変更日を基準に公示する。提出が遅れ22年度以前の内容が提出された場合は、公示しない。
土壌汚染対策法第35条に基づく変更に関する公示（平成22年～26年度分）

事由

指定番号

変更日

土壌汚染状況調査等を行う事業所

指定調査機関名
名称
株式会社淺沼組

有限会社宇大

（変更前）京都府宇治市木幡中村27番地の29パ
レーシャル柳田205号室
（変更後）京都府宇治市木幡中村37番地の1パデ
シオン宇治木幡Ⅲ番館112号

平成26年8月4日 公益財団法人ひょうご環境創造協会

公益財団法人ひょうご環境創造協会

（変更前）兵庫県神戸市須磨区行平町3丁目1番31
号
（変更後）兵庫県神戸市須磨区行平町3丁目1番18
号

環2004-2-30

平成26年7月7日 大林道路株式会社

大林道路株式会社大阪支店

変更

環2004-2-30

平成26年7月7日 大林道路株式会社

大林道路株式会社本店

変更

環2003-1-473

平成26年6月1日 株式会社関西地質調査事務所

株式会社関西地質調査事務所 和歌山営
和歌山県日高郡美浜町大字和田1477番地３
業所

変更

環2003-2-351

平成26年4月1日 株式会社ジオリゾーム

株式会社ジオリゾーム東京営業所

東京都江東区東陽5丁目26-14
昇和ビル１F

変更

環2013-5-6

変更

環2013-5-7

変更

環2003-1-207

変更

平成27年1月1日 株式会社淺沼組

平成26年10月1日 有限会社宇大

備考

所在地
（変更前）大阪府大阪市天王寺区東高津町12番6
号
（変更後）大阪府大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
マルイト難波ビル

事業所の廃止

東京都墨田区堤通1-19-9

事業所の新設

事業所の新設

変更

環2013-5-7

平成25年12月1日 有限会社宇大

有限会社宇大

（変更前）京都府宇治市木幡中村37番地の1パデ
シオン宇治木幡Ⅲ番館311号
（変更後）京都府宇治市木幡中村27番地の29パ
レーシャル柳田205号室

変更

環2011-5-3

平成25年10月1日 株式会社MCエバテック

株式会社MCエバテック東日本・中部事業所
つくば分析センター

茨城県稲敷郡阿見町中央8-3-1

事業所の新設

変更

環2011-5-3

平成25年10月1日 株式会社MCエバテック

株式会社MCエバテック東日本・中部事業所
四日市分析センター

三重県四日市市大治田3-3-17

事業所の新設

変更

環2003-1-162

平成25年8月1日 株式会社近畿分析センター

株式会社近畿分析センタージオ環境部

神奈川県川崎市中原区下沼部1753
NEC玉川事業部51号館内

事業所の新設

変更

環2003-2-320

平成25年6月1日 村本建設株式会社

村本建設株式会社

（変更前）大阪府大阪市中央区南船場2-4-8
（変更後）大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-26

変更

環2003-1-207

平成25年4月1日 公益財団法人ひょうご環境創造協会

（変更前）財団法人ひょうご環境創造協会
（変更後）公益財団法人ひょうご環境創造協 兵庫県神戸市須磨区行平町3丁目1番31号
会

変更

環2003-1-713

平成25年4月1日 阪神測建株式会社

阪神測建株式会社淡路支店

事業所の廃止

変更

環2003-1-713

平成25年4月1日 阪神測建株式会社

阪神測建株式会社福知山支店

事業所の廃止

変更

環2003-1-473

平成25年3月31日 株式会社関西地質調査事務所

株式会社関西地質調査事務所
和歌山営業所

事業所の廃止

変更

環2003-1-473

平成25年3月31日 株式会社関西地質調査事務所

株式会社関西地質調査事務所三重営業所

事業所の廃止

変更

環2010-5-2

株式会社関西環境センター和歌山支店

事業所の廃止

平成25年3月5日 株式会社関西環境センター

（変更前）住友電工テクニカルソリューション
ズ株式会社環境分析事業部大阪分析セン
住友電工テクニカルソリューションズ株 ター
平成24年10月1日 式会社
大阪府大阪市此花区島屋1-1-3
（変更後）住友電工テクニカルソリューション
ズ株式会社分析計測事業本部大阪分析計
測センター

変更

環2003-1-445

変更

環2003-1-31

平成24年4月1日 一般財団法人地域地盤環境研究所

（変更前）財団法人地域地盤環境研究所
（変更後）一般財団法人地域地盤環境研究 大阪府大阪市西区立売堀四丁目3番2号
所

変更

環2005-2-31

平成24年1月1日 株式会社トータル環境システム

株式会社トータル環境システム

（変更前）大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目3番
8号
（変更後）大阪府大阪市平野区長吉六反3丁目16
番22号

変更

環2004-2-17

平成23年12月5日 株式会社鈴鹿設計事務所

株式会社鈴鹿設計事務所

（変更前）滋賀県守山市水保町2891番地の230
（変更後）滋賀県大津市真野二丁目27番地4号

変更

環2005-2-19

平成23年12月1日 東亜建側株式会社

（変更前）東亜建側株式会社本社
地
（変更後）東亜建側株式会社業務本部 （変更後）兵庫県神戸市東灘区御影中町6丁目4番

（変更前）兵庫県神戸市兵庫区熊野町1丁目39番

22号

変更

環2005-2-15

変更

環2003-1-100

変更

環2003-1-420

変更

環2003-2-4

変更

環2003-1-242

変更

平成23年11月15日 株式会社エルエフ関西

平成23年11月1日 株式会社三協エンジニア

株式会社エルエフ関西

（変更前）大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目9番13
号
（変更後）大阪府摂津市庄屋一丁目8番11号

株式会社三協エンジニア本店

事業所の廃止

（変更前）財団法人関西環境管理技術セン
一般財団法人関西環境管理技術セ ター
平成23年7月1日
大阪府大阪市西区川口2丁目9番10号
（変更後）一般財団法人関西環境管理技術
ンター
センター

株式会社コスモテック

（変更前）大阪府東大阪市大蓮東1丁目5番33号
（変更後）大阪府東大阪市柏田東町11番15号

平成23年5月1日 株式会社インテコ

株式会社インテコ京都営業所

（変更前）京都府木津川市南加茂台14丁目6-2
（変更後）京都府木津川市梅美台2丁目7-15

環2009-5-6

平成23年4月1日 株式会社JFDエンジニアリング

株式会社JFDエンジニアリング

（変更前）大阪府大阪市西区阿波座1-6-13
（変更後）大阪府大阪市西区西本町1-4-1

変更

環2003-1-242

平成23年4月1日 株式会社インテコ

株式会社インテコ兵庫営業所

（変更前）兵庫県尼崎市次屋1丁目13-9
（変更後）兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目266

変更

環2003-1-468

平成23年4月1日 株式会社ニッテクリサーチ

株式会社ニッテクリサーチ本社
大阪府吹田市岸部中1丁目15番17号

東京都江東区東陽5丁目26-14
昇和ビル１F

平成23年6月14日 株式会社コスモテック

変更

環2003-2-351

平成23年4月1日 株式会社ジオリゾーム

（変更前）株式会社ジオリゾーム
（変更後）株式会社ジオリゾーム本社

変更

環2003-2-351

平成23年4月1日 株式会社ジオリゾーム

株式会社ジオリゾーム東京営業所

事業所の廃止

事業所の新設

（変更前）株式会社アーバンエース
（変更後）阪急設計コンサルタント株式 大阪府大阪市北区芝田一丁目4番8号
会社

変更

環2004-1-111

変更

環2003-1-665

平成23年3月30日 ツルイ化学株式会社

ツルイ化学株式会社神戸技術センター

変更

環2004-2-63

平成23年2月21日 滋賀建機株式会社

滋賀建機株式会社

変更

環2005-2-11

平成23年2月1日 株式会社シードコンサルタント

株式会社シードコンサルタント大阪支社

事業所の廃止

変更

環2005-2-11

平成23年2月1日 株式会社シードコンサルタント

株式会社シードコンサルタント京都営業所

事業所の廃止

変更

環2005-2-11

平成23年2月1日 株式会社シードコンサルタント

株式会社シードコンサルタン京都北営業所

変更

環2003-2-441

変更

環2003-1-703

変更

環2003-2-266

平成23年4月1日 阪急設計コンサルタント株式会社

平成23年1月11日 関西総合地質コンサルタント株式会社
平成23年1月4日 三菱樹脂株式会社
平成22年12月1日 有限会社太田ジオリサーチ

関西総合地質コンサルタント株式会社
（変更前）三菱樹脂株式会社長浜工場
（変更後）三菱樹脂株式会社物性分析セン
ター
有限会社太田ジオリサーチ大阪支店

変更

環2003-2-186

平成22年10月26日 株式会社ハウスエンジニアリング

株式会社ハウスエンジニアリング

変更

環2006-5-5

平成22年10月19日 富士建設株式会社

富士建設株式会社大阪本社

事業所の廃止

（変更前）滋賀県愛知郡愛荘町北八木92
（変更後）滋賀県愛知郡愛荘町中宿160-1

事業所の廃止
（変更前）大阪府堺市北区南長尾町5丁2-10
（変更後）大阪府堺市堺区山本町2丁57番62

滋賀県長浜市三ツ矢町5番8号
事業所の廃止
（変更前）大阪府大阪市西区阿波座2丁目2番18号
西本町川渕・住友生命ビル13階
（変更後）大阪府大阪市西区阿波座2丁目2番18号
事業所の廃止

変更

環2006-5-5

平成22年10月19日 富士建設株式会社

富士建設株式会社

（変更前）大阪府松原市三宅西2丁目22番16号
（変更後）大阪府大阪市西区西本町1丁目15番
8号

変更

環2009-5-8

平成22年10月15日 株式会社マザーコスモ

株式会社マザーコスモ

（変更前）滋賀県甲賀市水口町的場92番地
（変更後）滋賀県甲賀市水口町的場96番地

変更

環2003-1-509

株式会社ケイエヌラボアナリシス分析事業部

（変更前）兵庫県尼崎市大浜町1丁目1番地
（変更後）兵庫県尼崎市大浜町2丁目23番地

変更

環2003-1-370

平成22年5月1日 三洋電機株式会社

（変更前）三洋電機株式会社製品品質
センター解析部
（変更後）三洋電機株式会社製品品質
センター

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

変更

環2003-1-680

平成22年4月1日 川重テクノロジー株式会社

（変更前）川重テクノサービス株式会社
兵庫県明石市川崎町1番1号
（変更後）川重テクノロジー株式会社

平成22年6月30日 株式会社ケイエヌラボアナリシス

