有無
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中西製麺所 海南市大野中465 〇
谷口病院 海南市日方328
山田豆腐店 海南市日方1049
ジャンボフォート 海南市日方1242 〇
海南市清掃センター 海南市且来1385-1 〇
西村染色工業所 海南市重根259の1
フナツスタジオ 海南市東浜201 〇
糸幸石油株式会社海南東給油所 海南市幡川字藤原197-1、3、199-4
林豆腐店 海南市藤白97
三和建設ＫＫ生コンクリート 海南市重根1911
曽根鉄線工業株式会社 海南市原野603-1 〇
住友金属春日山社宅 海南市大野中1020 〇
通宝酒造株式会社 海南市野上中449
明治屋クリーニング 海南市日方1052
関西アポロ株式会社海南給油所 海南市名高字中須賀242番1 〇
海南商工会議所 海南市日方1294-18
海南市民病院 海南市日方1272番地の3 〇
株式会社海南精密 海南市岡田428番地 〇
まつやビル 海南市名高8番地の22
海南市民運動場 海南市大野中1006-1
ガスト海南店 海南市日方1523-2
大谷　隆男 海草郡紀美野町毛原下 〇
株式会社　上房組 海草郡紀美野町樋下垣内14 〇
たからやクリーニング店 海草郡紀美野町神野市場561
臂曲　　守 海草郡紀美野町上ヶ井 〇
浦　欣吾 海草郡紀美野町真国宮 〇
上垣内　初夫 海草郡紀美野町箕六 〇
田中豆腐店 海草郡紀美野町樋下18 〇
グリーンヒル御坊駅前 御坊市湯川町小松原366-27
藤の森不動温泉達磨湯 海草郡紀美野町滝の川平浦73-2
丸山生コンクリート株式会社 海草郡紀美野町福田781
美里町農村総合センター 海草郡紀美野町野中410
美里町民会館 海草郡紀美野町神野市場336
美里町庁舎 海草郡紀美野町神野市場226-1
寺中製麺所 海草郡紀美野町小畑220-1 〇
有限会社谷口酒造店 海草郡紀美野町小畑165 〇
根来　謙二 海草郡紀美野町下佐々459-4 〇
有限会社中尾酒造店 海草郡紀美野町動木22番地外3筆
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田伏　利夫 海草郡紀美野町下佐々 〇
西川クリーニング店 海草郡紀美野町下佐々74-2 〇
株式会社メタルeコート 海草郡紀美野町長谷1260 〇 〇
サクラスタジオ 海草郡紀美野町吉野284
ヒロオカメラ 海草郡紀美野町小畑80-8
生石亭旅館 海草郡紀美野町奥佐々17
池本染工所 海草郡紀美野町吉野21 〇
生石フォート 海草郡紀美野町動木101　野上ショッピング内
矢倉ヒューム管工業株式会社和歌山工場 海草郡紀美野町長谷９５３番地の１
ふれあい館 海草郡紀美野町西野971-1
和歌山県立大成高等学校 海草郡紀美野町動木1515
下津食品加工株式会社 海南市下津町橘本13番地の1
沖山乳業株式会社 海南市下津町下津3102番地
大師味噌本舗 海南市下津町小南67-3
村田鉱泉所 海南市下津町丸田220の4
川尻海産物加工場 海南市下津町下津西ノ浦2111
有限会社沖山農場 海南市下津町下津3134
古川クリーニング店 海南市下津町黒田47
山徳 海南市下津町下津1561-1
在長 海南市下津町下津1545
川善味噌株式会社 海南市下津町黒田56-5 〇
吉文 海南市下津町塩津510
オカムロクリーニング 海南市下津町小松原2100-4
塩津寮 海南市下津町塩津425の3
下津寮 海南市下津町下津27
料理旅館美好家 海南市下津町方2126
ホテル富士 海南市下津町下津1287
東家 海南市下津町下津1419-4
小南肉牛生産組合 海南市下津町 〇
株式会社カンプリ下津 海南市下津町方字北原450番地7
大谷石油株式会社加茂郷給油所 海南市下津町小南190
フランス屋海南店 海南市下津町黒田41-2
加茂川屋クリーニング店 海南市下津町下津284
谷本石油株式会社 海南市下津町小南136-5
綛田石油店 海南市下津町黒田150の6
森岡　正弘 海南市下津町沓掛80の1 〇
橋幸クリーニング店 海南市下津町上1003 ● 〇
露弥 海南市下津町塩津1238
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山福商店 海南市下津町塩津348
土田　　豊 海南市下津町大窪515 〇
仲田　芳樹 海南市下津町大窪222
沼田正一牛舎 海南市下津町引尾字焼山2321の2 〇
○タ 海南市下津町塩津505の1
魚与 海南市下津町塩津14
札由 海南市下津町塩津424
大阪検疫所和歌山下津出張所 海南市下津町下津字神出浦3062-1 〇
海南市下津清掃センター 海南市下津町下津字沖山3170 〇
下津町体育館 海南市下津町丸田217の1
前田製麺所 海南市下津町下津1422の3 〇
西中製麺所* 海南市下津町黒田65の1
下津町焼却場 海南市下津町下津字沖山3166-3 〇
柏木商店 海南市下津町小松原12
長谷　源一 海南市下津町下津1395 〇
岩本商店 海南市下津町下津1300
八幡商店 海南市下津町中392
武田産業 海南市下津町上158 〇
ホテルセブン 海南市下津町下津1435
富士興産ＫＫ大崎貯油基地 海南市下津町大崎 〇
医療法人恵友会下津クリニック老健施設恵友サザンホーム 海南市下津町小南125
大崎ＣＴＳ土地造成工事 海南市下津町大崎 〇
昭南工業株式会社 海南市築地1番地 〇
ENEOS和歌山石油精製株式会社海南工場 海南市藤白758番地 〇
赤坂クリーンセンター 海南市南赤坂12番地
和歌山県農業協同組合連合会海南食品工場 海南市日方新浜1294番地 〇
海南海草環境衛生施設組合海南海草環境衛生センター 海南市築地1-12
中野ＢＣ株式会社 海南市藤白758番地の45
ハルナプロデュース株式会社　和歌山プラント 海南市七山711番地の1 〇
海南市立総合体育館 海南市大野中1106 〇
ウェルネス・コート海南 海南市日方1274-76
ファミール海南 海南市名高180-1
海南市室山浄水場 海南市黒江201番地
東不動産日方ビル 海南市日方1271番地の99
ジョイフルランチ海南 海南市幡川200
（仮称）自動車学校分譲住宅地開発 海南市且来字下阻1373他 〇
オークワ旧海南ココ店 海南市日方1520番地 〇
鰹田池住宅団地汚水処理施設 海南市小野田字池奥1618-1 〇
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医療法人恵友会恵友病院 海南市船尾264
石本病院 海南市船尾365
海南市海南保健福祉センター 海南市日方1519-10
ジャスコ海南店 海南市日方1290 〇
海南駅前改良住宅 海南市日方1515-14
ドラム缶工場 海南市日方新浜1294番地の10 〇
和歌山鋼管化工株式会社 海南市日方新浜1294の10 〇
セイカ株式会社海南工場 海南市藤白758-73
日本製鉄株式会社関西製鉄所（海南） 海南市船尾260番地の100 〇
つつじヶ丘クリーンセンター 海南市小野田字西山南原1554番4他
関西電力株式会社海南発電所 海南市船尾字中浜260番地96 〇
海南市わんぱく公園 海南市大野中995-2
美里の湯　かじか荘 海草郡紀美野町菅沢6、3-1
サンリゾートカントリークラブ 海草郡紀美野町安井字山田294他
平・吉見農業集落排水処理施設 海草郡紀美野町動木1604番地の1
国保野上厚生総合病院 海草郡紀美野町小畑198
野上町総合庁舎 海草郡紀美野町動木287
和歌山県動物愛護センター 海草郡紀美野町国木原西野地内
高田機工株式会社和歌山工場 海南市下津町方1375番１号
（仮称）ラブリー下津ステーションヴィラ 海南市下津町下津751番地の9 〇
海南市民交流センター 海南市下津町下津500-1
田中屋 海南市沖野々29-2
海南シーフードセンター 海南市冷水字大谷325番地15号
大林・ｱｲｻﾜ・中井特定建設工事共同企業体 海草郡紀美野町長谷宮地内 〇

奥村組土木興業丸山組特定建設工事企業体国道370号道路改築（毛原ト
ンネル）工事

海草郡紀美野町毛原上 〇

コスモ石油ルブリカンツ株式会社下津工場 海南市下津町下津27番地の1 〇
南海光学工業株式会社 海南市岡田大坪422番地 ● 〇
和歌山県立那賀高等学校 岩出市高塚115 〇
カフェレスト蔦 岩出市根来432-1
カラープリント彩 岩出市高瀬137 〇
新崎養豚場 岩出市岡田 〇
山本石油株式会社バイパス給油所 岩出市中迫174-1 〇
伊藤建材工業有限会社大宮工場 岩出市宮83 〇
株式会社高砂アラレ 岩出市清水62 〇
株式会社山文和歌山　DDセルフ岩出バイパスSS 岩出市西国分餝本675-1
川福燃料株式会社岩出バイパス給油所 岩出市西国分784-1 〇
和歌山日産自動車株式会社岩出店 岩出市西国分671
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西岡油脂 岩出市西国分1-3 〇
三菱マテリアル建材株式会社　土木製品事業部　岩出工場 那賀郡岩出町野上野35 〇
明治乳業株式会社和歌山工場 岩出市西野4番地 〇
株式会社峰尾食品 岩出市高塚34 〇
有限会社水軒コンクリート工業岩出工場 岩出市曽屋222 〇
ホームセンターコーナン岩出店 岩出市中島715
コイン洗車岩出（仮称） 岩出市森136
リーゼンラート森 岩出市森89
ザめしや岩出店 岩出市中迫83番地の1 〇
和歌山県植物公園緑花センター 岩出市東坂本字横谷672
紀ノ川大阪生コンクリート株式会社 岩出市吉田字鷺の瀬445-1 〇
株式会社TCK 岩出市根来782番地 〇
有限会社都産業 岩出市中島字川添1170 〇
大阪スバル株式会社　岩出店 岩出市中黒635-2
株式会社西本ナンバーワン岩出店 那賀郡岩出町大町字大町裏58-1 〇
岩出市学校給食共同調理場 岩出市今中144、145、145-1
岩出市立山崎小学校 岩出市中黒100
さかぐら 岩出市西野字春年13-1
グリーンフォト岩出店 岩出市川尻字前田276番地 〇
フジカラーショップ岩出備前店 岩出市備前52-1 〇
信濃路岩出バイパス店 岩出市中島字大畑毛598-2
岩出市第一浄水場 岩出市高塚557
井尻石油有限会社岩出バイパス給油所 岩出市高塚186-1 〇
岩出町ゴミ焼却場 岩出市押川37 〇
ホテルサリサリ 岩出市根来1446-1
大東コンクリート有限会社 岩出市溝川55
湯川クリーニング 岩出市高塚65
有限会社カメラのフジヒラ 岩出市高塚65-14 〇
千賀工業株式会社岩出工場 岩出市岡田 〇
山本石油株式会社ＵＮＯプラザ岩出Ｓ．Ｓ 岩出市吉田枠の内358-1 〇
赤井工業株式会社 岩出市中島923 〇
赤井工業株式会社* 岩出市中黒581 〇
大成砂利開発株式会社 岩出市中島10 〇
秋月石油株式会社　岩出給油所 岩出市高瀬82-1 〇
極東化成工業株式会社和歌山工場 那賀郡岩出町西野370 〇
アンジェリーク 岩出市根来1542、1600-1
有限会社長浜石油店岩出バイパス給油所 岩出市大町7番地の1
山本醤油工場 岩出市水栖600 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ホテルサン 岩出市根来1664-2 〇
ホテル峠 岩出市根来1631 〇
ホテル大宮 岩出市西野429-3 〇
原田石油 岩出市根来474-2
八百吉製麺所 岩出市高塚 〇
ホテル紀泉 岩出市根来1631 〇
ホテル根来 岩出市根来1600 〇
有限会社山乃家 岩出市根来2230-7
新崎製麺所 岩出市高塚126 〇
ホテル大奥 岩出市根来1664-2 〇
ホテル風吹御苑 岩出市根来1621 〇
ホテル和歌山 岩出市根来1466-11 〇
那賀農業改良普及所土壌測定診断室 岩出市高塚209（那賀振興局内） 〇
岩出食肉協同組合 岩出市根来 〇
岩出保健所 岩出市清水386-3 〇
大起ブロック株式会社 岩出市中迫173 〇
株式会社フランスヤ岩出 岩出市中黒478-1 ● 〇
株式会社豊工業所岩出工場 岩出市岡田字新田1085の1 〇
那賀病害虫防除所予察実験室 岩出市高塚209（那賀振興局内） 〇
和歌山リビングフレッシュサービス株式会社 岩出市西野152-1
株式会社フォトスペース　フォトスペース岩出店 岩出市中迫138-1 〇
美・写撮 岩出市岡田439-22 〇
小浦石油株式会社岩出バイパス給油所 岩出市西野23 〇

株式会社岩本商店岩出パラッツォ給油所（株式会社岩本商店岩出バイパス
店）

岩出市中島字石川638-1

株式会社グルメッセ本社社屋及食品加工工場 岩出市中島字鷺の瀬238-2 〇
伊藤工業株式会社 那賀郡岩出町中島字鷺の瀬310 〇
株式会社石橋石油岩出フォーユーⅡ給油所 那賀郡岩出町中島字味野筋840-3 〇
炭火焼肉屋さかい　岩出店 岩出市中島字兼郷871-1、872-1、872-2
シキボウリネン株式会社岩出第一事業所 岩出市荊本24-1
シキボウリネン株式会社岩出第二事業所 岩出市高塚字東川433-3
やすらぎ苑別館 岩出市清水341-1
阪和ケミカル有限会社 岩出市中黒161 〇
有限会社久保組 那賀郡岩出町川尻273 〇
株式会社那賀コンクリート 紀の川市中三谷150番地
日乃出屋 紀の川市打田1241の2 〇
農産加工研修施設 紀の川市西大井338-3 〇
株式会社大上石油店打田給油所 紀の川市中井阪103



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

民宿かじや 紀の川市窪244-5 〇
岩城フォトサービス 紀の川市西大井130-3 〇
池田酒造株式会社 紀の川市北大井375 〇
上野豆腐店 紀の川市南中2 〇
木村豆腐店* 紀の川市南中190 〇
打田町美化センター 紀の川市東山田289-25 〇
和歌山アサノパイル株式会社 紀の川市下井阪504番地の1 〇
和歌山有機組合 紀の川市竹房字最初775-10
ワコン株式会社 紀の川市中井阪361
西種食品株式会社打田工場 紀の川市下井阪322 〇
アートコンクリート工業株式会社 紀の川市豊田56
株式会社紀之川製帽 紀の川市打田257（257-3） 〇
スナップスネット打田店 紀の川市下井阪504-1 〇
大木工場 紀の川市神通字稲尾207-1 〇
有限会社山曹ミクロン 紀の川市荒見字高塚647-1番地 ● 〇
三笠館 紀の川市粉河2066、2067 〇
谷口クリーニング店* 紀の川市粉河 〇
若葉屋クリーニング店 紀の川市粉河 〇
八塚　純男 紀の川市粉河1912 〇
粉河石油 紀の川市粉河454-1 〇
山西レース株式会社 紀の川市粉河2261、2276 〇
鳥居カメラ 紀の川市粉河1081-2 〇
田中サンシャインセンター 紀の川市粉河401 ● 〇
アメリカ屋 紀の川市粉河2003 〇
福井クリーニング店 紀の川市粉河 〇
日の出屋 紀の川市粉河天南795 〇
医療法人稲穂会　稲穂会病院 紀の川市粉河字東鳥居756-3
藤井油脂工業株式会社粉河工場 紀の川市粉河131 〇
西原精工株式会社* 紀の川市粉河字深堀2466-1 〇
日本ピローブロック株式会社和歌山工場 紀の川市粉河字中川659 〇
サンライズ紀の川 紀の川市粉河499
たわらや 紀の川市粉河2154 〇
光紀産業株式会社 紀の川市粉河2061-1 〇
丸三ブロック 紀の川市粉河917 〇
植野製麺所 紀の川市粉河822 〇
伊藤酒造有限会社 紀の川市粉河1685 〇
和歌山サファリ 紀の川市東野205-1
和歌山県果樹試験場かき・もも研究所 紀の川市粉河3336 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

（仮称）ジョイフル和歌山店 紀の川市上田井19-1
福島邸居酒屋 紀の川市藤崎字野稲田335-1他 〇
那賀町食の健康館 紀の川市西野山字平山473及び他筆
株式会社デュプロ和歌山事業所 紀の川市西脇217-8
スウィーツホテルプリマヴェーラ 紀の川市北涌531-4、530-4
那賀アメニティーセンター 紀の川市名手西野108 〇
ＪＡ紀の里那賀給油所 紀の川市名手市場288-3 〇
株式会社那賀生コン 紀の川市穴伏 〇
スミレ飲料 那賀郡那賀町名手市場726 〇
宮本製麺所 紀の川市名手市場34
香ん露 紀の川市平野1382
たわらやクリーニング 紀の川市北涌153 〇
なてや 紀の川市名手市場92
カメラのオタニ 紀の川市名手市場60-14 〇
株式会社下方利プリント 紀の川市北涌530-1
金川クリーニング店 紀の川市桃山町元308 〇
株式会社旭建材 紀の川市桃山町調月字北島657 〇
まるみ旅館 紀の川市桃山町元292の2 〇
大洋工業株式会社 紀の川市桃山町段新田 〇
一般社団法人和歌山県農産物加工研究所 紀の川市桃山町調月398 〇
桃山生コン 紀の川市桃山町段新田217 〇
ばんじろう村生産加工株式会社 紀の川市桃山町大原330
ビレッジハウス最上宿舎 紀の川市桃山町最上220
湯川　圭二 紀の川市桃山町最上306 〇
井奥建材工業 紀の川市桃山町最上173-1 〇
高圧ガス工業株式会社和歌山工場 紀の川市桃山町最上字亀澤1210 〇
井谷豆腐店 紀の川市桃山町市場149-1 〇
貴志川・桃山清掃施設組合塵芥焼却処理場 那賀郡桃山町最上1316-65 〇
樋上敷物株式会社 紀の川市桃山町最上字亀沢1242-2
福岡畜産 紀の川市桃山町調月 〇
田端砂利採取場 紀の川市桃山町段新田 〇
株式会社パンドラファーム桃山工場 紀の川市桃山町調月字城之段523-3
ワシン建設株式会社桃山工場 紀の川市桃山町北島12 〇
有限会社宮村石油店 紀の川市桃山町元289
橋尾　真之介 那賀郡桃山町元466 〇
梅本豆腐店 紀の川市貴志川町長山109 〇
屋野石油店 紀の川市貴志川町長山荒子谷277
西山フォト 紀の川市貴志川町長原132 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

写真のえがわ 那賀郡貴志川町神戸西ノ川354-1 〇
正栄舎クリーニング店 紀の川市貴志川町高尾35 〇
佐古クリーニング店 紀の川市貴志川町神戸772 〇
日高クリーニング店 紀の川市貴志川町丸栖160 〇
福山通運株式会社和歌山支店 紀の川市貴志川町丸栖1377-1
花田屋 紀の川市貴志川町長山1304
株式会社富士文化センター 紀の川市貴志川町神戸862-7 〇
中西建材工業株式会社 紀の川市貴志川町前田37 〇
和佐　薫 紀の川市貴志川町西山476
フォレストビラ森の恋人 紀の川市貴志川町長山1815-3、-4、-7
JA紀の里長山給油所 紀の川市貴志川町長山字弁時168-1 〇
大弘建材貴志川工場 紀の川市貴志川町丸栖138 〇
北山製麺所 紀の川市貴志川町丸栖335番地
出光興産貴志川アポロ株式会社井ノ口給油所 紀の川市貴志川町井ノ口大龍998-1 〇
米田酒造株式会社 紀の川市貴志川町神戸760 〇
初光酒造株式会社 紀の川市貴志川町丸栖87
紀の里農協貴志川支所味噌加工施設 紀の川市貴志川町岸小野179-2
ふみや旅館 紀の川市貴志川町井ノ口680-1 〇
まるよね旅館 紀の川市貴志川町井ノ口585 〇
有限会社田村滑石工業所 紀の川市貴志川町丸栖450-1 〇
サンライズマンション岩出８ 岩出市金池字春日76
サンライズマンション岩出２管理組合 岩出市西国分字上之池401
サンライズマンション岩出３ 岩出市西国分字上之池401-3、401-5
サンライズマンション岩出１１ 岩出市西国分枯木569-3
（仮称）岩出マンション 那賀郡岩出町東坂本字鳥池211-2 〇
ツカサテナントビル１号店 岩出市西野100-2
株式会社フタバ和歌山染工場 岩出市高塚20
中島グリーンタウン 岩出市中島字村前21-1他 〇
株式会社吉村秀雄商店 岩出市畑毛72番地
グリーンヒル北大池 岩出市北大池118
大成砂利開発株式会社* 岩出市中島1154-2 〇
岩出市総合保健福祉センター 岩出市金池92-121
餃子の王将チェーン岩出店 那賀郡岩出町備前44、47 〇
プチ・ツールタウン 岩出市備前52の1 〇
オークワ岩出西店 岩出市中黒646-1他
水鉄アーバンコンフォート岩出 岩出市山980-2 〇
岩出大町アーバンコンフォート 那賀郡岩出町大町58-2 〇
桜台汚水処理場 岩出市桜台494番地 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

サンライズマンション岩出５－２ 岩出市西国分134、135
鴨沼団地汚水処理場 岩出市吉田吉田392-8 〇
いけうら産業本社ビル 那賀郡岩出町西野135番地 〇
餃子の王将岩出東店 岩出市中迫外野85番地1、86番地2、62番地1
那賀総合庁舎 岩出市高塚209 〇
紀の川うぐいす台汚水処理場 岩出市西安上311-1外
キングオブパチンコビーンズ 岩出市清水字太刀焼455-1 〇
ホテルいとう 岩出市宮83
岩出紀泉台汚水処理場 岩出市紀泉台480番地2 〇
第一石産株式会社 紀の川市尾崎字西脇３１４の１ 〇
西川食品株式会社 紀の川市東大井330番地
那賀郡衛生施設事務組合 紀の川市上野前島386 〇
ハグルマ株式会社（紀の川市西三谷） 紀の川市西三谷717 〇
打田町保健福祉センター 紀の川市西大井339-1 〇
公立那賀病院 紀の川市打田1282
プライスカットオーストリート紀の川井阪店 紀の川市下井阪504-1
秋葉砂利株式会社 那賀郡那賀町名手市場415 〇
和歌山建材株式会社 紀の川市西脇597 〇
前山工業株式会社紀ノ川工場 紀の川市西脇588-8 〇
名手病院 紀の川市名手市場294-1
麻生津染工株式会社 紀の川市西脇595-1 〇
関西ブロイラー株式会社 紀の川市穴伏120 〇
お食事処いろは 紀の川市穴伏字丁野113-7、字小島151-1
紀の国カントリー倶楽部 紀の川市桃山町調月2506
和歌山県農業協同組合連合会桃山食品工場 紀の川市桃山町調月980 〇
株式会社ジーエスフード和歌山工場 紀の川市桃山町調月1758-11 〇
障害福祉サービス事業マルワック 紀の川市桃山町調月1758-18
那賀衛生環境整備組合 紀の川市桃山町調月12
和歌山県内水面漁業センター 紀の川市桃山町調月32-3 ●
コインランドリーあらいぐま桃山店 紀の川市桃山町最上219-1 ● 〇
ジョイフルランチ桃山有限会社 紀の川市桃山町段新田139 〇
桃山町保健福祉総合センター 紀の川市桃山町最上1253
オークワ貴志川店 紀の川市貴志川町神戸野手204-1他
貴志川ゴルフ倶楽部 紀の川市貴志川町尼寺898番地
紀の川市役所貴志川支所庁舎 紀の川市貴志川町神戸327-1
西山地区農業集落排水処理施設 紀の川市貴志川町西山字桃原1347-1、1348-3
紀の川市立貴志川中学校 紀の川市貴志川町上野山232番地
貴志川高等学校 紀の川市貴志川町長原400



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

コインランドリーぞうさん 紀の川市貴志川町岸宮字宮西2148 〇
コインランドリーあらいぐま貴志川井ノ口店 紀の川市貴志川町井ノ口1000 ● 〇
紀の川市特定環境保全公共下水処理場 紀の川市貴志川町長山277-733 〇
吉田工業株式会社 紀の川市貴志川町前田16
貴志川町生涯学習センター 紀の川市貴志川町長原447-1
株式会社台和和歌山工場 紀の川市貴志川町神戸49-1 〇
イオンタウン株式会社イオンタウン貴志川 紀の川市貴志川町神戸字野手218
ジョイフル貴志川店 紀の川市貴志川町神戸336-1、337-1
株式会社総合車両製作所和歌山事業所 紀の川市北勢田770番地の8 〇
ＣＯＳＭＯ岩出店(コスモ岩出店) 岩出市中黒588-1他8筆 〇
紀の川コンクリート工業株式会社 岩出市吉田45 〇
中国料理点天 岩出市中黒字高圦534-1
バンドー化学株式会社和歌山工場 紀の川市桃山町最上字亀澤1242-5 〇
株式会社ヴァイオス桃山リサイクル工場 紀の川市桃山町調月2822-5,2822-6 〇
根来さくらの里 岩出市押川37-1、38-2、38-8
江戸前回転鮨弥一岩出店 岩出市中660-1，642-1
紀の川ショッピングセンター 岩出市中迫字塚本147 〇
ハイパー岩出店内55分DPEステーション 那賀郡岩出町西野100-2 〇
粉河クリーンセンター 紀の川市中津川729 〇
川辺の湯安庵 岩出市中島字川添1283-144
紀ノ川病院 岩出市吉田47-1,61
粉河学校給食センター 紀の川市粉河字中川681-1
プラスパフーズ協業組合 紀の川市桃山町調月字奥新田1747 〇
三笠コカ・コーラボトリング㈱和歌山工場 那賀郡打田町花野20番地 〇
和歌山県砂利生産業協同組合　第５砕石プラント 那賀郡粉河町粉河668 〇
紀の川市役所桃山支所庁舎 紀の川市桃山町元381番地

和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場（和歌山県農業試験場） 紀の川市貴志川町高尾160 〇

サンライズマンション岩出７ 岩出市山字石原786-10他
近畿大学生物理工学部 紀の川市西三谷字塩谷930 〇
水鉄ガーデンパレス岩出管理組合 岩出市相谷620 〇
三洋電機株式会社　小型二次電池事業部 紀の川市打田612-1 ● 〇
スカイコンクリート 伊都郡かつらぎ町花園村新子256-2
ふるさとセンターねむの木 伊都郡かつらぎ町花園村梁瀬779 〇
西浦旅館 伊都郡かつらぎ町花園村梁瀬1554の3
竹家旅館 伊都郡かつらぎ町花園村新子75
守口ふるさと村コテージ 伊都郡かつらぎ町花園村梁瀬932番地
花園グリーンパーク(リバーサイドホステルB&B) 伊都郡かつらぎ町花園村新子256-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

和歌山県立医科大付属病院紀北分院 伊都郡かつらぎ町妙寺219番地 〇
三景桜 伊都郡かつらぎ町笠田東22-4
旅館かつらぎ* 伊都郡かつらぎ町新田98 〇
西浦クリーニング店 伊都郡かつらぎ町笠田東196-10
めぐみやクリーニング店 伊都郡かつらぎ町笠田東73
かつらぎ町清掃工場 伊都郡かつらぎ町大畑66，67，68 〇
藤井豚舎 伊都郡かつらぎ町滝五条谷 〇
四郷ホロホロ鳥加工場 伊都郡かつらぎ町滝524番地
紀北食肉卸売協同組合 伊都郡かつらぎ町佐野463
藤井石油店 伊都郡かつらぎ町佐野925-1 〇
伊都農業改良普及所 伊都郡かつらぎ町大谷1203　伊都農村青少年ｾﾝﾀｰ内 〇
白鳥ドライ* 伊都郡かつらぎ町東渋田513-3番地
初桜酒造株式会社 伊都郡かつらぎ町中飯降85番地
奥治義 伊都郡かつらぎ町志賀633 〇
木村牧場 伊都郡かつらぎ町笠田中357番地 〇
澤本　哲一 伊都郡かつらぎ町西渋田256
畑中豚舎 伊都郡かつらぎ町柏木964 〇
大浦秀樹 伊都郡かつらぎ町笠田中神原1006-20
松下養豚場 伊都郡かつらぎ町背ノ山平山606 〇
宮西衛 伊都郡かつらぎ町山崎字東原152 〇
株式会社角浜昭広商会 伊都郡かつらぎ町新城字落合881
合名会社木村酒造店 伊都郡かつらぎ町笠田東780-1
株式会社草田酒造店 伊都郡かつらぎ町笠田中
富士写真館 伊都郡かつらぎ町笠田東105番地 〇
クミアイ化学工業株式会社かつらぎ工場 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2515 〇
杉山生コン 伊都郡かつらぎ町島 〇
ヨーコン株式会社和歌山工場 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2410
帯庄酒造合資会社 伊都郡かつらぎ町丁ノ町551
白鳥ドライ 伊都郡かつらぎ町東渋田363 〇
菅原豆腐店 伊都郡かつらぎ町妙寺845
土井商店 伊都郡かつらぎ町東渋田288番地
森脇豆腐店 伊都郡かつらぎ町三谷
十津川屋豆腐店 伊都郡かつらぎ町大谷69
金丸豆腐店 伊都郡かつらぎ町妙寺451
田村造酢株式会社 伊都郡かつらぎ町妙寺285番地
上嶋製菓本店 伊都郡かつらぎ町妙寺391
森本正美商店 伊都郡かつらぎ町高田195
福田組 伊都郡かつらぎ町中飯降583番地



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

フォトサロンまつもと 伊都郡かつらぎ町笠田東700 〇
溝端紙工印刷株式会社 伊都郡かつらぎ町新田64 〇
井田クリーニング店 伊都郡かつらぎ町笠田東486 〇
奥田クリーニング店 伊都郡かつらぎ町大谷195
星光舎 伊都郡かつらぎ町妙寺441の5
福岡カメラショップ 伊都郡かつらぎ町新田174-16 〇
米坂フォト 伊都郡かつらぎ町笠田東470-1 〇
コインランドリーあらいぐま妙寺店 伊都郡かつらぎ町妙寺160-8 ● 〇
東バイオ研究所 伊都郡かつらぎ町萩原575-5
月屋クリーニング店 伊都郡かつらぎ町妙寺443
広尾クリーニング店 伊都郡かつらぎ町新田130
更正舎クリーニング店 伊都郡かつらぎ町東渋田144
北谷クリーニング店 伊都郡かつらぎ町高田156
和田石材店 伊都郡かつらぎ町中飯降字山堂1210
西商店 伊都郡かつらぎ町志賀348-1
滝トンネル作業所 伊都郡かつらぎ町滝地内
高橋食品 伊都郡かつらぎ町窪343
テルテル屋クリーニング店 伊都郡かつらぎ町笠田中487
星川食品 伊都郡かつらぎ町星川324 〇
山路豆腐店 伊都郡かつらぎ町笠田東390
かつらぎ温泉八風の湯 伊都郡かつらぎ町佐野702
有限会社新岡農園 伊都郡かつらぎ町窪300
松下食品加工所 伊都郡かつらぎ町背ノ山中ノ越86-1
和歌山県立紀北青少年の家 伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3
きしだ 伊都郡かつらぎ町丁ノ町65-2
農事組合法人遊農 伊都郡かつらぎ町星川1297-1
富士工繊株式会社 伊都郡かつらぎ町三谷1 〇
和歌山県立紀北農芸高等学校 伊都郡かつらぎ町妙寺178-1
町立笠田中学校 伊都郡かつらぎ町笠田東132 〇
チャペル☆クリスマス 伊都郡かつらぎ町大字蛭子117-4
かつらぎ町保健福祉センター 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2148-1 〇
ふれあい会館 伊都郡かつらぎ町志賀1374-7番地他
和歌山県農林大学校 伊都郡かつらぎ町中飯降422
天野トンネル工事 伊都郡かつらぎ町天野地内
旅館かつらぎ 伊都郡かつらぎ町新田字筏ノ内92-2
ホワイト急便阪井 伊都郡かつらぎ町西渋田341-2,342-1
河南地区農産物加工研修施設 伊都郡かつらぎ町寺尾54-61
かつらぎ町農林水産加工施設 伊都郡かつらぎ町志賀字東出1348-2



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

クスリヒグチ妙寺店 伊都郡かつらぎ町妙寺160-8 〇
有限会社かつらぎ生コンクリート 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2536-5
アンディ化学株式会社和歌山工場 伊都郡かつらぎ町妙寺160番地 〇
県立笠田高等学校 伊都郡かつらぎ町笠田東825 〇
株式会社クトクコーポレーション和歌山工場 伊都郡かつらぎ町移430
松阪興産株式会社和歌山工場 伊都郡かつらぎ町島384-5
民宿清流荘 伊都郡高野町西郷845-1、845-2、845-3
阪口弘和 伊都郡高野町東富貴487 〇
南海高野山駅 伊都郡高野町高野山国有林第9班の12
中田カラー現像所 伊都郡高野町高野山552 〇
有限会社水木商店 伊都郡高野町高野山794
金剛三昧院 伊都郡高野町高野山425
有限会社たちばな写真高野山カラー現像所 伊都郡高野町高野山文化通り
無量光院 伊都郡高野町高野山611
有限会社山水生コン 伊都郡高野町東富貴713-2
花川染工場(3) 橋本市神野々1152-1
旅館三明館 橋本市古佐田2丁目3-2
本陣旅館* 橋本市野249-1
高砂旅館 橋本市野243
写真のなかや 橋本市古佐田１丁目3-11
末広旅館 橋本市東家5丁目7-7
あさひ旅館 橋本市古佐田1-1-7
玉川旅館 橋本市向副769-3
橋本市国民宿舎紀伊見荘 橋本市矢倉脇115
平野みそ工場 橋本市橋本2丁目2-15
丸屋旅館 橋本市古佐田2-2-2
かしみや旅館 橋本市小原田1
紀見研磨材株式会社隅田工場 橋本市隅田町下兵庫
橋本市食品卸売市場株式会社 橋本市東家5丁目8番 〇
菱田産業株式会社市脇給油所 橋本市市脇1-36
共同石油橋本給油所 橋本市東家1丁目2-1
南海電気鉄道株式会社車輌部検車課橋本検車区 橋本市古佐田1丁目4-51 〇
小原石油店御幸辻給油所 橋本市御幸辻2432
三河屋旅館 橋本市古佐田1-3-1
たみやクリーニング店 橋本市東家3-2-12
勝屋クリーニング店 橋本市学文路857
本田クリーニング 橋本市恋野
丸尾クリーニング店 橋本市学文路878



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

丸中クリーニング店 橋本市岸上309-1
紀北クリーニング 橋本市古佐田1丁目10-6 〇
福井クリーニング 橋本市岸上403
毎日屋クリーニング店 橋本市東家3丁目17-5
橋本市クリーンセンター 橋本市胡麻生765 〇
カメラショップマコト 橋本市東家1丁目1番4号
フォトショップヨネサカ 橋本市古佐田2丁目2-2 〇
エノモト･フォト 橋本市東家1丁目367番地の5田中ﾋﾞﾙ1F 〇
ニューリンクコンクリート株式会社　第二工場 橋本市神野々1224-1
株式会社みしま 橋本市隅田町下兵庫562-7
橋本市自然体験施設ひこばえの里 橋本市彦谷752-15
グリーンフォト橋本店 橋本市市脇1丁目4-3 〇
昭和シェル石油株式会社橋本ﾆｭ-ﾀｳﾝ給油所 橋本市柱本字深山23-1
紀北川上農業協同組合給油センター（グリーンステーション橋本） 橋本市市脇1丁目39-1
グリーンバレイ田園都市 橋本市橋谷字中ノ坊895-1番地 〇
松村酒造株式会社 橋本市東家3-14-6
合資会社松本食品工業所 橋本市神野々374
寄谷製麺所 橋本市向副
井上商店 橋本市隅田町中島195-1
井川商店 橋本市恋野2463
田中豆腐店* 橋本市東家4丁目8-14
すみだ豆腐 橋本市隅田町中島84
木村商店 橋本市東家3丁目17-3
鈴木豆腐店 橋本市東家4丁目16の16
青海商店 橋本市東家2丁目6-5
稲本豆腐店 橋本市小原田2番地
西本豆腐店 橋本市東家5-4-11
柴田商店 橋本市隅田町中下11
森本養豚場 橋本市胡麻生 〇
谷口敏澄 橋本市柱本216番地 〇
谷口養豚場 橋本市境原182 〇
坂本養豚場 橋本市境原316 〇
紀ノ川商事株式会社 橋本市古佐田33-1
株式会社北川鉄工所和歌山工場 橋本市学文路170-1 〇
株式会社西組砂利採取場 橋本市岸上31番地
大興砂利 橋本市中道109
田中　瑞穂 橋本市中道178
有限会社紀見生コンクリート 橋本市柱本234



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

有限会社橋本生コン 橋本市柱本40-1 〇
生地加工所 橋本市出塔395-2
おいじ果樹園 橋本市出塔47-2
高橋　澄子 橋本市隅田町上兵庫127番地
橋本市養鶏農業協同組合 橋本市小峰台2-13-8
ジオスター株式会社橋本工場 橋本市隅田町芋生86
仝漬物 橋本市柏原183
小西豆腐製造所 伊都郡九度山町九度山1580
岩崎アサ子 伊都郡九度山町椎出23
横手クリニック 伊都郡九度山町九度山800
御陵場キャンプ・バンガロー村 伊都郡九度山町丹生川1191 〇
玉川亭旅館 伊都郡九度山町九度山1727
梨の木団地 伊都郡九度山町河根字峠谷387
丹生川キャンプ場 伊都郡九度山町丹生川773
中川亭 伊都郡九度山町九度山1421
島村染工場 橋本市高野口町伏原277 〇
竹本染工場(2) 橋本市高野口町伏原1 〇
花川染工場(1) 橋本市高野口町伏原1058 〇
西川染工場 橋本市高野口町小田458 〇
谷口染工場 橋本市高野口町名古曽94番地 〇
亀井染工 橋本市高野口町伏原1060 〇
寺本染工場 橋本市高野口町伏原1095
月旅館 橋本市高野口町名倉
阪和食品 橋本市高野口町向島228
田中豆腐店** 橋本市高野口町名古曽1066
太陽舎クリーニング 橋本市高野口町名倉186
京屋旅館 橋本市高野口町名倉1016
下坂カメラ店 橋本市高野口町向島223の6 〇
黒沢商店 橋本市高野口町小田503
竹村豆腐店 橋本市高野口町小田612
佐田織物工場 橋本市高野口町小田484
高野口クリーンセンター 橋本市高野口町大野字上新田341-1 〇
光洋クリーニング 橋本市高野口町
紀北生コン株式会社* 橋本市高野口町向島118 〇
水野館 橋本市高野口町名倉1047
佐々木クリーニング* 橋本市高野口町名倉
阪井飲料工場 橋本市高野口町小田529
丸てみのり館 橋本市高野口町田原219



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

山里平田館 橋本市高野口町田原151
守内農産加工所 橋本市高野口町下中67
山藤食工房 橋本市高野口町九重97
紀北川上農業協同組合 橋本市高野口町名古曽922-2
丸み伝承館 橋本市高野口町上中173
株式会社アクティブ大野工場 橋本市高野口町大野上新田333-1
有限会社向島染工場 橋本市高野口町向島 〇
浜本染料株式会社 橋本市高野口町小田621 〇
橋本保健所 橋本市高野口町名古曽927 〇
大和屋旅館* 橋本市高野口町小田504
広瀬製麺所 橋本市高野口町向島
冨士写真館 橋本市高野口町向島205 〇
丸中整染株式会社第２工場 橋本市高野口町応其20番地
水取酒造有限会社 橋本市高野口町名倉729
株式会社青木シール工業所 橋本市高野口町名古曽859
松岡織物加工場 橋本市高野口町大野16 〇
有限会社加藤商店 橋本市高野口町名倉1090 〇
都旅館* 橋本市高野口町向島214
石源加工場 橋本市高野口町伏原913
坂田石油株式会社 橋本市高野口町伏原
紀北冷凍工業株式会社 橋本市高野口町名倉1037
株式会社平成山文高野口給油所 橋本市高野口町大野279
写親館高野口店 橋本市高野口町伏原140 〇
さこクリーニング 橋本市高野口町名古曽913 〇
花園村し尿処理施設 伊都郡かつらぎ町花園村梁瀬343-2 〇
紀州食品株式会社 伊都郡かつらぎ町東渋田585番地
マルト整染株式会社 伊都郡かつらぎ町窪368番地 〇
かつらぎ染工場 伊都郡かつらぎ町中飯降1652 〇
かつらぎ総合文化会館汚水処理施設 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2454他
紀伊高原ゴルフクラブ 伊都郡かつらぎ町神田166-6
日進化学株式会社和歌山工場 伊都郡かつらぎ町蛭子121-5
伊都浄化センター 伊都郡かつらぎ町萩原字前島550番地他
オークワかつらぎ店 伊都郡かつらぎ町佐野892-1他15筆 〇
和歌山タカラ工業株式会社 伊都郡かつらぎ町東渋田626-1 〇
松岡織物株式会社 伊都郡かつらぎ町中飯降48 〇
雇用促進住宅かつらぎ宿舎 伊都郡かつらぎ町佐野字上島852 〇
ニュー中央パチンコ 伊都郡かつらぎ町佐野905-1 〇
笠田東町民会館 伊都郡かつらぎ町笠田東355 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

株式会社森田組砕石工場 伊都郡かつらぎ町中飯降1654 〇
株式会社森田組砕石工場(かつらぎ町荻原) 伊都郡かつらぎ町萩原590 〇
かつらぎ勤労者体育センター 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2530-10 〇
かつらぎ町立妙寺小学校 伊都郡かつらぎ町妙寺857
築野食品工業株式会社 伊都郡かつらぎ町新田94
伸浩ビル 伊都郡かつらぎ町大谷東出町20 〇
高野山中之橋霊園管理事務所 伊都郡高野町高野山奥の院46-44 〇
第一処分場 伊都郡高野町高野山51番地 〇
不動谷浄化センター 伊都郡高野町西細川813-1
高野町し尿処理場 伊都郡高野町東富貴782
高野山下水処理場 伊都郡高野町高野山19-2
花坂処理施設 伊都郡高野町花坂字又八原507
橋本市役所 橋本市東家1丁目1 〇
リバータウン橋本 橋本市市脇4丁目253番地他 〇
橋本学校給食センター 橋本市紀見58番地
橋本市民プール 橋本市北馬場454
橋本商工会館 橋本市市脇1-44-2 〇
橋本郵便局 橋本市市脇5丁目4番22号
橋本市立学文路体育館 橋本市学文路北島182
橋本市教育文化会館 橋本市東家1-6-27 〇
紀北川上農業協同組合　橋本支店 橋本市市脇1丁目1番6号 〇
岸上総合会館 橋本市岸上203 〇
(仮称)橋本２期住宅団地 橋本市東家字東畑776他6筆
オークワ橋本隅田店 橋本市隅田町垂井字東鳥居87-1他8筆
医療法人博寿会山本病院（山本内科病院） 橋本市東家6丁目7番26号 〇
ファサードビル 橋本市東家368-1,337-4（橋本市東家1丁目-1-15） 〇
県立橋本高等学校 橋本市古佐田4丁目10-1 〇
医療法人岡田整形外科 橋本市市脇1-45-2
ビレッジハウス学文路宿舎 橋本市学文路154番地の4
宗教法人かむろ大師 橋本市学文路938-1
ハミングヒルズ光陽台施設維持管理組合 橋本市光陽台1丁目5-4 〇
橋本市運動公園 橋本市原田北馬場胡麻生地内
シャルマンフジ橋本三石台 橋本市三石台3丁目27-2～27-5 〇
橋本環境管理センター 橋本市学文路172番地
橋本市再開発住宅 橋本市古佐田2丁目7-7 〇
和歌山県立橋本体育館 橋本市北馬場地内(455)
さつき台汚水処理場 橋本市さつき台1丁目3の13 〇
林間田園都市グリーンコート五番館 橋本市三石台3丁目29-2 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

キイライト研磨材株式会社 橋本市橋谷781
国保橋本市民病院 橋本市東家1丁目3番8号 〇
（仮称）チサンマンション橋本林間駅前 橋本市矢倉脇字東善寺287-3番地 〇
共和染色 橋本市神野々1152 〇
紀見ヶ丘グリーンハイツ汚水処理施設 橋本市紀見ヶ丘1丁目1-2 〇
橋本林間田園都市終末処理場 橋本市城山台一丁目55-1 〇
東陽染業株式会社 橋本市神野々1225-2
（仮称）橋本マンション 橋本市北馬場字南山422他 〇
学文路マンション 橋本市学文路194-5 〇
橋本市農業集落排水山田・出塔浄化センター 橋本市出塔字森本459、459-1、459-2、460
橋本市農業集落排水吉原浄化センター 橋本市吉原大平740-1,740-2,742
橋本柿の木坂住宅地汚水処理場 橋本市御幸辻字知ノ窪694-1,695-1,695-3,696-1,697-1 〇
オークワ橋本林間店 橋本市三石台1丁目2-1 〇
橋本ハイツ御幸辻 橋本市御幸辻字北山ノ内堂山764-5他 〇
オリオン染工 橋本市神野々1051 〇
橋本小学校 橋本市東家2丁目1番19号 〇
橋本みゆき台住宅汚水処理施設 橋本市みゆき台50-8 〇
DCMダイキ橋本店 橋本市北馬場7-9
橋本市民会館 橋本市東家1-6-27 〇
紀の川苑 橋本市向副654番地 〇
橋本市公営住宅東家団地 橋本市東家4-2-2、4-1-15 〇
県立紀北工業高等学校 橋本市神野々809 〇
紀の郷病院 伊都郡九度山町九度山外新開113-6
九度山町椎出地区農業集落排水処理施設 伊都郡九度山町椎出字北浦69-1
井上染工場 橋本市高野口町伏原980
田中繊維工業株式会社 橋本市高野口町大野108 〇
オーヤパイル株式会社ダイヤ工場 伊都郡高野口町名倉1091 〇
大和染工株式会社 橋本市高野口町名古曽446 〇
小林染工場 橋本市高野口町伏原1277 〇
株式会社森岡整染 橋本市高野口町名古曽925 〇
森田染工場 伊都郡高野口町向島101の5 〇
丸吉染色株式会社 橋本市高野口町向島200の5 〇
有限会社森岡繊維工業所 橋本市高野口町伏原696 〇
伊都染色株式会社 橋本市高野口町名倉1080 〇
野上染工株式会社 橋本市高野口町向島198 〇
南口染色株式会社 伊都郡高野口町名古曽1093 〇
妙中パイル織物株式会社 橋本市高野口町向島193
共栄染工株式会社 橋本市高野口町伏原434-1 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

株式会社木下染工場 橋本市高野口町伏原1318
エステ・スクエアベルビュー橋本西管理組合 橋本市高野口町伏原834 〇
株式会社藤田パイル織物 橋本市高野口町大野1267 〇
竹谷パイル織物株式会社 橋本市高野口町名古曽 〇
東山染工株式会社和歌山工場 伊都郡高野口町大野436 〇
松村織物工場 橋本市高野口町荒島 〇
明染工業株式会社 伊都郡高野口町向島201 〇
伊藤病院 橋本市高野口町伏原1011 〇
橋本市農業集落排水上中・下中浄化センター 橋本市高野口町下中289
和歌山県立伊都中央高等学校 橋本市高野口町名古曽558 〇
高野口中学校 橋本市高野口町名古曽1322番地の10 〇
高野口町母子センター 橋本市高野口町名倉990
和歌山県橋本市立応其小学校 橋本市高野口町名古曽19番地 〇
和歌山県橋本市立高野口小学校 橋本市高野口町名倉226 〇
高野口町産業文化会館 橋本市高野口町向島135 〇
ファームキッチン百田 橋本市隅田町中島215
西澤農園 伊都郡かつらぎ町星山292
あまびきさん 伊都郡九度山町下古沢513
福祉作業所「星の家」 伊都郡かつらぎ町西渋田78
築野食品工業株式会社第２工場 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2533他2筆
築野食品工業株式会社第３工場 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2501-3番地他16筆
（仮称）ホテルすゅくる 橋本市神野々439
松本農園 橋本市吉原803-1
ぽんた 橋本市神野々977
若杉の森 橋本市杉尾84
大谷節子 橋本市隅田町上兵庫79
株式会社スタンダード石油大阪発売所橋本ニュータウン給油所 橋本市光陽台1-5-26、27 〇
紀北川上農業協同組合給油センター（ＪＯＹかつらぎ） 伊都郡かつらぎ町蛭子28-8
杉岡商店 伊都郡かつらぎ町移28
北山綾子 橋本市隅田町中島705
森脇手作りや 橋本市細川535
丸上手作り館 橋本市高野口町上中74-1
丸は農彩館 橋本市高野口町下中105-1
亀井康代 橋本市隅田町上兵庫342
いちごの里 橋本市高野口町田原大下5-1
オークワ高野口店 伊都郡高野口町伏原140 〇
医療法人　南労会　紀和病院 橋本市神野々1103 〇
滝トンネル作業所* 伊都郡かつらぎ町滝地内 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

日本フルファッション工業株式会社 伊都郡かつらぎ町島字高尾358 〇
日本たばこ産業株式会社橋本工場 橋本市妻2丁目2番30号 〇
天野の里 伊都郡かつらぎ町下天野250
矢部マキ加工所 伊都郡かつらぎ町上天野614
スズ加工所 伊都郡かつらぎ町下天野776
木元紀子 伊都郡かつらぎ町移36
丸藤手作り館 橋本市高野口町田原40-3
田中農産加工所 橋本市高野口町下中120
山本サヨ子 橋本市隅田町上兵庫167-7
平手作りの館 橋本市吉原569
前青 伊都郡九度山町慈尊院278-1
水林久子 橋本市隅田町中島494
藤井啓彰 橋本市隅田町霜草695
久保ドライクリーニング店 橋本市高野口町名倉434
南海電気鉄道株式会社小原田車庫 橋本市小原田地先
有限会社野口食鶏 橋本市岸上473-3
ニューリンクコンクリート株式会社 橋本市学文路191-2
丸平郷土館 橋本市高野口町田原149
森下明子 伊都郡九度山町慈尊院下島279
窪籔恵美子 伊都郡かつらぎ町山崎283
井上光子 伊都郡かつらぎ町柏木1109
北林和子 伊都郡かつらぎ町柏木1122
まるしげ農園 伊都郡かつらぎ町笠田東817-5
前田嘉代子 伊都郡かつらぎ町柏木977
畑中江美 伊都郡かつらぎ町柏木978
奥田伶子 伊都郡かつらぎ町柏木408
八晃園 橋本市山田639
辻本典子 橋本市高野口町大野1117番地
松山和美 伊都郡かつらぎ町御所380
井筒屋 橋本市学文路853
県営住宅　野団地 橋本市野124-7 〇
伊都総合庁舎 橋本市市脇4丁目5-8 〇
株式会社日本工業所 橋本市野上山谷田745-1 〇
富ちゃんのつけもの 伊都郡かつらぎ町柏木1182
あんず屋 伊都郡かつらぎ町妙寺1102-1
岡本千景 伊都郡かつらぎ町柏木1457-2
株式会社和歌山ニック 伊都郡かつらぎ町東渋田361
有限会社ＣＫ 橋本市岸上18-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

トヨシ 橋本市菖蒲谷107
三幸 伊都郡かつらぎ町中飯降1157-1
のき加工室 橋本市高野口町上中197
ゆの里お水の宿・このの 橋本市神野々893-1
九度山町農業会館 伊都郡九度山町九度山617
仲谷自然生活団 伊都郡かつらぎ町広口693
中下農園 伊都郡かつらぎ町萩原575-6
北出政子 伊都郡かつらぎ町東谷124
地蔵トンネル作業所 伊都郡かつらぎ町花園村梁瀬1936-1
柳フルーツ園 橋本市西畑74
マツダ工業株式会社和歌山工場 伊都郡かつらぎ町島334番地の1 〇
川口水産有限会社 有田市宮原町滝川原212 〇
フォトメゾン 有田市野493-2 〇
文化福祉センター 有田市箕島27番地
斎藤ドラム罐工業株式会社和歌山工場 有田市港町89番地 〇
有田生コンクリート産業株式会社 有田市山田原字鍛冶屋原107番1
木本産業株式会社 有田市野453 〇
廣久旅館 有田市宮崎町1283
白親舎 有田市初島町浜1333-1
ホテルなぎさ 有田市野 〇
有田市立美焼園 有田市新堂247-1
日商有田株式会社糸我ＳＳ 有田市糸我町中番46
旅館一休 有田市箕島872-1
浜の家 有田市千田西1457-1
ホテル銀河 有田市宮崎町510-2
協和ブロック株式会社 有田市宮原町須谷486 〇
小川かまぼこ支店 有田市箕島380
七福荘 有田市箕島593
サンホームクリーニング 有田市宮原町滝川原599-2
ジャンボフォト箕島店 有田市箕島字南広瀬61-5ＡＢＣビル1Ｆ 〇
三菱電線工業株式会社　箕島製作所　健保会館 有田市箕島1347-1 〇
則岡醤油店 有田市千田東357
白成舎 有田市港町550
豆腐茂 有田市港町645
垣内豆腐店 有田市港町138
丸岩水産 有田市港町845-30
モリヤクリーニング 有田市港町563
採取船あさなぎ丸 有田市箕島有田川



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

オリタ屋洗濯店 有田市箕島本町3丁目460
花野食品 有田市糸我町西字樋乃口485-1
有限会社萬弘水産 有田市宮崎町603
小川蒲鉾店 有田市箕島444-3
上山食品工業株式会社 有田市箕島872
国民宿舎くろ潮 有田市宮崎町1562-2
コインランドリーあらいぐま有田店 有田市宮崎町字箕川101-3 ● 〇
ガスト有田店 有田市宮崎町字箕川116-2、117-1
東亜生コン株式会社 有田市初島町里601
旅館やびつ荘 有田市宮崎町矢びつ1634
花田製麺所 有田市新堂琴平146-1の一部
株式会社西本ナンバーワン箕島店 有田市新堂字弁天10-3 〇
株式会社濱地商会 有田市箕島648番地 〇
大中平 有田市初島町弓場
山栄樹脂株式会社糸我給油所 有田市糸我町中番1254 〇
ナルト製麺箕島工場 有田市箕島648-1
ひでみ荘 有田市宮崎町1562 〇
勝紀 有田市宮崎町2342-216
川島クリーニング 有田市箕島488
有田屋クリーニング* 有田市箕島西寺町
パークホテル高よし 有田市千田高田1457-5 〇
宮崎写真店 有田市宮原町滝川原3-4 〇
紀州自動車車検整備協同組合 有田市糸我町中番37-2
マサヤ 有田市宮崎町2030
宮原公民館 有田市宮原町新町189-1
勤労者体育センター 有田市初島町浜1756-1
トク茂支店 有田市箕島20番地
有田地区コンクリートブロック企業組合 有田市野植松627 〇
有田鍍金工業所 有田市初島町里1933-1 〇
石川潔 有田市糸我町中番378
有田市立清掃センター 有田市千田491 〇
成川豆腐店 有田市箕島402
中尾クリーニング店 有田市辻堂619
森川クリーニング 有田市箕島575
梅広商店 有田市箕島663-2
玉善商店 有田市千田176
木村豆腐店 有田市箕島185
市民スポーツ広場 有田市宮崎町字男浦2497



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

宮井造酢株式会社 有田市山田原138
岡崎商店 有田市辻堂598
東燃和歌山クラブ 有田市初島町里1266-1 〇
富士屋旅館 有田市箕島駅前
島田石油店 有田市古江見165-2
かねト旅館 有田市宮崎町1295-1
ハトヤ旅館 有田市千田西1467-4
宮崎樓 有田市宮崎町男浦
寿志太 有田市宮原町新町595
旅館江幸 有田市宮崎町1292-2
紀州荘 有田市野154 〇
登喜輪 有田市宮崎町1534-1 〇
田中石油箕島給油所 有田市宮崎町箕の川135
甲地健次 有田市初島町浜1366
辻本印刷所 有田市新堂208-1
古田製麺所 有田市箕島379
上野山綱一 有田市糸我町中番14 〇
九鬼清 有田市宮原町道355-1、355-3 〇
丸菱旅館 有田市初島町里1198
女の浦荘 有田市宮崎町女の浦1876-2 〇
常の家 有田市箕島593
吹田旅館 有田市箕島444
寿し忠 有田市箕島443 〇
菊谷クリーニング店 有田市箕島818
桑原クリーニング 有田市古江見153
落合クリーニング店 有田市箕島508 〇
ひでみ荘別館 有田市宮崎町171-2 〇
東峰苑 有田市初島町里字青木284-1 〇
旅館逢南 有田市宮崎町1302
フォトスーパー 有田市宮崎町明見30-10
県営住宅港団地 有田市港町793-13
コインランドリーエムズ有田店 有田郡有田川町水尻681-9 ● 〇
ホシデン和歌山株式会社（星電器製造株式会社和歌山工場） 有田郡有田川町土生460-7
丸中旅館* 有田郡有田川町明王寺337
ホテル南州 有田郡有田川町小島
環境センター 有田郡有田川町上中島927番地
有限会社しいば水産 有田郡有田川町角86-4
三恵自動車株式会社 有田郡有田川町小島300番地



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

有限会社フランス屋サントル有田店 有田郡有田川町下津野606-6
株式会社中紀自動車整備工場 有田郡有田川町水尻721-1
嶋貴金属化工所 有田郡有田川町徳田59-3
岡本クリーニング 有田郡有田川町徳田203
花太刀食品株式会社和歌山吉備工場 有田郡有田川町垣倉字坪田22番地2 〇
三木写真店 有田郡有田川町下津野295
ナルト製麺吉備工場 有田郡有田川町小島字中三谷286、289
生駒豆腐店 有田郡有田川町天満683-5
吉備石油 有田郡有田川町明王寺258-1
小堀畜産 有田郡有田川町徳田 〇
小早川商店 有田郡有田川町徳田318
渕端豆腐店 有田郡有田川町徳田207
有限会社丸源コンクリート* 有田郡有田川町徳田字赤木1859-1 〇
たまのクリーニング 有田郡有田川町徳田8-1
フォトスタジオポエム 有田郡有田川町徳田102 〇
東洋ドライ 有田郡有田川町徳田3421
有限会社丸源コンクリート 有田郡有田川町庄905-1 〇
吉備温泉 有田郡有田川町天満860
牛飼育場 有田郡有田川町田角100-1 〇
平松商店 有田郡有田川町下津野 〇
島田豆腐店 有田郡有田川町下津野452
金葵酒造場 有田郡有田川町下津野438
有田スレート工業株式会社 有田郡有田川町小島288 〇
有限会社北畑石油 有田郡有田川町天満549-1
有田南病院 有田郡有田川町小島15
宮所クリーニング 有田郡有田川町野田138
亀井食鶏処理場 有田郡有田川町出288-5
鳥よし食鶏処理場 有田郡有田川町庄693-2
久徳商店 有田郡有田川町庄34
有田石油株式会社有田川給油所 有田郡有田川町小島439-1 〇
湯浅御坊道路吉備湯浅パーキング 有田郡有田川町熊井字正見谷685
明恵の里スポーツ公園 有田郡有田川町中井原地内
中屋組 有田郡有田川町有原155番地 〇
有限会社中屋生コン 有田郡有田川町修理川287番地
国道424号道路改築（修理川2号トンネル） 有田郡有田川町修理川地内 〇
有田砂利協同株式会社 有田郡有田川町川口字西ノ切
中紀生コン株式会社 有田郡有田川町中野320（179-1） 〇
滝ブロック製造所 有田郡有田川町川口 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

あさひ屋クリーニング店 有田郡有田川町中井原
染虎クリーニング 有田郡有田川町金屋708
日高屋クリーニング 有田郡有田川町小川1796
旅館徳田屋 有田郡有田川町小川1765-1
県立生石高原の家 有田郡有田川町生石字奥の谷803 〇
有田川町立学校給食センター 有田郡有田川町吉原805-9
硲本稔 有田郡有田川町小川字北山 〇
片畑酒造場 有田郡有田川町金屋720
高垣酒造場 有田郡有田川町小川1465
岩本醤油醸造場 有田郡有田川町小川357
川嶋醤油合資会社 有田郡有田川町市場172
ヤマギシ食肉加工工場 有田郡有田川町下六川60
ヤマギシズム生活六川実顕地食鶏処理場 有田郡有田川町下六川59
阪和工業株式会社 有田郡湯浅町吉川字山崎195-7 〇
垣内みそ店製醸工場 有田郡湯浅町青木633
湯浅町共同畜舎 有田郡湯浅町山田1638、1639-2
湯浅町立学校給食センター 有田郡湯浅町1557-2
大阪屋ランドリー 有田郡湯浅町湯浅1037
北由 有田郡湯浅町栖原861
株式会社魚鶴商店 有田郡湯浅町湯浅2981-1
魚源 有田郡湯浅町栖原878-2
メトロクリーニング店 有田郡湯浅町955
シミズ・スタヂオ 有田郡湯浅町湯浅1810-8 〇
パール堂カメラ店 有田郡湯浅町湯浅1063-6 〇
大協石油大宮給油所 有田郡湯浅町湯浅2019
深野水産 有田郡湯浅町湯浅字新屋敷3035、3036
県営住宅御殿場団地 有田郡湯浅町山田1920、1950
ビレッジハウス湯浅宿舎 有田郡湯浅町湯浅2917
パチンコワールド 有田郡湯浅町湯浅1861-1
湯浅生コン株式会社 有田郡湯浅町湯浅2977
小泉写真店 有田郡湯浅町湯浅964
スーパーエバグリーン湯浅店 有田郡湯浅町湯浅1792
湯浅町農産物総合加工大型共同作業場 有田郡湯浅町吉川160
〇三商店 有田郡湯浅町2949
中村製麺所 有田郡湯浅町湯浅1037
あみ清　数見商店 有田郡湯浅町湯浅519
フジイチ醤油醸造所 有田郡湯浅町湯浅557番地 〇
太田久助吟製 有田郡湯浅町湯浅15



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

戸津井醤油醸造所 有田郡湯浅町27
ヤマサ 有田郡湯浅町湯浅127
岡忍 有田郡湯浅町湯浅796番地
中市製氷株式会社 有田郡湯浅町湯浅
河村豆腐店 有田郡湯浅町湯浅1181 〇
赤常商店 有田郡湯浅町新屋敷111-1
中山商店 有田郡湯浅町湯浅2961
横八商店 有田郡湯浅町湯浅136-4
前福商店 有田郡湯浅町栖原407-1 〇
おばた食品 西牟婁郡上富田町生馬2340
国民宿舎湯浅城 有田郡湯浅町青木75
小原商店 有田郡湯浅町湯浅927
民宿川端 有田郡湯浅町湯浅1259-4
竜扇屋 有田郡湯浅町湯浅996番地
ユカワ洗濯店 有田郡湯浅町湯浅982
松葉屋* 有田郡湯浅町湯浅644
丸政 有田郡湯浅町湯浅858
田中清吉 有田郡湯浅町湯浅691
西亀 有田郡湯浅町栖原739-2
元船信一 有田郡湯浅町湯浅94番地
坂口商店 有田郡湯浅町湯浅
さこ茂豆腐店 有田郡湯浅町湯浅
田房商店 有田郡湯浅町湯浅2983
魚定 有田郡湯浅町栖原805
大木 有田郡湯浅町栖原881
日信 有田郡湯浅町湯浅679-1 〇
泉喜 有田郡湯浅町湯浅115番地 〇
有田石油株式会社 有田郡湯浅町湯浅1457 〇
伏木石油店 有田郡湯浅町湯浅366
協同組合中紀環境科学 有田郡湯浅町湯浅1745-2 〇
とちかめ 有田郡湯浅町湯浅557 〇
桑田旅館 有田郡湯浅町湯浅1109-2 〇
中央旅館 有田郡湯浅町湯浅1249 〇
旅館福助 有田郡湯浅町別所89-1
藤留 有田郡湯浅町湯浅680
吉弥 有田郡湯浅町湯浅2982 〇
株式会社アルプス 有田郡湯浅町田1118-1
いろは 有田郡湯浅町湯浅1114



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

金持旅館 有田郡湯浅町湯浅366
ホテルユアサ 有田郡湯浅町湯浅1847 〇
中央旅館別館 有田郡湯浅町湯浅664 〇
民宿丸イ 有田郡湯浅町田、小浜
丸浜 有田郡湯浅町田48 〇
男石 有田郡湯浅町栖原761
武内ビル 有田郡湯浅町湯浅2364-1
松本写真館 有田郡湯浅町湯浅1999-22 〇
丸中旅館 有田郡湯浅町南中町519 〇
和歌山県湯浅保健所 有田郡湯浅町湯浅1379 〇
藤由 有田郡湯浅町湯浅73
保 有田郡湯浅町湯浅2984-1
マルク 有田郡湯浅町湯浅2981-3
東京屋クリーニング 有田郡湯浅町道町772
アトヤクリーニング 有田郡湯浅町湯浅1794番地
七（かね七） 有田郡湯浅町湯浅366 〇
丸き村井商店 有田郡湯浅町湯浅109番地 〇
栗山酒造場 有田郡広川町名島150
岩崎醤油醸造場 有田郡広川町広1229
有限会社広川 有田郡広川町河瀬字畑垣内28番地
ホテル芳夢 有田郡広川町広89
ニューテル広川苑 有田郡広川町河瀬下鹿ヶ瀬345-2 〇
広川町民会館 有田郡広川町広572
株式会社フジタ 有田郡広川町前田 〇
広川町交流促進センター 有田郡広川町下津木1539他
湯川養豚場 有田郡広川町山本字大谷1355 〇
木下養豚場 有田郡広川町西広3, 218-2 〇
中山養豚場 有田郡広川町西広1185 〇
前川養豚場 有田郡広川町西広262 〇
山儀商店 有田郡広川町広1442
オレンジ生コン株式会社広川工場 有田郡広川町前田699-6
名原養豚場 有田郡広川町上中野406 〇
花手写真 有田郡広川町広535
ニュー照国 有田郡広川町唐尾1295 〇
上野山クリーニング店 有田郡広川町昭和通り 〇
寺村写真店 有田郡広川町広318-3
なおやま 有田郡広川町西広1210
民宿青木屋 有田郡広川町広昭和通り1426



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

黒潮フルーツ楽園 有田郡広川町西広1307 〇
浮舟荘* 有田郡広川町広1284 〇
浮舟荘 有田郡広川町広南市場1282 〇
戸田建設株式会社広川トンネル作業所 有田郡広川町井関地先 〇
前店旅館 有田郡有田川町清水60
株式会社東工舎金属製作所清水プラント 有田郡有田川町粟生44-2
上西生コンクリート 有田郡有田川町清水 〇
清水町食品加工組合 有田郡有田川町清水1601
戸上豆腐店 有田郡有田川町清水
中西養豚場 有田郡有田川町上湯川984 〇
肥育牛場 有田郡有田川町押手422 〇
トフ正商店 有田郡有田川町押手739
大平コンクリート工業株式会社 有田郡有田川町二川563-1 〇
オレンジ生コン株式会社清水工場 有田郡有田川町清水803-1
西田豆腐店 有田郡有田川町二川
戸田建設・中井組特定建設工事共同企業体三田トンネル工事作業所 有田郡有田川町三田地内 〇
有田川町林業交流活性化センター温泉健康館 有田郡有田川町二川823
日光共同生コン 有田郡有田川町上湯川921-1 〇
石井ブロック 有田郡有田川町宮川113 〇
谷口クリーニング店** 有田郡有田川町三田
笠松クリーニング店 有田郡有田川町清水247-1
上田クリーニング店 有田郡有田川町粟生464-4
札立荘 有田郡有田川町楠本1490
マエシマ 有田郡有田川町清水964-3 〇
おもてや旅館 有田郡有田川町清水351-1
中長旅館 有田郡有田川町二川737
かつらぎ旅館 有田郡有田川町川合154
清心館 有田郡有田川町清水346-1
株式会社紀州有田蒲鉾 有田市宮崎町371番地
有田観光ホテル 有田市宮崎町1531 〇
株式会社橘家 有田市宮原町新町17番地
有田市立病院 有田市宮崎町6
株式会社有田川(鮎茶屋) 有田市星尾37
和歌山県立箕島高等学校 有田市箕島55
オークワ箕島店 有田市新堂字弁天10-3
三菱電線工業株式会社箕島製作所 有田市箕島663
有田市役所 有田市箕島50番地
医療法人千徳会桜ヶ丘病院 有田市宮崎町841-1 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

（仮称）有田マンション 有田市糸我町西字北川原542-6 〇
株式会社松源　箕島店 有田市箕島字濱田口721-1
医療法人たちばな会西岡病院 有田郡有田川町小島字中三田278-1他6筆 〇
和歌山県立こころの医療センター 有田郡有田川町庄31
徳田地区農業集落排水処理施設 有田郡有田川町庄1040-3 〇
有田川町役場吉備庁舎 有田郡有田川町下津野2018-4 〇
有限会社岩本商店 有田郡有田川町下津野518 〇
スーパーセンターオークワ有田川店 有田郡有田川町天満407-1他 〇
農事組合法人吉備食鶏組合 有田郡有田川町出280 〇
吉見地区農業集落排水処理施設 有田郡有田川町吉見鳥尾28-1
有田川町金屋文化保健センター 有田郡有田川町金屋9

吉原地区農業集落排水処理施設 有田郡有田川町吉原字生初553、554、563-1、563-2、564、566

有田東急ゴルフクラブ 有田郡有田川町釜中字滝ノ上330-1他
クリーンセンター 有田郡有田川町長谷川1552-137
済生会有田病院 有田郡湯浅町吉川52-6
有田総合庁舎 有田郡湯浅町湯浅字九沓2355-1、14、15、17、19
和歌山缶詰株式会社 有田郡湯浅町湯浅2687 〇
有田郡衛生施設事務組合 有田郡湯浅町湯浅2245番地 〇
コマツカスタマーサポート株式会社　南紀支店 田辺市新庄町字中橋谷225-91
株式会社オークワ湯浅店 有田郡湯浅町湯浅1852-1
広港浄化センター 有田郡広川町広1468番地
花王有田研修所 有田郡広川町山本1724-10
広川町水産加工大型共同作業場 有田郡広川町西広1412
日東紡績株式会社和歌山工場 有田郡広川町広898 〇
松屋電工株式会社 有田郡広川町前田柳217-1
ふるさとふれあいの丘 有田郡有田川町清水630番地の2
ENEOS株式会社和歌山製油所 有田市初島町浜1000番地
田地区農業集落排水処理施設 有田郡湯浅町田字下垣内427
広川作業所 有田郡広川町南金屋641 〇
柳瀬トンネル作業所 有田郡広川町柳瀬 〇
民宿栄荘 有田郡広川町広1363 〇
溝畑砂利　砕石プラント 日高郡川辺町和佐字志どし 〇
焼肉店牛太 有田郡有田川町天満字片山崎町160-1
矢櫃漁協漁業集落排水施設終末処理場 有田市宮崎町矢櫃1508-2

和歌山県農林水産総合技術センター果樹園芸試験場実験室（和歌山県農果
樹試験場）

有田郡有田川町奥751-1,753 〇

熊井地区農業集落排水処理施設 有田郡有田川町奥字出合328-3



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

コメリホームセンター吉備店 有田郡有田川町熊井465-1他17筆
間組湯浅トンネル作業所 有田郡広川町柳瀬地先 〇
白馬トンネルコンクリートプラント 有田郡広川町上津木地先 〇
鳥松山トンネル作業所 有田郡広川町上津木地先 〇
株式会社武内商店　○奥リサイクルセンター 有田郡有田川町徳田1859-1 〇
KJBランチ牛房施設 有田郡有田川町彦ヶ瀬387
田殿地区農業集落排水処理施設 有田郡有田川町田口1384-1
有田市学校給食センター 有田市港町839
コインランドリーあらいぐまなぎ湯浅店 有田郡湯浅町湯浅166-15 ● 〇
コインランドリーあらいぐま吉備店 有田郡有田川町下津野869 ● 〇
名屋産業株式会社 御坊市名屋字狐川原208-1
有限会社ニットウバーク産業 御坊市塩屋町南塩屋2017
有限会社土谷石油塩屋サービスステーション 御坊市塩屋町南塩屋150
タイヨーム株式会社 御坊市湯川町小松原
来々軒御坊店 御坊市湯川町丸山39-1
民宿宮本荘* 御坊市塩屋町南塩屋173
㈱幸輝開発砕石プラント 御坊市島字外川原1092番1,1093,1101,1102番地
株式会社旭商会(財部633-3) 御坊市湯川町財部633の3 〇
八百福 御坊市薗854
芝崎豆腐店 御坊市薗767
一信石油株式会社 御坊市薗70 〇
井上商店** 御坊市薗640
井田みつゑ 御坊市薗462の12
上久保クリーニング店 御坊市薗705
関西砂利株式会社御坊出張所 御坊市出島地先 〇
旅館旅路 御坊市薗418
春和産業株式会社御坊給油所 御坊市薗40-3
旅館有楽 御坊市薗296-1
ほで屋製麺所 御坊市薗144
青木三郎 御坊市薗406
和田クリーニング店 御坊市湯川町丸山字南の谷570の8
佐竹勝毅牛舎 御坊市野口大辻1484の1
Yamato Styles 御坊市塩屋町南塩屋285-1
立川クリーニング店 御坊市藤田町吉田字孝添1119-1
有限会社マルニ中田ミート 御坊市岩内462-1 〇
ヨシダエルシス株式会社 御坊市藤田町吉田155番地
ストーハウスカシワギ 御坊市塩屋町南塩屋391 〇
濱口石油幸神給油所 御坊市名田町野島字幸神3443-1 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

有限会社新和商事洗浄プラント 御坊市野口字西新田1050-1、1060-1
株式会社梶原土建リサイクルセンター 御坊市湯川町富安2365番2 〇
香津家旅館 御坊市薗504-2
神戸ランドリー 御坊市薗767-7 〇
日高総合卸売市場協同組合 御坊市名屋町3丁目6番地
野水豆腐店 御坊市島219
メモリーフォトハシモト 御坊市島533
トップステーション 御坊市湯川町財部832 〇
甘露堂 御坊市藤田町藤井2080
佐藤義雄 御坊市野口124 〇
三木宏志 御坊市名田町野島3652 〇
北村豆腐店 御坊市御坊220
にしこクリーニング店 御坊市本町4丁目
さかえやクリーニング店 御坊市塩屋町南塩屋178 〇
岡田荘 御坊市塩屋町南塩屋148
福田荘 御坊市塩屋町南塩屋
きたや旅館 御坊市薗72-1
光屋クリーニング 御坊市湯川町小松原155
株式会社旭商会 御坊市名屋町3-6-11
末広荘 御坊市名屋町1-12
山田商店 御坊市薗749
沢見製餡所 御坊市薗742
カメラのハマダ 御坊市薗273 〇
今田クリーニング店 御坊市薗819 〇
中藤クリーニング 御坊市薗543
早田酒造場 御坊市薗410
田渕酒造場 御坊市薗744
塩路クリーニング店* 御坊市薗270
内満荘旅館 御坊市薗155-4
あやめ荘 御坊市薗273
カマナカフォトスタジオ 御坊市薗166
石橋石油株式会社財部給油所 御坊市湯川町財部664-9
株式会社鉢の木旅館 御坊市薗158
椿丸福 御坊市薗402
民宿旅館千春 御坊市薗872
亀山ホテル 御坊市薗455
青雲荘旅館 御坊市島238
村上クリーニング店 御坊市藤田町吉田中黒



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

料理旅館くさま 御坊市名田町野島455-3
はるみ旅館 御坊市島239
八千代旅館 御坊市御坊135
杉本フォトサービス 御坊市薗270
津山旅館 御坊市湯川町小松原373-2
南出クリーニング店 御坊市御坊157
朝日ランドリー 御坊市島81
富士ランドリー 御坊市湯川町小松原94 〇
表クリーニング店 御坊市名田町野島227
ツジヤ 御坊市湯川町小松原
ニーユ楠井ホテル 御坊市名田町楠井688-1
ホテル名田 御坊市名田町上野30
寿旅館 御坊市塩屋町北塩屋751-3
塩屋荘 御坊市塩屋町南塩屋165
潮風 御坊市塩屋町南塩屋170
吉野屋旅館 御坊市島509-4
木村ブロック 御坊市熊野神子谷692-1
うつみ家旅館 御坊市島222
玉山潤三郎 御坊市椿
徳田桂順 御坊市椿
村上荘 御坊市塩屋町南塩屋
民宿芝村荘 御坊市塩屋町南塩屋
関西化学株式会社 御坊市湯川町丸山85-1
みやほ旅館 御坊市御坊201
正和産業株式会社 御坊市湯川町財部字亀田210
伊奈製餡所 御坊市御坊208
花屋旅館* 御坊市藤田町藤井1881
真妻屋旅館 御坊市御坊77
宮本荘 御坊市塩屋町南塩屋450-1
民宿片山荘 御坊市塩屋町南塩屋177
民宿松村 御坊市塩屋町南塩屋448-4
嶋西鉱泉工場 御坊市島143
松本重夫 御坊市島327-1 〇
ワシン生コンクリート株式会社御坊工場 御坊市島地内字外川原 〇
若宮鉱泉所 御坊市御坊192番地
野村荘 御坊市塩屋町南塩屋307
浜の家旅館 御坊市御坊107
紀陽生コンクリート工場 御坊市薗58、59、71



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

涼風荘 御坊市塩屋町南塩屋338
民宿宮本荘 御坊市塩屋町南塩屋91
岡垣内工業 御坊市熊野457番地
南海クリーニング店 御坊市塩屋町北塩屋336
岸野酒造場 御坊市御坊60
西洋舎クリーニング店 御坊市御坊234
千寿堂食品工場 御坊市湯川町財部字南尻戸722番地
御坊市農業協同組合御坊給油所 御坊市湯川町財部字塀之前782-3 〇
大川石油店 御坊市湯川町小松原525-1
御坊市藤井浄水場 御坊市藤田町藤井2323
日高生コンクリート株式会社 御坊市塩屋町北塩屋676
松栄楼 御坊市湯川町小松原300
菊水旅館 日高郡みなべ町北道260
三浦屋旅館 御坊市御坊116
保田屋旅館 御坊市御坊187
日建加工工業株式会社和歌山工場 御坊市名田町上野1104-4
御坊保健所 御坊市湯川町財部859-2
株式会社伸昇本社工場 日高郡日高町方杭179-1
旅館はまゆう 日高郡日高町阿尾631
民宿しのぶ 日高郡日高町小浦170
西荘 日高郡日高町産湯
照ちゃん食堂 日高郡日高町阿尾
民宿清水荘 日高郡日高町小浦95
波満乃屋 日高郡日高町方杭41
大江荘 日高郡日高町産湯50番地 〇
和歌山県養鶏試験場（旧） 日高郡日高町志賀1796 〇
関西コンクリート工業株式会社日高工場 日高郡日高町高家1161 〇
住友金属工業株式会社津久野研修保養所 日高郡日高町津久野
インフラテック株式会社 和歌山御坊工場 日高郡日高町原谷270(271、272-1、281、282、283)
湯川荘 日高郡日高町志賀3819 〇
森荘 日高郡日高町産湯180
松原荘 日高郡日高町産湯
㊥フォト 日高郡日高町荊木984-1 〇
塩路クリーニング店 日高郡日高町萩原879 〇
大原荘 日高郡日高町阿尾1596
民宿ひらおか 日高郡日高町志賀1773
中村徳治 日高郡日高町津久野 〇
清水重夫 日高郡日高町萩原1005



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

宮本常造 日高郡日高町原谷 〇
山下寅吉 日高郡日高町原谷
奥田保二 日高郡日高町原谷 〇
西秀治 日高郡日高町原谷 〇
民宿玉置荘 日高郡日高町産湯41
かのこや 日高郡日高町比井463
民宿宮下荘 日高郡日高町産湯147
五月 日高郡日高町荻原911-3
下村正雄 日高郡日高町阿尾 〇
山下三木勇 日高郡日高町阿尾 〇
山下花子 日高郡日高町阿尾
むつみ荘 日高郡日高町阿尾
森下荘 日高郡日高町産湯38
山下荘 日高郡日高町産湯52
料理宿橋本荘 日高郡日高町産湯736-1
丸山荘 日高郡日高町小浦
山本荘 日高郡日高町方杭27
民宿洲崎荘 日高郡日高町小浦79
民宿﨑野荘 日高郡日高町産湯126
民宿小代荘 日高郡日高町小浦103
酒直小野田レミコン株式会社日高工場 日高郡日高町荊木78 〇
川瀬荘 日高郡日高町志賀3731
小松屋株式会社和歌山工場 日高郡日高町荻原890
株式会社セイシン 日高郡日高町志賀字岩戸4339-1
関西コンクリート工業株式会社新浜工場 日高郡美浜町吉原 〇
櫻屋クリーニング 日高郡美浜町吉原958
中西クリーニング店 日高郡美浜町吉原
大西信行クリーニング 日高郡美浜町田井 〇
民宿三尾荘 日高郡美浜町三尾837
民宿橋本 日高郡美浜町三尾855
民宿小西 日高郡美浜町三尾565
池田豆腐店 日高郡美浜町和田1114
民宿ブライトン 日高郡美浜町三尾799-1
マイカーハウス逢保 日高郡美浜町三尾114
西本茂雄（豚舎） 日高郡美浜町和田1138-28 〇
民宿べんりや 日高郡美浜町三尾576
民宿みやじま 日高郡美浜町三尾863
民宿秋月 日高郡美浜町三尾644-2



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

民宿浜木綿 日高郡美浜町三尾861
井上商店* 日高郡美浜町浜ノ瀬
岩本製麺所 日高郡由良町
柴田豆腐店 日高郡由良町里52
竹田豆腐店 日高郡由良町里55
大豊・初島企業体衣奈作業所 日高郡由良町衣奈
由良生コンクリート工業所 日高郡由良町江ノ駒448-6
株式会社大阪砕石由良工場 日高郡由良町阿戸567
なかや旅館 日高郡由良町里244
戎屋旅館 日高郡由良町網代17
藻波 日高郡由良町戸津井
中村荘 日高郡由良町網代83
岩根荘 日高郡由良町衣奈
大江由三郎 日高郡由良町里138
株式会社紀州給食センター由良支店 日高郡由良町里319
由良ドライブイン天山閣 日高郡由良町畑1350
レストラン和楽路本館 日高郡由良町畑1316-3
プリントショップ真生屋 日高郡由良町里394-8 〇
東亜化学工業株式会社 日高郡日高川町和佐664番地
飛島建設株式会社玄子トンネル作業所 日高郡日高川町千津川地先
竹村牛舎 日高郡日高川町三百瀬1240-2 〇
川辺オート商会 日高郡日高川町和佐1403
和歌山県果樹園芸試験場夏橙試験地実験室 日高郡日高川町和佐113 〇
小林組 日高郡日高川町平川 〇
株式会社たにぐち和歌山工場・日高川工場 日高郡日高川町和佐1030、1030-1
白清舎クリーニング 日高郡日高川町和佐
ヤマギシズム生活六川実顕地和佐農場 日高郡日高川町和佐
ペンションきさく 日高郡日高川町早藤方城510-1
津村ブロック 日高郡日高川町愛川23番地
大森養豚場 日高郡日高川町猪谷 〇
川合豊光 日高郡日高川町初湯川 〇
寒川恵次 日高郡日高川町滝頭 〇
東豆腐店 日高郡日高川町寒川265
岡本甚松 日高郡日高川町愛川字滝尻４５０番地 〇
川上屋クリーニング店 日高郡日高川町初湯川767
美山生コンクリート株式会社 日高郡日高川町皆瀬375 〇
愛徳荘 日高郡日高川町初湯川202
和歌山県畜産試験場養鶏試験場 日高郡日高川町船津1090-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

土井建材 日高郡日高川町三十木61
中津産業協同組合 日高郡日高川町高津尾1606-1
中津砂利 日高郡日高川町高津尾
シナノR．M．C 日高郡日高川町小釜本字大谷643-2 〇
大橋養豚 日高郡日高川町船津木曽の浦112 〇
大谷養豚 日高郡日高川町高津尾65 〇
信濃組生コンクリート工場 日高郡日高川町高津尾
入幡屋旅館 日高郡日高川町高津尾1280-3
曽我乃家旅館 日高郡日高川町高津尾162-2
川中旅館 日高郡日高川町田尻78
西岡組 日高郡日高川町船津
伸興アロマ 日高郡日高川町船津1123
柚瀬豆腐製造所 日高郡日高川町佐井612
神戸畜産株式会社 日高郡日高川町小釜本3-1
柳瀬醤油醸造場 日高郡日高川町坂野川40
今又旅館 日高郡印南町印南
休場屋 日高郡印南町上洞835-1
ヒロガイト 日高郡印南町西ノ地23-1
こまや旅館 日高郡印南町島田1003
錦水旅館 日高郡印南町印南2433-4
料理旅館辻井磯釣ホテル 日高郡印南町島田2171-2
旅館なかまつ 日高郡印南町島田1672-1
旅館かどや 日高郡印南町島田1165-1
水谷正明 日高郡印南町印南2216
大阪名鉄観光バス株式会社南紀ドライブイン 日高郡印南町印南4482-1
切目大型作業場 日高郡印南町西ノ地
畜産育成団地 日高郡印南町美里1662
戸田建設㈱・㈱松村組近畿自動車道（紀勢線）印南工事共同企業体 日高郡印南町山口字神子平150-4
大本組・矢作建設工業共同企業体 日高郡印南町印南原地内 〇
古家香葵園 日高郡印南町川又912
さつき旅館 日高郡印南町印南2274-54 〇
畑中屋 日高郡印南町川又1054 〇
切目食糧株式会社石油部 日高郡印南町西ノ地1156
有限会社印南生コンクリート（旧事業場） 日高郡印南町古井383 〇
神田畜産 日高郡印南町印南原5670
株式会社石橋石油店印南第２給油所 日高郡印南町印南3248-1 〇
平五羊羹店 日高郡印南町印南3149
川口酒造場 日高郡印南町島田999



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

西山かまぼこ店 日高郡印南町印南1717
ホテルいなみ 日高郡印南町印南390-2
日高港湾浚渫株式会社 御坊市野口地先 〇
御坊市民文化会館 御坊市薗258-1、2他
御坊市役所し尿処理施設 御坊市薗355
旭化成株式会社　和歌山工場 御坊市藤田町藤井2255 〇
御坊市立共同調理場 御坊市塩屋町南塩屋1663番地3、1663番地3
和歌山工業高等専門学校 御坊市名田町野島77 〇
ロマンシティ御坊店 御坊市湯川町財部187他
上野楠井地区農業集落排水処理施設 御坊市名田町上野380-3
富安地区農業集落排水処理施設 御坊市湯川町富安2293番地
大洋化学株式会社本社工場 御坊市島584 〇
アズビル金門エナジープロダクツ株式会社和歌山工場 御坊市塩屋町北塩屋字才郷谷1825番地5
和歌山県立日高高等学校 御坊市島45
ひだか病院 御坊市薗116番地2 〇
日高町阿尾下水処理場 日高郡日高町阿尾字大代72-1
比井下水処理場 日高郡日高町比井字新出51、53、58
堺市立少年自然の家 日高郡日高町志賀3794
小浦下水処理場 日高郡日高町小浦字新出86-3
美浜町入山上田井地区農業集落排水処理施設 日高郡美浜町田井字大西52-3
和田地区農業集落排水処理施設 日高郡美浜町和田950-1
大洋化学株式会社美浜工場 日高郡美浜町和田字打延90 〇
独立行政法人国立病院機構和歌山病院 日高郡美浜町和田1138
和歌山県立白崎青少年の家 日高郡由良町大引961-1
由良町下水終末処理場 日高郡由良町吹井252-1 〇
藤田商事株式会社由良工場 日高郡由良町阿戸1 〇
寺田医院 日高郡由良町里字濱田57-1、北垣内10
クラブハウス施設 日高郡由良町大引白崎960-1
パークセンター施設 日高郡由良町大引白崎960-1
かわべ天文公園 日高郡日高川町和佐2107-1
加工配送センター 日高郡日高川町入野757 〇
土生・矢田地区汚水処理施設 日高郡日高川町土生字小南97-1
和佐地区農業集落排水処理施設 日高郡日高川町和佐字下新田779番地
株式会社東乃匠　紀州工場 日高郡日高川町江川2400番地
南海果工株式会社 日高郡日高川町土生1181番地 〇
大喜工業株式会社和歌山工場 日高郡日高川町初湯川373 〇
椿山ダム共同企業体工事事務所 日高郡日高川町初湯川
印南町水産加工大型共同作業所 日高郡印南町印南4485 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

印南町肥料製造大型共同作業所 日高郡印南町西ノ地 〇
ラ・グレースゴルフ倶楽部和歌山コース 日高郡印南町古井1145
株式会社紀南パレス 日高郡印南町印南4454 〇
古井地区処理施設 日高郡印南町古井192、193、194、195、199
山口地区処理施設 日高郡印南町山口125-1、126-1、126-4、130-2
美浜町公共下水道終末処理場松原浄化センター 日高郡美浜町浜ノ瀬字浜356-18
谷口小池地区農業集落排水処理施設 日高郡日高町小池北田68-2、72-1
江川地区農業集落排水処理施設 日高郡日高川町江川字小桑513、514、516
戸津井クリーンセンター 日高郡由良町戸津井668
畑・中クリーンセンター 日高郡由良町中164番地 〇
国道425号道路改築（仮称稲原トンネル）工事 日高郡印南町印南原地内
日高港湾浚渫株式会社砂利選別場 御坊市塩屋町北塩屋676 〇
大和紡績株式会社和歌山工場 日高郡美浜町吉原2番地 〇
大阪スバル株式会社和歌山スバル事業部御坊店 御坊市野口591-1 〇
デジタルフォトショップエイプ 御坊市湯川町財部840-2-1Ｆ-1 〇
レオグラードゴルフクラブ 日高郡日高川町佐井694
株式会社岡畑農園 田辺市上芳養1809番地
丸山組 田辺市秋津町 〇
山月旅館* 田辺市下屋敷町７
つかさ旅館 田辺市下屋敷町６４の３ 〇
静屋旅館 田辺市湊１０１４の２
田中屋* 田辺市秋津川１２１７
旅館長門 田辺市湊５０３の９
ことぶき旅館 田辺市湊１３２０の４
竹森製麺 田辺市湊会津町１６６９
福本商店 田辺市神子浜６５１
有限会社店千代本舗 田辺市福路町
元嶋旅館 田辺市元町目良
まるせん 田辺市稲成町４２１－１
山出石油店 田辺市神子浜１１８１の１１
明光スタンド田辺ＳＳ 田辺市東山１丁目5-6(旧：東山町礫坂） 〇
田辺カーウォッシュ 田辺市湊塔ノ内８１８
株式会社アムズエナジーエポック新庄ＳＳ 田辺市新庄町437
株式会社山仁 田辺市上屋敷町１１１
中嶋豆腐店 田辺市神子浜
友師甚太郎 田辺市江川町８
山由製麺所 田辺市紺屋町１０６
岡本コンクリート工業所 田辺市上秋津山田代２１９９ 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

梅加工場 田辺市中万呂158-1
株式会社稲垣商事 田辺市秋津町字須河1824-1
株式会社大西食品 田辺市上の山一丁目12番2号
株式会社寿屋* 田辺市新庄町２００１
株式会社寿屋 田辺市新庄町滝内２９７４－１４１
旅館なかじ 田辺市新庄町3971
株式会社山長商店 田辺市新庄町３７７番地
梅樹園　田辺工場 田辺市芳養町小屋谷96-24
ホテルきのくに田辺 田辺市湊1199-3 〇
ホープクリーニング田辺 田辺市上の山2丁目22番7号（旧：田辺市元町字天神町2410-71）
写真店エクセル（フォトルームＫ） 田辺市下万呂５７７の１ 〇
有限会社共立 田辺市中万呂570-2 〇
池本孝太夫商店 田辺市芳養町２５５３
芝田商店 田辺市上芳養２９２３
株式会社紀州童 田辺市芳養町３９８１番地
株式会社紀芳園 田辺市中芳養１０９４－１
明光オイル株式会社内の浦給油所 田辺市新庄町字北内の浦３０２１－４ 〇
株式会社フジカラー和歌山 田辺市上万呂字法町146-6 〇
くまのブリワリー株式会社 田辺市新庄町２１５５番地の１
ファインカラー 田辺市古尾19-5(田辺市元町181) 〇
株式会社グリーンフォトセンター田辺事業所 田辺市あけぼの１９－２ 〇
株式会社愛須商店 田辺市上秋津217-4
調布梅屋田辺工場 田辺市下三栖字岩屋谷１４７５－２０１ 〇
丸惣商店 田辺市稲成町２４－５
株式会社松晃梅 田辺市中三栖１５１７
株式会社オカウエ農園（田辺市上秋津） 田辺市上秋津2668-1
株式会社野村漬物 田辺市上秋津４３４５
クリンパ田辺工場 田辺市三栖字岩屋谷１４９９－８２
アルティエホテル 田辺市下屋敷町１番地の８
梅一食品 田辺市文里１丁目３０－１９
田辺市天神大型共同作業場 田辺市元町天神2410-131
株式会社山本石油　芳養大屋給油所 田辺市芳養町大屋４３
株式会社濱田 田辺市上芳養391
株式会社ウメカ食品 田辺市下三栖７７－１
株式会社小森梅選堂 田辺市中芳養2933
有限会社幸ファーム 田辺市上野１９６－６
紅梅園あけぼの工場 田辺市あけぼの３２－３
紅梅園新庄工場 田辺市新庄町９－３１



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

南紀梅干株式会社第３倉庫 田辺市中芳養小野山根木２９１０－１
有限会社大谷 田辺市新庄町２０００－１
紀州梅干うめとも 田辺市稲成町西沖代４７－２梅研ビル 〇
株式会社大西食品* 田辺市元町１１６４
株式会社大西食品** 田辺市元町１０５９－２
有限会社仙宝 田辺市芳養町９９９
中平商店 田辺市上芳養４０６６－１
廣耕梅園 田辺市中三栖５７３
有限会社紀州屋 田辺市文里２丁目２４番ー２３
株式会社マルイワ商店 田辺市上秋津７０７
中直農園 田辺市上秋津３５６２
さらヰ 田辺市上芳養６６７
中道農園 田辺市上芳養３０８２
丸長水産株式会社マルチョウフーズ 田辺市稲成町３１３－１
株式会社コムカイ食品 田辺市上芳養３１１５
フーズ村株式会社* 田辺市東山２丁目２７－３７
フーズ村株式会社 田辺市文里１丁目３０番１２
輪玉商店 田辺市上芳養３０３５
株式会社不動農園 田辺市上芳養2954
紀州丸一 田辺市上屋敷町９４
紀州小橋食品株式会社 田辺市元町２２３２－１
株式会社岡田農園 田辺市上芳養２３２８番地
中田稔穂 田辺市伏莵野５９８
梅徳商店 田辺市上芳養1089
丸山クリーニング店 田辺市湊１０８９
共栄商店 田辺市上屋敷町９８
桜芳次 田辺市長野１９２０
写真のシンタク田辺店 田辺市上屋敷町３３番地 〇
溝端昭治 田辺市上万呂492
鈴木金之丞 田辺市下三栖１１３
尾前倉次 田辺市長野２３０５番地
イハラ写真店 田辺市元町５６３－５
カメラのヤツカ 田辺市南新町１１８
￢タ製麺所 田辺市江川町１６７
西日本ジェイアールバス株式会社紀伊田辺営業所 田辺市湊７３６－１
株式会社田辺ゼネラル 田辺市湊小泉１４８０－１
和歌山県水産増殖試験場 田辺市元町１５０７ 〇
南紀田辺生コン有限責任事業組合　きのくに生コン工場 田辺市下三栖岩屋谷1475-105



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

紀の国屋旅館 田辺市南新町４６
竹田屋 田辺市湊１１８９の２
下村油煙製造所 田辺市神子浜818
更科製麺 田辺市福路町３８
芝崎幸吉 田辺市上野
岡山次男 田辺市秋津川 〇
光洋洗車ステーション 田辺市天神崎13-3(旧：田辺市元町2410) 〇
西牟婁農業改良普及所土壌測定診断室 田辺市朝日ヶ丘23-1　西牟婁農村青少年センター内 〇
松竹旅館 田辺市下屋敷町７の２
金谷旅館 田辺市栄町５３
角菊旅館 田辺市南新町１１
中田与三郎* 田辺市稲成町
山崎茂次 田辺市上野２６２番地
榎本達一 田辺市稲成町
岩間芳郎 田辺市秋津町９６４
志波健蔵 田辺市秋津町６３５番地
宇杉一治 田辺市長野２５５１
田辺酒造合名会社* 田辺市福路町５２
田辺酒造合名会社 田辺市湊１６７７番地の１
中勝酒造株式会社 田辺市秋津町１３０５番地
岡本酒造株式会社 田辺市中屋敷町６番地
沢辺鉱泉所 田辺市湊７２３番地
田辺製餡所 田辺市神子浜２１９の５
ふみや旅館* 田辺市下屋敷町９４
有限会社新栄生コン 田辺市中芳養長屋谷200 〇
株式会社下野商店 田辺市元町1053の2 〇
舛岡クリーニング店 田辺市湊９４
Ｋ．Ｋ田辺ゼネラル 田辺市湊１４１６
はり栄洗濯店 田辺市江川町１７７
はり直 田辺市湊１５６９の１
富士屋 田辺市新地３３
堀本クリーニング店 田辺市上屋敷町
松島屋クリーニング 田辺市会津町１６０５
若松屋クリーニング 田辺市湊９８２
小松屋クリーニング店 田辺市福路町４３
坂本クリーニング 田辺市上万呂３０の１
田中商店* 田辺市上秋津６６８
吉氏豆腐店 田辺市上屋敷町１５２



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

田中竹雄 田辺市湊１４８１の１
三共造酢店 田辺市新屋敷町２５
光クリーニング店 田辺市中屋敷町１０２
今日屋 田辺市上屋敷町１７７
杉坂クリーニング 田辺市神子浜１０１３－１
吉田クリーニング店 田辺市江川町３３０の１４４
株式会社和歌山フジカラー田辺現像所 田辺市秋津町綾の台764
株式会社タナベステーションホテル 田辺市湊９６１　㈱山中総業内
味好古田蒲鉾店 田辺市江川町３３０－３９
株式会社店喜 田辺市本町５５番地
川崎飼料 田辺市江川町３３０
大橋乳酸菌研究所 田辺市稲成町１０
浅草旅館 田辺市下屋敷町１
中嶋荘 田辺市神子浜３８１の３６
よね八旅館 田辺市神子浜９３６
ほていや旅館 田辺市上屋敷町９６
株式会社マルサ蒲鉾店 田辺市中芳養２９３５－１
大阪血清田辺臨床検査センター 田辺市明洋1丁目9番33号（旧：田辺市元町１８７１） ●
香南荘 田辺市湊１２２４
平の家旅館 田辺市上屋敷町１７８
錦旅館 田辺市湊９６０－１７
秀翠 田辺市神子浜３１４の２
汀旅館 田辺市湊３３９
株式会社山文和歌山発売所田辺給油所 田辺市稲成町東皆代７３７の７ 〇
石垣製麺所 田辺市湊１４８２
紀洋石油株式会社　田辺ＳＳ 田辺市宝来町14-27
日乃出ブロック製造所 田辺市神子浜
小谷進 田辺市下三栖２４７
津本昭一 田辺市上秋津３８４２の４
大平広男 田辺市上秋津3549 〇
鈴木敏雄 田辺市秋津町１３１８，１３３９
中田雅一 田辺市伏莵野６７１
株式会社目良組 田辺市上の山1丁目21-6 〇
株式会社たな梅本店 田辺市福路町３６，３９
魚広商店 田辺市湊１０６２
平石旅館* 田辺市芳養２９９－２
川一川崎蒲鉾店 田辺市神田町５６１
田辺市小泉浄水場 田辺市下万呂小泉７８６



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

栗山茂 田辺市下三栖７９２
中田与三郎 田辺市稲成町１６４０－１３
美吉屋旅館 田辺市湊７３９
栗照商店工場 田辺市稲成町３８７
有限会社油善商店 田辺市福路町６
魚吉 田辺市南新町１３８
旅館紀州 田辺市湊４２７の６
日の出クリーニング 田辺市稲成町糸田４３５
戎屋クリーニング 田辺市会津町１４７８
松下クリーニング 田辺市神子浜３
錦水旅館* 田辺市上屋敷町９８
ホテルＮＡＮＫＡＩＲＯ 田辺市湊９９６
和歌山県田辺保健所 田辺市朝日ヶ丘23-1
銀ちろ本店 田辺市湊１００５
銀ちろ塔ノ内店 田辺市湊８６０ー１４番地
八栄旅館 田辺市中屋敷町３２
ちとせ旅館 田辺市新屋敷町９の１５
かおり荘 田辺市湊９９０
きみ旅館 田辺市神子浜３８１の９２
旭旅館 田辺市会津町１４９３
たまや旅館 田辺市湊１３０４の６
柳瀬屋旅館 田辺市湊１６０５－８
丸正クリーニング店 田辺市湊１７６４
朝日屋クリーニング店 田辺市下万呂目座３３
楠本クリーニング 田辺市八幡町
山一鶏肉店 田辺市新屋敷３３３の１３
丸山幸市* 田辺市中万呂
丸山幸市 田辺市中万呂６９７
稲葉秀穂 田辺市下万呂久保田
株式会社秋正 田辺市福路町
片岩邦介 田辺市下万呂
山本源一 田辺市中万呂８３９
谷口修一 田辺市上秋津３０４８
橘雅次 田辺市上秋津３３５２
ミナトヤクリーニング 田辺市高雄3-22-29
有限会社太郎の店 田辺市湊1073-55 〇
田中屋** 田辺市新万５－１３ 〇
株式会社フジカラー新日本和歌山田辺営業所 田辺市新庄町１８７７ 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

カメラの城 田辺市新屋敷町４２－１０
木下クリーニング店 田辺市新屋敷町７７
鈴屋クリーニング 田辺市元町４０６
野田クリーニング 田辺市上万呂６９ 〇
打越博一 田辺市伏莵野字前谷７６５番地
榎本洋右 田辺市伏莵野３９１－１
中央カラー現像所 田辺市南新町４４ 〇
東洋舎クリーニング* 田辺市東本町２丁目
旅館赤別荘 田辺市下屋敷町５１番地
山本畜産 田辺市伏莵野５８，８２３，８２３－１
田中養豚団地 田辺市芳養町田中
森田光盛 田辺市下三栖８９６の１
ニュー元嶋 田辺市元町目良１５４９
湊屋旅館 田辺市湊７０６
さかえ旅館 田辺市栄町５１
田辺屋旅館 田辺市湊９９７
簡易宿所おとくぼ 田辺市元町１５９８の１
田鶴旅館 田辺市新庄町田鶴１８００の１７
ホテルニュータナベ 田辺市下屋敷町３０番地
ホテルニュータナベ別館 田辺市下屋敷町７５番地
和歌山県南紀スポーツセンター 田辺市明洋一丁目3番10号 〇
有限会社あしべ 田辺市湊９４３
丸清洗張店 田辺市上屋敷町６６ 〇
尾原クリーニング店 田辺市下屋敷町５３の１
株式会社日本医学臨床検査研究所（田辺ラボ） 田辺市朝日ヶ丘22番21号
ホテル花屋 田辺市高雄1-2-53, 1-2-50
浜田治三郎 田辺市神子浜東菖蒲谷732-10
婦人休養施設和歌山県しらゆり荘 西牟婁郡白浜町３３７０の１ 〇
近畿相互銀行健康保険組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町1369の1
直営保養所臥牛山荘 西牟婁郡白浜町小谷口
白浜黒潮荘 西牟婁郡白浜町３７６５～６
紀州目透工業協同組合 西牟婁郡白浜町堅田１２９２の１
ホテル花飾璃 西牟婁郡白浜町1243
東宝建設株式会社西富田給油所 西牟婁郡白浜町堅田字東條６３０－５
和歌山フーズファクトリー株式会社第二工場 西牟婁郡白浜町十九渕268-1 〇
株式会社山文和歌山白浜給油所 西牟婁郡白浜町2875の1
白浜町共同畜舎 西牟婁郡白浜町十九渕１１８１～３ 〇
株式会社和歌山フジカラー白浜現像所 西牟婁郡白浜町庄川口37 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

トーメン健康保険組合白浜寮 西牟婁郡白浜町３３３７番地
トマト＆オニオン海南店 海南市重根字地蔵前719,720
口熊野生コンクリート製造有限会社 西牟婁郡白浜町保呂1、5、23-1，21-2，21-3
ミドリ白浜店内５５ＤＰＥステーション 西牟婁郡白浜町1349の1 〇
海椿葉山 西牟婁郡白浜町椿1063-20
那須梅園 西牟婁郡白浜町才野字芦長1327-5
有限会社紀州梅丸 西牟婁郡白浜町庄川37-10
株式会社文教スタヂオ 西牟婁郡白浜町三段2927-1864
ナギサビール株式会社 西牟婁郡白浜町1197番地の18
ホテル　ハーバーライト 西牟婁郡白浜町1722-11､2970-6､1722-4､1722-14
田辺生コンクリート工業株式会社 西牟婁郡白浜町平1068番地 〇
有限会社福亀堂 西牟婁郡白浜町3031番地119
マリティムプラニング 西牟婁郡白浜町793番地 〇
料理民宿あづまや 西牟婁郡白浜町1063-17、18
冨貴 西牟婁郡白浜町椿485
しらさぎ旅館 西牟婁郡白浜町椿1056-22
創価学会関西研修道場 西牟婁郡白浜町2927-234 〇
日商岩井健康保険組合白浜療養所 西牟婁郡白浜町大浦2667-1
東京銀行健康保険組合白浜臨海寮 西牟婁郡白浜町1315番地
大阪電気器材協同組合白浜保養所青海荘 西牟婁郡白浜町瓜切2927-605
白浜シーサイドサカエ 西牟婁郡白浜町2927の598
第一勧業銀行白浜北温泉荘 西牟婁郡白浜町1482番地
クアハウス白浜 西牟婁郡白浜町井之山3102
直営保養所上椿荘 西牟婁郡白浜町椿141
株式会社栗本鉄工所白浜ヴィラ 西牟婁郡白浜町湯之谷上2998番地169
和歌山トヨタ自動車株式会社　田辺店 田辺市稲荷町3031-18
清水製麺所 西牟婁郡白浜町堅田1988の1
栗栖製麺所 西牟婁郡白浜町榮677-2
ノーリツ鋼機株式会社白浜イン 西牟婁郡白浜町湯崎2998-65 〇
椿国民宿舎ひらみ 西牟婁郡白浜町椿1063-10 〇
一般財団法人和歌山県教育互助会白浜保養施設牟婁辺 西牟婁郡白浜町湯崎1997
白浜町清掃センター 西牟婁郡白浜町保呂749
白浜荘* 西牟婁郡白浜町3354番地 〇
大阪府市町村職員健康保険組合保養所南紀荘 西牟婁郡白浜町1729-10 〇
富士火災健康保険組合白浜富士荘 西牟婁郡白浜町1813番地
東京海上火災保険株式会社白浜寮 西牟婁郡白浜町瓜切2927
森岡製麺所 西牟婁郡白浜町14-12
三井銀行健康保険組合白浜荘 西牟婁郡白浜町浜通1662



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

灯りや 西牟婁郡白浜町2411-1
毎日新聞保養所 西牟婁郡白浜町1407番地
伏見信用金庫白浜荘 西牟婁郡白浜町瓜切2927-607
東海銀行健康保険組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町1313番地
日本運送健康保険組合白浜保養所和楽荘 西牟婁郡白浜町2412-1
淀川製鋼白浜寮 西牟婁郡白浜町3775-7
有限会社魚政商店 西牟婁郡白浜町1353-1
浜渡船 西牟婁郡白浜町富田1499
桔梗家 西牟婁郡白浜町1359-2
民宿北野 西牟婁郡白浜町椿1056-88
東レ株式会社葵山荘 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣2498-1
シニア保養所シャングリラA,B,C,D,E棟 西牟婁郡白浜町中1700-118
住金化工株式会社白浜保養所平和荘 西牟婁郡白浜町3053番地
玉椿観光ホテル 西牟婁郡白浜町椿1052の1
中川フォトスタジオ 西牟婁郡白浜町才野377-5 〇
三菱商事健康保険組合白浜寮 西牟婁郡白浜町2998-87
黒潮荘* 西牟婁郡白浜町瓜切2927
大阪市交通局健康保険組合白浜保養所厚生荘 西牟婁郡白浜町1252番地 〇
株式会社ガンバルフォートス 西牟婁郡白浜町852番地 〇
都旅館 西牟婁郡白浜町1659番地
ホテル山ぐち 西牟婁郡白浜町3306の
和歌山県農業協同組合連合会紀南食品工場（白浜事業所） 西牟婁郡白浜町庄川字岩本192番地の1
おしどり荘 西牟婁郡白浜町1407-16
株式会社住友銀行白浜寮 西牟婁郡白浜町1379-1
ＯＳＨＩＤＯＲＩＥ　ＤＥ　白浜 西牟婁郡白浜町新地1407
有限会社福田クリーニング店 西牟婁郡白浜町堅田2581 ● 〇
はり友工場 西牟婁郡白浜町1162番地
全日本トラック協会白浜保養センター 西牟婁郡白浜町小ヶ浦3770-4
日本火災海上白浜寮 西牟婁郡白浜町瓜切2927の561
希望荘 西牟婁郡白浜町3003の9
地方職員共済組合白浜保養所白浜山荘 西牟婁郡白浜町白浜3300
白浜寮* 西牟婁郡白浜町2998番地の89
三井健康保険組合白浜荘 西牟婁郡白浜町2927-53，79，3249-7，15
国家公務員共済組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町寺谷口1564-2
玉置クリーニング店 西牟婁郡白浜町才野16-2
和歌山県砂利生産業協同組合第四砕石プラント工場 紀の川市打田 〇
料理旅館　浜木綿くろしお山荘 西牟婁郡白浜町1155
丸善石油健康保険組合白浜荘 西牟婁郡白浜町3221



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

協和銀行健康保険組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町2998の59
富士銀行白浜寮 西牟婁郡白浜町2998番地 〇
白浜荘 西牟婁郡白浜町湯崎1729-12
日本道路公団健康保険組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町湯の谷上
たつや旅館 西牟婁郡白浜町3742の8
ホテル南紀 西牟婁郡白浜町2926の88
白浜みづたま寮 西牟婁郡白浜町3777番地の5
椿荘 西牟婁郡白浜町椿1016
ヴィラ椿２号館 西牟婁郡白浜町椿1055
津越亥一 西牟婁郡白浜町十九渕637、638 〇
紀州砥石 西牟婁郡白浜町堅田311
豚舎* 西牟婁郡白浜町十九渕字辰の口 〇
白浜町共同畜舎猪豚団地 西牟婁郡白浜町十九渕1181-14 〇
久山農場 西牟婁郡白浜町2872番地 〇
協栄生命レクレイションセンター 西牟婁郡白浜町中字嶋ノ倉1701-3 〇
本陣旅館 西牟婁郡白浜町3079の5
富田川モーターリストホテル 西牟婁郡白浜町十九渕308の1
旅館翠泉 西牟婁郡白浜町3000-31
森カメラ 西牟婁郡白浜町1053
旅館七五三 西牟婁郡白浜町3742の13
ときわ楼 西牟婁郡白浜町椿
林野庁共済組合宿泊所白浜保養所望南荘 西牟婁郡白浜町小ヶ浦
三菱レイヨン株式会社白浜寮 西牟婁郡白浜町3216番地の9
紀陽銀行健康保険組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町大浦2699番地 〇
積水化成品工業株式会社白浜保養所 西牟婁郡白浜町才野字中尾山1622-193
日本住宅公団白浜保養所汚水処理施設 西牟婁郡白浜町峯1645番地
大建工業白浜保養所 西牟婁郡白浜町2927-570
白浜アポロ石油 西牟婁郡白浜町2641 〇
株式会社三洋リース 西牟婁郡白浜町3138の7
ホテル伊東 西牟婁郡白浜町3357番地
白浜寮 西牟婁郡白浜町山口2126-7
住友化学白浜クラブ 西牟婁郡白浜町2998の110
山房旅館 西牟婁郡白浜町845
つる家旅館 西牟婁郡白浜町1407
八千洋旅館 西牟婁郡白浜町3053番地
汐見荘 西牟婁郡白浜町1-2308-3
岩橋席 西牟婁郡白浜町3777番地
株式会社かどや工場 西牟婁郡白浜町1472の3



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

港屋商店 西牟婁郡白浜町2312の3
有限会社魚政商店大浦工場 西牟婁郡白浜町大浦下浜田2679の8
はま屋 西牟婁郡白浜町1001の1
不動建設健康保険組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町瓜切2022-3
白浜鉱泉所 西牟婁郡白浜町才野110の1 〇
中西食品株式会社椿工場 西牟婁郡白浜町椿字塩路154

ＪＡ紀南とんだ支所バークミン堆積場（富田農業協同組合バークミン堆積
場）

西牟婁郡白浜町保呂字池田460番地

宝屋 西牟婁郡白浜町1-00
城戸商店 西牟婁郡白浜町富田33
民宿マエカワ食堂 西牟婁郡白浜町2927の1
旅館おかめ 西牟婁郡白浜町奥新地1416の3
モーテルカゴメ 西牟婁郡白浜町1728の3 〇
白浜畜産 西牟婁郡白浜町堅田2493-3 〇
株式会社宇井商店 西牟婁郡白浜町３１３８－１３，１４１７－７
葉山荘 西牟婁郡白浜町椿４７８
明光白浜ロッヂ 西牟婁郡白浜町3301(旧：1-01） 〇
伊藤忠白浜保養所 西牟婁郡白浜町湯崎2021
はり広 西牟婁郡白浜町2281
ライト工業株式会社白浜寮 西牟婁郡白浜町白島３３５４－７
大日日本電線健康保険組合白浜保養所 西牟婁郡白浜町1335
第一勧業銀行健康保険組合白浜南温泉荘 西牟婁郡白浜町２９９８－９３ 〇
悟空　十河 西牟婁郡白浜町911-3 〇
有雅荘 西牟婁郡白浜町1393
旅館円月荘 西牟婁郡白浜町1356
明光バス株式会社白浜営業所 西牟婁郡白浜町堅田２３９６－１２
椿本チェイン健康保険組合白河荘 西牟婁郡白浜町湯崎1729-28,29
出光興産健康保険組合白浜寮 西牟婁郡白浜町湯之谷上２９９８－６７
民宿ハネピス 西牟婁郡白浜町椿１０６１の４
はり長クリーニング店 西牟婁郡白浜町富田８８８
中村クリーニング店 西牟婁郡白浜町1384番地
湯崎清涼閣 西牟婁郡白浜町1905番地
老人休養ホーム真静荘 西牟婁郡白浜町椿１０６２の６ 〇
JRくろしお荘 西牟婁郡白浜町古賀浦3768-1 〇
旅館有楽荘 西牟婁郡白浜町3236
民宿長野 西牟婁郡白浜町椿６４４
旅館双葉園 西牟婁郡白浜町10-09
柳屋 西牟婁郡白浜町1870



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

鉛山旅館 西牟婁郡白浜町1663の7
ミズホ開発株式会社 西牟婁郡白浜町字浜通1664の3,1,4,8,5
小浜クリーニング店 西牟婁郡白浜町椿633
井上カメラ店 西牟婁郡白浜町1335－43 〇
国民宿舎ホテルシラハマ 西牟婁郡白浜町813番地 〇
みむろ荘旅館 西牟婁郡白浜町3079
望海荘 西牟婁郡白浜町2325-4
日綿実業健康保険組合白浜荘 西牟婁郡白浜町1393－5 〇
三和銀行健康保険組合白浜荘 西牟婁郡白浜町10-98
明治生命白浜寮 西牟婁郡白浜町2998－119
日東紡績健康保険組合椿保養所 西牟婁郡白浜町椿1056
商工中金健康保険組合白浜保養所松風荘 西牟婁郡白浜町3249－21
東亜燃料健康保険組合白浜保養所清風荘 西牟婁郡白浜町字小ヶ浦3777
紀洋閣 西牟婁郡白浜町字小谷奥3307－2
大阪瓦斯健康保険組合白浜荘 西牟婁郡白浜町湯崎1894
大阪自動車販売店健康保険組合大自販白浜荘 西牟婁郡白浜町1853
犬御殿 西牟婁郡白浜町湯崎3742
大阪府職員保養所千成荘 西牟婁郡白浜町字中尾2406
住金海運白浜寮 西牟婁郡白浜町土浦1513-4
野村白浜園 西牟婁郡白浜町1130-1
第一生命白浜海浜クラブ 西牟婁郡白浜町1779-10
専売共済組合白浜宿泊所 西牟婁郡白浜町1756-5 〇
新日本製鐵株式会社白浜保養所 西牟婁郡白浜町湯崎
白浜シロキハウス 西牟婁郡白浜町才野1622-349
大阪府社会福祉協議会研修所三青荘 西牟婁郡白浜町椿
水産連合健康保険組合水連白浜荘 西牟婁郡白浜町白鳥1165ｰ1
ゴールド寮 西牟婁郡白浜町3000
永大産業健康保険組合保養所 西牟婁郡白浜町端田口1404
公立学校共済組合白浜保養所大浦荘 西牟婁郡白浜町大浦 〇
赤堀民宿 西牟婁郡すさみ町周参見4581-13
株式会社尾花組生コン工場 西牟婁郡すさみ町周参見字大串4572
民宿赤木 西牟婁郡すさみ町周参見1946
はまじ旅館 西牟婁郡すさみ町周参見4375-2
旅館さいち 西牟婁郡すさみ町周参見4328
旅館すさみや 西牟婁郡すさみ町周参見4105
旅館みよし 西牟婁郡すさみ町周参見4105
国民宿舎枯木灘すさみ 西牟婁郡すさみ町周参見5351の10(旧3551の4) 〇
磯屋旅館 西牟婁郡すさみ町周参見4265



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

福山商店 西牟婁郡すさみ町周参見
河内商店 西牟婁郡すさみ町周参見
日置川道路朝来ﾄﾝﾈﾙ工事事務所 西牟婁郡すさみ町朝来地先
民宿いずみや* 西牟婁郡すさみ町周参見2029
民宿いなば 西牟婁郡すさみ町周参見
前地水産加工 西牟婁郡すさみ町周参見2100
大五水産株式会社 西牟婁郡すさみ町周参見2034番地
有限会社すさみﾌｨｯｼﾝｸﾞﾚｽﾃﾙ 西牟婁郡すさみ町周参見4581-8
田中商店 西牟婁郡すさみ町周参見849
森養豚場 西牟婁郡すさみ町中野川5-1 〇
浦養豚場 西牟婁郡すさみ町佐本中野21 〇
橋本徳次 西牟婁郡すさみ町周参見4558番地 〇
黒潮荘 西牟婁郡すさみ町口和深501-524
浜田亀雄* 西牟婁郡すさみ町大附字小松原296 〇
吉田組 西牟婁郡すさみ町江住1229
株式会社田所建設　すさみ生コン工場 西牟婁郡すさみ町周参見1330の1（1330の6）
すさみ町ごみ焼却処理場 西牟婁郡すさみ町周参見4810
株式会社オリムピック和歌山 西牟婁郡すさみ町周参見3237-1
株式会社熊野路 西牟婁郡白浜町大古30番地
丹橋養豚場 西牟婁郡白浜町田野井字丹橋３５６番地の１ 〇
松本養豚場* 西牟婁郡白浜町中嶋３１ 〇
中村組 西牟婁郡白浜町安居
写真の大石 西牟婁郡白浜町日置９３－１ 〇
場谷農園 西牟婁郡白浜町安宅３９２－２
有限会社ヤマイチ本店 西牟婁郡白浜町矢田176
有限会社安田農園 西牟婁郡白浜町大柳原440
東農園 西牟婁郡白浜町久木19-1
株式会社小林組砕石場 西牟婁郡上富田町岩崎字野田 〇
上富田町ポリエステル加工大型共同作業場 西牟婁郡上富田町朝来3520番地の39 ● 〇
上富田町営砂利採取砕石事業所 西牟婁郡上富田町生馬756
稲葉根トンネル工事所 西牟婁郡上富田町市ノ瀬銭岩 〇
口熊野生コンクリート製造有限会社 西牟婁郡上富田町生馬８２７ 〇
株式会社堀建材 橋本市野上井出
有限会社協和ブロック 西牟婁郡上富田町岩田1500-19
田辺小野田ﾚﾐｺﾝ株式会社 西牟婁郡上富田町下鮎川387-1 〇
株式会社井硲林産食品部 西牟婁郡上富田町岩田字大山前423
出羽清醸造所 西牟婁郡上富田町岩田1556
宮惣ケミカル株式会社　上富田工場 西牟婁郡上富田町朝来字樫の木4051-47



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

多屋林業株式会社出張所 西牟婁郡上富田町生馬字松尾316-11
有限会社南紀の台 西牟婁郡上富田町朝来1805-1204
株式会社中山商店 西牟婁郡上富田町岡20
マサゴ農園 西牟婁郡上富田町岡日ﾉ熊2119-2
有限会社紀の国食品朝来工場 西牟婁郡上富田町朝来1285-1 〇
谷本食品 西牟婁郡上富田町岩田2365-1
ワシン生コン株式会社（旧　株式会社清本組） 西牟婁郡上富田町朝来2079
株式会社かねやすブロック 西牟婁郡上富田町岡15
山本クリーニング 西牟婁郡上富田町朝来1081
樹皮堆肥製造施設 西牟婁郡上富田町市ﾉ瀬字根皆田2400 〇
円光クリーニング所 西牟婁郡上富田町生馬635
株式会社伊藤工務店 西牟婁郡上富田町朝来峠
インフラテック株式会社 田辺工場 西牟婁郡上富田町市ノ瀬78-1
民宿サカイ 西牟婁郡上富田町朝来1313-6、7
森正一 西牟婁郡上富田町岡1964-7 〇
脇田浩男 西牟婁郡上富田町岡773 〇
射場万二 西牟婁郡上富田町岡1098 〇
ヤマニ造酢店 西牟婁郡上富田町岩田
谷豆腐店 西牟婁郡上富田町朝来610
稲垣食品 西牟婁郡上富田町岩田2837の9
谷本石材店 西牟婁郡上富田町朝来
旅館しおじ 西牟婁郡上富田町岩田152-3
丸福旅館 西牟婁郡上富田町朝来610
みはらし荘 西牟婁郡上富田町朝来1805-430
有限会社美津和商会 西牟婁郡上富田町朝来峠
紀州建材株式会社 西牟婁郡上富田町岩田1533-1
関西コンクリート工業株式会社西牟婁工場 西牟婁郡上富田町岩田1695 〇
トリブチカメラ店 西牟婁郡上富田町朝来1380-7 〇
写真のイワモト 西牟婁郡上富田町朝来640-1
㈲柏山理化学研究所 西牟婁郡上富田町市ノ瀬字根皆田2504-28
フォトショップはじめ 西牟婁郡上富田町朝来508-1 〇
富田川石油岩田ﾊﾞｲﾊﾟｽ給油所 西牟婁郡上富田町岩田2104-5
秋月正弘 田辺市中辺路町高原
宮原敬次 田辺市中辺路町兵生
林養豚場 田辺市中辺路町大川２７６
坂本文男 田辺市中辺路町沢１１８
土永泰男 田辺市中辺路町大内川字朧木１０５７の３
中辺路鶏肉加工場 田辺市中辺路町北郡１２－１



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

新家俊秀 田辺市中辺路町内井川
株式会社村上コンクリート工業所 田辺市中辺路町真砂
中辺路町町営砂利採取場 田辺市中辺路町真砂地先 〇
中辺路町町営プラント 田辺市中辺路町真砂地先 〇
ワシン建設株式会社中辺路営業所 田辺市中辺路町大川 〇
きけうや旅館 田辺市中辺路町栗栖川
山形屋 田辺市中辺路町近露945-1
小川雅唯 田辺市中辺路町福定４５９－２３
杣小屋 田辺市中辺路町高原８１０，８０９
佐藤･三井共同企業体新高尾ﾄﾝﾈﾙ作業所 田辺市中辺路町字桃原８９－８，９２ 〇
丸慶組生コンプラント工場 田辺市龍神村宮代 〇
株式会社山路ブロック 田辺市龍神村柳瀬
差本屋旅館 田辺市龍神村龍神４８９
第二次農業構造改善事業西部地区養豚団地 田辺市龍神村小家 〇
龍神温泉センター 田辺市龍神村龍神５９
国民宿舎龍神温泉ロッジ 田辺市龍神村龍神5 〇
志満屋旅館 田辺市龍神村西３４
あさひ食堂 田辺市龍神村西４０３の１
龍神共同コンクリート 田辺市龍神村安井３０
旅館花屋 田辺市龍神村龍神５２番地
下御殿 田辺市龍神村龍神38
上御殿 田辺市龍神村龍神４２
だるまや 田辺市龍神村福井
民宿切林 田辺市龍神村龍神９７の１
民宿喫茶「せと」 田辺市龍神村宮代１９２
有軒屋旅館 田辺市龍神村龍神３９番地
あさひや旅館 田辺市龍神村福井１５６
しあわせ荘 田辺市龍神村小又川口２－２
坂井屋旅館 田辺市龍神村龍神５６
共栄生コン協同組合 田辺市龍神村甲斐ノ川１１３０
有限会社ヤマモト電器 田辺市龍神村西３９
玉置砂利 田辺市龍神村殿原字山見平７２８
JA龍神村農産物加工場 田辺市龍神村福井１２０１
小川農園 田辺市龍神村福井２４６０
龍神生コン 田辺市龍神村安井９０７番地
清姫荘 田辺市鮎川９４６
富田川生コン株式会社 田辺市鮎川843 〇
古川屋旅館 田辺市下川上212



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

大正屋旅館 田辺市合川637-2
三休旅館 田辺市合川630
株式会社宮脇組 田辺市鮎川2450番地 〇
大塔建設 田辺市鮎川
浜田亀雄 田辺市平瀬104 〇
岡田孝男 田辺市熊野73、74
榎本音五郎 田辺市熊野84-1、80
JA紀南　鮎川SS 田辺市鮎川594
市鹿野鮎川線道路改築(仮称)新深谷トンネル工事 田辺市深谷字平39-1
有限会社紀州古道梅本舗 田辺市鮎川570-2
南紀クリーニング 田辺市鮎川762-1
民宿とみさと 田辺市下川下757
モリシゲ食品 日高郡みなべ町徳蔵２４８
プラムハウスふなやま 日高郡みなべ町島之瀬８０２
大野農園 日高郡みなべ町西本庄４９７－１
みかへりや 日高郡みなべ町晩稲５７
第一加工場 日高郡みなべ町東神野川１３７２
紀州ほりぐち 日高郡みなべ町晩稲３４４
農事組合法人みなべがわｺ-ﾌﾟﾌｧ-ﾑ 日高郡みなべ町清川５３９番地
梅元リザーブ株式会社 日高郡みなべ町西本庄１０７５
関本宗一商店 日高郡みなべ町熊岡386
紀州薬師梅株式会社 日高郡みなべ町清川４３７－３
株式会社丸竹食品 日高郡みなべ町西本庄７９０
滝川農園* 日高郡みなべ町西本庄1126番地 〇
横山食品株式会社 日高郡みなべ町西本庄１２９３
イクタ食品株式会社 日高郡みなべ町西本庄１３２５
株式会社愛須食品 日高郡みなべ町東本庄１２８－１
有限会社マルヨシ 日高郡みなべ町西本庄1806
株式会社岩本食品 日高郡みなべ町晩稲１１８７
株式会社梅のひさぎ 日高郡みなべ町西本庄１６３６
森庄商店 日高郡みなべ町筋２０３
筋本農園 日高郡みなべ町筋８７０
株式会社小山農園 日高郡みなべ町筋３１２－３
渡口農園 日高郡みなべ町筋８２７
株式会社紀州ほそ川 日高郡みなべ町晩稲889番地
株式会社倖梅 日高郡みなべ町晩稲1225-1
株式会社紀州本庄うめよし 日高郡みなべ町西本庄278
株式会社西山 日高郡みなべ町筋３１７－１



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

株式会社アグリンク和歌山　本社工場 日高郡みなべ町東本庄1184
旅館川口 日高郡みなべ町清川２２２５
猪野實 日高郡みなべ町滝
野口吉楠 日高郡みなべ町滝１５２１の２
久保昇太郎 日高郡みなべ町東本庄３１４
小林砂利 日高郡みなべ町清川１７８０－１７
三里農園 日高郡みなべ町東神野川１０６４
山崎果樹園 日高郡みなべ町東本庄1457
有限会社中本農園 日高郡みなべ町晩稲１４３６
ながせ農園 日高郡みなべ町筋２３８－１
鶴の湯温泉 日高郡みなべ町熊瀬川４７
マルヤマ食品株式会社 日高郡みなべ町西本庄1282
株式会社ウメヒラ 日高郡みなべ町熊瀬川８８
近畿自動車道南部工事 日高郡みなべ町徳蔵地先 〇
株式会社勝僖梅 日高郡みなべ町東吉田大塚１４６ 〇
三尾農園 日高郡みなべ町東岩代２２５
山本農園 日高郡みなべ町気佐藤３９８－１
梅花園 日高郡みなべ町気佐藤５２１
昔梅本舗紅梅庵 日高郡みなべ町西岩代２００９－２
みなべ農協 日高郡みなべ町東吉田274 〇
永岡食品株式会社 日高郡みなべ町芝５７６
林圓三郎商店 日高郡みなべ町南道１２４－３
株式会社マルリョウナガオカ 日高郡みなべ町芝２６１－１
山﨑秋芳園 日高郡みなべ町北道２２２番地
フウキ商店 日高郡みなべ町西岩代６１０
有限会社田上元商店 日高郡みなべ町気佐藤５８５番地
河本食品株式会社 日高郡みなべ町気佐藤367-1
株式会社鈴梅 日高郡みなべ町東岩代１－５
紀州梅干食品株式会社 日高郡みなべ町埴田１７５３番地
紀州綜合食品株式会社 日高郡みなべ町西岩代４４４
株式会社味好屋 日高郡みなべ町気佐藤８５１
株式会社ｺﾀﾆ食品 日高郡みなべ町西岩代１５５５
株式会社しんざき 日高郡みなべ町埴田１７５４－８
株式会社ﾅｶﾉﾌ-ｽﾞ 日高郡みなべ町埴田１４２２
株式会社トノハタ 日高郡みなべ町西岩代195-1
井上梅干食品株式会社* 日高郡みなべ町気佐藤173-16 〇
株式会社政井商店 日高郡みなべ町芝６４６
阪本商店 日高郡みなべ町山内４０２



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

福荘カマボコ店 日高郡みなべ町北道１１４の３ 〇
輝南カマボコ店 日高郡みなべ町南道１１
カドウエ商店 日高郡みなべ町埴田 〇
玉井化学工業所 日高郡みなべ町山内1221 〇
かつら堂 日高郡みなべ町北道２５７
南紀産業株式会社 日高郡みなべ町東吉田546-4
南部生コン工業株式会社 日高郡みなべ町気佐藤657
ちぐすや醤油店 日高郡みなべ町南道５３
宮本豆腐店 日高郡みなべ町東吉田 〇
㈱鴻池組･株木建設㈱共同企業体島田ﾄﾝﾈﾙ工事 日高郡みなべ町西岩代
有限会社西村砂利 日高郡みなべ町気佐藤360番地(360,360-1,361-1,363,390-2) 〇
佐藤工業㈱･若築建設㈱近畿自動車道東岩代ﾄﾝﾈﾙ工事共同企業体 日高郡みなべ町西岩代字市谷1949-1,1953-3
みなべ町ごみ焼却場 日高郡みなべ町山内浜の岡 〇
みなべいなみ農協うめ加工センター 日高郡みなべ町気佐藤321-22
梅吉食品工業株式会社本社工場 日高郡みなべ町山内1222
有限会社紀州梅苑 日高郡みなべ町南道２７４
中川義太郎商店 日高郡みなべ町埴田１７３９
紀南労祷学園 日高郡みなべ町埴田１６９５
谷本修次 日高郡みなべ町気佐藤閉谷上ヶ田地内 〇
今西源次 日高郡みなべ町埴田
大江昇 日高郡みなべ町芝字松原添３６６－２
ﾅｶﾊﾞﾔｼ株式会社南部保養所 日高郡みなべ町埴田１５９０－１２３
松場豆腐店 日高郡みなべ町北道324
湯由商店 日高郡みなべ町堺６７７
浜常商店 日高郡みなべ町堺628-2 〇
南部梅ヶ丘処理場 日高郡みなべ町埴田1590-139
岩代荘 日高郡みなべ町西岩代３２１－１
民宿にしかわ 日高郡みなべ町埴田１５４０－１２
小川スタジオ 日高郡みなべ町北道２７６ 〇
矢口土木砂利選別工場 日高郡みなべ町気佐藤６５７－１地先
有限会社フォトライフショップ　ミサキ 日高郡みなべ町芝４４２－１ 〇
山庄商店 日高郡みなべ町山内
大孫商店 日高郡みなべ町南道123
山与商店 日高郡みなべ町山内
泰幸商店 日高郡みなべ町山内１４２９ 〇
浜栄商店 日高郡みなべ町気佐藤地先
室井正商店 日高郡みなべ町北道４５６の１
山喜商店 日高郡みなべ町山内１４７２



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

湯由渡船宿 日高郡みなべ町堺
南部高校畜産実習室 日高郡みなべ町芝峯之越131-2 〇
片山正雄外３名 日高郡みなべ町気佐藤字中砂７１６
ミナベ石油南部給油所 日高郡みなべ町埴田字浜畑１７６６
田辺市三地区大型共同作業場（梅屋） 田辺市文里1-12-14
和歌山県農業協同組合連合会紀南食品工場（芳養事業所） 田辺市中芳養79番地
田辺市上芳養地区農業集落排水処理施設 田辺市中芳養字見城2745,2747番地
南紀住宅土地（仮称） 田辺市北新町６５
ファミールヴィラ紀伊田辺 田辺市湊674番地1
田辺市ごみ処理施設 田辺市元町2291番地6
ニューヴァイキング 田辺市新庄町3141
和歌山県立神島高等高校 田辺市文里２丁目33番12号
グルメシティ近畿田辺ＳＣ 田辺市宝来町24-26（旧：湊８５６）
オークワオーシティー田辺店 田辺市東山1丁目5番1号 〇
西牟婁病害虫防除所 田辺市神子浜１２２９－１０６ 〇
株式会社ソイフ　和歌山工場 田辺市芳養町96-27
西牟婁振興局 田辺市朝日ヶ丘23-1 〇
東急南紀田辺リゾート 田辺市新庄町字東跡の浦2901-1他
田辺市冷凍食品加工大型共同作業場 田辺市新庄町2391-7
シータイガークルフィスポート 田辺市天神崎38番20号
扇ヶ浜改良住宅 田辺市扇ヶ浜1764番地
田辺市上秋津川西地区農業集落排水処理施設 田辺市上秋津字園原827-1,830-5,4684-1
田辺市三栖右岸地区農業集落排水処理施設 田辺市下三栖字鳥井縄手1381、1382、1383、1384
田辺市三栖左岸地区農業集落排水処理施設 田辺市中三栖字中芝70、123-3、123-6
田辺市中芳養地区農業集落排水処理施設 田辺市中芳養字脇田垣内5,7番地、中芳養町字阿坂2422番地
紀南農業協同組合秋津川加工場 田辺市秋津川1235-1
三共サービス 田辺市新庄町１８７２の３０
有限会社モリタカメラ 海南市下津町下津3066 〇
紀南農業協同組合中芳養梅加工場 田辺市中芳養1302
宮惣ケミカル（株） 田辺市湊416 〇
光洋製材株式会社 田辺市元町２４１０
田辺市食肉処理場 田辺市東山二丁目2番18号 〇
公営住宅内之浦団地 田辺市新庄町3042-44
田辺市民総合センター 田辺市湊1619番地の8
平谷釦工業所 田辺市湊３３４番地
田辺漁業協同組合加工冷凍施設 田辺市江川2413番地先（江川2413-160、江川45番1号) 〇
オークワパビリオンシティ田辺店 田辺市稲成町新江原3165
株式会社ハナヨ（ガーデンホテルハナヨ） 田辺市文里二丁目36-40



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

紀南こころの医療センター 田辺市たきない町25番1号
田辺市水産加工大型共同作業場 田辺市文里二丁目34番1号 〇
株式会社梅屋 田辺市中芳養2935-1 〇
県道上富田南部線道路改良（仮称新岡坂トンネル）工事作業所 田辺市下三栖地内 〇
田辺市梅干加工大型共同作業場（マルチョウフーズ） 田辺市文里2丁目34番1号
中田食品株式会社本社工場 田辺市下三栖1475
中田食品株式会社 田辺市秋津町1493 〇
田辺市長野地区農業集落排水処理施設 田辺市長野520,633-2,634,637-1
独立行政法人　国立病院機構　南和歌山医療センター 田辺市たきない町27番１号 〇
城山台地域排水処理施設 田辺市城山台6-2
田辺市新庄総合公園汚水処理施設 田辺市新庄町字南内ノ浦３５８２－１
有限会社ホテルきぬがさ 田辺市下三栖１４５７－５
ヴァイキング３号館 田辺市新庄町字北内之浦３１２８－１２，３５，３１４１－２
田辺市天神大型共同作業場* 田辺市元町2410 〇
紀南文化会館 田辺市新屋敷町１番地
田辺市神島台地域排水処理施設 田辺市神島台24-44
田辺市上秋津川東地区農業集落排水処理施設 田辺市上秋津字山田代2099,2099-9,2099-10番地
国立田辺病院 田辺市湊１６６０番地 〇
インフィニートホテル＆スパ南紀白浜（旧グリーンヒル白浜） 西牟婁郡白浜町2018番地
八光物産株式会社 西牟婁郡白浜町瓜切2926-17 〇
白浜千畳リゾートマンション 西牟婁郡白浜町瓜切２９２７ 〇
造幣局白浜保養所いずみ荘 西牟婁郡白浜町1729番地11 〇
柳屋倶楽部ホテル（仮称） 西牟婁郡白浜町1870番地
サニーヴィラ白浜 西牟婁郡白浜町垣谷口峠２６１５ 〇
シニア共和国シャングリラ（東館） 西牟婁郡白浜町中1700
ホテル銀翠 西牟婁郡白浜町白浜字矢倉1356-3
南紀白浜オレンジランド 西牟婁郡白浜町堅田2399-447
瓜切団地 西牟婁郡白浜町馬の一原 〇
白浜オレンジランド第２期工事 西牟婁郡白浜町堅田字概ヶ峰2399-2
（株）パルアクティブファインビュー白浜 西牟婁郡白浜町1729-5 〇
ハマブランカ 西牟婁郡白浜町２９２７番地 〇
オレンジランドⅡ期別荘地 西牟婁郡白浜町瓜切２９２６－７１０、２９３
ヴィラ白浜１番館 西牟婁郡白浜町矢倉3312 番の12 〇
白浜シャンピアマリーナハウス馬見崎 西牟婁郡白浜町3216-14
黒潮トンネル作業所 日高郡印南町古屋地内 〇
白浜館 西牟婁郡白浜町1379番地
白浜マーメイドタウン汚水処理場 西牟婁郡白浜町堅田字高山２５８０番地
白浜レックスマンション 西牟婁郡白浜町1909-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

白浜サニービーチ処理場 西牟婁郡白浜町堅田2500-229
富田川衛生施設組合「白鳥苑」 西牟婁郡白浜町十九渕274番地の1 〇
ロイヤルヴァンベール白浜（仮称） 西牟婁郡白浜町瓜切2927番1822 〇
白浜見草崎研修所（仮称） 西牟婁郡白浜町富田字石堂１６１５－４（他３筆） 〇
小竹農園 田辺市中三栖595
ホテル三楽荘 西牟婁郡白浜町3078番地
北辰商品白浜保養所 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣２５００－１０５
白浜はまゆう病院 西牟婁郡白浜町1447番地 〇
湯快リゾート　白浜彩朝楽 西牟婁郡白浜町3753番地
株式会社グランビスタ　ホテル＆リゾート　白良荘グランドホテル 西牟婁郡白浜町862,868-1,865-3
湯快リゾート白浜御苑 西牟婁郡白浜町1011番地
株式会社アワーズ（旧ワールドサファリ） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峰２３９９番地
プレジデント椿 西牟婁郡白浜町椿1055-9
椿楼 西牟婁郡白浜町椿１０５６－２
バラード白浜（２０００人汚水処理施設） 西牟婁郡白浜町堅田2536-165

エクシブ白浜アネックス
西牟婁郡白浜町才野字西山1670番地の44他4筆、堅田字櫛ヶ峰2899
番地の538他3筆

和歌山フーズファクトリー株式会社 西牟婁郡白浜町十九渕233番地 〇
和歌山フーズファクトリー株式会社本社工場 西牟婁郡白浜町十九渕233(226-3) 〇
白浜町立大型作業場汚水処理施設 西牟婁郡白浜町十九渕284-1 〇
日本酪農協同株式会社南紀工場 西牟婁郡白浜町栄972-3 〇
ヴェルドール白浜リゾート（仮称） 西牟婁郡白浜町瓜切2927番1822 〇
ヴィラ椿５号館 西牟婁郡白浜町椿字大谷1103
堅田漁業協同組合直販売場（とれとれ市場） 西牟婁郡白浜町堅田２５２０番地他地内
堅田漁業協同組合（南紀白浜とれとれヴィレッジ） 西牟婁郡白浜町堅田字塩谷2175番地他 〇
白浜やすらぎの宿　泊り木 西牟婁郡白浜町3212番地12
白浜町し尿処理場 西牟婁郡白浜町2927番地の２１９，２２０
本社工場（南紀洗維株式会社） 西牟婁郡白浜町2087番地 〇
ロアジール湯崎 西牟婁郡白浜町1884-1（旧：西牟婁郡白浜町湯乃谷上2998）
千畳地区合同下水終末処理施設 西牟婁郡白浜町1680番地
白浜浄化センター 西牟婁郡白浜町小谷口1392-1
本沢建設株式会社白浜出張所 西牟婁郡白浜町瓜切2927番
白浜青葉台住宅地 西牟婁郡白浜町堅田２７６０番１６８
南紀白浜リゾートホテル　古賀浦別邸 西牟婁郡白浜町古賀浦3212-4
玉椿センチュリーマンション 西牟婁郡白浜町椿1049
学校法人大阪工業大学セミナーハウス白浜海の家 西牟婁郡白浜町1300番地
芙蓉台汚水処理施設 西牟婁郡白浜町寺谷奥1545番16
シャトレハイツ白浜 西牟婁郡白浜町白良丘3078-20



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ホテルフリーゲート白浜 西牟婁郡白浜町1252-11、3349-15
白浜町大浦リゾートマンション（仮称） 西牟婁郡白浜町大浦上浜田2664-1他 〇
白浜シーサイドホテル 西牟婁郡白浜町3750-2
ルネシーサイド白浜 西牟婁郡白浜町月崎3744
ホテル川久 西牟婁郡白浜町3745番地
ロイヤルリゾート白浜 西牟婁郡白浜町3219番の3
株式会社紀の国食品 西牟婁郡白浜町平字引の上1092-1
白浜マンション（共同住宅） 西牟婁郡白浜町大浦上浜田2642 〇
ラ・メール白浜 西牟婁郡白浜町字東谷83-18 〇
かんぽの宿白浜 西牟婁郡白浜町1688-2 〇
ワシン建設株式会社富田工場 西牟婁郡白浜町保呂１
椿グランドホテル 西牟婁郡白浜町椿１１０１番地 〇
ホテルニュー白浜南紀興発株式会社 西牟婁郡白浜町3212-1 〇
株式会社雁風荘 西牟婁郡白浜町1354番地 〇
紀州・白浜温泉　むさし 西牟婁郡白浜町868番地
白浜古賀の井リゾート＆スパ 西牟婁郡白浜町3212-1
白浜パークマンション 西牟婁郡白浜町1671-1
白浜町阪田合併処理施設 西牟婁郡白浜町坂田1-2
海南ベイコンクリート株式会社 海南市冷水325-22
白浜五月ヶ丘 西牟婁郡白浜町堅田字坂巻2712番
オーシャンヒル白浜 西牟婁郡白浜町 〇
新天山閣 西牟婁郡白浜町1860番地 〇
リゾートホテルエクシブ白浜 西牟婁郡白浜町才野1670番地の76他4筆
ザ・グランリゾートエレガンテ白浜 西牟婁郡白浜町1813-8
ホテルルートイン橋本 橋本市市脇4丁目90-1
湯崎館 西牟婁郡白浜町1903番地
ホテルシーモア 西牟婁郡白浜町1821番地
ホテルベルヴェデーレ 西牟婁郡すさみ町周参見4857-3
(仮称)枯木灘リゾートマンション 西牟婁郡すさみ町周参見4381番地外
大辺路衛生センター 西牟婁郡すさみ町周参見4810
紀の誉食品株式会社* 西牟婁郡すさみ町周参見1273
あさら園(し尿処理施設) 西牟婁郡すさみ町周参見4734番地 〇
和歌山県畜産試験場 西牟婁郡すさみ町見老津１番地
ホテルシーパレス 西牟婁郡すさみ町周参見4857 〇
ヒューコーストすさみ 西牟婁郡すさみ町周参見字下モ山5351-12
有限会社泰間組生ｺﾝ工場 西牟婁郡すさみ町大谷381-2 〇
南紀ヴィラすさみマンション 西牟婁郡すさみ町周参見5351-9 〇
日置川開発株式会社 西牟婁郡白浜町日置中芝728



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

農業集落排水事業安居地区汚水処理施設 西牟婁郡白浜町安居941-1
日置川町菓子加工大型共同作業場* 西牟婁郡白浜町大古２４～３６ 〇
上富田町庁舎 西牟婁郡上富田町朝来763 〇
和歌山県農林水産総合技術センター林業試験場 西牟婁郡上富田町生馬1504-1
かどや旅館 西牟婁郡上富田町朝来2538
プラム食品株式会社 西牟婁郡上富田町生馬1474-1
市ﾉ瀬北岸地区農業集落排水処理施設 西牟婁郡上富田町市ﾉ瀬字根皆田2520-1,2.2525-1
JA上富田ショッピングセンター 西牟婁郡上富田町朝来1401-1
上富田町整毛作業場 西牟婁郡上富田町朝来3923-2
シキボウリネン株式会社本社事業場 西牟婁郡上富田町朝来1293番地の1
上富田町南岸地区農業集落排水処理施設 西牟婁郡上富田町市ﾉ瀬字畑山76,77
有限会社紀の里食品 西牟婁郡上富田町岩田454
上富田町朝来地内開発事業(丹田台共同汚水処理場) 西牟婁郡上富田町朝来326番地の1 〇
南紀白浜ゴルフ倶楽部 西牟婁郡上富田町岩崎768(714-3,894)
中田食品株式会社上富田工場 西牟婁郡上富田町岩田530
株式会社カナセ　富田川工場 西牟婁郡上富田町朝来526
（有）ステップワン(ﾎﾞﾀﾝ加工大型共同作業場) 西牟婁郡上富田町朝来3520-20 ● 〇
株式会社カナセ　荒堀工場 西牟婁郡上富田町朝来3520-13
ミドリ加工センター(水産･畜産･保存品加工) 西牟婁郡上富田町生馬108 〇
金谷釦工業所 西牟婁郡上富田町朝来508
皆ノ川養豚団地 田辺市中辺路町大川８１６番地の４ 〇
玉置組 田辺市龍神村殿原 〇
橋本組 田辺市龍神村知桝
龍神産業株式会社 田辺市龍神村安井地先 〇
株式会社小川砂利 田辺市龍神村甲斐ノ川1120番地
小畑砂利福井生コン 田辺市龍神村福井
住友･大豊特定建設工事共同企業体甲斐ﾉ川ﾄﾝﾈﾙ作業所 田辺市龍神村甲斐ノ川字玉谷１３６９ 〇
山の家龍神山荘 田辺市龍神村龍神174番地 〇
田辺市龍神温泉浄化センター 田辺市龍神村小又川392-2
佐藤工業株式会社大塔作業所 田辺市熊野地内 〇
三里峰サーキット場 日高郡南部川村東神野川 〇
共和東地区農業集落排水処理施設 日高郡みなべ町徳蔵字上流95-2.96.96-1.97-1.97-2.98-2 〇
本郷地区農業集落排水処理施設 日高郡みなべ町東本庄字柵３４３－４，３４４－６ 〇
株式会社梅一番井口　本社工場 日高郡みなべ町西本庄1224
南紀梅干株式会社 日高郡みなべ町晩稲1225-5
西岩代地区農業集落排水処理施設 日高郡みなべ町西岩代字坂本512,513,514-1
東岩代地区農業集落排水処理施設 日高郡みなべ町東岩代字橋之本37-4,42-3
南部町衛生センター 日高郡みなべ町気佐藤645 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

みなべ浄化センター 日高郡みなべ町芝７４２番地
ミナベ化工株式会社 日高郡みなべ町気佐藤173-1 〇
Hotel&Resorts WAKAYAMA-MINABE 日高郡みなべ町山内大目津泊り348番地
南部町大型共同作業場 日高郡南部町気佐藤字新殿開321-14 〇
株式会社ウメタ 日高郡みなべ町山内1339番地
晩稲熊岡地区農業集落排水処理施設 日高郡みなべ町熊岡字西ヶ坪24、25 〇
医療法人 宝山会 白浜小南病院 西牟婁郡白浜町3220-9他8筆
田辺港輸入木材協同組合　バークミン工場 田辺市新庄町2799番 他15筆
紀南病院 田辺市新庄町46番地70 〇
株式会社池田土木堆肥舎 日高郡みなべ町芝３２４－２
松田開発 西牟婁郡上富田町地内 〇
㈱紀南石材砕石場 西牟婁郡上富田町地内 〇
コメリホームセンター田辺店 田辺市文里1丁目8番16号
芳養地区農業集落排水処理施設 田辺市芳養町字田中2665-1、梅木2254-1
高雄メッキ工業所 田辺市新庄町2611-28 〇
株式会社テンドレ* 田辺市芳養町2933-1 〇
株式会社蒲田嵩商店　上野発酵施設 田辺市上野字鎌倉242番3
国道424号道路改築（1号トンネル）工事 日高郡南部川村西本庄 〇
田辺市役所 田辺市新屋敷町1番地 〇
㈱高雄釦工業所（芳養工場） 田辺市芳養町2933-1 〇
高砂食品 日高郡みなべ町気佐藤408-16
パレットプラザオークワオーシティ店 田辺市東山1-5-1オークワオーシティ田辺店１Ｆ
農林産物加工施設 西牟婁郡白浜町栄740-8
岩田・岡地区農業集落排水処理施設 西牟婁郡上富田町岩田字刃剣2111-1、2112-1、2114
上富田町生馬地区農業集落排水処理施設 西牟婁郡上富田町生馬字下谷1735
田辺市周辺衛生施設組合 田辺市新庄町1177番地の3
西本庄地区農業集落排水処理施設 日高郡みなべ町西本庄字神子垣内2043 〇
稲文醸造 田辺市平瀬288-1
星光学院南部学舎 日高郡みなべ町山内1671-1
株式会社東農園 日高郡みなべ町東本庄836-1
有限会社みなべの梅農産組合 日高郡みなべ町東本庄836-1
弁慶の湯 田辺市秋津町字綾代856-1他
亀の井ホテル紀伊田辺 田辺市目良24番1号

井上梅干食品株式会社　本社工場
日高郡みなべ町山内字上湊1095-1、1095-2、1092-1、1092-2、
1100-2

水産加工 西牟婁郡すさみ町周参見
株式会社カナセ 田辺市稲成町204-1 ● 〇
社会保険　紀南綜合病院 田辺市湊510番地 ● 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

協業組合太成 西牟婁郡上富田町朝来2359番地の1 〇
株式会社北道工務店 西牟婁郡中辺路町近露 〇
岡崎クリーニング店 東牟婁郡串本町串本1735-58
前亀商店 東牟婁郡串本町串本1390 〇
JA串本町金柑加工所 東牟婁郡串本町樫野1022-10外
株式会社岡常商店石油部 東牟婁郡串本町40 〇
和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場* 東牟婁郡串本町串本1551-1 〇
写真のニシオカ 東牟婁郡串本町串本1735 〇
尾鷲牛乳処理場 東牟婁郡串本町高富字中山808-3
尾鷲牧場 東牟婁郡串本町高富785-8.9.21
朝日堂 東牟婁郡串本町串本1773 〇
潮岬ユースホステル 東牟婁郡串本町潮岬 〇
旅館大洋荘 東牟婁郡串本町潮岬
民宿川村 東牟婁郡串本町田並
マミークリーニング 東牟婁郡串本町串本40-22 〇
岡部節雄 東牟婁郡串本町鬮野川1517.1518 〇
メモリーカメラ店 東牟婁郡串本町串本42-3
田嶋カメラ店 東牟婁郡串本町串本976 〇
ヨシダ写真株式会社 東牟婁郡串本町串本1820-1 〇
平和荘（民宿小島） 東牟婁郡串本町潮岬1545-1 〇
あけぼの旅館 東牟婁郡串本町串本1735-90
南雲荘 東牟婁郡串本町潮岬2865 〇
民宿岩谷 東牟婁郡串本町樫野560
株式会社フィッシングセンター 東牟婁郡串本町潮岬2875
民宿はまの 東牟婁郡串本町和深2004
竜波荘 東牟婁郡串本町串本2156 〇
福島 東牟婁郡串本町樫野
民宿双子 東牟婁郡串本町出雲1519
民宿大岡 東牟婁郡串本町2014番地の2
民宿高岡 東牟婁郡串本町高富721-2
民宿水門荘 東牟婁郡串本町大島1793-4
東雨 東牟婁郡串本町高富713番地の2
和田金別館 東牟婁郡串本町串本1815 〇
民宿赤埴 東牟婁郡串本町高富 〇
民宿小川 東牟婁郡串本町出雲66番地
民宿東出 東牟婁郡串本町高富
鶴屋 東牟婁郡串本町須江73
民宿喫茶みさき 東牟婁郡串本町潮岬2706



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

民宿木本 東牟婁郡串本町大島
なぎさ旅館 東牟婁郡串本町串本
白木屋民宿 東牟婁郡串本町出雲222 〇
黒潮旅館* 東牟婁郡串本町潮岬2847 〇
和歌山県立潮岬青年の家 東牟婁郡串本町潮岬668の1
ライオン旅館 東牟婁郡串本町串本1873
白石龍生 東牟婁郡串本町鬮野川624-4 〇
清野幸雄 東牟婁郡串本町高富字下佐878 〇
松山浩久 東牟婁郡串本町高富
小山松寿 東牟婁郡串本町大島
西豆腐店 東牟婁郡串本町串本290
雑賀豆腐店 東牟婁郡串本町田道1105
桜井商店 東牟婁郡串本町串本1372 〇
金沢豚場 東牟婁郡串本町串本 〇
串本町ごみ焼却処理施設 東牟婁郡串本町田並池之谷2288 〇
鈴木石油株式会社セルフステーション串本 東牟婁郡串本町串本1874
谷口クリーニング店 東牟婁郡串本町潮岬1848-1
矢野クリーニング店 東牟婁郡串本町田並1315 〇
しまざきクリーニング 東牟婁郡串本町串本2016-1
木村クリーニング 東牟婁郡串本町串本902-9
中島畜産大島分場 東牟婁郡串本町大島 〇
高山斗芳 東牟婁郡串本町鬮野川1056 〇
千鳥建設株式会社二色工場 東牟婁郡串本町二色365
尾崎商店 東牟婁郡串本町鬮野川1595-7 〇
民宿下地 東牟婁郡串本町出雲
日本冷蔵株式会社串本工場 東牟婁郡串本町1875番地 〇
株式会社岡常商店水産部第一工場 東牟婁郡串本町大水崎 〇
森嘉商店 東牟婁郡串本町串本968
潮岬観光タワー 東牟婁郡串本町潮岬2706-26
株式会社暖流 東牟婁郡串本町潮岬2838-3 〇
有限会社シーサイド串本 東牟婁郡串本町田子675番地
山仁クリーニング 東牟婁郡串本町串本1012-1 〇
精巧舎 東牟婁郡串本町串本969-14 〇
おかむらクリーニング店 東牟婁郡串本町串本1855-1 〇
株式会社山文和歌山串本SS 東牟婁郡串本町串本1845番地
株式会社山崎組 東牟婁郡串本町大島1701番地
小山クリーニング店 東牟婁郡串本町串本1735番地 〇
イワハシクリーニング店 東牟婁郡串本町串本1736-2



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

東屋民宿 東牟婁郡串本町出雲 〇
民宿定八 東牟婁郡串本町大島1742-1
カメラのクマさん 東牟婁郡古座川町高池71-3 〇
南紀月の瀬温泉ぼたん荘「本館・温泉館」 東牟婁郡古座川町月野瀬881番地1
南紀月の瀬温泉ぼたん荘「いろり館」 東牟婁郡古座川町月野瀬810番地
株式会社シルキー池野山工場 東牟婁郡古座川町池野山22番地1 〇
古座川町楠焼却場 東牟婁郡古座川町楠452番地 〇
株式会社小森組砕石プラント 東牟婁郡古座川町月野瀬 〇
株式会社三洋リース（古座川工場） 東牟婁郡古座川町月野瀬525 〇
佐藤旅館 東牟婁郡古座川町佐田453番地
大野屋旅館 東牟婁郡古座川町月野瀬186
山崎屋旅館 東牟婁郡古座川町高池225
岩見屋 東牟婁郡古座川町相瀬
月野瀬老人憩の家 東牟婁郡古座川町月野瀬881番地
古座川温泉株式会社 東牟婁郡古座川町添の川1570-1
ふきや旅館 東牟婁郡古座川町高池705
のぶやクリーニング 東牟婁郡古座川町高池210 〇
千鳥建設株式会社月野瀬工場 東牟婁郡古座川町月野瀬923
株式会社明神コンクリート 東牟婁郡古座川町明神78番地
前山鉄工所 東牟婁郡古座川町高池629
株式会社明和西向製材所 東牟婁郡串本町西向481番地
坂本組 東牟婁郡串本町上田原1922 〇
民宿九龍島 東牟婁郡串本町
吉田醸造場 東牟婁郡串本町
古座オイル株式会社 東牟婁郡串本町
民宿田原荘 東牟婁郡串本町田原477
住幸商店 東牟婁郡串本町71
夕ヵ瀬農園 東牟婁郡串本町上田原2195番地 〇
有限会社古座川開発下露事業所 東牟婁郡古座川町下露336 〇
株式会社明神コンクリート 東牟婁郡古座川町佐田280
和歌山県古座保健所 東牟婁郡串本町西向193
川本豆腐店 東牟婁郡串本町西向911
有限会社加藤組生コン工場 東牟婁郡串本町古田4-1
たびやクリーニング店 東牟婁郡串本町中湊538 〇
大阪屋クリーニング店* 東牟婁郡串本町中湊528
株式会社山出石油店 東牟婁郡串本町中湊478-1
民宿うしお 東牟婁郡串本町古座92-2
旅館千夜 東牟婁郡串本町中湊527



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

よろずや旅館 東牟婁郡串本町西向247
梅林堂 東牟婁郡串本町古座126
民宿たい島 東牟婁郡串本町大浦1260
古座館 東牟婁郡串本町西向259
神保館 東牟婁郡串本町中湊
寺本商店 東牟婁郡太地町太地3059番地
水谷商店水産加工場 東牟婁郡太地町太地3057番地 〇
つるのドライ工場 東牟婁郡太地町太地4164-9 ● 〇
松下製パン店 東牟婁郡太地町太地3376番地 〇
○キ商店 東牟婁郡太地町太地3077番地
長屋蒲鉾店 東牟婁郡太地町太地3093番地
由谷商店 東牟婁郡太地町太地3769の3
○テ商店 東牟婁郡太地町太地3184の9番地
由谷薗彦 東牟婁郡太地町太地3058番地
有限会社クヌギダ 東牟婁郡太地町森浦612
長尾商店 東牟婁郡太地町太地3059番地
ごんじゃ製麺所 東牟婁郡太地町太地町3569番地
森岡建設 東牟婁郡太地町太地字山添 〇
東クリーニング店 東牟婁郡太地町
日本捕鯨株式会社太地事業所 東牟婁郡太地町太地向山3761 〇
民宿宇久井 東牟婁郡那智勝浦町宇久井1446の10
日本沿海フェリー株式会社那智勝浦営業所 東牟婁郡那智勝浦町宇久井718-4 〇
国鉄共済組合紀伊勝浦保養所去来潟荘 東牟婁郡那智勝浦町勝浦5-3-20 〇
みかんの家 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮 〇
李永姫 東牟婁郡那智勝浦町天満2 〇
株式会社日比野生コン 東牟婁郡那智勝浦町湯川897番地の103
ホテル北浜 東牟婁郡那智勝浦町 〇
柳屋旅館 東牟婁郡那智勝浦町湯川980番地
紀の國旅館 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1181-340
クリーニング島円（島円） 東牟婁郡那智勝浦町築地1-1-18 〇
美松旅館 東牟婁郡那智勝浦町海岸通り 〇
紀伊勝浦保養所 東牟婁郡那智勝浦町築地5-3-20 〇
新、美しい森林村づくりモデル事業円満地公園施設 東牟婁郡那智勝浦町大野216他
小田屋旅館 東牟婁郡那智勝浦町北浜1-9 〇
南紀荘旅館 東牟婁郡那智勝浦町湯川1066 〇
那智ユースホステル 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮351 〇
那智カラーフォトス 東牟婁郡那智勝浦町朝日1-72 〇
那智給油所 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

勝浦オイル株式会社 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮173
民宿（安田徳松） 東牟婁郡那智勝浦町橋の川481番地
青岸渡寺尊勝院 東牟婁郡那智勝浦町那智山 〇
勝浦船員保険保養所 東牟婁郡那智勝浦町築地8丁目 〇
宇久井釣センター 東牟婁郡那智勝浦町宇久井375
リゾートクラブデル・マーレ 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮808-5
幸楽館 東牟婁郡那智勝浦町築地4-3-12
民宿入舟 東牟婁郡那智勝浦町天満1055 〇
玉の浦旅館 東牟婁郡那智勝浦町下里684 〇
錦水旅館** 東牟婁郡那智勝浦町天満872-20 〇
湯川ロッジ 東牟婁郡那智勝浦町湯川189 〇
若竹旅館* 東牟婁郡那智勝浦町勝浦245-5 〇
国民旅館　那智荘 東牟婁郡那智勝浦町市野々2489 〇
南紀勝浦観光株式会社ホテルながやま 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1161番地 〇
浜の宮旅館 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮105-3 〇
やすらぎ荘 東牟婁郡那智勝浦町天満803-2 〇
旅館美滝荘 東牟婁郡那智勝浦町那智山1185
多喜家旅館 東牟婁郡那智勝浦町下里 〇
有限会社楠本石油　セルフ下里ＳＳ 東牟婁郡那智勝浦町下里565番地
和歌山県紀南家畜保健衛生所東牟婁支所 東牟婁郡那智勝浦町下里490
肉牛肥育 東牟婁郡那智勝浦町高津気 〇
下向畜産 東牟婁郡那智勝浦町坂足 〇
下里　太陽クリーニング 東牟婁郡那智勝浦町下里
精巧舎クリーニング店 東牟婁郡那智勝浦町天満175
勝浦ドライ 東牟婁郡那智勝浦町天満823-12
共栄畜産合名会社 東牟婁郡那智勝浦町天満1994-5 〇
那智勝浦町農林業地域改善対策事業共同畜舎（通称　下里畜産団地） 東牟婁郡那智勝浦町下里2216番地他
岸本養豚場 東牟婁郡那智勝浦町熊瀬川200 〇
山本養豚場 東牟婁郡那智勝浦町井鹿881番地 〇
李養豚場 東牟婁郡那智勝浦町井関 〇
村上養豚場 東牟婁郡那智勝浦町長井 〇
共栄養豚協同組合 東牟婁郡那智勝浦町天満1994-5 〇
ローヤルリネン 東牟婁郡那智勝浦町天満
桃源荘旅館 東牟婁郡那智勝浦町朝日町3丁目72 〇
倉本養鶏場 東牟婁郡那智勝浦町下里樋ノ元2659 〇
天満牧場 東牟婁郡那智勝浦町天満1748
民宿堀 東牟婁郡那智勝浦町浦神299-6
滝泉閣 東牟婁郡那智勝浦町那智山 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

望海旅館 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1181-109 〇
民宿須川 東牟婁郡那智勝浦町朝日1-77 〇
割烹旅館岩風呂 東牟婁郡那智勝浦町天満3-98 〇
旅館しおはま 東牟婁郡那智勝浦町浦神 〇
小路谷写真株式会社 東牟婁郡那智勝浦町北浜1-1-15 〇
ヤマモトクリーニング店 東牟婁郡那智勝浦町南大居970 〇
有限会社那智石油 東牟婁郡那智勝浦町天満537
株式会社久本組勝浦トンネル作業所 東牟婁郡那智勝浦町湯川字甫小浦897-12 〇
民宿岩波別館 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮535-3，534-1
でん助 東牟婁郡那智勝浦町築地3-3-15 〇
ちひろ旅館 東牟婁郡那智勝浦町宇久井379 〇
亀喜荘 東牟婁郡那智勝浦町二河1 〇
海のホテル一の滝 東牟婁郡那智勝浦町勝浦752の2
生コンクリート部　勝浦工場 東牟婁郡那智勝浦町天満大谷1870番地 〇
潮浜旅館 東牟婁郡那智勝浦町築地7丁目3番の15 〇
なち川 東牟婁郡那智勝浦町川関 〇
浜定 東牟婁郡那智勝浦町湯川1053 〇
旅館あさひ 東牟婁郡那智勝浦町朝日4-55 〇
ホテル大石 東牟婁郡那智勝浦町湯川89-30 〇
はまなかクリーニング 東牟婁郡那智勝浦町天満
畑クリーニング店 東牟婁郡那智勝浦町宇久井394
ミナミ写真館 東牟婁郡那智勝浦町築地2丁目1-2 〇
民宿かつうら荘 東牟婁郡那智勝浦町朝日3丁目62
レストランホテルオークワ 東牟婁郡那智勝浦町築地5-1-8
民宿亀の井 東牟婁郡那智勝浦町朝日4丁目73 〇
にしき旅館 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮 〇
青少年憩の家なぎの木荘 東牟婁郡那智勝浦町二河61-2 〇
岩波 東牟婁郡那智勝浦町北浜3-47
公立学校共済組合南紀保養所 東牟婁郡那智勝浦町天満字川口803-3 〇
若竹旅館 東牟婁郡那智勝浦町朝日3丁目34
北マリンホテル 東牟婁郡那智勝浦町勝浦245 〇
おなみや 東牟婁郡那智勝浦町湯川1059 〇
はまゆう旅館 東牟婁郡那智勝浦町勝浦245-28 〇
民宿いずみや 東牟婁郡那智勝浦町浦神88
丸上水産加工場 東牟婁郡那智勝浦町北浜 〇
森由商店 東牟婁郡那智勝浦町天満806
津木加工場 東牟婁郡那智勝浦町勝浦563-1 〇
合名会社丸正酢店 東牟婁郡那智勝浦町天満271



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

鳥羽山商店 東牟婁郡那智勝浦町朝日町
イ商店 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮92
丸八紀南かまぼこ企業組合 東牟婁郡那智勝浦町宇久井1381番地 〇
旅館瀬藤 東牟婁郡那智勝浦町朝日3-128（旧：那智勝浦町天満1041） 〇
那智温泉ホテル 東牟婁郡那智勝浦町井関1785-4 〇
旅館松萬 東牟婁郡那智勝浦町築地4丁目3-8 〇
湯川石油勝浦給油所 東牟婁郡那智勝浦町天満1513の2
土井石油店 東牟婁郡那智勝浦町井関1074
藤野クリーニング店 東牟婁郡那智勝浦町天満141 〇
はまべやクリーニング 東牟婁郡那智勝浦町天満
中京ドライ 東牟婁郡那智勝浦町小坂
民宿木の浦 東牟婁郡那智勝浦町天満字木戸浦408-11 〇
恵比須屋 東牟婁郡那智勝浦町湯川1065
楓旅館 東牟婁郡那智勝浦町湯川1073番地 〇
七福旅館 東牟婁郡那智勝浦町勝浦 〇
小阪屋 東牟婁郡那智勝浦町勝浦92-6
民宿のざわ 東牟婁郡那智勝浦町川関1269-21 〇
下里　大阪屋クリーニング 東牟婁郡那智勝浦町下里922 〇
三和ドライクリーニング 東牟婁郡那智勝浦町大字中里116 〇
みしまクリーニング 東牟婁郡那智勝浦町粉白
美勝旅館 東牟婁郡那智勝浦町勝浦312-22 〇
下田屋 東牟婁郡那智勝浦町大野2385番地
涌泉閣 東牟婁郡那智勝浦町湯川73 〇
アメリカヤ 東牟婁郡那智勝浦町築地1181
福屋旅館 東牟婁郡那智勝浦町築地3-2-2 〇
勝浦国際ホテル 東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-1　他 〇
湯川温泉ホテル* 東牟婁郡那智勝浦町湯川1058番地19
橋爪クリーニング店 東牟婁郡那智勝浦町下里
民宿広海 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮415番地 〇
クリスタルⅡ 東牟婁郡那智勝浦町狗子の川39-1
民宿サーフィン 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮字東梅原
有限会社紀南石油販売所 東牟婁郡那智勝浦町朝日2丁目231
駿田肥料工場 東牟婁郡那智勝浦町天満字駿田1373-6
江崎写真館 東牟婁郡那智勝浦町築地4丁目3番地の20 〇
（株）文教スタヂオ南紀支社 東牟婁郡那智勝浦町天満575の1 〇
ほこ浦旅館 東牟婁郡那智勝浦町湯川897-12 〇
（仮称）ビジネスホテル楠本 東牟婁郡那智勝浦町築地7丁目6番地25 〇
ビジネスホテル幸楽 東牟婁郡那智勝浦町築地4丁目3番地7、4丁目3番地16



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

フジノ写真館 東牟婁郡那智勝浦町築地4丁目1番地3 〇
南紀観光写真株式会社那智山営業所 東牟婁郡那智勝浦町那智山
幸楽別館 東牟婁郡那智勝浦町築地4丁目3番地18
中福石油株式会社 東牟婁郡那智勝浦町湯川897-45
北山生コンクリート 東牟婁郡北山村大沼 〇
旅館北山館 東牟婁郡北山村大沼109番地
昭和館 東牟婁郡北山村大沼114番地
○福旅館 東牟婁郡北山村大沼46-1 〇
くまのビール株式会社 新宮市熊野川町上長井302番地
熊野川地域広域組合熊野川清掃センター 新宮市熊野川町四滝531-1 〇
小口自然の家 新宮市熊野川町上長井398番地
旅館はるや 新宮市熊野川町玉置口19 〇
朝日屋 新宮市熊野川町日足 〇
有限会社熊野川産業開発 新宮市熊野川町赤木字相須平
セントラルコンクリート株式会社 新宮市熊野川町東敷屋278番地の2
中岸組コンクリートプラント 新宮市熊野川町東敷屋246 〇
海邊組生コン 新宮市熊野川町田長123-1 〇
国道１６８号道路改築工事鹿島・大本・初島特定建設工事共同企業体 新宮市熊野川町東敷屋地内 〇
ナカギシ石油 田辺市本宮町本宮２８５番地
船玉堂 田辺市本宮町本宮
皆地いきものふれあいの里 田辺市本宮町皆地４１３
民宿小栗屋 田辺市本宮町湯峰161 〇
よしのや旅館 田辺市本宮町湯峰３５９
民宿やまね 田辺市本宮町湯峰172
民宿わだま 田辺市本宮町湯峰156-2
民宿あたらしや 田辺市本宮町湯峯１３３
橋本屋旅館 田辺市本宮町請川１５９
まつみ旅館 田辺市本宮町萩
ペンションあしたの森 田辺市本宮町川湯1440-2
熊野瀬 田辺市本宮町渡瀬１５９
別館あづまや荘 田辺市本宮町湯峰７４－１
みすや旅館 田辺市本宮町湯峰
中上牧場 田辺市本宮町土河屋１０３５ 〇
泉豆腐店 田辺市本宮町伏拝８５０
新家トーフ店 田辺市本宮町本宮３３５
宅坊商店 田辺市本宮町請川３００
上野菓子製造所 田辺市本宮町切畑１１５５
山口菓子店 田辺市本宮町本宮５０２



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

岡本菓子店 田辺市本宮町川湯1428 〇
永川組 田辺市本宮町本宮 〇
株式会社泉組 田辺市本宮町伏拝506
日本土石工業株式会社生コンクリート部田辺工場 田辺市本宮町請川字大津荷 〇
久保組コンクリートプラント 田辺市本宮町本宮前９７２
井谷組八木尾工場 田辺市本宮町八木尾
下湯川プラント 田辺市本宮町下湯川
株式会社神江建設 田辺市本宮町大津荷32 〇
くらや旅館 田辺市本宮町湯峰
ハ旅館 田辺市本宮町本宮４８３
榎本養豚場* 田辺市本宮町苔１６６１の２ 〇
山在肉牛生産組合 田辺市本宮町上切原1200-6 〇
榎本養豚場 田辺市本宮町本宮１７７２の７ 〇
本宮牧場 田辺市本宮町上切原１１９０ 〇
備崎畜産団地 田辺市本宮町本宮字備崎 〇
備崎養豚場 田辺市本宮町本宮字備崎 〇
立石旅館 田辺市本宮町川湯
ときわや旅館 田辺市本宮町川湯1428-1 〇
民宿すみや 田辺市本宮町川湯1429 〇
河鹿荘 田辺市本宮町川湯1407
かめや旅館 田辺市本宮町川湯１４３４
音無館 田辺市本宮町本宮４７３
あづまや旅館 田辺市本宮町湯峰１２２番地
まるや 田辺市本宮町湯峰９８－２
西畑はんや 新宮市仲之町3丁目1の2 〇
ニシクボ写真館 新宮市上本町2丁目1-15 〇
ビジネスホテルみやもと 新宮市池田町2丁目2-1 〇
丸山旅館 新宮市丸山町7132 〇
二の丸旅館 新宮市新宮7688-1 〇
旅荘博多 新宮市緑ヶ丘6618 〇
切畑屋孟文 新宮市蓬莱3-3-32 〇
松葉屋 新宮市船町2丁目6番地
前ドライクリーニング 新宮市新宮6262番地
株式会社髙岡商店 新宮市三輪崎2467
内藤製餡所 新宮市阿須賀町2-10
丸新製パン所 新宮市丸山町6274
東洋舎クリーニング店 新宮市三輪崎16番地
株式会社カメラのタオカ* 新宮市仲之町2丁目1番地の7



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

有限会社紀南石油販売所給油取扱所 新宮市新宮1564番地
物産共石石油新宮給油所 新宮市新宮1917番地
新宮石油株式会社 新宮市新宮6303の1
大前屋旅館 新宮市三輪崎293番地 〇
旅館旭荘 新宮市伊佐田町1-3-18 〇
平石旅館 新宮市下本町2丁目3番地の6 〇
紀州館 新宮市元鍛治町2丁目2の10 〇
フォトスーパー新宮店 新宮市仲之町2丁目2番地1
紀伊商事株式会社紀伊生コン熊野工場 新宮市南谷3461番地 〇
あすかクリーニング店 新宮市阿須賀町3の4
明山荘 新宮市矢倉町1016 〇
光洋社 新宮市下本町2丁目4の9 〇
長谷旅館 新宮市千鳥町1丁目6954
三和商店 新宮市相賀宮の前683番地 〇
紀勢旅館 新宮市新宮6943 〇
昭和館* 新宮市初之地856 〇
紀南米油株式会社紀伊新宮サービスステーション 新宮市大橋通り1の2
伊藤豆腐店 新宮市三輪崎73
仲家旅館 新宮市有楽町 〇
ホテル南海 新宮市池田町3丁目1の32 〇
ホテル春日 新宮市新宮6988 〇
ビジネスホテル遊木 新宮市緑ヶ丘2-3-17（新宮市新宮1184-1，1185-3) 〇
大和屋旅館 新宮市上本町1の2の6 〇
内田クリーニング店 新宮市元鍛治町1-1-28
ビジネスホテル美郷 新宮市徐福2丁目1番8号
浮島屋クリーニング店 新宮市新宮1099
浮島屋 新宮市新宮450 〇
株式会社大洋カラー現像所 新宮市三輪崎931番地の1
株式会社カメラのタオカ 新宮市緑ヶ丘3丁目6497-4
（仮称）ビジネスホテル花心 新宮市新宮1196の1
旅館すみよし 新宮市取出町909の2 〇
新宮醤油醸造株式会社 新宮市王子町5229
浜中屋旅館 新宮市三輪崎668-2 〇
旅館光洋館 新宮市徐福１丁目8番20号(旧:新宮市新宮6949の6)
旅館松楽 新宮市横町1丁目2の4 〇
新宮荘 新宮市新宮7684番地 〇
旅館光生館 新宮市池田町1丁目3の21 〇
平瀬クリーニング店 新宮市熊野地1丁目11の19（旧新宮市堤防町6094） 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

旅館浜 新宮市新宮5147-3 〇
まつはた旅館 新宮市元鍛治町1-1 〇
旅館小川荘 新宮市新宮4491の4 〇
新宮保健所 新宮市新宮6521
新宮生コンクリート株式会社 新宮市南桧杖字尼島503番地 〇
日比野建材工事部 新宮市相賀(695-2) 〇
熊野川砂利、砂、採取株式会社* 新宮市権現河原地先
割烹旅館かわゐ 新宮市新町2丁目1-9 〇
南海砂利株式会社 新宮市相賀字向イ
熊野産業協同組合檜杖工場 新宮市南桧杖字茶山苔642番地1
ホテル新宮 新宮市矢の谷2197-2 〇
新宮木材協同組合廃棄物処理事業部 新宮市新宮5532番地の13
新宮市クリーンセンター 新宮市南桧杖字土ノ河
グリーンフォト新宮店 新宮市大橋通り3丁目2-12 〇
新宮コンクリート製品製造協同組合 新宮市相賀800 〇
西日本ＪＲバス株式会社紀伊田辺営業所新宮支所 新宮市緑ヶ丘1-2-9
パロット石油株式会社給油取扱所 新宮市新宮3904番地の1
紀南米油株式会社 新宮市佐野上池8番地3
株式会社紀南現像所 新宮市蓬莱1丁目5-10
山中製材所 新宮市王子町2-7-18
ハーベスト 新宮市新宮4234-1
松屋 新宮市新宮1146-10
西垣戸商店 新宮市西道
中浜製麺所 新宮市三輪崎552番地 〇
尾崎酒造株式会社 新宮市船町3丁目2の3
横山吉春 新宮市佐野720 〇
三輪崎酪農組合牛乳処理場 新宮市三輪崎3丁目9番7号
都宗太郎 新宮市新宮3545の3 〇
いろは旅館 新宮市上本町1丁目215
和歌山県市町村職員共済組合新宮宿泊所蓬莱荘 新宮市中央通6698-5 〇
新宮営林署新宮宿泊所熊野寮 新宮市新宮6154（新宮市清水元2-2-10） 〇
あやめ荘* 新宮市神倉町 〇
アオイ荘 新宮市横町1丁目1の8 〇
池田屋旅館 新宮市船町1丁目 〇
嶋田写真館 新宮市仲之町3丁目2-12
青木せんべい店 新宮市伊佐田1丁目3の24 〇
西盛月堂 新宮市新宮7258
黒潮堂 新宮市新宮緑ヶ丘1丁目6424 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

株式会社下山商店 新宮市あけぼの4番1号
民宿横浜 新宮市三輪崎24-1 〇
有限会社大弘商店 新宮市新宮6095の2
有限会社丸新製麺部 新宮市徐福2丁目1番30号(旧:新宮市新宮7032番地)
丸金食品企業組合本社工場 新宮市南桧杖
平田豆腐店 新宮市馬町2丁目2の5
東牟婁農村青少年センター 新宮市木ノ川129 〇
戸塚商店 新宮市三輪崎1694
旅館いずみ 新宮市新町2丁目1の14 〇
旅館かがり 新宮市新宮6880番地 〇
紀南米油株式会社ニュー新宮サービスステーション 新宮市新宮1285
新和オイル株式会社 新宮市新宮1270番地
鈴木石油株式会社国道給油所 新宮市新宮3890の5 〇
新宮市市民会館 新宮市新宮7696番地 〇
株式会社久保写真館 新宮市新町3丁目2番地の11 〇
和歌山県警察本部交通部運転免許課新宮分室 新宮市緑ヶ丘3丁目2番57 〇
駅裏豆腐店 新宮市新宮7003番地
山吹旅館 新宮市取出1379-3番地 〇
アンドレカメラ店 新宮市新宮6963 〇
栄和旅館 新宮市谷王子485番の2 〇
観月荘 新宮市谷王子3の18 〇
福助屋 新宮市新宮5241番地の2号
松野製麺所 新宮市三輪崎180
写遊館新宮店 新宮市橋本2丁目3981-3他 〇
フジカラー和歌山 新宮市神倉3丁目1310-1
熊野観光バス株式会社 新宮市佐野3丁目353番3
中浜食品 新宮市三輪崎1-5-26
E・Cカンパニー 新宮市神倉2-8-11 〇
ビジネスホテル新宮 新宮市徐福2丁目1番31号(旧:新宮市新宮7032番地)
須藤クリーニング 新宮市佐野225
大川製作所 新宮市相筋
梅田クリーニング店 新宮市新宮4261
清美クリーニング店 新宮市横町2-2-10
木村洗張店 新宮市下本町1の33
しまえんクリーニング（島円クリーニング店） 新宮市西道1578-6
大阪屋クリーニング店 新宮市蓬莱2-2-2(旧：新宮市市田町7207-4） 〇
毛利クリーニング店 新宮市谷王子1の3
小林クリーニング店 新宮市馬町



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

有楽荘 新宮市新宮6986の10 〇
大屋クリーニング店 新宮市田鶴原
桔梗屋 新宮市大王子
大坂屋クリーニング店 新宮市佐野182番地
高クリーニング店 新宮市三輪崎900番地
三浦クリーニング店 新宮市三輪崎 〇
株式会社日比野生コン新宮工場 新宮市相賀695-2(698)
梅の屋旅館 新宮市元鍛治町1丁目6番地の16 〇
村上旅館 新宮市薬師町2-14 〇
旅館丸三 新宮市駅前本通り6975 〇
茂乃井旅館 新宮市別当屋敷5の10 〇
山月旅館 新宮市元鍛治町１丁目 〇
渡里旅館 新宮市新宮435番地 〇
あかさきクリーニング店 新宮市新宮1433の1
村田クリーニング店 新宮市口山町667
光星舎クリーニング店 新宮市大橋通り2丁目2 〇
富士屋クリーニング店 新宮市井の沢6729
ドライクリーニングかくいち 新宮市谷王子2の5
丸美クリーニング店 新宮市大浜5159の13番地
丸イ貸しおしぼり 新宮市市田町6211
ふなやクリーニング 新宮市船町2丁目1の9
さのやクリーニング 新宮市佐野359の14
いずみクリーニング店 新宮市王子町5314
小川クリーニング 新宮市初ノ地838
本州製紙株式会社熊野工場南紀寮 新宮市新宮7324 〇
株式会社名豊トヨペット 新宮市新宮6750 〇
ハイネスリゾート潮岬 東牟婁郡串本町潮岬字高塚2864番地の2 〇
串本海中公園 東牟婁郡串本町有田1157番地
潮岬出雲台団地 東牟婁郡串本町出雲字槇崎平見1571の1
串本町大水崎浄化センター 東牟婁郡串本町鬮野川字大谷
国保直営串本病院 東牟婁郡串本町串本2175番地 〇
黒潮太鼓 東牟婁郡串本町和深20-2 〇
串本温泉ホテル株式会社 東牟婁郡串本町串本2300番地1 〇
稲村環境管理センター 東牟婁郡串本町有田885-903
医療法人潮岬病院 東牟婁郡串本町潮岬417番地
オークワ串本店 東牟婁郡串本町串本40-22
串本町水産加工場（串本食品株式会社） 東牟婁郡串本町串本字笠島谷1557-4,1551-1,1953地先 〇
串本町上野山地区汚水処理場 東牟婁郡串本町上野山地内



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

古田浄水場（旧） 東牟婁郡串本町古田561 〇
国民宿舎あらふね 東牟婁郡串本町田原2518
本浦終末処理場 東牟婁郡太地町森浦699の1
ホテル浦島 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2
旧グリーンピア南紀 東牟婁郡太地町森浦61-14
那智勝浦町体育文化会館 東牟婁郡那智勝浦町天満字木戸浦441-53
株式会社松本のれん堂 東牟婁郡那智勝浦町天満30番地の9 〇
那智勝浦町立温泉病院 東牟婁郡那智勝浦町天満483-1 〇
白洋舎クリーニング店 東牟婁郡那智勝浦町勝浦419
那智勝浦町那智の郷共同汚水処理施設 東牟婁郡那智勝浦町川関１４２０番５２号
碧き島の宿　熊野別邸　中の島 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179番地

勝浦リゾートマンション
東牟婁郡那智勝浦町天満字木戸浦441-4，441-35，441-36，441-
37

〇

かつうら御苑 東牟婁郡那智勝浦町勝浦216番地19
湯快リゾート越之湯 東牟婁郡那智勝浦町湯川1108番地
勝浦シーハウス熊野灘 東牟婁郡那智勝浦町築地8丁目5-5
勝浦共同住宅 東牟婁郡那智勝浦町勝浦216の17 〇
那智山浄化センター 東牟婁郡那智勝浦町那智山405-3番地
貴司乃湯別荘玉之井 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1069 〇
有限会社熊野畜産 東牟婁郡那智勝浦町井関字大吹越1341番地の1 〇
那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合大浦浄苑 東牟婁郡那智勝浦町市屋1054-9
陽いずる紅の宿　勝浦観光ホテル 東牟婁郡那智勝浦町天満1530番地
ニュー勝浦団地総合汚水処理施設 東牟婁郡那智勝浦町宇久井字鍛治谷口1718-3
鈴木石油（株）市屋給油所 東牟婁郡那智勝浦町市屋字柿の内197-1
やたがらす 東牟婁郡那智勝浦町大字市野々3917番地1 〇
シキボウリネン株式会社勝浦工場 東牟婁郡那智勝浦町天満74番地 〇
休暇村　南紀勝浦（一般財団法人休暇村協会） 東牟婁郡那智勝浦町宇久井719番地他
料理旅館万清楼 東牟婁郡那智勝浦町勝浦448番地
ヴィラ勝浦 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮字下力北地445-1 〇
西原精工株式会社 紀の川市猪垣4-1 ● 〇
熊野の宿　椰 東牟婁郡那智勝浦町市屋1056-8 〇
松本養豚場 東牟婁郡那智勝浦町樫原1310番地 〇
ホテルなぎさや 東牟婁郡那智勝浦町湯川955-1
紀南砂利生産協同組合 新宮市熊野川町東敷屋下清水368-3
株式会社小林組砂利採取工場 新宮市熊野川町日足 〇
司建設工業株式会社 新宮市熊野川町田長 〇
熊野川温泉さつき 新宮市熊野川町日足707 〇
渡瀬温泉ホテル 田辺市本宮町渡瀬1049-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

株式会社湯の峯荘 田辺市本宮町下湯川437
冨士屋 田辺市本宮町川湯1452
田辺市川湯クリーンセンター 田辺市本宮町川湯字平野1281番地
永川組生コン工場 田辺市本宮町本宮1652番地 〇
民宿湯の谷荘 田辺市本宮町湯ノ峰字堂ノ後１６８－１，１６９－１
伊せや 田辺市本宮町湯峰１０２番地
民宿大村屋 田辺市本宮町川湯1406-4
民宿瀧よし 田辺市本宮町湯峯260番地の4
緑の広場トレーラーハウス 田辺市本宮町渡瀬４５－１
山水館川湯みどりや（山水館川湯まつや含む） 田辺市本宮町川湯13番地
松原養豚場 新宮市新宮4537 〇
秋山養豚場 新宮市新宮5482番地 〇
ＪＲ西日本和歌山支社 新宮市徐福2丁目1番1号(旧:新宮市新宮6993番地)
シャトーしんぐう 新宮市谷王子町3の3他（3-2等）
新宮広域圏公設地方卸売市場 新宮市佐野2117番地 〇
いわきやクリーニング 新宮市谷王子町3-5 ● 〇
みどりやクリーニング店 新宮市駅前本通7683
神戸屋クリーニング店 新宮市千穂3-3-22 〇
三輪崎生コン 新宮市三輪崎字浜町2869-45 〇
新宮市立医療センター 新宮市蜂伏18番7号
新宮市ごみ焼却場 新宮市新宮2322
新宮市水道事業所新宮浄水場 新宮市磐盾9-36
福助堂 新宮市神倉4-5-17
新宮ユーアイホテル 新宮市井の沢3-12(旧：新宮市新宮6696番10,20)
汚泥再生処理センター 新宮市新宮8002-9
県営住宅丸山団地 新宮市新宮字清水元下熊野地
蜂伏団地終末処理場 新宮市佐野字久保832番地
（株）オークワ新宮仲之町店（旧ジョイ館） 新宮市仲ノ町388 〇
（株）オークワ新宮仲之町店（旧ライフ館） 新宮市谷王子418-1
大川養豚場 新宮市新宮4479番地 〇
大林養豚場 新宮市新宮4538番地の1 〇
山川　一郎 新宮市新宮4488番地 〇
松岡養豚場 新宮市新宮4476番地 〇
新宮市食肉処理場 新宮市新宮8002-58
新熊砂利合資会社工場 新宮市南桧杖尼島
岡本土石工業株式会社　生コンクリート部　新宮工場 新宮市南桧杖519-1
なかやまインテリア 東牟婁郡串本町串本2251 〇
小松トンネル工事 東牟婁郡北山村地内 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

㈱奥村組有蔵トンネル工事所 東牟婁郡北山村小松地内 〇
王子製紙株式会社中津工場熊野事業所 新宮市蓬莱1丁目4-41 〇
木の国ホテル 田辺市本宮町田代26番地
岩谷豊作 東牟婁郡串本町樫野895番地 〇
紀南カラー 新宮市大橋通り 〇
オーシャンビュー太地 東牟婁郡太地町太地字常渡2902-36
三重交通株式会社南紀観光営業所広角車庫 新宮市新宮字鴻田8001 〇
那智勝浦道路佐野トンネル工事 新宮市木ノ川字袋作り675 〇
海月旅館 東牟婁郡串本町串本1758 〇
万清楼別館新築工事 東牟婁郡那智勝浦町勝浦字荒砂日和山1069 〇
湯川温泉ホテル 東牟婁郡那智勝浦町湯川5他 〇

国道168号道路改築(土河屋トンネル)工事前田・大豊・淺川特定建設工事
共同企業体

田辺市本宮町切畑地内 〇

新宮生コンクリート工場（株式会社丸濱組） 新宮市南檜杖尼島503 〇
サカイキャニング株式会社高野山麓かつらぎ工場 伊都郡かつらぎ町島358-1 〇
飯盛鉱山 紀の川市西脇 〇
峠の茶屋 伊都郡かつらぎ町平224
ファームヤマモト 橋本市御幸辻91-1
名豊トヨペット 新宮市緑ヶ丘3丁目1192、1277-6
西浦　トシ子 伊都郡かつらぎ町笠田中531-1
「やまちゃんの自然食品」 橋本市高野口町嵯峨谷351 〇
高野口学校給食センター 橋本市高野口町向島124、125
瀬越　光代 伊都郡九度山町椎出17
柳谷　正徳 橋本市山田671
スシロー岩出店 岩出市大町16、24-1他
坂下　政代 橋本市橋谷317
永岡巌 橋本市隅田町中島280-1
民宿らん 西牟婁郡白浜町富田1615-71
山口　侚子 伊都郡かつらぎ町柏木1478
えのき 伊都郡かつらぎ町下天野323
畑山トンネル作業所 西牟婁郡上富田町岩田地内 〇
山田 和美 伊都郡かつらぎ町笠田中876
松舟　順子 橋本市出塔554-3
ホームセンターコーナン海南店 海南市日方字新浜1294-10他
岡農園 伊都郡かつらぎ町短野885
中谷農園 伊都郡かつらぎ町短野846
季楽里龍神 田辺市龍神村龍神189番地
橋本市高野口農業構造改善センター 橋本市高野口町上中170番地の1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

国道168号道路改築（仮称 熊野川2号トンネル）工事 新宮市熊野川町東敷屋地内 〇
彩工房 伊都郡九度山町慈尊院78
写真のイズミ 紀の川市貴志川町神戸354-1 〇
株式会社石橋石油 下津給油所 海南市下津町丁141-1
狭間　祥元 伊都郡九度山町慈尊院42
小林　久和 橋本市山田1268
長畠　政巳 橋本市境原436-3
大浦農園 伊都郡かつらぎ町短野914
森本農園 伊都郡かつらぎ町短野1148
パチーズＰＬＵＳ貴志川店 紀の川市貴志川町丸栖1381他15筆、1372
糖塚　貴子 橋本市橋谷987番地　和田方
富岡　礼子 橋本市向副266
和歌山上ノ城トンネルＪＶ工事事務所 海草郡紀美野町井堰～津川地内
松原・井原地区漁業集落排水処理施設 田辺市芳養町地先
上富田浄化センター 西牟婁郡上富田町生馬755-1
河本商店 日高郡南部町芝610 〇
梅斗（うめます） 日高郡みなべ町芝566
有限会社和歌山アナライズ 岩出市山980番地の１ 〇
株式会社稲築サイエンス和歌山工場 紀の川市桃山町調月北嶋2823-6 〇
株式会社海南精密(旧) 海南市日方1106 〇
南海光学工業株式会社 海南市日方1273番地の1 〇
ホンダカーズ株式会社田辺稲成店 田辺市稲成町46-6
スーパービジネスホテル田辺 田辺市下万呂字久保田666、667
デリシャス広岡吉備店 有田郡有田川町天満568
馬場　重三 橋本市市脇511-3
那智勝浦道路木ノ川トンネル工事作業所 東牟婁郡那智勝浦町高津気地先 〇
紀和ホンダ株式会社 橋本市学文路字安田嶋57-1
株式会社松源　岩出中黒店 岩出市中黒字前島546,580-1,581-1,582,583-1
スーパー銭湯幸の湯 岩出市中島字味野筋845-1他
株式会社和歌山フジカラー田辺現像所(旧所在地) 田辺市新屋敷43番地 〇
太成釦企業組合本社工場 田辺市元町2410
株式会社宮脇組* 田辺市鮎川604 〇
有限会社龍神自然食品センター 田辺市龍神村西230,236
山在肉牛生産組合* 田辺市本宮町上切原1582 〇
土井建材* 日高郡日高川町三十木100-1
和歌山県砂利生産業協同組合第3砕石ﾌﾟﾗﾝﾄ 岩出市岡田1086 〇
株式会社嶋治水産 有田市宮崎町208-1
学校給食共同調理場 岩出市西野145-1 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

株式会社武友コンクリート工業（相谷工場） 岩出市相谷128番地 〇
スタジアム２００１ 岩出市中黒586-1、586-2、600-4、601-1、605、606
川原牧場 紀の川市南志野92 〇
屋野石油店* 紀の川市貴志川町前田380
コインランドリーあらいぐま貴志川店（旧） 那賀郡貴志川町丸栖653-2 〇
花川染工場(2) 橋本市高野口町伏原1269 〇
南海砂利株式会社* 橋本市学文路405-3 〇
株式会社大覚総本舗 伊都郡かつらぎ町丁ノ町中通2357
株式会社魚源水産 有田市宮崎町398-2
汚泥再生処理センター 有田郡湯浅町湯浅2350
株式会社カネ上 有田郡湯浅町田337-2
太陽日高作業所 日高郡日高町小中521-5
有限会社村忠水産 有田郡湯浅町田335-1
有限会社新和水産 有田郡湯浅町湯浅3263
魚義商店 有田郡湯浅町湯浅2972
かね太商店 有田市千田1348
かねソ水産 有田市宮崎町2342
高野山第２処理場 伊都郡高野町高野山812 〇
竹本染工場(1) 橋本市高野口町伏原434-7 〇
丸福谷口染工場 橋本市高野口町名古曽1198
和歌山県立高野口保健所 橋本市高野口町名倉813 〇
共栄染工株式会社（旧事業場） 伊都郡高野口町伏原1252-1 〇
和歌山県立耐久高等学校 有田郡湯浅町湯浅1985
築野ライスファインケミカルズ株式会社 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2283 〇
紀の川口砂利株式会社 伊都郡かつらぎ町中飯降1654 〇
熊野川砂利、砂、採取株式会社 新宮市高田口河原地先
紀州食品株式会社本社工場（旧） 伊都郡かつらぎ町笠田中 〇
株式会社セイシン・マテリアル 御坊市島外川原1090,1081-2,1092-3,1093
株式会社巴川製紙所新宮工場 新宮市佐野3丁目11番25号 〇
大日日本電線株式会社箕島工場 有田市箕島663 〇
松屋電工株式会社（宮原工場） 有田市宮原町新町509-1 〇
有田食品株式会社 有田市箕島743
那賀浄化センター 岩出市中島字川添1170番地他
スーパーセンターオークワ南紀店 新宮市佐野3丁目11番25号
白浜温泉　紀州路 西牟婁郡白浜町3018-2 〇
紀伊ホンダ株式会社 御坊市藤田町吉田353番地の3
サンライズマンション岩出１０ 岩出市西国分515-2
スーパーセンターオークワ上富田店 西牟婁郡上富田町朝来154-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

串本町古座川町衛生施設事務組合宝嶋クリーンセンター 東牟婁郡串本町田原4176番1
鐘巻地区農業集落排水処理施設 日高郡日高川町鐘巻1807､1808
株式会社中紀サービス 日高郡由良町里1325番地の6
紀北川上農業協同組合　かつらぎ支店 伊都郡かつらぎ町大谷1201-1
鈴木石油株式会社　セルフステーション新宮ＳＳ 新宮市佐野3丁目11-12
竹中土木・銭高組ＪＶ藤白トンネル作業所 海南市下津町橋本75-1 〇
西川加工所 橋本市吉原663
ひびき 伊都郡かつらぎ町笠田東1265番地
森下 伊都郡かつらぎ町笠田東1302
喜美食品 橋本市隅田町中島184
カンヌ海南 海南市名高534-10
手作り体験教室　遊楽 橋本市吉原16
丸西農彩館 伊都郡かつらぎ町広口443
亀田　正樹 伊都郡かつらぎ町兄井157番地
御坊クリーンセンター 御坊市熊野1282番地
シャルマンフジ岩出５番館 岩出市根来30-11
シャルマンフジ岩出Ⅱ番館 岩出市金屋230-5
逢井漁港漁業集落排水施設終末処理場 有田市宮崎町逢井1389-4
株式会社サンアクティス　上富田工場 西牟婁郡上富田町生馬317-53
オーヤパイル株式会社 橋本市高野口町名古曽1320 〇
原田織物株式会社 橋本市高野口町名古曽821
日商有田株式会社　ｾﾙﾌｨｯｸｽかつらぎｻｰﾋﾞｽ･ｽﾃｰｼｮﾝ 伊都郡かつらぎ町背ノ山92-1
ＪＡＶＡ岩出店 岩出市吉田249-1
クローバーハイツ岩出 岩出市岡田240-1
イオン新宮店 新宮市橋本2-14-23
株式会社石橋石油吉備フォーユーⅡ 有田郡有田川町水尻字下田681 〇
和歌山県立有田中央高等学校 有田郡有田川町下津野459 〇
ふるさとペンション湯川 日高郡日高町志賀4381-3
（株）森組・（株）淺川組共同企業体芳養トンネル作業所 田辺市芳養町字藤原 〇
国道４８０号（仮称梨子ノトンネル）道路改築工事 伊都郡高野町花坂地内
全農エネルギー株式会社JASS-PORT貴志川SS 紀の川市貴志川町長山字弁時168-1
ぽんた* 橋本市野356
宮本重治 伊都郡かつらぎ町三谷1465
コスモスの里ユキチャン工房 橋本市高野口町九重677
平瀬トンネル作業所 田辺市平瀬地内
山崎クリーニング店 海南市原野371-1
有田屋クリーニング 海南市下津町黒田55-6 ● 〇
女性・若者等活動促進施設 東牟婁郡古座川町平井469



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ホームセンターコーナン箕島店 有田市箕島字北広瀬98番1他3筆
尾家つね子 伊都郡高野町西富貴307-2
嵯峨谷の里ヨシちゃん工房 橋本市高野口町嵯峨谷432
九度山町物産加工センター 伊都郡九度山町慈尊院854-3
御坊保健所(旧) 御坊市薗258 〇
上ノ城トンネル第２工区井堰地内 海草郡紀美野町井堰内 〇
岩出市立図書館 岩出市根来字大門池下1472-1、1472-3
朝日 西牟婁郡白浜町1698-1 〇
天美苑 海南市七山964の1
コーワコーポレーション株式会社 橋本市あやの台1丁目50番
OKクリーニング店 日高郡由良町阿戸711 〇
前福 有田郡湯浅町栖原851 〇
旭クリーニング 東牟婁郡那智勝浦町天満
吉備町食鶏処理場 有田郡吉備町西丹生図452-2
森中組 有田郡有田川町押手 〇
（有）酒井コンクリート工業所 田辺市新庄町１０番地
佐川ニット 伊都郡かつらぎ町花園梁瀬1632
（株）丸山組生コン工場 海南市冷水大谷325-22
冷水緑地 海南市冷水325-14
有田衛生施設事務組合リユースなぎ 有田郡湯浅町湯浅2350番地 〇
社会医療法人黎明会　北出病院 御坊市湯川町財部728-4
北裏病院 御坊市湯川町小松原454
釣宿うみねこ別館 日高郡美浜町三尾
西茂 日高郡美浜町三尾 〇
玉置民宿 日高郡美浜町三尾
シーサイド逢母 日高郡美浜町三尾
久保健次 日高郡美浜町田井 〇
昭和製材（株） 日高郡美浜町田井493
釣宿　うみねこ 日高郡美浜町三尾499
ＤＳＳミドリ美浜店 日高郡美浜町田井426-2　ミドリ美浜店内1階 〇
平田商店 日高郡美浜町吉原1070番地
日の岬国民宿舎 日高郡美浜町三尾2114
倉橋荘 日高郡美浜町三尾字慶本1792の2 〇
小森順平 日高郡美浜町浜ノ瀬
大星クリーニング 日高郡美浜町浜ノ瀬66 〇
美浜サービスステーション 日高郡美浜町和田1138-96
田端長次郎 日高郡美浜町吉原1052
大澤酒造場 日高郡美浜町吉原890-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

栗山クリーニング 日高郡美浜町吉原958 〇
紀州梅干　うめとも 西牟婁郡上富田町岡52-6
加工場 橋本市菖蒲谷587
新田戸トンネル作業所 新宮市熊野川町玉置口地先 〇
デジタルフォトショップ　エイプ 御坊市湯川町小松原248-8 〇
白浜ロイヤルホテル 西牟婁郡白浜町3750-2 〇
三尾川クリーンセンター 日高郡由良町三尾川386-3
和歌山県水産試験場 東牟婁郡串本町串本字笠嶋谷1570番20 〇
瀧本畜産　日野瀬牧場 東牟婁郡古座川町月野瀬40番地
前田蒲鉾店 東牟婁郡串本町串本1784
知的障害者通所授産施設和作業所 伊都郡かつらぎ町妙寺字クボリ95-3番地
小池・小池特定建設工事共同企業体小川トンネル作業所 東牟婁郡古座川町小川709番地 〇
毛原宮トンネルＪＶ工事事務所 海草郡紀美野町毛原宮地内
（仮）精神障害者通所授産施設「海南ワーク」 海南市阪井字有原516-1,516-2,521
メディック和歌山 海南市南赤坂13番1
花しょうぶ 田辺市下川下914-3
馬場 伊都郡九度山町慈尊院489
熊野川温泉さつき（新館） 新宮市熊野川町日足707 〇
リヴァージュ・スパひきがわ 西牟婁郡白浜町日置1013-25
野口手造り豆腐店 橋本市神野々357-2
紀北川上農業協同組合柿酢加工所 橋本市柏原字西垣内547番地1
薮崎畜産 東牟婁郡那智勝浦町井関1341の1 〇
浦川組 有田郡有田川町小川
ハナテン株式会社　岩出店 岩出市中島847-1
下里炭化工業所 東牟婁郡那智勝浦町下里2716
紀州造林（株）熊野川工場 新宮市熊野川町能城山本350-1 〇
井上繊維加工株式会社 橋本市高野口町伏原301 〇
農産加工場 紀の川市貴志川町前田 〇
山崎製菓 岩出市高瀬73-1 〇
日本臓器製薬（株）和歌山工場 岩出市西野370 〇
和歌山王子コンテナー株式会社 紀の川市桃山町段字花須195の5
（株）和歌山造船所 海南市冷水325番地
山元工業所 御坊市湯川町財部215
国道168号道路改築（仮称切畑1号トンネル）工事 田辺市本宮町伏拝935-1
おふくろ・いろり庵 田辺市中辺路町野中2007-2
和歌山エネルギー工房 日高郡日高川町中津川字キレン道1452-1
石橋石油株式会社御坊国道給油所 御坊市名屋町3-7-1
光洋館 新宮市徐福1丁目8番20(旧：新宮市新宮6949の6） 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

松尾繊維工業所 海南市且来106
池田化学工業（株） 田辺市神子浜７３２ 〇
有田農業改良普及所土壌測定診断室 有田農村青少年センター内（有田郡広川町南金屋243） 〇
御坊保健所南部支所 日高郡みなべ町芝447-2
紀南家畜保健衛生所西牟婁駐在 西牟婁郡すさみ町江住952番地 〇
和歌山県家畜病性鑑定室 那賀郡打田町打田1414 〇
紀北家畜保健衛生所那賀駐在 那賀郡打田町打田1414 〇
堀口石油株式会社 岩出市宮71 〇
信和砿業南馬場工場 橋本市南馬場地先
泉九商店 東牟婁郡串本町古座
○高シラス加工場 有田市千田西1456の2
（株）中井組 有田郡湯浅町湯浅2338-1 〇
谷口荘 日高郡日高町小浦122
村﨑荘 日高郡日高町産湯110
肉用牛肥育施設 海草郡紀美野町花野原 〇
白崎荘 日高郡由良町大引948-3
京都中央信用金庫白浜荘 西牟婁郡白浜町字越口61番地
角久 東牟婁郡串本町潮岬1708
民宿　小兵次 東牟婁郡串本町須江64
白帆民宿 東牟婁郡串本町二色
民宿満帆 東牟婁郡串本町須江419
小平民宿 東牟婁郡串本町和深2940
黒潮旅館 日高郡日高町萩原864番地
守内旅館 橋本市高野口町名古曽1067
酒直南紀レミコン（株） 新宮市南檜杖字土河519番1 〇
佐本養豚場 紀の川市貴志川町高尾363の1 〇
三和生コン 紀の川市馬宿291-1 〇
市立有田市民会館 有田市箕島45の3 〇
嶋野　藤男 東牟婁郡串本町串本
豚舎** 日高郡みなべ町東本庄
豚舎 日高郡みなべ町土井字畑ノ口
株式会社吉田段ボール工業所粉河工場 紀の川市東野204の1 〇
株式会社吉田段ボール工業所 紀の川市名手市場53番地2 〇
養豚場 海南市野上新 〇
高芝釦工業所 田辺市湊３３６
角谷保夫 海南市阪井1754の1 〇
農業組合法人　黒沢牧場 海南市上谷
正木牧場 岩出市吉田字森ノ下235の1 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

三倉工業所 日高郡日高町比井673
森下豆腐店 岩出市高塚51 〇
氏岡織物加工場 橋本市高野口町名古曽
伊藤豆腐店* 紀の川市名手市場 〇
井元　勇 日高郡日高町小平
旅館大黒 日高郡日高川町川原河205
玉清旅館 日高郡日高川町皆瀬244
栄屋旅館 日高郡日高川町寒川
河鹿荘* 日高郡日高川町川原河149
寿屋旅館 日高郡日高川町初湯川
吾妻屋 日高郡日高川町寒川252-2
大門路屋 日高郡日高川町皆瀬333
谷本義夫 東牟婁郡串本町鬮野川 〇
輪国静男 田辺市上芳養2959
打越裕 田辺市伏莵野618
シアク写真店 西牟婁郡すさみ町4271-1 〇
佐々木クリーニング 橋本市高野口町応其
中村幸雄 田辺市下三栖寿峠
大江旭　杉野良一 田辺市上野大谷
嶋治商店 有田市宮崎町243
ホンポロ食品 日高郡印南町印南原4890
パチーズプラス岩出店 岩出市森字宮前188-1他12筆
御坊市加尾地区農業集落排水処理施設 御坊市名田町野島278-1、279
中岸組コンクリートプラント（本宮工場） 田辺市本宮町伏拝935 〇
福井生コン 田辺市龍神村大熊
焼肉じゅうはち 西牟婁郡白浜町字小谷奥3298-10
九度山町河根地区農業集落排水処理施設 伊都郡九度山町河根92-3
東亜建設工業・村本建設特定建設共同企業体 日高郡みなべ町南道245-1 〇
としこのキムチ 橋本市向副118-6
鉄建建設（株）・金下建設（株）藤白作業所 海南市冷水325-20
グリーンプラザ中島Ⅰ 岩出市中島639-4の一部
由良クリーンセンター 日高郡由良町阿戸1003-4
長谷豆腐店 海南市下津町下津1395-3
有限会社沢田石油店高野口ＳＳ 橋本市高野口町大野字上上島田180-1
有限会社山崎梅栄堂 西牟婁郡白浜町2386-47
倉谷農園 伊都郡かつらぎ町寺尾3-3
民宿くしもと 東牟婁郡串本町串本2003番地
国道号（仮称宮井トンネル）道路改築工事作業所 新宮市熊野川町九重～四滝地先 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

和歌山つくし医療・福祉センター 岩出市中迫665
近畿自動車道（紀勢線）長峰トンネル北工事 海南市下津町市坪
（有）紀州梅万呂本舗 田辺市上万呂326-56
ネッツトヨタ和歌山株式会社　岩出店 岩出市中迫167-1
西中製麺所 海南市下津町下258-2
国道425号（仮称福井2号トンネル）道路改築工事 田辺市龍神村福井地内
ポンキッキ 橋本市高野口町伏原277
すさみ開発株式会社 西牟婁郡すさみ町里野美濃々見114-2
阪口農園 伊都郡かつらぎ町背ノ山433番地
中谷加工所 伊都郡かつらぎ町滝84
松岡農園 伊都郡かつらぎ町中飯降2004-3
前田農園 伊都郡かつらぎ町東渋田691-3
岡本　恵美子 伊都郡かつらぎ町平80
秋田食品 橋本市菖蒲谷586-8
田中 橋本市菖蒲谷210-2
森口加工場 橋本市高野口町下中300
有限会社丸惣鮎川工場 田辺市鮎川995-1
米井 伊都郡かつらぎ町萩原447
コスモ岩出 岩出市金池164-4
田中* 橋本市出塔36
株式会社丸和本社工場 紀の川市桃山町調月1758-6
桃源郷運動公園 紀の川市桃山町最上1147-11
植物バイオセンター 紀の川市桃山町調月396-1 〇
那賀スポーツレクリエーションセンター 紀の川市桃山町調月12番地
有限会社湯川石油店エクスプレス岩出ＳＳ 岩出市西国分785
株式会社ノームプラニング 御坊市熊野898
秋月石油（株）海南給油所 海南市名高字中須賀242番1
株式会社アイワ 海南市七山1313
医療法人同仁会辻整形外科 海南市築地一番地の50
水谷貝釦株式会社 西牟婁郡白浜町富田987 〇
三船旅館 西牟婁郡白浜町1384-14 〇
株式会社日置川砂利 西牟婁郡白浜町日置
伊藤忠連合白浜保養所 西牟婁郡白浜町堅田字高山
若松旅館 橋本市高野口町名古曽1067の1
かつらぎ館 橋本市高野口町名倉1053
小川組 田辺市龍神村小家
株式会社共栄建設工業 田辺市龍神村福井2326 〇
田辺市学校給食センター 田辺市城山台3-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

五洋建設（株）・（株）宮本組阪和自動車道長峰トンネル南工事特定建設
工事共同企業体

有田郡有田川町地先 〇

内原東地区農業集落排水処理施設 日高郡日高町高家913他
ノーブラシ・第一洗車場ＺＡＢ（田辺市文里） 田辺市文里1丁目11番10
ＷＩＮＧ岩出店 岩出市清水字太刀焼447番1他39筆
東不動産株式会社（くら寿司） 岩出市備前字橋本24-5他11筆
株式会社松林 有田市初島町浜1769-1
笠野染工株式会社海南工場 海南市名高123 〇
医療法人洗心会玉置病院 田辺市上屋敷二丁目5番1号
国道号（仮称新大峠トンネル）特殊改良一種工事 日高郡印南町印南原地内 〇
ジャバモール岩出（ガイア岩出） 岩出市西野字保田115番1他 〇
藪中工業所 御坊市塩屋町北塩屋179
中井章工業所 御坊市名田町野島3163
中井工業所 御坊市薗817
宮本真珠工業所 御坊市名田町野島1938
谷野真珠工業所 御坊市塩屋町南塩屋120
丸和工業所 御坊市名田町抜井戸
栗本工場 御坊市塩屋町北塩屋958
アオイプラザホテル 田辺市下屋敷町1-78
坂口ブロック工業所 御坊市熊野700-7
平岡組 伊都郡かつらぎ町妙寺 〇
溝口代吉 田辺市上野681
岡山次男* 田辺市秋津川 〇
有限会社沢田石油店　粉河 紀の川市井田95-1
株式会社永井刺繍 有田市箕島679-1
和歌山太陽誘電株式会社　本社・稲原工場 日高郡印南町印南原4026-22 ● 〇
株式会社アムズエナジー　エポックＳＳ 田辺市芳養町4063-5
岩出クリーンセンター 岩出市根来2273-2

岡村製油株式会社　和歌山工場
橋本市紀ノ光台3丁目1-10、1-13、1-15、1-16、1-23、1-24、
1-26、1-30

〇

株式会社財文水産 日高郡美浜町吉原922
グリーンヒル美浜 日高郡美浜町和田2193

近畿自動車道紀勢線見老津第ニトンネル工事　三井住友建設株式会社見老
津第二トンネル作業所

西牟婁郡すさみ町見老津28 〇

株式会社九重雜賀 紀の川市桃山町元141,142-1
山荘天の里 伊都郡かつらぎ町下天野1620
和歌山縣ヘルス工業株式会社　紀の川営業所 紀の川市桃山町調月2822-6,2826 ● 〇
株式会社山芝缶詰 海草郡紀美野町動木808



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

吉田染工株式会社 紀の川市貴志川町前田16
貴志川工業株式会社 紀の川市貴志川町前田22
（株）東洋コンクリート岩出工場 岩出市野上野35 〇
有限会社大前織物加工所 橋本市高野口町応其9
住友電工産業電線株式会社和歌山工場 有田郡有田川町熊井66-10
再生工場宇井苔作業所 有田郡有田川町大字宇井苔251-1
近畿自動車道紀勢線黒崎トンネル工事 西牟婁郡すさみ町和深川字アマドリ718-17 〇
森川農園紀州酒造場 日高郡みなべ町西岩代796
湯快リゾート　ホテル千畳 西牟婁郡白浜町1680-1
白浜ランスロットマンション 西牟婁郡白浜町2250-3
南紀白浜マリオットホテル 西牟婁郡白浜町2428番地
クリーニングハウスファインアップ本店 御坊市湯川町財部1112-3
三菱電機健康保険組合　紀望館 西牟婁郡上富田町南紀の台1-1
Hotel&Resorts WAKAYAMA-KUSHIMOTO 東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10
下津トンネル作業所 海南市下津町市坪
共同印刷株式会社 和歌山工場 有田郡有田川町熊井560-2
堀本砂利採取場 有田郡有田川町久野原798番地先 〇
し尿処理施設（白鳥苑：富田川衛生施設組合） 西牟婁郡白浜町十九渕字砥石谷1179番地1
国道424号（仮称：修理川1号トンネル）道路改築工事 有田郡有田川町宇井苔地内
カナカナファーム辻井 日高郡印南町印南原4773-38
株式会社サイエンス和歌山 海南市大野中608-17 ● 〇
橘電装工業株式会社粉河工場 紀の川市長田中345-6
太陽シールパック岩出木工所 岩出市中黒 〇
紀州ファスナー工業株式会社 御坊市塩屋町北塩屋521番地1 〇
日立建機日本株式会社　橋本営業所 橋本市柱本24-1
有限会社木村組砂利 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2538番地
桃山砂利 紀の川市桃山町段新田217 〇
衣奈クリーンセンター 日高郡由良町衣奈字戸津井坂43-15
グリーンヒル波分 岩出市波分203-1
フジカラー和歌山 新宮市蓬莱1-5-10 〇
MINPAKU庄田 日高郡印南町羽六902
紀北西道路　知谷トンネル他工事事業場 紀の川市東三谷字春日924,925 〇
株式会社　寿精密 伊都郡かつらぎ町東渋田651-23
和歌山トヨタ自動車株式会社高野口店 橋本市高野口町大野212-1
矢戸田自然塾 日高郡印南町西神ノ川37-2
株式会社共栄テクシード北工場 紀の川市桃山町調月１６２４－８ 〇
有本農園 日高郡みなべ町東岩代882-2
飛島・田所建設工事共同企業体　中崎トンネル作業所 東牟婁郡古座川町中崎京ノ木146-3 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

大成・小森特定建設工事共同企業体　国道480号(仮称3号トンネル)道路
改良工事作業所

伊都郡高野町高野山字大滝辻18-1 〇

エコ和歌山株式会社 田辺市稲成町726-1 〇
有限会社土井ブロック 日高郡日高川町高津尾１０９７
近畿自動車道紀勢線右会津トンネル工事 田辺市秋津町1366 〇
近畿自動車道紀勢線和深川トンネル他工事 西牟婁郡すさみ町和深川地先 〇
医療法人晃和会　谷口病院 海南市日方280-2,327-11
株式会社共栄産業 伊都郡かつらぎ町志賀字下田原６４２－４、６４１－１、６４２－１ 〇
西松建設株式会社周参見トンネル出張所 西牟婁郡すさみ町周参見地先 〇
太地山中トンネル作業所 東牟婁郡太地町太地字山中2685-1 〇
串本町古座川町衛生施設事務組合池野山環境衛生センター 東牟婁郡古座川町577-1
上垣内養鶏場 橋本市高野口町名倉１３３３
サンシャイン牧場果樹園 日高郡印南町印南原5640
まんまる 田辺市中辺路町近露2722-2
滝川農園 日高郡みなべ町西本庄796番地1
株式会社勝僖梅みなべ工場 日高郡みなべ町東吉田字大坪657-1
民宿わだ 東牟婁郡串本町樫野字アノキ703番地1
株式会社紀州ミート 西牟婁郡上富田町朝来3894-57
日高川町子十浦多目的施設 日高郡日高川町三十木１５５番地
有限会社麺彩工房ふる里（旧事業場） 紀の川市粉河3192-1 〇
カーピカランド橋本 橋本市小峰台二丁目13-15
日商有田株式会社　セルフ貴志川給油所 紀の川市貴志川町北818-1
岩出自動車学院 岩出市中島1008-6
東洋・海邊特定建設工事共同企業体 日高郡由良町衣奈字水谷１２８３－１６ 〇
ワークステーションひだか(旧所在地) 御坊市湯川町小松原字瀬崎坪６０４の６ 〇
有限会社佐藤石油　御坊斎橋給油所 御坊市湯川町小松原５５４－１
すさみ開発株式会社　すさみエコファーム 西牟婁郡すさみ町大鎌字松平６７番地
きのくに中津荘 日高郡日高川町高津尾１０４９番地
株式会社やまだ 御坊市薗７５８－２、７５８－３
（有）酒井コンクリート工業所* 田辺市新庄町橋谷213-1
方津戸団地 有田郡湯浅町栖原182-1,184-3
株式会社小森組生コンクリート工場 東牟婁郡串本町高富字蔵尻120
株式会社共栄テクシード南工場 紀の川市桃山町調月１６２４－３
橋本周辺広域ごみ処理場 橋本市高野口町大野１８２７－２８
古田浄水場 東牟婁郡串本町古田322
岸本株式会社マイステーション和歌山北 岩出市中島840-3
田辺ダイハツ販売株式会社 田辺市東山1丁目19番20号
コマツレンタル株式会社紀北店 伊都郡かつらぎ町中飯降字岸ヶ下1654-1 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

国道371号(仮称温川2号トンネル)道路改築工事 田辺市中辺路町川合 〇
株式会社一水産 御坊市湯川町富安2256-3
果樹グループ 伊都郡かつらぎ町柏木９６７番地
藤本食品株式会社本社工場 岩出市中島928
みんなの食品　ひだまり 日高郡みなべ町芝498-10
石本印刷株式会社 海草郡紀美野町動木1464 〇 〇
株式会社PALレミコン　かつらぎ工場 伊都郡かつらぎ町島字高尾337番1
株式会社オカウエ農園 田辺市中辺路町栗栖川291 〇
大阪スバル株式会社　田辺店 田辺市新庄町1589 〇
近畿大学水産研究所浦神実験場 東牟婁郡那智勝浦町浦神468-3 〇
海南市農村婦人の家土壌診断室 海南市重根453-3
有限会社源蔵梅本舗 田辺市中芳養字下モ谷2030-1
すさみ町汚水第三次処理施設 西牟婁郡すさみ町周参見5370-17
海南市総合体育館 海南市大野中1106
国道424号(仮称修理川1号トンネルその2)道路改築工事 有田郡有田川町修理川地内
国道424号(仮称修理川1号トンネルその2)道路改築工事(宇井苔地内) 有田郡有田川町宇井苔地内
谷口牧場 有田郡有田川町楠本1490
紀南家畜保健衛生所 西牟婁郡上富田町生馬321-10
近畿大学水産研究所白浜実験場 西牟婁郡白浜町3153 ●

国道425号付替(外)合併(切目川1号トンネル)工事（東・共栄特定建設工
事協同企業体）

日高郡印南町高串字根木野42-1 〇

株式会社九重雜賀(岩出市) 岩出市畑毛47,48-1 〇
いのぶた牧場 西牟婁郡すさみ町周参見字向谷4792 〇
浜千鳥の湯海舟 西牟婁郡白浜町1698-1
赤から和歌山岩出店 岩出市西野字春面24-1 他2筆
三木理研工業株式会社　桃山工場 紀の川市桃山町調月字奥新田1758-7
農業集落排水事業善田地区処理施設 紀の川市桃山町善田741-11,741-12
株式会社森本組・株式会社関組JV 岩出市押川地内 〇
熊野古道の宿　霧の郷たかはら 田辺市中辺路町高原826
御坊市塩屋浄化センター 御坊市塩屋町南塩屋950-5
株式会社和歌山の梅本舗* 田辺市高雄2-35-9
太田養鶏場 有田郡湯浅町田1360-2
高野口運送株式会社 伊都郡九度山町九度山字高松156-4
すさみいのぶた生産組合 西牟婁郡すさみ町大鎌279-1
焼肉三国一海南店 海南市大野中字玉田621-1,621-5
大引・神谷クリーンセンター 日高郡由良町神谷462他
株式会社大谷屋 田辺市下万呂880-1
新家（サラヤ） 日高郡日高川町弥谷7



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

東（ひがし） 日高郡日高川町初湯川46
山里の家 日高郡日高川町小釜本147
民宿かがみ 日高郡日高川町佐井421-1 〇
雅（ミヤビ）の宿 日高郡日高川町熊野川853-47
星空の宿 日高郡日高川町熊野川527
恵の宿 日高郡日高川町高津尾655-1
風呂谷ビレッジ 日高郡日高川町佐井185
栗園西川 日高郡日高川町川原河309
たつた 日高郡日高川町船津1042-1
有田川町吉備浄化センター 有田郡有田川町下津野680-5番地他29筆
串柿の里ふれあい販売所 伊都郡かつらぎ町滝大石4-2
国道424号（仮称滝2号トンネル）道路改築工事 日高郡みなべ町滝地内
御坊自動車整備協同組合　車検整備工場 御坊市藤田町吉田字二又414番地
かくいちクリーニング 新宮市神倉3-1-27
山湯 有田郡湯浅町山田1683
有限会社キセイテック賢堂工場 橋本市賢堂上河原110
（仮称）白浜温泉とれとれの湯 西牟婁郡白浜町堅田字鴻之巣2508の一部他10筆
下野井改良住宅,下野井公営住宅,下野井北改良住宅 紀の川市名手市場1361
ワークステーションひだか 日高郡日高町荊木310
有限会社麺彩工房ふる里 紀の川市打田21-1
山香 有田郡有田川町東丹生図49
有限会社印南生コンクリート 日高郡印南町古井188-1
株式会社エコ・ステージ古田工場 東牟婁郡串本町古田202-1
中央石油販売株式会社橋本ニュータウンSS 橋本市光陽台1-5-26
張義 海南市大野中502-2 〇
株式会社西村物産 有田市宮崎町324
福井1号トンネル作業所 田辺市龍神村福井地先 〇
アルバックテクノ株式会社　表面処理事業部　洗浄部　和歌山製造課 橋本市小峰台2-8-3 〇 〇
稗田化学工業株式会社 田辺市湊小泉1409-1
旅人の宿蒼空げすとはうす 田辺市本宮町本宮1526-1,2,3
橋本市青少年旅行村 橋本市北宿5 〇
鈴木石油株式会社新宮橋本 新宮市橋本2丁目3889-7,8,9、3890-5
ＮＰＯ法人ひかり 東牟婁郡那智勝浦町川関309
コインランドリー泡湯新浜店 海南市日方1274-20 ● 〇
コインランドリー泡湯下津店 海南市下津町黒田146-1 ● 〇
有限会社リサイクルてらした 東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野592
井上畜産九度山畜舎 伊都郡九度山町河根７２５－１
おのうえエコファーム 日高郡日高川町蛇尾194-1,195-1､195-2.196-1､218



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

おのうえエコファーム* 日高郡日高川町蛇尾431-1
有限会社調布梅屋 田辺市下三栖1483-16
パチンコ＆スロット LOVE 海南市築地1-14
Resort　inn　ルアンドン白浜 西牟婁郡白浜町字白島3354-9
株式会社ホタニ本社工場 海草郡紀美野町動木１４５２ ● 〇
みなべトンネル作業所 日高郡みなべ町東本庄地内 〇
株式会社ホタニ桃山工場 紀の川市桃山町調月字後嶋３２７番５
志古船舶営業所 新宮市熊野川町２７２番地
近畿自動車道紀勢線西津裏トンネル工事 西牟婁郡すさみ町江住1068-2 〇
和歌山ノーキョー食品工業株式会社貴志川堆肥場 紀の川市貴志川町井ノ口1411-1 〇
川口建設株式会社　製材工場 田辺市龍神村小家972-39、972-40
美山給油所 日高郡日高川町熊野川329-5
出口石油株式会社　田辺ノースＳＳ 田辺市上の山1-12-37
みなべ町立学校給食センター 日高郡みなべ町谷口578番地1
生石高原すすきの里加工所 有田郡有田川町生石41番地
株式会社東組 伊都郡かつらぎ町志賀　地内 〇
国道168号(仮称田長トンネル)道路改良工事 新宮市熊野川町田長

オークワ海南野上店
海南市野上中431-1､432-2､420､424-1､423､425､417-2､419-
1

有害鳥獣食肉処理加工施設 日高郡日高川町船津742番地
民泊｢千｣ 日高郡日高川町三十木80 〇
紀の川左岸地区平沼田トンネル工事 伊都郡かつらぎ町平沼田地内 〇
知的障害者授産施設　かたつむり共同作業所　桜和分場 海南市野上新616-8
株式会社マルリョウナガオカ* 日高郡みなべ町芝216-1
果樹園紀の国株式会社和歌山工場 有田郡有田川町天満347-1
有限会社紀北西生コン 紀の川市貴志川町前田３７
株式会社和歌山の梅本舗 田辺市稲成町441-1
ハグルマ株式会社　桃山工場 紀の川市桃山町調月字奥新田１７５８番８
めだか 日高郡日高川町平川199
大阪スバル株式会社和歌山スバル事業部紀北店 橋本市高野口町伏原1049-1 〇
市谷農園 日高郡日高川町江川1652
有害鳥獣食肉処理加工施設* 日高郡日高川町初湯川1751番地
民宿桂荘 日高郡美浜町三尾861番地の1

特別養護老人ホーム緑風苑
海南市孟子字波免708-1、709-1、710-2、714-1、706-1、
708-2、710-1他

株式会社スズキ自販和歌山かつらぎ営業所 伊都郡かつらぎ町中飯降字岸ヶ下1654-2
スーパーセンターオークワ海南店 海南市築地1番1
株式会社丸紀 日高郡美浜町和田２２３５－２



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

多機能型事業場ゆら 日高郡由良町吹井９４９
和歌山日産自動車株式会社紀北店 橋本市高野口町名古曽929
株式会社森本組・株式会社古部組ＪＶ 日高郡日高川町滝頭地内 〇
有限会社山口食品 海南市沖野々388-7
伊藤農園 有田市宮原町滝川原498-2、499-3
藤本製薬株式会社和歌山工場 御坊市塩屋町北塩屋字才郷谷1825-18 〇
ノーブラシ・第一洗車場ＺＡＢ(御坊市島) 御坊市島1066-1 〇
ファームながおか 日高郡日高川町千津川5168
株式会社森本組平間トンネル作業所 西牟婁郡白浜町十九渕地内 〇
ドリームⅠ・Ⅱ 海南市且来字下阻1380番1、1380番2、且来字小阪1211番
海南合同宿舎 海南市日方1274-3
やどり温泉いやしの湯 橋本市北宿５番
一般国道４２５号線付替(仮称切目川２号トンネル)工事 日高郡印南町高串地内(田ノ垣内152-2) 〇
須河砕石工場 橋本市須河361-2
アクロナイネン株式会社　田辺工場 田辺市芳養町116 〇
田辺金属工業株式会社 田辺市鮎川1496-1
かつらぎ町小学校給食用施設 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2269-8,2270-28
和歌山トヨペット株式会社　岩出中島店 岩出市中島869番地
株式会社ホタニ　研究開発室 海草郡紀美野町動木1449 〇
日産プリンス和歌山販売株式会社　御坊店 御坊市野口591-1
国道424号(仮称新法手見トンネル)災害関連工事 日高郡みなべ町清川137-1他 〇
農家民泊　楽らく紀州 日高郡印南町南原655-1
味の宿民宿シーサイドうぶゆ 日高郡日高町産湯122
株式会社旭商会　財部ss 御坊市湯川町財部782-3
西松建設株式会社　後呂地トンネル出張所 田辺市上万呂294 〇
日産プリンス和歌山販売株式会社有田支店 有田郡湯浅町吉川字東谷64-1
くつろぎの宿うしお 日高郡由良町神谷228-1
農事組合法人熊野ファーム稲成工場 田辺市稲成町2844
月向農園酒造場 日高郡みなべ町晩稲1161
海南医療センター 海南市日方1522番地1
株式会社フジタ大阪支店　市屋第一トンネル作業所 東牟婁郡那智勝浦町市屋489 〇
株式会社ひらいビル 橋本市橋本2丁目71-1,73-1,71-1先,73-1先の各一部

ワシン骨材プラント 西牟婁郡上富田町生馬字山王1230-4他 15筆
田辺釦工業KK 田辺市新屋敷町62
山村養豚場 有田郡有田川町吉見890 〇
CAR　WASH　K-SELECT 東牟婁郡串本町串本大水崎2117
紀州ふるさと屋田辺工場 田辺市上万呂152



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

北広ケミカル株式会社桃山工場 紀の川市桃山町調月713-18
有田湯浅線（仮称田坂トンネル）道路改良外合併工事 有田郡湯浅町須原地内 〇
和歌山県立海南高校 海南市大野中651
日産プリンス和歌山販売株式会社（岩出店） 岩出市溝川208-2
西松建設株式会社　金剛寺トンネル出張所 東牟婁郡那智勝浦町市屋地先 〇
佐藤工業株式会社　鍋谷峠トンネル作業所 伊都郡かつらぎ町平154-8,157-8 〇
前田建設工業株式会社　天満トンネル作業所 東牟婁郡那智勝浦町天満地先 〇

切目川河川総合開発（切目川ダム本体工）工事　熊谷・淺川・尾花特定建
設工事共同企業体

日高郡印南町高串111,137,138 〇

株式会社大林組　見草トンネル工事事務所 西牟婁郡白浜町椿字大谷1006-21 〇
奥瀞道路　峰トンネル工事 新宮市熊野川町九重地先 〇
四季の郷　遊楽 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-807,2399-536
坂田石油株式会社 橋本市岸上406
ゼロワンスタジオ 田辺市下万呂463-9 〇
国道480号(仮称2号トンネル)道路改良工事 伊都郡高野町高野山字地蔵の辻14-1 〇
農事組合法人熊野ファーム三栖工場 田辺市下三栖1202-3

近畿自動車道紀勢線安宅トンネル工事　株式会社安藤・間　安宅トンネル
作業所

西牟婁郡すさみ町周参見1268 〇

日産プリンス和歌山販売株式会社田辺支店 田辺市上の山1丁目8番16号
株式会社フジタ大阪支店　田野井第三第四トンネル作業所 西牟婁郡白浜町大古地先 〇
玉置牧場 田辺市龍神村柳瀬1560-3
有限会社熊井自動車 紀の川市粉河784-7
理工協産株式会社橋本工場 橋本市紀ノ光台2丁目1番2 〇
重ね山果樹加工生産組合 東牟婁郡串本町伊串92番地4

ホリスティック・スペース・ジャパン・メディカル・アンド・リゾート 東牟婁郡太地町太地1426番地

清水建設株式会社　十九渕第一トンネル作業所 西牟婁郡白浜町十九渕308-1外 〇
五色台広域施設組合　五色台聖苑 海草郡紀美野町国木原577番地4
鉄建建設株式会社　白浜富田作業所 西牟婁郡白浜町富田1595 〇
紀の海クリーンセンター 紀の川市桃山町最上1290番地94
株式会社熊谷組　市屋第二トンネル作業所 東牟婁郡那智勝浦町市屋995-3 〇
ライダーハウス良流来食堂 日高郡日高川町平川384-2
近畿自動車道紀勢線田野井第2トンネル工事 西牟婁郡白浜町田野井地先 〇
（仮称）久木地区砂利プラント工場 西牟婁郡白浜町久木字渋郷457-1外14筆地内
民泊　花の音（はなのね） 日高郡日高川町船津874
奥瀞道路　葛山トンネル工事所 新宮市熊野川町九重1325-1,3,4 〇
岩本石油株式会社　モーターガレージ岩出店 岩出市高塚186-1
多機能型事業所ぱる 橋本市小峰台2丁目10-2



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

農家民泊　笑くぼ 東牟婁郡古座川町川口279 〇
株式会社オルト 紀の川市桃山町調月523番12
嶋市農園　みかんジュース工場 有田郡有田川町出120
那智勝浦道路湯川第二トンネル工事 東牟婁郡那智勝浦町湯川字柿ノ木原口684 〇
近畿自動車道紀勢線周参見第一トンネル工事 西牟婁郡すさみ町周参見977-1 〇
国道480号（仮称4号トンネル）道路改良工事 伊都郡高野町高野山字千本槇19-1 〇
株式会社ENEOSジェネレーションズ 有田川SS 有田郡有田川町大字下津野1624-1
紀の川市立河南学校給食センター 紀の川市桃山町元142-3
富士香料化工株式会社　和歌山橋本工場 橋本市紀ノ光台3丁目1-17
西松建設株式会社　安宅出張所 西牟婁郡白浜町安宅615-1 〇
清水建設株式会社　那智勝浦道路　湯川第一トンネル作業所 東牟婁郡那智勝浦町橋ノ川328-1 〇
鉄建建設株式会社　那智湯川作業所 東牟婁郡那智勝浦町天満字杉谷1832 〇
佐藤工業株式会社　根来トンネル作業所 紀の川市西三谷970 〇
近畿自動車道紀勢線黒崎トンネル工事（見老津） 西牟婁郡すさみ町見老津27-1 〇
パチーズプラス岩出店 岩出市森字宮前184外16筆、岩出市堀口字中池6-1外3筆 〇
西松建設株式会社　西日本支社　関西支店　根来西トンネル出張所 岩出市根来字根来2347-128 〇
熊野プライムフード協同組合 西牟婁郡すさむ町里野下モ平見47-2
白浜温泉線（仮称権現平トンネル）道路改良工事 西牟婁郡白浜町才野2032 〇
出口石油株式会社　海南イーストSS 海南市沖野々字越前43-1,43-3,43-5,44-1,46-1,47-1,48-3
センターウェル 東牟婁郡串本町有田670
西松建設株式会社西日本支社関西支店岩出東トンネル出張所 岩出市安上818-1 〇
西門院 伊都郡高野町高野山447
普賢院 伊都郡高野町高野山605
近畿自動車道紀勢線田野井第2トンネル工事 西牟婁郡白浜町大古地先 〇
清浄心院 伊都郡高野町高野山566
上池院 伊都郡高野町高野山476
櫻池院 伊都郡高野町高野山293
大明王院 伊都郡高野町高野山482
本王院 伊都郡高野町高野山610
恵光院 伊都郡高野町高野山497
高室院 伊都郡高野町高野山599番地
天德院 伊都郡高野町高野山370番地
赤松院 伊都郡高野町高野山571
南院 伊都郡高野町高野山680番地
増福院 伊都郡高野町高野山346
宝亀院 伊都郡高野町高野山294
熊谷寺 伊都郡高野町高野山501番地
遍照光院 伊都郡高野町高野山575



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

普門院 伊都郡高野町高野山608番地
総持院 伊都郡高野町高野山143
密厳院 伊都郡高野町高野山478
国道480号（仮称杉野原板尾トンネル）道路改良工事 有田郡有田川町板尾463番地 〇
イル・コーヴォ 東牟婁郡串本町串本350
蓮華定院 伊都郡高野町高野山700
報恩院 伊都郡高野町高野山283
西禅院 伊都郡高野町高野山154番地
宗教法人龍泉院 伊都郡高野町高野山647
不動院 伊都郡高野町高野山456番地
持明院 伊都郡高野町高野山455
明王院 伊都郡高野町高野山146
正智院 伊都郡高野町高野山159番地
光台院 伊都郡高野町高野山649番地
釈迦文院 伊都郡高野町高野山349
桜ヶ丘病院 有田市箕島字船面904
宝城院 伊都郡高野町高野山156
宗教法人成就院 伊都郡高野町高野山330
宗教法人西南院 伊都郡高野町高野山249
宗教法人西南院 伊都郡高野町高野山249
トーヨーカネツ(株)和歌山工場 有田市野453
トヨタカローラ和歌山株式会社シーズ有田店 有田郡有田川町明王子229
宗教法人一乗院 伊都郡高野町高野山606
株式会社フジタ　竹向トンネル作業所 東牟婁郡那智勝浦町大字二河字スガタノ洞464 〇
三寶院 伊都郡高野町高野山580
宗教法人龍光院 伊都郡高野町高野山147
常喜院 伊都郡高野町高野山365
安養院 伊都郡高野町高野山412
宗教法人北室院 伊都郡高野町高野山470
高野山温泉福智院 伊都郡高野町高野山657番地
本覺院 伊都郡高野町高野山618
宿坊遍照尊院 伊都郡高野町高野山303
ブルーマーメイド 東牟婁郡串本町和深20番地２
やまがら 東牟婁郡古座川町大川224 〇
いやしのコテージみらい 伊都郡かつらぎ町中飯降1933-1,1933-4
森本組・英進工業特定建設工事共同企業体（衣奈トンネル作業所） 日高郡由良町大字衣奈字由良坂532番地１ 〇
株式会社森組　阪和道印南工事作業所 和歌山県日高郡印南町印南３９１８－４ 〇
津田農園 伊都郡かつらぎ町下天野176



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

堂坂農園 伊都郡かつらぎ町下天野869
株式会社森組　阪和道印南工事作業所 日高郡印南町大字印南3918-4
海南スポーツセンター 海南市船尾260-3,249-14,251-1,253-23
（仮称）はま寿司　海南店 海南市船尾字中濱251，249-14
株式会社大本組　紀北西道路春日作業所 紀の川市中三谷字不動寺788,.789-1 〇
国道424号（仮称清川トンネル）道路改良工事 日高郡みなべ町369-1 〇
株式会社奥村組　安上岩出西トンネル工事所 岩出市山地先 〇
和歌山トヨペット株式会社　田辺店 田辺市稲成町234-1
紀洋石油株式会社　カーピカ芳養店 田辺市芳養町1206
紀洋石油株式会社　カーピカ新庄店 田辺市新庄町1910－3
紀洋石油株式会社　白浜インターＳＳ 田辺市新庄町田鶴1580-5
紀洋石油株式会社　日置ＳＳ 西牟婁郡白浜町日置981-16
高野山蓮花院 伊都郡高野町高野山399番地
美山生コンクリート株式会社 日高郡日高川町大字川原河472
大円院 伊都郡高野町高野山594
白水園 紀の川市上田井1229-1
株式会社早和果樹園　本社第一工場 有田市宮原町東321
セルフ洗車場　ピカピカランド橋本高野口 橋本市高野口町伏原字薮田123
南紀田辺スポーツセンター 田辺市上の山一丁目23番1－1号
日産プリンス和歌山販売株式会社　田辺南店 西牟婁郡上富田町生馬字両新田815-8
地蔵院 伊都郡高野町高野山573
昭和精工株式会社橋本工場 橋本市紀ノ光台3丁目1-25 ● 〇
岩本石油株式会社　車検の速太郎　橋本店 橋本市隅田町河瀬412-3
株式会社早和果樹園　みかん搾汁工場 有田市宮原町新町字井ノ口286-1
成福院 伊都郡高野町高野山593
光明院 伊都郡高野町高野山493
ネッツトヨタ和歌山株式会社　田辺店 田辺市新庄町1895-3
日産プリンス和歌山販売株式会社　新宮店 新宮市五新1977-1
西室院 伊都郡高野町高野山697
株式会社食縁　水産加工工場 新宮市佐野字中地2122-3
筋本農園　本社工場 日高郡みなべ町徳蔵前谷414-1
宝善院 伊都郡高野町高野山568
大和歯車製作株式会社和歌山工場 日高郡日高川町大字平川字長田84-9 〇
フォトスペース箕島店 有田市箕島721-1　スーパー松源箕島店内 〇
古座川町鳥獣食肉処理加工施設 東牟婁郡古座川町月野瀬851
トヨタカローラ和歌山株式会社　シーズ岩出店 岩出市大町2
ナギサビール株式会社 西牟婁郡白浜町2927-220
シキボウリネン株式会社勝浦工場 東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井字唐地1110番地３



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

株式会社ケイ・エステクノロジー 橋本市紀ノ光台2丁目8番16 〇
株式会社紀州フーズ大谷　朝日ヶ丘工場 田辺市朝日ヶ丘26-10
民宿　山本 西牟婁郡白浜町安居646-4
南紀白浜の宿　九十九荘 西牟婁郡白浜町1407-13
農家民泊　観音山フルーツガーデン 紀の川市野上字八屋窪147番地の１
株式会社旭商会　日高給油所 日高郡日高町高家423-4
はま寿司　有田古江見店 有田市古江見字西坪166-1,167-1,168-1の一部.169-1の一部
芳養清川線（仮称面谷トンネル）道路改良工事 日高郡みなべ町清川2654 〇
民泊　下村 西牟婁郡白浜町市鹿野379-3
はま寿司　橋本店 橋本市隅田町中島字丁の坪48番1
株式会社則種海産 有田郡湯浅町大字田333番地
紀州山城果房 有田郡有田川町奥1353
有田養鶏農業協同組合清水農場 有田郡有田川町三瀬川135-7 〇
鍋谷峠道路鍋谷峠トンネル（大阪側）工事 伊都郡かつらぎ町平154-8,157-8 〇
有限会社熊井自動車　オートサロン貴志川 紀の川市貴志川町長山277-1
南星運輸株式会社　和歌山事業所 岩出市野上野60-1
はなぞの温泉「花圃の里」 伊都郡かつらぎ町花園梁瀬779-1
株式会社スズキ自販和歌山　スズキアリーナ有田 有田市糸我町中番73-3
農家民泊もんぺとくわ 田辺市龍神村西261
岩本石油株式会社　車検の速太郎岩出店 岩出市高塚153-1
株式会社中井組　川又トンネル作業所 日高郡印南町川又1036-1 〇
ハピネスちかつゆ 田辺市中辺路町近露606-2
日の丸観光バス株式会社 伊都郡かつらぎ町佐野1395-1
ゲストハウス 橋本市高野口町伏原880-1
大阪スバル株式会社　田辺店 田辺市中万呂字神頭867-2
国道370号（仮称1号トンネル）道路改良工事 海草郡紀美野丁桂瀬10番地 〇
株式会社大十ロジスティクス　貴志川営業所 紀の川市貴志川町井ノ口1520-1
ゲストハウス　プラスワン 西牟婁郡白浜町2927番地1813
串本町学校給食センター 東牟婁郡串本町串本７１３番地
株式会社梅丹本舗和歌山工場 紀の川市北勢田字烏子川1088-11,1088-11-1
黒沢牧場　乳製品加工場 海南市上谷255-2
シーサイドペンションプチ白浜 西牟婁郡白浜町1335-60
有限会社樽の味　本部・工場 日高郡日高川町入野757
国道480号線沿地域振興交流施設 伊都郡かつらぎ町大字滝小字下福田53番-1他20筆
清水建設株式会社　湯浅御坊道路　川辺第一トンネル作業所 日高郡日高川町中津川1587-1 〇
和歌山トヨペット株式会社　有田インター店 有田郡有田川町水尻88-1
お茶屋（大阪） 田辺市本宮町伏拝349番地
ふくろう庵 西牟婁郡白浜町堅田櫛ヶ峯2389-1928,1929



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ボイジャーブルーイング株式会社 田辺市上の山1-19-20
天野地域交流センター　ゆずり葉 伊都郡かつらぎ町大字下天野930
大村屋　奥別館 田辺市本宮町上大野157
玄峰老師ゆかりの宿　古民家ゲストハウスおかげさん 田辺市本宮町渡瀬346-1
親王院 伊都郡高野町高野山１４４
農家民泊さーどぷれいす 田辺市中辺路町野中2045
（仮称）ゲストハウス熊野 田辺市湊字山崎1194-7
根来寺周辺観光促進事業拠点 岩出市根来2020-1.2021,2022-1,2023-1.2023-2.2029-3
国道371号（仮称新紀見トンネル）道路改良工事 橋本市柱本199-1 〇
株式会社保富 田辺市新庄町1759-1
Okawa's house 新宮市新宮640の15

（仮称）塩津宿泊施設　新築工事
海南市下津町塩津字宇野辺544-47,544-56.字東山547-14の一部、
547-15の一部

ゲストハウスもらいもん 有田郡有田川町吉原1450
川善味噌株式会社　喜代蔵 海南市下津町丸田147番地3
農家民泊こせ 有田郡広川町上津木450
朝日楼 日高郡みなべ町埴田1589-2
有田市地域交流センター 有田市箕島47番地
株式会社ENEOSジェネレーションズ 有田初島SS 有田市初島町里2113-1
岩本石油株式会社　速太郎ブライト田辺 田辺市文里1丁目2-3
株式会社トヨタレンタリース和歌山　岩出店 岩出市清水453-1
新錦ホテル 西牟婁郡白浜町1356-13
ARENA貴志川 紀の川市貴志川町神戸字貫井1外
芳養清川線（仮称中芳養トンネル）道路改良工事 田辺市中芳養字貝田2193 〇
すずしろ 田辺市中辺路町高原917-1
CoCoゲストハウス 西牟婁郡すさみ町佐本中19-17
串本食品株式会社 東牟婁郡串本町串本1557
民宿素泊まり専科サンジュ 西牟婁郡白浜町1335-60,1332-13
株式会社中峰農園本社工場 田辺市上秋津2419
農家民泊なや 橋本市橋谷530-25
ホンダカーズ南近畿和歌山田辺 田辺市明洋1-19-22
日々樹 田辺市中辺路町大川584-3
ペンション白浜 西牟婁郡白浜町171-6
三和豆腐 紀の川市名手市場1
ポイントバケーション南紀白浜 西牟婁郡白浜町1729-5
Wakayama Guest House　士道 Shido 橋本市高野口町名倉584
株式会社ユニカル 橋本市小峰台2-9-9
ホテルグリーンヒル 有田郡湯浅町大字吉川29-4



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

日置川ログハウスキャンプ村ウッディ＆リバー 西牟婁郡白浜町宇津木303-1
株式会社紀州フーズ大谷　新庄工場（梅の蔵本舗） 田辺市新庄町2926-5
那智勝浦町立温泉病院 東牟婁郡那智勝浦町大字天満字承仕谷1185-4他
有限会社冨岡エッグファーム 橋本市隅田町平野56-2
南紀白浜とれとれヴィレッジ（パンダヴィレッジ） 西牟婁郡白浜町堅田2498-1
株式会社サイエンス和歌山 海南市大野中376番地 〇
熊野四季亭 田辺市本宮町小々森162
株式会社スズキモーター和歌山　スズキアリーナ東山 田辺市東山2丁目31-20
大門坂　和笑庵 東牟婁郡那智勝浦町市野々2962-2
株式会社プリントテクニカ橋本工場 橋本市妻3丁目5-15 〇
Midtown sakura 102号室 東牟婁郡那智勝浦町湯川803-72
日産プリンス和歌山販売株式会社橋本店 橋本市市脇4丁目81-1
GENKI HOUSE 新宮市熊野川町西敷屋205
月心庵 田辺市本宮町本宮1581
フィッシャーマンズガレージ（第八大洋丸） 西牟婁郡すさみ町周参見2299
Kodo Backpacker's Inn 東牟婁郡那智勝浦町大字築地七丁目6番地25
紀州高田果園堆肥製造所 日高郡印南町大字羽六字野中1653番5
奥の宿Chikatsuyu 田辺市中辺路町近露1119
SANSARO CAFÉ サンサロカフェ 新宮市熊野川町日足878-1
ゲストハウス君の家 伊都郡高野町高野山69番地
Guesthouse ikkyu 新宮市熊野川町宮井437
グランパスsea 西牟婁郡白浜町1688-2
ルミエール白浜 西牟婁郡白浜町字上白河1729番地52
勝田胃腸内科外科医院 紀の川市粉河1916
田辺市林業開発センター深山荘 田辺市龍神村小又川281番地 〇
尾崎商店 東牟婁郡串本町鬮野川1595-7
農家民泊にし 有田郡広川町下津木956
広川町交流促進施設（通称：滝原ほたるの湯） 有田郡広川町下津木1539
Sushi House 新宮市橋本2-5-35
ZENゲストハウス好日庵 西牟婁郡白浜町堅田322番地
農家民泊田上 有田郡広川町下津木881-2
（仮称）橋本市学校給食センター 橋本市隅田町河瀬188-2
南紀白浜ブランシエラリゾート 西牟婁郡白浜町字東谷83-68他
農家民宿月水荘 西牟婁郡すさみ町佐本追川126-2
ku(ク) 西牟婁郡白浜町1366-3
有限会社樽の味本社 御坊市島661
長生庵 西牟婁郡白浜町小ヶ浦2762-5
トヨタカローラ和歌山株式会社　シーズ御坊店 御坊市湯川町財部241番地の1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ALBERGUE KODO 東牟婁郡那智勝浦町井関1-8
泊処　agri bond 紀の川市野上204-5
株式会社ふみこ農園加工工場 有田郡有田川町野田595-1
民宿高砂 新宮市五新3番47号
フォレスト 西牟婁郡白浜町2927-2222
café＆ゲストハウス縁ga環 新宮市熊野川町西敷屋450
熊野　感謝の宿「星の時間」 田辺市本宮町本宮字新町406-1
吉田荘 東牟婁郡那智勝浦町大野2179
上富田町学校給食センター 西牟婁郡上富田町朝来3871-16
the cue -hoso back yard house- 田辺市湊16-6
古民家かふぇ宿　ふくの里 西牟婁郡白浜町2679-2
犬御殿　別邸 西牟婁郡白浜町3360-22 〇
裏高野ゲストハウス⊥ 伊都郡高野町東富貴519-2
なごみの宿いろり 西牟婁郡白浜町3018番1
ダイニングペンションエヅラ 西牟婁郡白浜町391-1
ゲストハウス木BOKU 東牟婁郡串本町高富字釜郷原谷624番地
Ocean House Shirahama 西牟婁郡白浜町字小谷口3309-25
有限会社御坊チキンたい肥舎 有田郡広川町上津木地内
サンライズ勝浦 東牟婁郡那智勝浦町天満803-3
白浜久木線（仮称久木トンネル）道路改良工事 西牟婁郡白浜町久木 〇
心結 東牟婁郡那智勝浦町下里天満2517
癒しの里　小又川バンガロー 田辺市龍神村小又川447
雲間ゲストハウス 新宮市熊野川上長井452
ジェイホッパーズ熊野湯峰ゲストハウス 田辺市本宮町湯峰161
農家民泊“暁”（あかつき） 田辺市中辺路町字栗栖川671-5
ゲストハウス吉祥 田辺市龍神村殿原188
熊野本宮大社瑞鳳殿 田辺市本宮町本宮字中村地195-3
サンセットすさみ 西牟婁郡すさみ町周参見5351-10
和み 西牟婁郡白浜町堅田2399-2005 〇
風 西牟婁郡白浜堅田2399-3198 〇
株式会社TCK 岩出市根来782番地 〇
花いろどりの宿　花游 東牟婁郡太地町太地2906
千山庵　きたやま 有田郡湯浅町大字湯浅21番1
澤田酒造株式会社和歌山工場 橋本市小峰台二丁目8番40号
Maru House 東牟婁郡那智勝浦町天満1230-12
ホテルシーカンス 東牟婁郡串本町串本1735-33
株式会社アムズエナジー　エポック朝来 西牟婁郡上富田町朝来字大沼2464番地



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

農産物処理加工施設
伊都郡かつらぎ町大字妙寺1839-2,1846-3,1847-24,1847-
25,1849-1

ホテルニューパレス 新宮市新宮7683番18
パルスイン勝浦 東牟婁郡那智勝浦町木戸浦441-38
貸別荘　雲 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3202 〇
温井株式会社　スマイルステーションセレクト 新宮市清水元1-6-39
就労A型作業所ブランコート 西牟婁郡白浜町瓜切2926-1100、1189
和歌山縣ヘルス工業株式会社　ファームテック紀の川 紀の川市桃山町最上亀澤1206-1、1206-2、1206-3、1206-4 〇
星空の宿　たかはら 田辺市中辺路町高原1154-7
口熊野ゲストハウス　アガーラ 西牟婁郡上富田町朝来1323番地4 〇
誠志郎　AIR.B&B 日高郡みなべ町埴田1574-16
株式会社有田リサイクルサービス 有田郡有田川町徳田1693-1
泉陽光学株式会社　和歌山工場 日高郡日高川町玄子45　エムケーシー工業(株)内

青木あすなろ建設・杉谷産業特定建設工事共同企業体　高城トンネル作業
所

日高郡みなべ町土井地内 〇

株式会社ホンダ販売和歌山　岩出店 岩出市中島790番5
貸別荘　（株）日本ケムテックゲストハウス 西牟婁郡白浜町堅田2364-134(2500-489)
グランホテル 新宮市緑ヶ丘二丁目3番17号
JA紀南フルーツファクトリー 西牟婁郡上富田町岩田423-16
株式会社有石 紀の川市貴志川町前田559
Ｃｏｚｙ　Ｈｏｕｓｅ ふくつじ 新宮市徐福1-1-12
おかむらクリーニング店 東牟婁郡串本町串本1855-1
mic21　HOTEL PROJECT 東牟婁郡串本町和深25-1,4
Testi Mone ARIDA 有田市宮崎町1052-13
太陽梅の郷　調味廃液処理施設 西牟婁郡上富田町市ノ瀬1477
株式会社ポタジエ 紀の川市桃山町調月523番3
ゲストハウスHARE 西牟婁郡白浜町1076-10
大江戸温泉物語　南紀串本 東牟婁郡串本町串本2300-1
すはらシーサイドハウス 有田郡湯浅町大字栖原966-1
とうびゃ 西牟婁郡すさみ町見老津356
農家民泊たんだい 有田郡広川町上津木470
The Beach side 江津良家 西牟婁郡白浜町288-1
民宿ゆの里 田辺市本宮町下湯川287
ホテル&レンタカー660 東牟婁郡那智勝浦町勝浦字朝日3丁目7-1
紀之宿　新屋敷 田辺市新屋敷町15
Midtown sakura 201号室 東牟婁郡那智勝浦町湯川803-72
トヨタカローラ和歌山株式会社　シーズ新宮店 新宮市新宮3585-1
南紀串本リゾート大島 東牟婁郡串本町樫野1035-6



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

潮﨑商店 東牟婁郡串本町串本1875-1
紀州ジビエ生産販売企業組合　田辺施設 田辺市上芳養469-2
HOT SPRING house 東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川157-203
メゾンごんぱち 田辺市本宮町高山1289 〇
民宿龍神 田辺市龍神村湯ノ又453 〇
和風ペンション　朱紅蘭 西牟婁郡白浜町2926-4221
Ｍｉｎｐａｋｕ　ｋｏｄｏ 東牟婁郡那智勝浦町市野々3392-114
ちかつゆ　櫻の園 田辺市中辺路町近露729､ 730-5
株式会社東建サーモテック　橋本工場 橋本市紀ノ光台1-1-17,1-1-18
ルータントル 東牟婁郡古座川町池野山801
さこクリーニング 橋本市隅田町河瀬862-2
福浦自動車 紀の川市貴志川町北山145
株式会社ENEOSジェネレーションズ 和歌山北SS 岩出市中島840-3
千山庵かじやまち３０１ 有田郡湯浅町湯浅582
丸久運輸株式会社　本社 伊都郡かつらぎ町島382-1
株式会社八代　橋本工場 橋本市紀ノ光台3丁目2番3，2番4，2番5

梅調味液バイオガス発電所 西牟婁郡上富田町生馬字両新田674-2、674-3、674-19、674-20

津田工業株式会社　紀の川工場 紀の川市北勢田字烏子川1088番地9
Ｃｏｚｙ　Ｈｏｕｓｅ 田辺市東陽548-4
てんつくシェアハウス 田辺市上屋敷2丁目7-29 〇
Midtown sakura 202号室 東牟婁郡那智勝浦町湯川803-72
岩本石油株式会社　セルフ田辺ＳＳ 田辺市新庄町西橋谷11-4
白浜憩いの里　泊り木 西牟婁郡白浜町堅田2500番地164
秘境カフェ権現平 西牟婁郡白浜町才野1758-29 〇
シーサイド唐尾 有田郡広川町唐尾1565-21 〇
日高川町　野菜残渣の堆肥化センター 日高郡日高川町小熊6144-33 〇
佐久間　千鶴 東牟婁郡串本町二色621 〇
Ricco Mond Hills 東牟婁郡那智勝浦町大字湯川字倍地851-3、851-4
Guest house Branchee 東牟婁郡串本町潮岬3637-1
猫宿　またたび 東牟婁郡串本町串本226 〇
民泊パノラマ 西牟婁郡すさみ町江住750
エナ　ビーチ　コテージ 日高郡由良町衣奈1112-3
サニーハウス 西牟婁郡白浜町2927-1327 〇
ゲストハウスh&d 東牟婁郡太地町太地2424 〇
(株)大林組鳥松山トンネル工事事務所 有田郡広川町大字前田字露谷404-4番地先 〇
熊野古道B&B 田辺市中辺路町野中413 〇
山伏宿拝庵 田辺市本宮町伏拝781



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

南紀白浜Ｉｎｎ 西牟婁郡白浜町1059-1 〇
明時別荘 西牟婁郡白浜町2927番地553 〇
ゲストリビングMU南紀白浜 西牟婁郡白浜町浜通り3076-1、3076-2
長楽園 西牟婁郡白浜町瓜切2927番600 〇
ゲストハウス富貴宿 伊都郡高野町大字東富貴1142-3
SPRゲストハウス 西牟婁郡白浜町1569
めはり本舗　三軒茶屋　弘力庵 田辺市栄町57
有田市移住交流拠点施設　くらしちゃる矢櫃 有田市宮崎町1711-2
グローバルホーム 橋本市紀見ヶ丘2-11-1 〇
玉の浦sea 東牟婁郡那智勝浦町粉白188-1 〇
Shingu Guest house 奏 新宮市池田2丁目1-10
Togawa room 橋本市小原田355 〇
民泊高野山真言宗大師教会和歌山教区三密教会大楽庵 橋本市柿の木坂4-1 〇
戸田建設株式会社　井関トンネル工事作業所 有田郡広川町大字井関445-2 〇
民宿　南紀荘 西牟婁郡白浜町1729番地の10 〇
海のお宿 西牟婁郡すさみ町江住鳥越906番18
マリーナホテル海空 西牟婁郡白浜町3354
SUNRISE（サンライズ） 橋本市市脇523-5 〇
ピアハウス 日高郡みなべ町堺20-4
民宿　もみじの里 田辺市中辺路町近露字風呂谷1111番地1
ブルーピア 田辺市新庄町3153-5 〇
（株）スズキモーター和歌山　スズキアリーナ岩出バイパス 岩出市溝川273-1
Lacomaゲストハウス 東牟婁郡古座川町小川826
ダイキョー円月島ヴィラ 西牟婁郡白浜町字下地713-2
くまの蔵inn 新宮市緑ヶ丘1-2-38
ノートル・メゾン 新宮市相筋2-4-1
八角屋根の家　太地 東牟婁郡太地町大字太地2902-58,59
海南市民交流施設 海南市日方1525番地6
熊野中辺路 峰の宿 Mine own house 田辺市中辺路町栗栖川988-1
まこKIYOTA 東牟婁郡那智勝浦町湯川795-8
虚空 西牟婁郡白浜町2998-32 〇
株式会社スズキ自販和歌山　田辺営業所 西牟婁郡上富田町朝来2005-6
山田屋 日高郡日高町小池723-11
磯時計 西牟婁郡白浜町3749-11

有田海南道路5号トンネル工事
海南市下津町梅田47､48番1､58～61番1､60番、61番3、62番、63
番1､227番1

〇

クリスタルヴィラ白浜A棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番地3524 〇
クリスタルヴィラ白浜B棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番地3525 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

クリスタルヴィラ白浜C棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番地3526 〇
志～こころざし～ 新宮市新宮7684-47
安川 田辺市下川上962-1
白浜オーシャンヴィラ 西牟婁郡白浜町字瓜切2926番549 〇
白浜シーサイドヴィラ 田辺市新庄町字北内之浦3032-6 〇
Midtown sakura 101号室 東牟婁郡那智勝浦町湯川803-72
清水建設株式会社　湯浅御坊道路　川辺工事作業所 日高郡日高川町千津川4237-1 〇
Pacific-benetti 西牟婁郡白浜町2998番地157 〇
民泊　姫こいし 東牟婁郡串本町姫617-2 〇
小川の郷古民家　風の森 海草郡紀美野町奥佐々176
IRIE 西牟婁郡白浜町堅田2399-474 〇

株式会社松源　岩出センター
岩出市根来字洞尾1705番6、1706番1、1706番3、1706番4、
1706番8の一部他

田辺市本宮渡瀬緑の広場バンガロー 田辺市本宮町渡瀬７６番地
南紀白浜別荘 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3388 〇
GUESTHOUSE HARUMI 西牟婁郡すさみ町見老津197-5
米市農園 紀の川市北中216
水産物加工場 新宮市佐野字中地2122-8
カメラのキタムラ　御坊／オークワロマンシティ店 御坊市湯川町財部１８１　オークワロマンシティー１Ｆ 〇
音楽珈琲館　男爵 田辺市下屋敷町20-2
平松邸 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番地3077 〇
民泊ご縁の宿 有田郡有田川町庄701-3-1
山栄樹脂（株）有田給油所 有田市野693-2
川湯温泉　旅の宿　しば 田辺市本宮町川湯1425の2
ピーアイ化成株式会社 紀の川市荒見647番地1
GUEST HOUSE 大崎 那智 東牟婁郡那智勝浦町市野々2377番地19
民泊「日ノ熊」 西牟婁郡上富田町岡1408番地の5
湯浅御坊道路柳瀬トンネル他１トンネル工事　柳瀬トンネル作業所 有田郡広川町柳瀬地内 〇
緑光台汚水処理場 西牟婁郡白浜町2926-160
白浜ビーチサイドヴィラ 西牟婁郡白浜町字引越シ５５番１１号 〇
小家御殿 田辺市龍神村小家278
滝原の宿　ほたるとさくら 有田郡広川町下津木1261
（仮称）岩出中迫複合ビル 岩出市中迫177-2、177-3、173
ぬるみの家 田辺市中辺路町温川445
和歌山トヨタ自動車株式会社　新宮店 新宮市新宮8001-5
宿屋れもん 田辺市本宮町本宮570番地
湯浅駅前複合施設 有田郡湯浅町湯浅1342-4、1075-2の一部、1075-9、1075-10
宿彩 西牟婁郡白浜町字月崎3744-57



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

（仮称）湯浅町「一気通貫」産直加工流通加速化センター 有田郡湯浅町大字栖原333番地1及び332番地
Guesthouse Tao 田辺市上芳養1738
ｃａｆé ペトラの里 西牟婁郡白浜町2927-1790
素泊り　灯りや 田辺市新庄町1564-37
Guest house Hayashi 橋本市胡麻生374-3 〇
風の古民家「うえみなみ」 海草郡紀美野町谷667
うえみなみ　ログハウス 海草郡紀美野町谷589
田村薬品工業株式会社　紀ノ光台工場 橋本市紀ノ光台3丁目2番1号
近露そら 田辺市中辺路町近露614
国民宿舎紀州路みなべ 日高郡みなべ町埴田1540
Nanki Japan株式会社 西牟婁郡白浜町富田1548番1
民宿　やまぐち 西牟婁郡すさみ町周参見４３７４－１
株式会社アクオス和歌山工場 御坊市野口１０７０－１
ラプレ串本 東牟婁郡串本町大島１１９３
上六川小学校 有田郡有田川町上六川136
青葉５１１（ふりこ時計） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1166 〇
青葉６１（Ａ－６－１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1453 〇
楓３０（Ｃ－３０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1192 〇
楓５４（Ｃ－５４） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1413 〇
楓６３晃良庵（Ｃ－６３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1430 〇
楓６８（Ｃ－６８） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1465 〇
月桃６０（Ｇ－６０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1999 〇
月桃６６（Ｇ－６６） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2513 〇
リングスリー 日高郡由良町阿戸976-3
月桃７９（Ｇ－７９）オーシャンブルー 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2450 〇
月桃８１（Ｇ－８１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1706 〇
月桃１２８（Ｇ－１２８） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2263 〇
月桃１６８（Ｇ－１６８） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2391 〇
檜木７１（Ｈ－７１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3490 〇
檜木１１１（Ｈ－１１１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3163 〇
檜木１１５Ａ（Ｈ－１１５Ａ） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3486 〇
檜木１１５Ｂ（Ｈ－１１５Ｂ） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3486 〇
銀杏２４（Ｉ－２４） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2813 〇
Ｔｅｎｍａ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ 東牟婁郡那智勝浦町下里2567
民泊　柿平 田辺市中辺路町近露2003 〇
ゲストハウスすろーぴー 西牟婁郡上富田町市ノ瀬343-1
NIPPONIA HOTEL　串本　熊野海道　稲村亭 東牟婁郡串本町串本879-1
藤５０（Ｆ－５０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1678 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

月桃１７（Ｇ－１７） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2536 〇
月桃６７（Ｇ－６７） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2511 〇
銀杏３９（Ｉ－３９） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2720 〇
銀杏４５（Ｉ－４５） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1962 〇
銀杏７３（Ｉ－７３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3082 〇
欅２８（Ｋ－２８） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2680 〇
欅３３（Ｋ－３３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2625 〇
蘭２０（Ｒ－２０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3387 〇
松下 西牟婁郡白浜町2998-90
檜木７５（Ｈ－７５） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3393 〇
NIPPONIA HOTEL　串本　熊野海道　園部邸 東牟婁郡串本町串本996
田村薬品工業株式会社　紀ノ光台工場 橋本市紀ノ光台3丁目2番1号

阪和自動車道　御坊トンネル他1トンネル工事
塩屋トンネルバッチャープラント

御坊市北塩屋地先 〇

鉄建建設株式会社青垣内山作業所 日高郡印南町大字印南原244-13 〇
Hackberry Heim EⅡRA（ハックベリーハイム　エズラ） 西牟婁郡白浜町字川下り106-16、107-10、107-11
ニュータウン勝浦3-131B 東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川字平嶋157-50 〇
DJANGO 田辺市湊990-3
ゲストハウス　おかあさんち 西牟婁郡上富田町朝来984-3
かしの木 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-1232、2980 〇
紀美野町星の動物園バンガロー 海草郡紀美野町松ケ峯99番地13外
ゲストハウス　丹鶴 新宮市新宮7697-12
Guest House KAZZ 東牟婁郡那智勝浦町築地7丁目2番地5
Guest House Kiyohime 田辺市中辺路町真砂156-7
ゲストハウスmataoina 新宮市熊野川町宮井432
七草３３（Ｎ－３３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2506 〇
皐月２０２（ＳＳ２－２） 西牟婁郡白浜町堅田字畑崎2364-78 〇
皐月２０６（ＳＳ２－６） 西牟婁郡白浜町堅田字畑崎2364番112 〇
皐月２１７（ＳＳ２－１７） 西牟婁郡白浜町堅田字畑崎2364番156 〇
ブランシェット南紀白浜 西牟婁郡白浜町堅田2498-46
喫茶去庵・拈華庵 東牟婁郡那智勝浦町下和田775
清水建設株式会社すさみ串本道路二色トンネル工事作業所 東牟婁郡串本町二色鬮野川997 〇
ささき 東牟婁郡那智勝浦町北浜2-1-1
クリスタルヴィラ白浜I棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3518、2399-3517の一部 〇
ゲストハウス熊野 田辺市高雄一丁目2番51号
温泉郷の家 西牟婁郡白浜町堅田2500-94 〇
クリスタルヴィラ白浜D棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3523 〇
クリスタルヴィラ白浜E棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3522 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

クリスタルヴィラ白浜F棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3521 〇
クリスタルヴィラ白浜G棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3520 〇
クリスタルヴィラ白浜H棟 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3519 〇
レーベンハウス（仮称） 御坊市薗467
NOT GOOD SO HOUSE 新宮市熊野川町宮井445番地の1
ラハイナ 西牟婁郡白浜町字白浜421-8 〇
しんぷるらいふ 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣2500番地491 〇
Winery guest house 田辺市上野641
HEISOUGEN 西牟婁郡白浜町2927-1435 〇
ハピネス　ちかつゆ　マサキ・ケンちゃん 田辺市中辺路町近露591番1、591番2
レインボーイエロー（Ｌ１９３Ｆ） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3504 〇
楓１０３（Ｃ－１０３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1639 〇
月桃１２９（Ｇ－１２９） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1800 〇
檜木１３（Ｈ－１３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2501番 〇
銀杏８（Ｉ－８） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2763 〇
檜木５４（Ｈ－５４） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3488 〇
檜木７７（Ｈ－７７） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3159 〇
檜木１０７（Ｈ－１０７） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3167 〇
檜木１０９（Ｈ－１０９） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3391 〇
檜木１１７（Ｈ－１１７） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3390 〇
蒼 新宮市新宮656-14
簡易宿所Hanare 新宮市千穂2-2-19
Guest house 熊野野菜 田辺市中辺路町川合1547番2
APARTMENT HOSTEL KARIN 田辺市湊28-16 102号
カリンハイツⅡ 田辺市湊28-16
けやき 田辺市中辺路町高原798-2
シーフロントコサダ 日高郡みなべ町堺483-7
有田石油株式会社　有田給油所 有田郡湯浅町湯浅1457番地
初日（はつひ）（Ｑ－１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3557 〇
ダリア１２１（Ｄ－１２１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2659 〇
七草３０（Ｎ－３０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2053 〇
Guest House MAYU 新宮市千穂3丁目1-17
えびす 東牟婁郡串本町和深1936-1 〇
白浜　時空間 西牟婁郡白浜町字湯之谷1883番地17
太地町地域福祉センター梛 東牟婁郡那智勝浦町市屋1056-8
いちやのじっか 東牟婁郡那智勝浦町市屋886-3
サイクリストinn八尺鏡野 東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野463
松吟亭 東牟婁郡那智勝浦町下里2839



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ホテルMIO 西牟婁郡白浜町平160-1
NTN株式会社　和歌山製作所 橋本市紀ノ光台3丁目2-7
雨嶋トンネル作業所 東牟婁郡串本町和深地先 〇

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本
東牟婁郡串本町鬮野川字午越1564-1、1577-1、1578、1579-1、
1579-3

南紀すずめのお宿 東牟婁郡古座川町小川６９３番地
民宿かつ家 西牟婁郡白浜町3118の5
藤５（Ｆ－５） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1609 〇
蘭１０（Ｒ－１０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3349 〇
Private Villa ICHIE 西牟婁郡白浜町堅田2399-3392 〇
(仮称)有田市民水泳場 有田市初島町浜1650-1番地、1650-3番地、1642番地
国道370号（仮称2号トンネル）道路改良工事 海草郡紀美野町中字阿弥陀ノ谷82番3
和歌山トヨタ自動車株式会社　岩出店 岩出市中島683-1
欅５（Ｋ－５） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2588 〇
蘭１１（Ｒ－１１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3348 〇
月桃１１０（Ｇ－１１０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2144 〇
結（Ｊ－３３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3309 〇
七草３１（Ｎ－３１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2882 〇
皐月１６１（ＳＳ１－６１） 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣2500番458 〇
MARINE-Q 日高郡印南町印南3429-1
色川の小さな解体処理施設「だものみち」 東牟婁郡那智勝浦町大野43
檜木６０（Ｈ－６０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3563 〇
皐月２－１０３（ＳＳ２－１０３） 西牟婁郡白浜町堅田字畑崎2364番149 〇
二ノ丸温泉宿坊 有田郡湯浅町山田1638番地の1
紀の川市東国分　カット野菜工場 紀の川市東国分350
銀杏２１（Ｉ－２１） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2814 〇
株式会社中井組　川又２号トンネル作業所 日高郡印南町川又地内 〇
田中屋 東牟婁郡古座川町下露354-2
ＱＵＥＥＮ１０（Ｑ－１０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3358 〇
皐月２－１０６（ＳＳ２－１０６） 西牟婁郡白浜町堅田字畑崎2364番104 〇
Ｈ－３Ａ　ゲストハウス　ｃｌａｒｔé（クラルテ） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1485 〇
和歌山三菱自動車販売株式会社　田辺店 田辺市新庄町1934
ビジネスホテルてまり 有田郡湯浅町別所138
株式会社PALレミコン　ねごろ工場 岩出市根来782番地
Private villa ARAGI 有田郡有田川町宮川252 〇
民泊　串本のおうち 東牟婁郡串本町高富357 〇
町中ステイ　宗ハウス 東牟婁郡那智勝浦町勝浦370-1
こもり庵 田辺市中辺路町熊野川21-6 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

犬御殿別邸 西牟婁郡白浜町2998-143
里山暮らしを遊ぶ宿のこのこ 田辺市中辺路町温川802-1
海南金屋線（仮称鏡石トンネル）道路改良工事 海南市別所外地内
新宮市文化複合施設 新宮市下本町2-2-1
旅籠まさら 田辺市中辺路町高原1119-1
株式会社日本医学臨床検査研究所　和歌山南営業所　新宮出張所 新宮市神倉4丁目1番47号 〇
和歌山トヨタ自動車株式会社　有田店 有田郡有田川町明王寺2-4
熊野野菜ベース 田辺市中辺路町近露1416番1
熊野古道　古民家宿　はぎ　HAGI 田辺市中辺路町野中1068
ゲストハウスかわい 田辺市中辺路町川合字朝来平1780番地 〇
株式会社なかモーター自工　スズキタウン海南 海南市日方1281-1
ゲストハウス結 田辺市本宮町本宮619
山海荘 西牟婁郡白浜町2926番地の885 〇
ゲストハウス　みふね 新宮市相筋2-11-14
みどりのいえ 日高郡由良町門前115 〇
浜の宮七福神 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮96番地14
ゲストハウス和 東牟婁郡串本町和深2336
みなべコンポストセンター 日高郡みなべ町東本庄1174-1 〇
有限会社サンコー運輸　岩出営業所　配車センター 岩出市中迫239
baroonworkshop 田辺市龍神村福井2568-3
ダリア５７（Ｄ－５７） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1216 〇
Ｌ－１９３Ｅ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3553 〇
関西電力新宮変電所内PCB無害化処理場 新宮市下田二丁目4361番 〇 〇
ゲストハウス　クマァノ 新宮市熊野川町大山1561
檜木６１Ｃ（Ｈ－６１Ｃ） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3571 〇

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ
西牟婁郡すさみ町江住字ハダ672-1,673,673-1,674,675-1,676-
1,672-2

すさみ串本道路里野トンネル他工事 西牟婁郡すさみ町里野地先 〇
自遊らいふ 田辺市新庄町西跡ノ浦2596番地 〇
ビジネスホテルコジマ 有田市宮崎町241-1
皐月２－９６（ＳＳ２－９６） 西牟婁郡白浜町堅田字畑崎2364番136 〇
民泊あいす 西牟婁郡白浜町日置1067
民泊河野 西牟婁郡白浜町日置1157
青洲の里 紀の川市西野山473
Hostel SEN. TAKAHARA 田辺市中辺路町高原1966番
株式会社ビップオートCARモール岩出店 岩出市中島804-2
南紀くまのいえ　WAKAYAMA･古座 東牟婁郡串本町中湊458 〇
guest house HIRO 田辺市本宮町請川296番地の2



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

BEACH HOUSE 西牟婁郡白浜町2525-4-2F
福扇水産 有田市宮崎町2488-8
ゲストハウス串本 東牟婁郡串本町樫野964-1
月桃１１８（Ｇ－１１８） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2012 〇
檜木６４（Ｈ－６４） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1594 〇
株式会社谷井農園 有田郡湯浅町栖原175
銀杏１０（Ｉ－１０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2702 〇
民宿さざんか 西牟婁郡白浜町日置322-2 〇
古民家宿さつき 東牟婁郡古座川町川口73
にしきの宿poa 東牟婁郡串本町二色427-1
ゲストハウス三軒家 西牟婁郡白浜町1061-13 〇
ゲストハウス三軒家 西牟婁郡白浜町1061-13
田辺ダイハツ販売株式会社　口熊野店 西牟婁郡上富田町生馬875-3
guest house Aritei 東牟婁郡串本町田並上265
Hackberry Heim Kuchikumano（ハックベリーハイム口熊野） 西牟婁郡上富田町生馬字救馬谷248番1
楓４０（Ｃ－４０） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番510 〇
藤５２（Ｆ－５２） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番516 〇
檜木７３（Ｈ－７３） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3171 〇
ゲストハウス禮 田辺市本宮町本宮617
月桃８２（Ｇ－８２） 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1991 〇
きみの　さいか亭 海草郡紀美野町下佐々1797
醍醐 西牟婁郡白浜町1384番地の18
コージーネスト与根河 東牟婁郡那智勝浦町市屋352-2
ライステラス下和田 東牟婁郡那智勝浦町下和田200-1
ダイブサプライ 西牟婁郡白浜町2927-366-3 〇
神倉書斎 新宮市千穂1-3-1
ゲストハウス　はてなし 田辺市本宮町大居1598番1
農家民泊　ねこのて 有田郡有田川町下津野231
Ｃ－４９ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番1408 〇
Ｉ－７０ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3003 〇
ビジネスホテル百寿 御坊市島474-1
大日本土木（株）　地整串本田子T　作業所 東牟婁郡串本町田子地内 〇
Ｈ－４６ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番524 〇
Ｉ－２０ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2815 〇
Fレンタカー大阪株式会社紀の川店 紀の川市尾崎234番地の6
近露福定線（逢坂隧道）道路改良工事 田辺市中辺路町福定64-4 〇
心結　新宮 新宮市緑ヶ丘1丁目6587番3
ゲストハウス　あがえ 田辺市中辺路町近露1776-3



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

民宿亀の井 東牟婁郡那智勝浦町朝日4-73
nijinos 有田郡有田川町船坂1025
Ｈ－３２ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3515,2399番3516 〇
民宿久美屋 東牟婁郡串本町田子149-7
はし杭 東牟婁郡串本町鬮野川1548-1
第三雄弘丸 東牟婁郡串本町串本617-34
@koguchi 新宮市熊野川町大山595
犬御殿オーシャンズヴィラ 西牟婁郡白浜町2998-155
さくら 西牟婁郡白浜町1729-53（南海白浜ヴィラ2号棟113号室） 〇
あじさい 西牟婁郡白浜町1729-52（南海白浜ヴィラ1号棟203号室） 〇
美滝山荘 東牟婁郡那智勝浦町那智山545-1
（株）佐々木農園 日高郡みなべ町東本庄192-3
赤坂農園 日高郡みなべ町東本庄403
クリスタルエグゼ南紀白浜Ⅰ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3329、2399-3330 〇
関西電力送配電(株)紀の川変電所内PCB無害化処理場 紀の川市貴志川町北字坊垣内922番8 ● 〇
やまゆり 西牟婁郡白浜町1729-52（南海白浜ヴィラ1号棟302号室）
G-172 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2309 〇
一棟貸し宿　田舎家 西牟婁郡すさみ町周参見2325-1
民宿やまびこ 東牟婁郡古座川町小川809-1
たかだ農園 日高郡みなべ町芝647-2
岩本石油株式会社　隅田SS 橋本市隅田町中島字宮前83-1,83-2,83-3,81-1の一部
民泊サニー 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣2500番地513 〇
ゲストハウス凪 西牟婁郡白浜町1083番地10
全農エネルギー株式会社JASS-PORT岩出SS 岩出市森193-5
Lacomaゲストハウス 西牟婁郡すさみ町江住1434番地の1
グリーンヒル御坊アネックス 御坊市湯川町小松原463-1
クロレ(COLORER) 岩出市大町58-1 スーパー松源敷地内 〇
Ｃ－１５９ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番507 〇
Ｆ－５１ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2229 〇
Ｈ－６１ＡＢ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番3574 〇
響きの空間　福家 海草郡紀美野町毛原宮557
Ｇ－１９７ 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2389 〇
有限会社紀州高田果園 日高郡みなべ町晩稲844-1、844-2、843-2
白浜みんと 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399番2568

ホテルルートイン紀の川
紀の川市畑野上335-2の一部,336-5,336-2、同市中井阪322-1の一
部,317-1の一部

民宿こいで 東牟婁郡那智勝浦町天満867-6
えんまん 西牟婁郡白浜町376-4



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

椿ROOMS 西牟婁郡白浜町椿字新畑516
sampark B&B 西牟婁郡白浜町1976
愛和荘 田辺市古尾28-24
料理旅館　萬屋 田辺市龍神村龍神47
株式会社桑原和歌山工場 海南市下津町中18-1 〇
長井古座線（仮称八郎山トンネル）道路改良工事 東牟婁郡那智勝浦町中里1374 〇
うたたねびより 海草郡紀美野町永谷110
ウェストコーストヴィラ白浜 西牟婁郡白浜町675-1
株式会社北浦製作所和歌山工場 田辺市龍神村宮代1169
すさみ串本道路江住第二トンネル他工事 西牟婁郡すさみ町里野地先 〇
大崎の宿 海南市下津町大崎45
みちうえ農園 田辺市上芳養330-4
すみ家 田辺市本宮町川湯1429
WhyKumano UNWINED 東牟婁郡那智勝浦町築地4丁目1-1
HIGHLAND VIEW（ハイランド　ビュー） 有田郡有田川町大字生石292-1
エム・フラット　すさみ 西牟婁郡すさみ町周参見4581-57
サクセム株式会社　和歌山工場 紀の川市北長田130
NIPPONIA HOTEL 串本 熊野海道 植松邸 東牟婁郡串本町串本970
江津良別邸 西牟婁郡白浜町390-1
マリンステージ串本店 串本町串本638-1
障がい者就労支援ハピラブ 西牟婁郡白浜町市鹿野1104
中井・合同特定建設工事共同企業体（仮称）高田トンネル作業所 有田市千田地内
トヨタカローラ和歌山株式会社シーズ田辺店 田辺市上の山1-12-27
Enalee Beach Villa 西牟婁郡白浜町1425-1
天然温泉みふね 西牟婁郡白浜町1165番地1 〇
学校法人塚本学院白浜研修センター 西牟婁郡白浜町1393-5
SUMICA 東牟婁郡那智勝浦町朝日3丁目122番地
かね七商店 有田郡湯浅町湯浅2804
すさみ古座線（仮称１号トンネル）道路改良工事 西牟婁郡すさみ町周参見地内
有田海南道路5号トンネル冷水地区工事 海南市冷水地先
モドリゼノ宿 田辺市本宮町渡瀬530
国道168号（仮称1号トンネル）道路改築工事 新宮市相賀地内
素泊り土佐屋 西牟婁郡白浜町1908
出口石油株式会社　EneDywash田辺店 田辺市下万呂久保田557-1
(仮称)椿ROOMS 西牟婁郡白浜町椿字椿1064-3
テラス　ヴィラ　癒穏 西牟婁郡白浜町2998-63
すさみ串本道路田並川橋進入路工事 東牟婁郡串本町田並地先 〇
(株)大林組高富トンネル工事事務所 東牟婁郡串本町高富地先 〇



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ホテルルートイン海南駅前 海南市名高字井引51-23,555-4, 名高字上ノ川185-7
株式会社山薬 東牟婁郡太地町太地1429番地
丸見運輸株式会社 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2545-1
HOT&DOG 西牟婁郡白浜町2998-61
白浜時空間　泉 西牟婁郡白浜町2406-12
民宿まつみや 田辺市本宮町伏拝1003番地
農家民泊未来農園 田辺市上秋津2404
出口石油株式会社　海南インターSS 海南市藤白字有田屋濱169-10,12,13
一棟貸し宿　百船人 海南市下津町大崎365
山城果房 有田郡有田川町奥1378番地
旅宿ときじく 東牟婁郡那智勝浦町築地4丁目3番地22
紀州ほそ川　梅仙庵 日高郡みなべ町晩稲字黒栖谷888番地2
紙すきと棚田の郷　笠松亭 有田郡有田川町清水1443-3
JAありだ　金屋給油所 有田郡有田川町金屋845番地1
有田トンネル作業所 東牟婁郡串本町有田地先
梅ちゃん 西牟婁郡上富田町岡507-1
(仮称)NEX御坊店 御坊市薗字中島570-9,573-1の一部,574-1,-4,-5,-8,-9外
佐藤工業株式会社　奥瀞1号トンネル作業所 東牟婁郡北山村下尾井地先
株式会社東組 東牟婁郡串本町田子地先 〇
切目辻トンネル作業所 日高郡みなべ町清川外地内 〇
NIPPONIA HOTEL　串本　熊野海道　矢源邸 東牟婁郡串本町串本898
ＪＡ紀南　中央ＳＳ 田辺市秋津町725-1
ＪＡ紀南　オアシス稲成ＳＳ 田辺市稲成町3189
ＪＡ紀南　日置ＳＳ 西牟婁郡白浜町日置蛇原1013-16
ＪＡ紀南　とんだＳＳ 西牟婁郡白浜町栄687-1
松源海南阪井店 海南市阪井字佃930番1 他7筆
都市農山漁村総合交流促進施設あさぎり 有田郡有田川町清水1225-1
株式会社前福　本社工場 有田郡湯浅町栖原407
東急建設　有田上トンネル作業所 東牟婁郡串本町有田地先
国道42号道路情報提供施設 海南市下津町小南中通り50番1
やよい.inn 田辺市片町103-1
紙縒 海南市下津町下津2141
熊野　女神庵 新宮市熊野川町赤木1759
sucoyaka 東牟婁郡那智勝浦町長井139
スローライフ 西牟婁郡白浜町日置90-1
株式会社ライフドリンクカンパニー湯浅工場 有田郡湯浅町山田1638-7
三井住友建設㈱すさみ串本道路田並トンネル作業所 東牟婁郡串本町有田地内
大和屋 有田川町清水280番地



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ゲストハウス豊舟 田辺市中辺路町近露18-5
In the Outdoor 白浜志原海岸 西牟婁郡白浜町日置1875
An Eland 西牟婁郡白浜町堅田2368番地3
海南市　道の駅　整備事業 海南市下津町小南51-1番地
Laule'a 西牟婁郡白浜町1729-53　南海白浜ヴィラG棟315号
Plumeria印南 日高郡印南町大字島田2161-1
皆様お宿　海風 西牟婁郡白浜町日置980番の17
江立川庵 有田郡有田川町楠本1290
うたげ　HANARE 海南市日方1274-47
GATE80湯浅 有田郡広川町西広1317-2
HOTEL 46 橋本市高野口町伏原240-1
Holiday House 白浜 西牟婁郡白浜町字瓜切2927-897
新都市公園 有田市初島町浜1677-8の一部、外23筆
くどの家 伊都郡九度山町九度山550-19,555-20
民宿　ひととき 田辺市中辺路町野中1371
弘法湯温泉 東牟婁郡串本町姫572
大成建設株式会社　国道168号和歌山2号トンネル工事 新宮市相賀外地内
徳田ランドリー 有田郡有田川町大字徳田字森本423番1
旅館万亭 西牟婁郡白浜町９２０－１６
collegare(コレガーレ) 海南市下津町塩津520-5
一日一組の宿　ひめ 東牟婁郡串本町姫118-1
AJITO Hostel & Café Bar 新宮市中之町3-2-15
山籠 伊都郡高野町高野山西院谷798
由良リゾート 日高郡由良町吹井686
HACHIMORI 伊都郡かつらぎ町大字上天野155
平瀬上三栖線（仮称1号トンネル）道路改良工事 田辺市上野外地内
自由自屋 東牟婁郡那智勝浦町築地4-1
レックスライン中辺路 田辺市中辺路町栗栖川338-9
ホステルイン橋本 橋本市古佐田2丁目61-4
マグロビルヂング 東牟婁郡那智勝浦町築地７丁目6-25
三洋電機株式会社　大阪・和歌山工場 紀の川市打田612番地1号
stellato、Albany 西牟婁郡白浜町堅田1399-4
南紀の台ヴィラ 西牟婁郡上富田町南紀の台1805番993（37-29（住居表示））
Villa KUMANO 田辺市本宮町本宮４０６-１
古座川の家　長追 東牟婁郡古座川町245
しらはまの宿　明時別荘 西牟婁郡白浜町2927-553
SEN.RETREAT　近露 田辺市中辺路町近露１８０６
ちかつゆBASE 田辺市中辺路町近露419-1



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

LONG VACATION 西牟婁郡白浜町2283番1
皆様お宿　島風 西牟婁郡白浜町日置811番の1
リゾートビラやすらぎ 西牟婁郡白浜町3768-3
ゲストハウス　シタノイエ 田辺市本宮町伏拝927-4
まるしん〇 海南市下津町方字馬瀬2088-57
椿リゾート　みさき 西牟婁郡白浜町椿473-2
ペンション　サンタモニカ 西牟婁郡白浜町2998-112
ゆうの 海草郡紀美野町毛原中232
生賀工業所 日高郡印南町大字印南原6131
ジビエ工房　けものだな 紀の川市貴志川町長原40-3
cotowa workation&community 西牟婁郡白浜町1252-3
初島クリーニング 有田市初島町浜1435-3
TANABE PARTNER'S HOTEL 田辺市高雄二丁目1299番1
農家民宿　茶の香 田辺市本宮町大居956-1
ホタルの里宿　つきの夜 有田郡広川町大字上津木字石塚779番地28
アリエル 有田郡有田川町賢1017-2
すさみグランピングプロジェクト 西牟婁郡すさみ町江住８５７
富士ドライクリーニング 田辺市あけぼの４７－７
松下ガーデンヴィラ 西牟婁郡白浜町3000-14
紀和味水産加工所 有田郡湯浅町栖原692-７
すさみ串本道路江田トンネル他工事 東牟婁郡串本町江田地先
高野山空 [Koyasan Space] 伊都郡高野町高野山245
田辺市庁舎 田辺市東山一丁目89番3
ゲストハウス日置川荘 西牟婁郡白浜町田野井943-2
ぬるみの家　西高 田辺市中辺路町温川742-1
ilca 西牟婁郡すさみ町和深川414番地の1
seagull voyage 西牟婁郡白浜町塩野字伊古木西谷408番1
TADONO the bed room 有田郡有田川町大字長田546-1
テールファーム 有田郡有田川町徳田1690番地,1693番地1
伊藤荘 日高郡日高川町熊野川29
クシモトノイエ 東牟婁郡串本町古座字昭和丁1035番地74
妙大雲 西牟婁郡白浜町3777-1
原田織物株式会社神野々工場 橋本市神野々492
中野さんちのキャンプ場・RVパークほたるの郷 伊都郡かつらぎ町志賀18-1
あなかしこ 西牟婁郡すさみ町周参見4365
W.A.S river side nature terrace 有田郡有田川町清水607
すさみ串本道路宇の平見トンネル工事 西牟婁郡すさみ町里野地先
STONES INN 橋本市隅田町中島881



工場事業場名称 工場事業場所在地
有害物質使用

特定施設の有無
廃止

ゲストハウス日置川 西牟婁郡白浜町日置428番1
和深西トンネル作業所 東牟婁郡串本町和深地先
古座川の家　高瀬 東牟婁郡古座川町高瀬15
ゲストハウス弁天丸 西牟婁郡すさみ町見老津47


