
１～７４

指特

みー１

みー２

貯

みなし病院施設

病院〔医療法（昭和23年法律第205（みなし病院 号）第1条
の5第1項に規定するもの施設）をいう〕で病床数が120以上
299以下であるものに設置される施設であって、次に掲げる
もの（印旛沼流域内に設置されるものに限る）
イ ちゅう房施設
ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設

みなし浄化槽

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項
の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が
201人以上500人以下のし尿浄化槽（印旛沼流域内に設置
されるものに限る）

有害物質貯蔵指定施設

凡　　　例

水質汚濁防止法に基づく特定施設

（別表1　特定施設一覧　法施行令第１条、別表第１）※
※船橋市ホームページ　参考資料に添付

船橋市

水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧

（令和５年４月３日）

＜各区町名順＞

指定地域特定施設

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項
の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が
201人以上500人以下のし尿浄化槽（東京湾流域内に設置
されるものに限る）



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

船橋市総合教育センター 東町834 指特

船橋市地方卸売市場 市場1-8-1 69-2ｲ,ﾛ

ダイハツ千葉販売株式会社船橋店 市場2-1-24 71

市川市農業協同組合　船橋市支店 市場2-6-1 指特

千葉トヨペット株式会社ＤＵＯ船橋 市場2-10-1 71

千葉日産自動車株式会社船橋店 市場2-10-5 71

ホンダカーズ千葉市場店 市場3-17-6 71

トヨタカローラ千葉株式会社いちば通り
店

市場3-17-8 71

財団法人復光会総武病院 市場3-3-1 68-2

クリーニングすずき(市場) 市場4-3-1 67

ネッツトヨタ千葉株式会社レクサス船橋
店

市場4-19-8 71

フォルクスワーゲン船橋 市場5-1-15 71

ネッツトヨタ千葉株式会社船橋市場通
店

市場5-8-6 71

スターフィールド 大穴北1-17-21 67

有限会社たけや商会 大穴北1-20-39 67

斎藤豆腐店 大穴南1-39-12 17

安喰冶金工業株式会社 大穴南2-19-15 65

船橋市立大穴中学校 大穴南3-19-2 72

穴沢豆腐店 大穴南5-22-8 17

船橋レミコン株式会社第二工場 大神保町1310-1 55

船橋市北部清掃工場 大神保町1360-1 71-3、み-2、貯 有

京葉アルマイト工業株式会社 海神2-14-2 65

小池豆腐店 海神4-9-19 17

大町屋製麺所 海神4-14-12 16

有限会社甲石製あん所 海神町東1-944 8

船橋市立医療センター 金杉1-21-1 68-2(72)

日本圧研スエーヂ工業有限会社 金杉3-19-7 71-5 有



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

吉田建材株式会社船橋工場 金杉4-1-10 55

サイゼリア船橋金杉 金杉5-10 指特

船橋市立御滝中学校 金杉6-5-1 指特

マルイクリーニング 金杉8-7-33 67

あしたの風クリニック 金杉町159-2 指特

会田牧場 金堀町475-1 1-2ﾛ

医療法人社団健仁会船橋北病院 金堀町521-36 68-2(み-2)

船橋市農業センター 金堀町522-1 71-2ｲ 有

船橋市子ども美術館 金堀町525 み-2

船橋市メルヘンの丘 金堀町525 72

アンデルセン公園、ワンパク王国 金堀町525 72

サンコートーア中間処理センター 馬込町1155-2 71-4ｲ

株式会社湯浅セルフ上山町ＳＳ 上山町1-42 71

株式会社門田商店 上山町2-282 16

株式会社カワサキ　りんごの木 上山町3-518-68 71

株式会社ホンダクリオ総武船橋北口店 北本町1-9-1 71

船橋市保健福祉センター船橋市保健所
４階検査室

北本町1-16-55 71-2ｲ 有

株式会社阪上製作所船橋工場 北本町2-2-1 66

金井豆腐店 北本町2-14-5 17

ヤブサキ産業株式会社北本町ＳＳ 北本町2-64-13 71

トーカロ株式会社東京工場 行田1-1-1 63ｲ,65 有

マコトヤクリーニング 行田1-4-13 67

株式会社ロイヤルクリーナース(行田) 行田1-47-1 67

農産物直売所ふなっこ畑 行田3-7-1 指特

介護老人保健施設船橋ケアセンター 高野台5-741-6 み-2

新日本石油小野田ＳＳ 小野田町1408-1 71

トヨタカローラ千葉株式会社小室店 小野田町1412-1 71



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

株式会社東日本宇佐美１６号八千代北
ＳＳ

小野田町1483-1 71

千葉日石株式会社Dr.Driveメテオ米ヶ
崎ＳＳ

米ヶ崎町33－2 71

レストラン宝島船橋店 米ヶ崎町43-1 指特

セルフ＆カーケアステーション船橋 米ヶ崎町45-1 71

アスワンＱＰ 米ヶ崎町563-5、576-4 指特

ホテル純 古和釜町159 66-3ｲ,ﾊ

特別養護老人ホーム南生苑 古和釜町430-1 み-2

千葉県立船橋古和釜高等学校 古和釜町586 み-2

パチンコニューシグナル 古和釜町847 み-2

京成バス栄町車庫 栄町1-10-10 71

株式会社佃の匠やまと 栄町1-2-9 3

協栄ランドリー 栄町1-4-18 67

京成タクシー船橋株式会社 栄町1-12-2 71

豊玉香料船橋分室 栄町1-18-10 71-2ｲ

株式会社ENEOSウイング　船橋湾岸TS 栄町1-21-15 71

有限会社シゲタカ商会 栄町1-24-23 67

創価学会船橋池田講堂 栄町1-1458-539 指特

セイコーミシン株式会社 栄町2-12-3 63ﾎ

ポニー化学ドライセンター京葉工場 栄町2-15-2 67 有

株式会社クボタ京葉工場 栄町2-16-1 61ﾊホ，指特

第一熱処理工業株式会社 潮見町16-2 63ｲ

公益社団法人船橋市清美公社 潮見町16-7 71-2ｲ 有

誠和工業株式会社潮見工場 潮見町36-2 貯 有

船橋市南部清掃工場 潮見町38 71-3

藤和シティホームズ船橋芝山トレッセ 芝山1-31-10 指特

株式会社スズキオート 芝山2-8-1 71

斎藤ランドリー 芝山4-28-1 67



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

有限会社ランドリー文化セブン 芝山6-47-15 67

有限会社田中建商 新高根1-1-1 55

ココス芝山店 新高根1-1-8 指特

遠堀台ハイツ 新高根1-4-1、2 指特

三幸商会 新高根2-12-3 67

たつみクリーニング 新高根4-7-14 67

千葉県立船橋北高等学校 神保町133-1 み-2

日産化学株式会社材料科学研究所 鈴身町488-6 71-2ｲ、貯 有

華為技術日本株式会社　製造技術セン
ター　船橋ラボ

鈴身町488-19 71-2ｲ

船橋ハイテクパーク浄化槽 鈴身町606-1 72

王子物流株式会社　船橋プロジェクト事
業部　船橋支店

高瀬町1ｰ2 指特

森紙業株式会社千葉事業所 高瀬町１-3 貯 有

サッポロビール株式会社千葉工場 高瀬町2
10ﾛ、ﾆ、63ﾎ、65、

72、指特
有

フジッコ株式会社東京工場 高瀬町5 3ﾛﾎ、4ﾛﾆ

エスフーズ株式会社船橋工場 高瀬町6 2ｲﾛﾊ、指特

株式会社フレッシュダイナー船橋工場 高瀬町7-9 66-5

京葉ユーティリティ株式会社 高瀬町11 74

ロイヤル東京第一工場 高瀬町19 18-2 ｲﾛﾊ

株式会社三越伊勢丹フードサービス船
橋加工センター

高瀬町20 2ｲﾛ、3ｲ

株式会社今半船橋工場 高瀬町21-4 2-ｲﾊ

ニック食品株式会社本社工場 高瀬町23 10ﾆ、ﾎ

フジフーズ株式会社船橋工場 高瀬町24-3 66-5

イオンフードサプライ株式会社　船橋セ
ンター

高瀬町24-6 66-5、指特

イオンフードサプライ株式会社南関東セ
ンター

高瀬町24-12 2ｲﾛ、3ｲﾛ、66-5

株式会社京樽船橋工場 高瀬町24-10 66-5

株式会社ニチレイフーズ船橋第二工場 高瀬町24-28 18-2 ｲﾛﾊ

フジフーズ株式会社船橋第３工場 高瀬町24-38 66-5



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

株式会社総合印刷新報社 高瀬町32 23-2

株式会社紀文食品船橋工場 高瀬町44 3ﾎ,2ﾊ,71,66-5

船橋市高瀬下水処理場 高瀬町56 73

株式会社ENEOSウイング　船橋卸団地
ＴＳ

高瀬町62-2 71

株式会社船橋デリカサービス 高瀬町62-5 66-5

株式会社仁徳 高瀬町62-7 3

船橋高瀬町食品協同組合 高瀬町66-5 3ロホ

医療法人徳洲会千葉徳洲会病院 高根台2-11-1 68-2ｲﾛﾊ

並木クリーニング 高根台6-33-2 67

クリーニングすずき(高根) 高根台6-40-8 67

株式会社フカミ商会 高根台7-20-12 67

株式会社東京宇佐美船橋高根給油所 高根町2558-5 71

船橋市高根公民館 高根町2885-2 指特

船橋市立高根小学校 高根町2895 指特

株式会社榊原セルフ薬園台 滝台2-3-33 71

船橋市立坪井小学校 坪井町747-1 み-2

吉高食品坪井店 坪井西2-5-8 17

日産化学株式会社物質科学研究所 坪井西2-10-1 71-2ｲ 有

船橋市立豊富中学校 豊富町12-1 み-2

東京学館船橋高等学校 豊富町577 み-2

住友大阪セメント株式会社新規技術研
究所

豊富町585
71-2ｲ(み-2),27ｲ,66,

貯
有

株式会社柴橋商会船橋工場 豊富町616-7 67

鹿島屋 豊富町652 17

千葉県立船橋豊富高等学校 豊富町656-8 み-2

西濃運輸株式会社船橋支店 豊富町688-4 み-2

千葉県赤十字血液センター 豊富町690 み-2

医療法人社団誠馨会セコメディック病
院

豊富町696-1 72(みｰ１）



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

高橋牧場 豊富町1312-2 1-2ﾛ

合同会社尾形ドレッサージュステーブ
ル

豊富町1316-4 条例3-2

恵ビール醸造所 夏見4-22-26 10ﾎ

株式会社山下印刷 夏見4-29-17 23-2ｲ

光陽舎クリーニング 夏見4-30-13 67

七軒屋 夏見4-41-5 17

ウオッシュアイランド船橋夏見 夏見5-10 71

セルフ＆カーケアステーション夏見台 夏見台4-3-2 71

船橋市立リハビリテーション病院 夏見台4-26-1 72

創価学会船橋文化会館 夏見台6-1-13 指特

運動公園体育館・プール 夏見台6-4-1 72

運動公園陸上競技場・野球場 夏見台6-4-1 指特

千葉トヨタ自動車株式会社習志野店 習志野1-12-1 71

株式会社ホンダカーズ千葉北習志野店 習志野1-10-5 71

田辺クリーニング 習志野2-3-12 67

コバック船橋習志野店 習志野4-5-1 71

ニホンハンダ株式会社船橋工場 習志野4-6-1 71-5,貯,71-6 有

千葉日産自動車株式会社東習志野店 習志野4-6-2 71

株式会社爽健亭習志野工場 習志野4-7-1 18-2イハ,2イロ

株式会社ENEOSフロンティアDr.Drive新
習志野

習志野4-8-14 71

株式会社ホンダカーズ千葉習志野東店 習志野4-9-3 71

協同乳業株式会社千葉工場 習志野4-10-1 2ﾛ 有

三晃印刷株式会社習志野工場 習志野4-10-5 23-2

朋和産業株式会社習志野工場 習志野4-11-10 66 有

ライフ船橋プロセスセンター 習志野4-12-65 66-5

京成タクシー習志野株式会社 習志野4-16-16 71

船橋新京成バス株式会社習志野営業
所

習志野4-16-20 71



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

京成バス新都心営業所習志野出張所
習志野車庫

習志野4-39-1,6 71

ダイハツ千葉販売株式会社習志野店 習志野4-2002-1 71

日産プリンス千葉販売株式会社習志野
店

習志野5-1-5 71

習志野硝子工業株式会社 習志野5-5-3 53ｲ

株式会社トヨタレンタリース新千葉北習
志野店

習志野台2-13-15 71

パレットプラザ西友北習志野店
習志野台2-49-1西友北
習志野店内

68 有

ローズクリーニング 習志野台4-58-5 67

株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤセル
フ習志野台ＳＳ

習志野台5-11-5 71

日本大学薬学部 習志野台7-7-1 71-2ｲ 有

日本大学理工学部船橋校舎 習志野台7-24-1 71-2ｲ 有

株式会社千葉マツダ習志野店 習志野台8-3-16 71

トヨタカローラ千葉株式会社習志野店 習志野台8-15-16 71

千葉トヨタ自動車株式会社習志野店習
志野第二サービス工場

習志野台8-47-8 71

日鉄鋼板株式会社東日本製造所 西浦1-1-1 65,指特,貯 有

いすゞ自動車首都圏株式会社船橋工
場

西浦1-2-16 71

船橋市西浦下水処理場 西浦1-4-6 73

船橋市西浦処理場 西浦1-17-3他 72

京葉ケミカル株式会社 西浦3-4-3 27ｲ

京義倉庫株式会社西船橋倉庫 西浦3-8-4 指特

恩田クリーニング 西習志野1-41-9 67

萩原商会 西習志野4-4-8 67

中根クリーニング店 西船7-1-9 67

株式会社船橋クリーニングセンター清
水屋

二宮2-1-10 67

渋谷石油株式会社飯山満給油所 飯山満町1-155 71

株式会社日動自販 飯山満町1-194 71

焼肉大将軍船橋店 飯山満町1-599-1 指特

医療法人社団紺整会船橋整形外科病
院

飯山満町1-833 72



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

船橋市立飯山満中学校 飯山満町1-946-1 指特

船橋市飯山満公民館 飯山満町1-950-3 指特

船橋市立飯山満南小学校 飯山満町1-954-4 指特

医療法人同和会千葉病院 飯山満町2-508 68-2

東葉高等学校 飯山満町2-665-1 指特

パークヒル飯山満 飯山満町3-1392-1 指特

ららぽーとTOKYO-BAY 浜町2-1-1 66-6

協同水産株式会社船橋流通センター 浜町3-1-1 3

株式会社アットイムサービス 浜町3-3-4 3ｲ

株式会社ホウスイ船橋流通センター 浜町3-4-1 3

船橋加工・流通センター 浜町3-4-1 3

ホテル・アカプルコ 東船橋4-40-7 66-3ﾊ

船橋市立湊中学校 日の出1-1-2 指特

東亜建設工業船橋寮 日の出1-1-7 指特

株式会社朝日プリンテック船橋工場 日の出2-16-5 23-2ﾛ

昭和産業株式会社RD&Eセンター 日の出2-20-2 71-2ｲ 有

株式会社ニチレイフーズ船橋工場 日の出2-19-1 18-2ｲ,ﾛ,ﾊ,指特

ボーソー油脂株式会社船橋工場 日の出2-17-1 12ﾆ

日本ピュアフード株式会社船橋プラント 日の出2-20-2 2ｲ,ﾛ

株式会社ニチレイフーズ船橋第三工場 日の出2-19-7 18-2ｲ,ﾊ

船橋ロジスティクス 日の出2-20-3 指特

国分グループ本社株式会社船橋物流
センター

日の出2-16-3 指特

株式会社ロジスティクス・ネットワーク船
橋物流センター

日の出2-19-3 指特

一般社団法人潤滑油協会潤滑油中央
技術研究所

日の出2-16-1 71-2ｲ

ユアサ・フナショク株式会社日の出給油
所

日の出2-20-5 71

京葉アサノコンクリート株式会社船橋工
場

日の出2-18-1 55

一般社団法人潤滑油協会 日の出２-１６-１ 71-2ｲ



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

小野豆腐店 藤原1-5-10 17

アデニウム船橋法典 藤原1-8-3 指特

クリオ船橋法典 藤原1-7-20 指特

有限会社須江クリーニング 藤原1-10-31 67

アデニウムザ・ガーデンテラス 藤原1-13-1 72

船橋法典駅 藤原1-27-1 指特

ペアタウン船橋 藤原1-30 72

船橋市営藤原団地 藤原2-6 指特

船橋市西部老人福祉センター等複合施
設

藤原3-2-15 指特

インシュランスビルⅨ 藤原3-17-1 72

西船橋スカイハイツ 藤原3-35-1 72

千葉県立船橋法典高等学校 藤原4-1-1 指特

株式会社東京アルマイト 藤原4-2-15 65

クリーニングちゃんぴ本部工場 藤原4-3-5 67

フローラ 藤原4-4-25 66-5

株式会社タカヤス本社工場 藤原4-9-11 67

船橋市立法典小学校 藤原5-2-1 指特

有限会社丸十タクシー 藤原5-8-5 71

船橋市法典公園 藤原5-9-10 指特

Luz船橋 藤原7-2 72

日本都市馬込沢ビル 藤原7-17-28 72

船橋市立法田中学校 藤原7-46-1 指特

障害者支援施設ローゼンヴィラ藤原 藤原8-17-1 指特

千葉県立船橋二和高等学校 二和西1-3-1 72

船橋二和グリーンハイツ 二和西1-8-16 72

高橋クリーニング商会 二和西2-24-10 67

三愛リテールサービス株式会社　オブリ
ステーション二和東

二和東1ｰ6-8 71



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

株式会社中村商店 二和東2-10-2 71

ふたわ診療所 二和東3-76-2他 72

船橋二和病院 二和東5-1-1 72

ステーキのあさくま 本郷町627 66-6

グラン大誠ビル 本町6-4-15 指特

ホテル・サザン 本町7-5-4 66-3ｲ,ﾊ

株式会社コイデカメラ船橋イトーヨーカ
ドー店

本町7-6-1 68

ＪＯＭＯ船橋北口ＳＳ 本町7-19 71

木曽路船橋駅北口店
本町7-1097-1、1098-
2、1098-8

66-6

フローラT＆K 本町7-11-1 66-5、66-6

ＪＲ習志野運輸区 前原西1-33-1 71,指特

ホテルマリオン 前原西2-1-2 66-3ｲ,ﾊ

東横イン津田沼 前原西2-12-6 66-3

ホテルエビアン 前原西2-13 66-3ｲ,ﾛ

旅館つだぬま 前原西2-10-14 66-3ｲ,ﾛ,ﾊ

ドライクリーナナカノ 前原西2-32-7 67 有

株式会社榊原出光興産前原給油所 前原西3-21-5 71

クリーナース水野 前原西7-12-15 67

吉高食品 前原西8-24-5 17

有限会社東和クリーニング 前原東5-35-28 67 有

馬込斎場 馬込町1102-1 指特

馬込沢駅前ビル 馬込町757-3 指特

船橋市営馬込町団地 馬込西2-12 指特

菅ランドリー 松が丘1-26-4 67

エレガンスタナカクリーニング 松が丘4-5-1 67

三島屋豆腐店 松が丘4-31-3 17

クリーニングくろかわ 丸山1-2-7 67



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

新庄クリーニング 丸山1-36-11 67

ビレッジハウス丸山 丸山2-42 72

パールクリーニング 丸山3-8-4 67

有限会社旭ランドリー 丸山3-52-3 67

東洋馬込沢グリーンハイツ 丸山4-10 指特

船橋丸山パークホームズ 丸山4-48-15 指特

船橋市立丸山小学校 丸山4-43-1 指特

船橋市立法典東小学校 丸山5-25-1 指特

船橋丸山スカイマンション 丸山5-35-1 指特

株式会社丸高商店 丸山5-47-2 71

大島記念嬉泉病院 三咲3-5-15 み-2

藤並クリーニング店 三咲3-5-8 67

出光リテール販売株式会社プリテール
三咲SS

三咲4-23-18 71

株式会社幼稚園給食船橋工場 三咲5-32-21 条例4

船橋市北部老人福祉センター等複合施
設

三咲7-24-1 み-2

三菱ふそうトラック・バス㈱市川支店船
橋サービスセンター

南海神1-9-4 70-2

海神クリーニング 南海神1-2-7 67

合同製鐵株式会社船橋製造所 南海神2-2-1 61ﾊ、指特

有限会社池上総合クリーニング みやぎ台1-5-10 67

焼肉キングみやぎ台店 みやぎ台2-3-2 み-2

学校法人東邦大学習志野キャンパス 三山2-2-1 71-2ｲ 有

有限会社カメラの銀映堂 三山6-41-28 68 有

有限会社ファッションクリーニングハセ
ガワ

三山7-2-4 67 有



 船橋市　水質汚濁防止法　届出一覧（令和5年4月3日）

特定事業場名 所在地 特定施設番号
有害物質使
用特定施設

ロイヤルチェーンのクリーニング本店 三山8-6-10 67

オリエント石油株式会社三山給油所 三山8-24-14 71

さとみや豆腐店 本中山3-19-3 17

昭和シェル石油下総中山Ｓ・Ｓ 本中山5-10-16 71

新興社 本中山7-6-6 67

穂高株式会社船橋工場 八木が谷3-7-1 67 有

船橋市立八木が谷北小学校 八木が谷4-13 み-2

湯浅牧場 八木が谷5-2-33 条例3-1

津田沼クリーニング 薬園台町1-23-9 67

習志野ランドリー 薬円台4-13-4 67

有限会社田中豆腐店 薬円台5-22-20 17

有限会社長生食品 薬円台6-4-5 17

ひぐちクリーニング 山手2-12-23 67

湯楽の里船橋店 山手3-4-1 指特

ホテルウィルベイリゾート 若松1-1-20 66-3ｲ,ﾊ

ホテル・シャレード 若松1-1-26 66-3ｲ,ﾊ

焼肉いちばん南船橋店 若松1-2-10 66-6

ホテル王将 若松1-19 66-3ｲ,ﾊ


