
（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

100-001 森北町 神戸市東灘区 本山町岡本 2.0
100-002 甲南女子大 神戸市東灘区 本山町岡本 1.0
100-003 女子薬科大 神戸市東灘区 本山町岡本 1.0
100-004 ザフクゲ原 神戸市東灘区 本山町岡本 5.0
100-005 八幡神社 神戸市東灘区 本山町岡本 1.0
100-006 二楽荘 神戸市東灘区 本山町岡本 4.0
100-007 十文字山 神戸市東灘区 本山町岡本 1.0
100-008 極楽渓 神戸市灘区 六甲山町五介山 21.0
100-009 五介山 神戸市灘区 六甲山町五介山 15.0
100-010 住吉台団地 神戸市東灘区 住吉台 1.0
100-011 配水場下 神戸市東灘区 住吉台 1.0
100-012 荒神山 神戸市東灘区 住吉山手 ９丁目 5.0
100-013 西山谷 神戸市灘区 六甲山町西谷山 19.0
100-014 白鶴美術館　 神戸市東灘区 住吉山手 1.0
100-015 付属中下 神戸市東灘区 住吉山手 1.0
100-016 鴨子ヶ原 神戸市東灘区 鴨子ヶ原 1.0
100-017 渦が森 神戸市灘区 高羽町 高羽 3.0
100-018 鶴甲　　 神戸市灘区 六甲山町清水 8.0
100-019 六甲ケーブル 神戸市灘区 高羽町 高羽 12.0
100-020 前ヶ辻谷 神戸市灘区 六甲山町南六甲 50.0
100-021 奥六甲橋 神戸市灘区 六甲山町東山ノ内西谷 16.0
100-022 部賀谷 神戸市灘区 六甲山町一ヶ谷 3.0
100-023 深谷山 神戸市灘区 篠原 5.0
100-024 伯母野 神戸市灘区 篠原 3.0
100-025 海星病院 神戸市灘区 篠原 2.0
100-026 木袋谷 神戸市灘区 大石 7.0
100-027 丸山公園 神戸市灘区 五毛 2.0
100-028 五毛 神戸市灘区 篠原 1.0
100-029 箕岡 神戸市灘区 篠原 1.0
100-030 高尾 神戸市灘区 篠原 6.0
100-031 神戸高 神戸市灘区 上野 1.0
100-032 城の下通 神戸市灘区 上野 4.0
100-033 神仙寺通 神戸市中央区 葺合町 7.0
100-034 神仙寺通４ 神戸市中央区 葺合町 1.0
100-035 成徳学園 神戸市中央区 葺合町 （国有林） 2.0
100-036 雷声寺 神戸市中央区 葺合町 （国有林） 5.0
100-037 法徳寺1 神戸市中央区 葺合町 7.0
100-038 法徳寺2 神戸市中央区 葺合町 4.0
100-039 極楽谷 神戸市中央区 葺合町 6.0
100-040 布引山 神戸市中央区 葺合町 2.0
100-041 布引御滝１ 神戸市中央区 葺合町 4.0
100-042 市ヶ原 神戸市中央区 葺合町 5.0
100-043 六甲牧場 神戸市灘区 六甲山町中一里山 36.0
100-044 雌滝 神戸市中央区 葺合町 3.0
100-045 新生田川 神戸市中央区 神戸港地方 3.0
100-046 北野町 神戸市中央区 神戸港地方 （国有林） 4.0
100-047 北野天神 神戸市中央区 神戸港地方 （国有林） 1.0
100-048 諏訪山 神戸市中央区 神戸港地方 9.0
100-049 再度左岸 神戸市中央区 神戸港地方 1.0
100-050 多々部 神戸市中央区 神戸港地方 2.0
100-051 再度右岸 神戸市中央区 神戸港地方 3.0
100-052 浄水場上 神戸市中央区 神戸港地方 （国有林） 3.0
100-053 祥福寺 神戸市兵庫区 平野町 5.0
100-054 西福山橋 神戸市兵庫区 平野町 7.0
100-055 金星 神戸市兵庫区 平野町 天王谷奥東服山 3.0
100-056 西腹山６丁目 神戸市北区 山田町下谷上 4.0
100-057 神戸変電所 神戸市北区 山田町小部 3.0
100-058 高座 神戸市北区 山田町下谷上 2.0
100-059 西腹山３丁目 神戸市兵庫区 平野町 3.0
100-060 草谷 神戸市兵庫区 平野町 12.0
100-061 天王谷 神戸市兵庫区 平野町 5.0
100-062 服山墜道 神戸市兵庫区 平野町 10.0
100-063 鳥原貯水池東 神戸市兵庫区 天王町 1.0
100-064 菊水山 神戸市北区 山田町下谷上 5.0
100-065 三日月橋 神戸市兵庫区 烏原町 2.0
100-066 里山 神戸市兵庫区 里山町 1.0
100-067 氷室町 神戸市兵庫区 北山町 6.0
100-068 滝谷町 神戸市長田区 滝谷町 1.0
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100-069 西神戸有料道 神戸市長田区 源平町 8.0
100-070 一里山 神戸市長田区 一里山町 2.0
100-071 明泉寺 神戸市長田区 林山町 （国有林） 11.0
100-072 高取山町 神戸市長田区 高取山町 6.0
100-073 禅昌寺 神戸市須磨区 禅昌寺町 3.0
100-074 西行寺東 神戸市須磨区 妙法寺 2.0
100-075 池ノ谷 神戸市須磨区 妙法寺 7.0
100-076 妙法寺　 神戸市須磨区 妙法寺 3.0
100-077 下与市 神戸市須磨区 妙法寺 4.0
100-078 光霊寺 神戸市須磨区 妙法寺 2.0
100-079 明神５丁目 神戸市須磨区 妙法寺 1.0
100-080 明神３丁目 神戸市須磨区 明神町 3.0
100-081 勝福寺 神戸市須磨区 大手町 3.0
100-082 高尾台 神戸市須磨区 大手町 2.0
100-083 上細沢 神戸市須磨区 上細沢町 1.0
100-084 神戸女子大 神戸市須磨区 東須磨 4.0
100-085 一ノ谷川 神戸市須磨区 西須磨 14.0
100-086 鉢伏山 神戸市須磨区 西須磨 10.0
100-087 塩屋町二丁目 神戸市垂水区 塩屋町 2.0
100-088 朝谷東 神戸市垂水区 下畑町 11.0
100-089 東白川 神戸市須磨区 白川 1.0
100-090 白川橋 神戸市須磨区 白川 1.0
100-091 井吹 神戸市西区 伊川谷町 井吹 1.0
100-092 北谷橋 神戸市西区 櫨谷町寺谷 1.0
100-093 木幡 神戸市西区 押部谷町木幡 1.0
100-094 木津 神戸市西区 押部谷町木津 1.0
100-095 大蔵神社 神戸市北区 山田町小河 1.0
100-096 藍那 神戸市北区 山田町藍那 7.0
100-097 藍那駅裏 神戸市北区 山田町藍那 1.0
100-098 大谷山 神戸市北区 山田町小部 1.0
100-099 雌子山 神戸市西区 神出町東 天王山 9.0
100-100 大原町 神戸市北区 山田町原野 3.0
100-101 箕谷墜道 神戸市北区 山田町下谷上 1.0
100-102 谷上車庫 神戸市北区 山田町下谷上 4.0
100-103 大池聖天 神戸市北区 山田町上谷上 3.0
100-104 小畑 神戸市北区 山田町下谷上 7.0
100-105 下谷上 神戸市北区 山田町下谷上 2.0
100-106 山田中 神戸市北区 山田町下谷上 2.0
100-107 大池 神戸市北区 淡河町淡河 1.0
100-108 萩原 神戸市北区 淡河町萩原 1.0
100-109 北畑１ 神戸市北区 淡河町北畑 1.0
100-110 北畑2 神戸市北区 淡河町北畑 1.0
100-111 日光 神戸市北区 淡河町神田 1.0
100-112 柿田 神戸市北区 八多町柳谷 1.0
100-113 キスラシ山 神戸市北区 有野町有野 9.0
100-114 堀切橋 神戸市北区 有野町唐櫃 3.0
100-115 鎌ヶ谷 神戸市北区 有野町唐櫃 5.0
100-116 六甲山ﾄﾝﾈﾙ北 神戸市北区 有野町唐櫃 5.0
100-117 上山 神戸市北区 有野町唐櫃 1.0
100-118 裏六甲ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪｲ1 神戸市北区 有野町唐櫃 4.0
100-119 裏六甲ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪｲ2 神戸市灘区 六甲山町北六甲 6.0
100-120 ウツギ谷 神戸市北区 有馬町 2.0
100-121 落葉山 神戸市北区 有馬町 滝畑 17.0
100-122 有馬墜道 神戸市北区 有馬町 2.0
100-123 千苅浄水場 神戸市北区 道場町生野 6.0
100-124 妙法寺 神戸市須磨区 妙法寺 4.0
100-125 塩屋北町 神戸市垂水区 塩屋台 ３丁目 2.0
100-126 神鉄横 神戸市北区 有野町有野 1.0
100-127 保養所前 神戸市北区 有野町唐櫃 2.0
100-128 ロープウェイ横 神戸市北区 有馬町 1.0
100-129 高山植物園 神戸市灘区 六甲山町北六甲 1.0
100-130 上津 神戸市北区 長尾町 上津北谷 1.0
100-131 高倉台 神戸市須磨区 高倉台 5.0
100-132 志く志く 神戸市北区 山田町下谷上 芝床ノ上 1.0
100-133 高取山町 神戸市長田区 高取山町 2.0
100-134 北五葉 神戸市北区 北五葉 ５丁目 1.0
100-135 石楠花橋 神戸市北区 山田町下谷上 中一里山 4.0
100-136 六甲ケーブル 神戸市灘区 六甲山町一ヶ谷 19.0
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100-137 修法ヶ原 神戸市北区 山田町下谷上 中一里山 1.0
100-138 須磨寺トンネル 神戸市須磨区 須磨寺町 1.0
100-139 神田 神戸市北区 淡河町 神田 1.0
100-140 杉谷 神戸市北区 淡河町東畑 杉谷 1.0
100-141 セリ合 神戸市西区 伊川谷町潤和 1.0
100-142 上ノ坂 神戸市北区 長尾町 上津上ノ坂 1.0
100-143 上小名田 神戸市北区 八多町 上小名田 1.0
100-144 上大沢 神戸市北区 大沢町 上大沢 1.0
100-145 さざんか寮護園 神戸市西区 玉津町水谷 セリ谷 1.0
100-146 瑞宝寺 神戸市北区 有馬町 六甲山 2.0
100-147 吉尾 神戸市北区 八多町吉尾 中ノ上ほか 1.0
100-148 柏尾台 神戸市北区 山田町原野、柏尾台 大塚山、愛宕、西ノ上 10.0
100-149 神戸市外大 神戸市西区 伊川谷町小寺 大谷 1.0
100-150 神出町東 神戸市西区 五百蔵 山ノ下 1.0
100-151 下谷上２ 神戸市北区 下谷上 ｽﾅｶﾞﾜｶﾞﾐ 1.0
100-152 一里山町１ 神戸市長田区 一里山町 ｲﾁﾘﾔﾏﾁﾖｳ 1.0
100-153 有馬町１ 神戸市北区 有馬町 ｲﾊﾞﾔﾏ 1.0
100-154 上谷上 神戸市北区 上谷上 ｶｼﾞｶﾀﾞﾆ 2.0
100-155 布施畑 神戸市西区 布施畑 ｵｵｴ 3.0
100-156 大日丘町１ 神戸市長田区 大日丘町 ｻﾝﾁﾖｳﾒ 1.0
100-157 車 神戸市須磨区 車 ｲﾉﾄｲﾜﾔﾏ 1.0
100-158 生野１ 神戸市北区 生野 ﾃﾗﾉﾏﾜﾘ 3.0
100-159 下谷上３ 神戸市長田区 下谷上 ﾅｶｲﾁﾘﾔﾏ 2.0
100-160 大日丘町２ 神戸市長田区 大日丘町 ｻﾝﾁﾖｳﾒ 3.0
100-161 一里山町２ 神戸市長田区 一里山町 ｲﾁﾘﾔﾏﾁﾖｳ 1.0
100-162 生野２ 神戸市北区 生野 ﾃﾗﾉﾏﾜﾘ 2.0
100-163 有馬町２ 神戸市北区 有馬町 ｲﾊﾞ 6.0
100-164 東１ 神戸市西区 東 ﾃﾝﾉｳｻﾞﾝ 2.0
100-165 淡河町児童館 神戸市北区 淡河町萩原 桶屋垣内 1.0
100-166 海神社 神戸市垂水区 下畑町 神ノ上山 1.0
100-167 神付 神戸市北区 大沢町神付 神付坂辻 1.0
100-168 東畑3 神戸市北区 淡河町 東畑 1.0
100-169 上脇 神戸市 伊川谷町上脇 1.0
201-001 勝原区朝日谷１ 姫路市 勝原区朝日谷 朝日山 1.0
201-002 勝原区朝日谷２ 姫路市 勝原区朝日谷 朝日山 4.0
201-003 勝原区大谷 姫路市 勝原区大谷 檀特山 2.0
201-004 勝原区下太田 姫路市 勝原区下太田 3.0
201-005 勝原区山戸 姫路市 勝原区山戸 荒山 6.0
201-006 勝原区丁 姫路市 勝原区丁 斉蔵寺 7.0
201-007 勝原区熊見 姫路市 勝原区熊見 奥谷 5.0
201-008 広畑区則直１ 姫路市 広畑区則直 2.0
201-009 広畑区則直２ 姫路市 広畑区則直 土中ノ谷 2.0
201-010 広畑区才１ 姫路市 広畑区才 南山 3.0
201-011 広畑区才２ 姫路市 広畑区才 堂上開 8.0
201-012 広畑区才３ 姫路市 広畑区才 瀧ヶ鼻 6.0
201-013 広畑区西蒲田１ 姫路市 広畑区西蒲田 南山 16.0
201-014 広畑区西蒲田２ 姫路市 広畑区西蒲田 上ノ山 2.0
201-015 広畑区蒲田１ 姫路市 広畑区蒲田 猿吉 10.0
201-016 青山南 姫路市 青山南 一丁目 4.0
201-017 広畑区蒲田２ 姫路市 広畑区蒲田 スエノ奥山 8.0
201-018 太市中 姫路市 太市中 手塚 7.0
201-019 石倉１ 姫路市 石倉 中山 2.0
201-020 石倉２ 姫路市 石倉 太田山 4.0
201-021 石倉３ 姫路市 石倉 4.0
201-022 林田町下伊勢 姫路市 林田町下伊勢 4.0
201-023 林田町上構 姫路市 林田町上構 貴仏山 13.0
201-024 林田町中山下 姫路市 林田町中山下 15.0
201-025 林田町奥佐見１ 姫路市 林田町奥佐見 ウメノ木 5.0
201-026 林田町奥佐見２ 姫路市 林田町奥佐見 高見 5.0
201-027 林田町大堤 姫路市 林田町大堤 2.0
201-028 打越 姫路市 打越 6.0
201-029 書写 姫路市 書写 西ノ口 4.0
201-030 町田 姫路市 町田 2.0
201-031 書写１ 姫路市 書写 天神ノ下 5.0
201-032 書写２ 姫路市 書写 西坂 1.0
201-033 御立北１ 姫路市 御立北 唐立 2.0
201-034 御立北２ 姫路市 御立北 高取ツララビ 5.0
201-035 御立東１ 姫路市 御立東 南山 1.0
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201-036 御立東２ 姫路市 御立東 丸山東山 1.0
201-037 田寺東 姫路市 田寺東 四丁目 1.0
201-038 新在家 姫路市 新在家 西山、下山 1.0
201-039 山吹 姫路市 山吹 二丁目 5.0
201-040 上手野 姫路市 上手野 東山 12.0
201-041 藤ヶ台 姫路市 藤ヶ台 6.0
201-042 下手野１ 姫路市 下手野 五丁目 1.0
201-043 下手野２ 姫路市 下手野 一丁目 11.0
201-044 西庄 姫路市 西庄 2.0
201-045 広畑区蒲田１ 姫路市 広畑区蒲田 北ヘリ 4.0
201-046 岡田 姫路市 岡田 井ノ口富山 5.0
201-047 広畑区蒲田２ 姫路市 広畑区蒲田 2.0
201-048 広畑区蒲田３ 姫路市 広畑区蒲田 1.0
201-049 飾磨区山崎 姫路市 飾磨区山崎 2.0
201-050 西中島 姫路市 西中島 北山 5.0
201-051 上大野 姫路市 上大野 鍋谷 1.0
201-052 上大野 姫路市 上大野 東山上野山 1.0
201-053 広峰 姫路市 広峰 梨ヶ谷 3.0
201-054 白国１ 姫路市 白国 東山 1.0
201-055 白国２ 姫路市 白国 増井山 1.0
201-056 砥堀 姫路市 砥堀 清山 2.0
201-057 山田町北山田 姫路市 山田町北山田 村中 1.0
201-058 豊富町豊富 姫路市 豊富町豊富 城山 2.0
201-059 豊富町御蔭１ 姫路市 豊富町御蔭 御蔭 4.0
201-060 豊富町御蔭２ 姫路市 豊富町御蔭 村ノ上山 2.0
201-061 豊富町御蔭３ 姫路市 豊富町御蔭 村ノ上山 2.0
201-062 豊富町御蔭４ 姫路市 豊富町御蔭 酒山 1.0
201-063 豊富町御蔭５ 姫路市 豊富町御蔭 上ノ奥山 3.0
201-064 豊富町御蔭６ 姫路市 豊富町御蔭 カリマス山 1.0
201-065 四郷町山脇 姫路市 四郷町山脇 高地脇 1.0
201-066 四郷町坂元 姫路市 四郷町坂元 小谷原ノ下 6.0
201-067 奥山 姫路市 奥山 2.0
201-068 四郷町東阿保 姫路市 四郷町東阿保 見谷 3.0
201-069 兼田 姫路市 兼田 箱谷 8.0
201-070 北原 姫路市 北原 峠東 9.0
201-071 飾磨区妻鹿1 姫路市 飾磨区妻鹿 乙甲山 7.0
201-072 飾磨区妻鹿2 姫路市 飾磨区妻鹿 甲地山 5.0
201-073 飾磨区妻鹿3 姫路市 飾磨区妻鹿 甲宮山 7.0
201-074 白浜町１ 姫路市 白浜町 甲 1.0
201-075 白浜町２ 姫路市 白浜町 甲 2.0
201-076 飾磨区妻鹿4 姫路市 飾磨区妻鹿 乙宮山 5.0
201-077 白浜町３ 姫路市 白浜町 坪西山 6.0
201-078 的形町福泊１ 姫路市 的形町福泊 灯籠地山 1.0
201-079 的形町的形 姫路市 的形町的形 磯山東泊山 3.0
201-080 的形町福泊２ 姫路市 的形町福泊 宮ノ山 1.0
201-081 木場１ 姫路市 木場 上重谷 1.0
201-082 木場２ 姫路市 木場 高坪山 5.0
201-083 木場３ 姫路市 木場 宮山 3.0
201-084 東山 姫路市 東山 地大蔵 1.0
201-085 別所町佐土１ 姫路市 別所町佐土 南山 11.0
201-086 四郷町本郷 姫路市 四郷町本郷 昌姓林 7.0
201-087 別所町佐土２ 姫路市 別所町佐土 南山 6.0
201-088 飾東町八重畑１ 姫路市 飾東町八重畑 大谷 9.0
201-089 飾東町八重畑２ 姫路市 飾東町八重畑 車鹿ノ倉 7.0
201-090 飾東町小原 姫路市 飾東町小原 山添 2.0
201-091 飾東町大釜１ 姫路市 飾東町大釜 清住山 4.0
201-092 飾東町大釜２ 姫路市 飾東町大釜 清住谷 9.0
201-093 飾東町大釜３ 姫路市 飾東町大釜 清住谷 2.0
201-094 飾東町八重畑３ 姫路市 飾東町八重畑 東稚ヶ端 2.0
201-095 飾東町山崎 姫路市 飾東町山崎 向山 6.0
201-096 飾東町北山 姫路市 飾東町北山 上山 6.0
201-097 別所町家具町 姫路市 別所町家具町 北林 14.0
201-098 別所町別所１ 姫路市 別所町別所 3.0
201-099 別所町北宿 姫路市 別所町北宿 4.0
201-100 別所町別所２ 姫路市 別所町別所 2.0
201-101 青山 姫路市 青山 向山 14.0
201-102 別所町佐土３ 姫路市 別所町佐土 北山 1.0
201-103 林田町大堤 姫路市 林田町大堤 西山 1.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）
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201-104 飾西 姫路市 飾西 万燈山 3.0
201-105 打越 姫路市 打越 チョウ西奥 3.0
201-106 八代緑ヶ丘町 姫路市 八代緑ヶ丘町 芝崎 1.0
201-107 打越１ 姫路市 打越 北林 1.0
201-108 打越２ 姫路市 打越 向山 12.0
201-109 打越３ 姫路市 打越 北林 2.0
201-110 飾東町清住 姫路市 飾東町清住 川西 2.0
201-111 家島町真浦１ 姫路市 家島町真浦 堂ノ内 5.0
201-112 家島町坊勢１ 姫路市 家島町坊勢 カマスケ浦 1.0
201-113 家島町坊勢２ 姫路市 家島町坊勢 西ノ浦 1.0
201-114 家島町真浦１ 姫路市 家島町真浦 網手ノ浜 1.0
201-115 家島町真浦２ 姫路市 家島町真浦 網手ノ辻 1.0
201-116 家島町真浦３ 姫路市 家島町真浦 加野・加賀山 1.0
201-117 家島町真浦４ 姫路市 家島町真浦 城山 1.0
201-118 家島町真浦５ 姫路市 家島町真浦 小浦辻 2.0
201-119 家島町真浦６ 姫路市 家島町真浦 畑ノ原 1.0
201-120 家島町宮１ 姫路市 家島町宮 1.0
201-121 家島町宮２ 姫路市 家島町宮 東中山・西中山 1.0
201-122 家島町宮３ 姫路市 家島町宮 観音堂・大谷 3.0
201-123 家島町宮４ 姫路市 家島町宮 ナシ山 4.0
201-124 家島町宮５ 姫路市 家島町宮 破風山 1.0
201-125 家島町宮６ 姫路市 家島町宮 折戸ノ上 1.0
201-126 家島町宮７ 姫路市 家島町宮 清水 1.0
201-127 家島町真浦２ 姫路市 家島町真浦 甲尻貝 1.0
201-128 夢前町菅生澗 姫路市 夢前町菅生澗 小山 14.0
201-129 夢前町護持 姫路市 夢前町護持 林谷 1.0
201-130 夢前町山之内１ 姫路市 夢前町山之内 小畑 2.0
201-131 夢前町山之内２ 姫路市 夢前町山之内 西山 2.0
201-132 夢前町山之内３ 姫路市 夢前町山之内 小畑 1.0
201-133 夢前町莇野 姫路市 夢前町莇野 馬谷 1.0
201-134 夢前町戸倉 姫路市 夢前町戸倉 東戸倉 3.0
201-135 夢前町菅生澗 姫路市 夢前町菅生澗 東荒木 1.0
201-136 夢前町置本 姫路市 夢前町置本 西山 3.0
201-137 夢前町宮置１ 姫路市 夢前町宮置 ゼンボウダニ 4.0
201-138 夢前町宮置２ 姫路市 夢前町宮置 イヤガ谷・タタウ谷 2.0
201-139 夢前町宮置３ 姫路市 夢前町宮置 田尻 10.0
201-140 夢前町山之内４ 姫路市 夢前町山之内 ツブダニ 1.0
201-141 夢前町山之内５ 姫路市 夢前町山之内 牛岩 2.0
201-142 夢前町山之内６ 姫路市 夢前町山之内 ロクロ 5.0
201-143 夢前町山之内７ 姫路市 夢前町山之内 瀬戸ノ上 9.0
201-144 夢前町山之内８ 姫路市 夢前町山之内 鳥居ノ上 4.0
201-145 夢前町山之内９ 姫路市 夢前町山之内 我孫子 8.0
201-146 夢前町山之内１０ 姫路市 夢前町山之内 宮ノ前 3.0
201-147 夢前町山之内１１ 姫路市 夢前町山之内 立船野 6.0
201-148 夢前町山之内１２ 姫路市 夢前町山之内 河原口 4.0
201-149 夢前町山之内１３ 姫路市 夢前町山之内 河原口 4.0
201-150 夢前町山之内１４ 姫路市 夢前町山之内 河原口 2.0
201-151 夢前町新庄１ 姫路市 夢前町新庄 大道東 3.0
201-152 夢前町塩田 姫路市 夢前町塩田 山田 3.0
201-153 夢前町古知ノ庄 姫路市 夢前町古知ノ庄 塩田 1.0
201-154 夢前町糸田 姫路市 夢前町糸田 大谷 9.0
201-155 夢前町宮置 姫路市 夢前町宮置 上野山・治郎作谷 12.0
201-156 夢前町置本 姫路市 夢前町置本 上野山 4.0
201-157 夢前町玉田 姫路市 夢前町玉田 東山 16.0
201-158 夢前町前之庄 姫路市 夢前町前之庄 中河原 2.0
201-159 夢前町莇野１ 姫路市 夢前町莇野 神ノ元 6.0
201-160 夢前町莇野２ 姫路市 夢前町莇野 戸谷 1.0
201-161 夢前町塚本 姫路市 夢前町塚本 左ヶ谷口 3.0
201-162 夢前町新庄２ 姫路市 夢前町新庄 諏訪 10.0
201-163 香寺町須加院１ 姫路市 香寺町須加院 大谷 2.0
201-164 香寺町須加院２ 姫路市 香寺町須加院 下新坂 2.0
201-165 香寺町須加院３ 姫路市 香寺町須加院 下新坂 5.0
201-166 香寺町須加院４ 姫路市 香寺町須加院 御路 1.0
201-167 香寺町須加院５ 姫路市 香寺町須加院 宮ノ前 3.0
201-168 香寺町犬飼 姫路市 香寺町犬飼 伊勢山保喜 4.0
201-169 香寺町相坂 姫路市 香寺町相坂 五合谷 1.0
201-170 香寺町矢田部 姫路市 香寺町矢田部 1.0
201-171 香寺町中村１ 姫路市 香寺町中村 1.0
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201-172 香寺町中村２ 姫路市 香寺町中村 上山 1.0
201-173 香寺町恒屋１ 姫路市 香寺町恒屋 城山西 3.0
201-174 香寺町恒屋２ 姫路市 香寺町恒屋 城山 2.0
201-175 安富町狭戸 姫路市 安富町狭戸 金ヶ谷 5.0
201-176 安富町塩野 姫路市 安富町塩野 フジ谷 3.0
201-177 安富町長野 姫路市 安富町長野 所谷 7.0
201-178 安富町名坂 姫路市 安富町名坂 立尾 1.0
201-179 安富町末広１ 姫路市 安富町末広 ヘンカ 4.0
201-180 安富町末広２ 姫路市 安富町末広 菅谷 6.0
201-181 安富町皆河１ 姫路市 安富町皆河 長畑 3.0
201-182 安富町皆河２ 姫路市 安富町皆河 馬場ノ尾 3.0
201-183 安富町関１ 姫路市 安富町関 上ノ山 1.0
201-184 安富町皆河３ 姫路市 安富町皆河 下谷 2.0
201-185 安富町皆河４ 姫路市 安富町皆河 口中山 23.0
201-186 安富町皆河５ 姫路市 安富町皆河 向山 18.0
201-187 安富町栃原１ 姫路市 安富町栃原 口中山 5.0
201-188 安富町栃原２ 姫路市 安富町栃原 上ノ防 11.0
201-189 安富町末広３ 姫路市 安富町末広 向山 3.0
201-190 安富町末広４ 姫路市 安富町末広 高徳 2.0
201-191 安富町末広５ 姫路市 安富町末広 南尾 2.0
201-192 安富町安志１ 姫路市 安富町安志 向イ 6.0
201-193 安富町植木野 姫路市 安富町植木野 萸谷 7.0
201-194 安富町三坂 姫路市 安富町三坂 丸山 16.0
201-195 安富町植木野 姫路市 安富町植木野 向山 15.0
201-196 安富町瀬川 姫路市 安富町瀬川 浦山 20.0
201-197 安富町安志２ 姫路市 安富町安志 中尾 1.0
201-198 安富町関２ 姫路市 安富町関 大サコ 4.0
201-199 安富町皆河６ 姫路市 安富町皆河 西山 9.0
201-200 安富町塩野 姫路市 安富町塩野 向山 14.0
201-201 安富町皆河７ 姫路市 安富町皆河 足谷 4.0
201-202 安富町栃原 姫路市 安富町栃原 コノ 6.0
201-203 安富町三森 姫路市 安富町三森 2.0
201-204 安富町皆河８ 姫路市 安富町皆河 堂ノ尾 2.0
201-205 安富町皆河９ 姫路市 安富町皆河 アワシ 4.0
201-206 夢前町山之内 姫路市 夢前町山之内 子リキ 2.0
201-207 安富町栃原 姫路市 安富町栃原 口中山 5.0
201-208 安富町末広６ 姫路市 安富町末広 尾ノハナ 2.0
201-209 夢前町前之庄 姫路市 夢前町前之庄 中河原 2.0
201-210 苫編 姫路市 苫編 伯母ヶ谷 12.0
201-211 青山 姫路市 青山 向山 7.0
201-212 飾西 姫路市 飾西 西横山 2.0
201-213 上伊勢 姫路市 林田町上伊勢 柿ヶ谷 2.0
201-214 東阿保 姫路市 四郷町東阿保 北山 4.0
201-218 栃原（風倒木３） 姫路市 安富町栃原 ヤケ谷ほか 2.0
201-223 安富町栃原３ 姫路市 安富町栃原 東平岩 7.0
201-224 安富町関３ 姫路市 安富町関 カニワ 4.0
201-225 安富町末広７ 姫路市 安富町末広 今念 4.0
201-226 安富町末広８ 姫路市 安富町末広 今念 3.0
201-227 夢前町山之内２ 姫路市 夢前町山之内 宮ノ前丁 2.0
201-228 苫編２ 姫路市 苫編 宮山 1.0
201-229 夢前町山之内３ 姫路市 夢前町山之内 中大道丙 1.0
201-230 夢前町山之内４ 姫路市 夢前町山之内 古森乙 1.0
201-231 林田町松山１ 姫路市 林田町松山 黒岩山 2.0
201-232 夢前町山之内５ 姫路市 夢前町山之内 森谷丁 2.0
201-233 刀出 姫路市 刀出 西山ノ下 2.0
201-234 青山北 姫路市 青山北 ﾑｺﾔﾏ 2.0
201-235 夢前町神種 姫路市 夢前町神種 宮ノ後 2.0
201-236 林田町松山２ 姫路市 林田町松山 家ヶ谷山 3.0
201-237 西今宿 姫路市 西今宿 西山ノ下 4.0
201-238 夢前町寺１ 姫路市 夢前町寺 ヲコ谷 5.0
201-239 香寺町須加院 姫路市 香寺町須加院 森谷 3.0
201-240 林田町山田 姫路市 林田町山田 高山 4.0
201-241 夢前町菅生澗３ 姫路市 夢前町菅生澗 長谷口 5.0
201-242 相野 姫路市 相野 南向山 4.0
201-243 打越３ 姫路市 打越 北山 5.0
201-244 夢前町新庄１ 姫路市 夢前町新庄 柳ノ元 4.0
201-245 打越４ 姫路市 打越 寺谷 5.0
201-246 安富町皆河 姫路市 安富町皆河 湯ノ山 4.0
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201-247 苫編３ 姫路市 苫編 宮山 5.0
201-248 夢前町莇野２ 姫路市 夢前町莇野 足畑 4.0
201-249 勝原区熊見２ 姫路市 勝原区熊見 西古林 5.0
201-250 飾磨区山崎２ 姫路市 飾磨区山崎 奥ノ谷 5.0
201-251 夢前町新庄２ 姫路市 夢前町新庄 柳ノ元 4.0
201-252 夢前町山之内６ 姫路市 夢前町山之内 北垣内丙 4.0
201-253 打越５ 姫路市 打越 奥山 5.0
201-254 安富町狭戸２ 姫路市 安富町狭戸 西山 7.0
201-255 勝原区熊見３ 姫路市 勝原区熊見 西古林 8.0
201-256 夢前町前之庄３ 姫路市 夢前町前之庄 北垣内 8.0
201-257 夢前町糸田２ 姫路市 夢前町糸田 林山 8.0
201-258 夢前町寺２ 姫路市 夢前町寺 池尻山 3.0
201-259 夢前町山之内７ 姫路市 夢前町山之内 宮垣内甲 8.0
201-260 夢前町山之内８ 姫路市 夢前町山之内 小谷丁 8.0
201-261 林田町下伊勢２ 姫路市 林田町下伊勢 茶屋ノ上 10.0
201-262 夢前町山之内９ 姫路市 夢前町山之内 黒瀧乙 8.0
201-263 勝原区熊見４ 姫路市 勝原区熊見 西古林 9.0
201-264 石倉１ 姫路市 石倉 峯相口 12.0
201-265 夢前町芦田 姫路市 夢前町芦田 上山 11.0
201-266 石倉２ 姫路市 石倉 峯相口 17.0
201-267 書写２ 姫路市 書写 書写山 15.0
201-268 安志（風倒木） 姫路市 安富町安志 下当田 4.0
201-269 栃原（風倒木１） 姫路市 安富町栃原 奥河原 1.0
201-270 栃原（風倒木２） 姫路市 安富町栃原 奥河原 10.0
201-271 栃原（風倒木４） 姫路市 安富町栃原 口中山 2.0
201-272 皆河（風倒木） 姫路市 安富町皆河 アワシ 4.0
201-273 古知之庄（風倒木） 姫路市 夢前町古知之庄 ナメラ谷 2.0
201-274 山之内（風倒木） 姫路市 夢前町山之内 渡瀬 2.0
201-275 新在家 姫路市 新在家 1.0
201-276 安富町安志３ 姫路市 安富町安志 1.0
201-277 白浜町３ 姫路市 白浜町 2.0
201-278 別所町家具町２ 姫路市 別所町家具町 2.0
201-279 広畑区蒲田２ 姫路市 広畑区蒲田 3.0
201-280 飾東町大釜４ 姫路市 飾東町大釜 1.0
201-281 夢前町又坂 姫路市 夢前町又坂 2.0
201-282 奥山２ 姫路市 奥山 5.0
201-283 飾東町大釜５ 姫路市 飾東町大釜 4.0
201-284 書写３ 姫路市 書写 3.0
201-285 御国野町深志野 姫路市 御国野町深志野 6.0
201-286 飾東町豊国 姫路市 飾東町豊国 8.0
201-287 御国野町深志野 姫路市 御国野町深志野 8.0
201-288 広畑区蒲田３ 姫路市 広畑区蒲田 8.0
201-289 四郷町見野 姫路市 四郷町見野 10.0
201-290 飾東町大釜新 姫路市 飾東町大釜新 9.0
204-001 神呪寺 西宮市 甲山町 2.0
204-002 目神山１ 西宮市 甲陽園目神山町 7.0
204-003 目神山２ 西宮市 甲陽園目神山町 1.0
204-004 苦楽園 西宮市 苦楽園 5.0
204-005 剣谷町 西宮市 鷲林寺 （国有林） 2.0
204-006 見返橋 西宮市 越水 3.0
204-007 蓬莱峡山荘 西宮市 生瀬町 4.0
204-008 名塩ガーデン 西宮市 塩瀬町名塩 9.0
204-009 西宮山荘 西宮市 塩瀬町名塩 1.0
204-010 石坂橋 西宮市 塩瀬町名塩 1.0
204-011 金仙寺湖 西宮市 山口町下山口 畑山 15.0
204-012 料金所横 西宮市 山口町船坂 2.0
204-013 展望台 西宮市 越水社家郷山 3.0
204-014 善照学園 西宮市 山口町船坂 北山コイツカ 2.0
204-015 名塩南台 西宮市 名塩南台 1.0
204-016 サーパス 西宮市 塩瀬町名塩 切上 1.0
204-017 鷲林寺橋下 西宮市 越水社家郷山 2.0
204-018 丸山 西宮市 山口町 3.0
204-019 展望台２ 西宮市 越水社家郷山 2.0
204-020 塩瀬町生瀬 西宮市 塩瀬町生瀬 ﾄｳﾀﾞ 4.0
204-021 一羊園 西宮市 山口町船坂 北山コイツカ 1.0
205-001 川道 洲本市 畑田組 川道 2.0
205-002 大棚郷 洲本市 畑田組 大棚郷 2.0
205-003 下撫 洲本市 相川組 下撫 3.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）
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205-004 居屋敷 洲本市 相川組 居屋敷 1.0
205-005 野田谷 洲本市 中津川組 野田谷 1.0
205-006 打野 洲本市 由良町由良 打野 1.0
205-007 婦野川 洲本市 由良町由良 大田野尾 1.0
205-008 江後ﾉ上 洲本市 由良町由良 江後ﾉ上 2.0
205-009 小土井 洲本市 由良町由良 小土井 1.0
205-010 姥ヶ谷 洲本市 由良町由良 姥ヶ谷 1.0
205-011 野且田 洲本市 千草 野且田 1.0
205-012 古茂江 洲本市 小路谷 古茂江 1.0
205-013 野且田２ 洲本市 千草 野且田 1.0
205-014 明田 洲本市 上物部 明田 1.0
205-015 三熊山(2) 洲本市 小路谷 古城 5.0
205-016 津田 洲本市 津田 1.0
205-017 北山 洲本市 大野 北山 1.0
205-018 物部 洲本市 物部 猪鼻 1.0
205-019 桑間(1) 洲本市 桑間１丁目 1.0
205-020 桑間(2) 洲本市 桑間１丁目 2.0
205-021 教会裏 洲本市 宇山 3丁目 1.0
205-022 総合庁舎裏 洲本市 宇山 ２丁目 1.0
205-023 宮ﾉ上続１ 洲本市 炬口 宮ﾉ上続 4.0
205-024 宮ﾉ上続２ 洲本市 炬口 宮ﾉ上続 1.0
205-025 厚浜１ 洲本市 中川原町厚浜 石ヶ谷 2.0
205-026 厚浜２ 洲本市 中川原町厚浜 名手 5.0
205-027 北谷 洲本市 安乎町 北谷 1.0
205-028 木ﾉ倉 洲本市 安乎町宮野原 木ﾉ倉 1.0
205-029 三ｺ松 洲本市 奥畑 三ｺ松 1.0
205-030 奥畑 洲本市 奥畑 松尾 2.0
205-031 間形 洲本市 小路谷 間形 1.0
205-032 千草 洲本市 千草 知草河内 1.0
205-033 由良町由良 洲本市 由良町由良 2.0
205-034 千草２ 洲本市 千草 己 1.0
205-035 桑間(3) 洲本市 桑間1丁目 1.0
205-036 大森谷 洲本市 上内膳 大森谷 1.0
205-037 岡 洲本市 下内膳 岡 1.0
205-038 清水谷 洲本市 五色町鳥飼浦 清水谷 1.0
205-039 清水谷 洲本市 五色町鳥飼浦 清水谷 1.0
205-040 大坪池 洲本市 五色町鳥飼浦 戸天熊谷 1.0
205-041 一ケ谷池（上) 洲本市 五色町鳥飼浦 一ヶ谷 1.0
205-042 奥池ﾉ東頭 洲本市 五色町鳥飼浦 奥池ﾉ東頭 1.0
205-043 都志角川１ 洲本市 五色町都志角川 菱池 1.0
205-044 広石神社裏 洲本市 五色町広石中 1.0
205-045 都志角川２ 洲本市 五色町都志角川 家の南 1.0
205-046 都志万歳 洲本市 五色町都志万歳 下西山 1.0
205-047 都志大日１ 洲本市 五色町都志大日 北地 1.0
205-048 都志大日２ 洲本市 五色町都志大日 下灘 1.0
205-049 都志大宮 洲本市 五色町都志大宮 坂ﾉ口 1.0
205-050 吉田南 洲本市 五色町鮎原吉田 1.0
205-051 鮎原中央 洲本市 五色町鮎原吉田 4.0
205-052 鮎原西 洲本市 五色町鮎原西 1.0
205-053 奥ﾉ谷 洲本市 五色町鮎原南谷 奥ﾉ谷 1.0
205-054 鮎原中邑 洲本市 五色町鮎原中邑 長谷 1.0
205-055 都志大日３ 洲本市 五色町都志大日 1.0
205-056 鮎原塔下(1) 洲本市 五色町鮎原塔下 白桃 1.0
205-057 都志 洲本市 五色町都志 1.0
205-058 三熊山(1) 洲本市 小路谷 御熊山 5.0
205-059 桑間(4) 洲本市 桑間 フケ 1.0
205-060 東向場西平 洲本市 相川組 東向場西平 7.0
205-061 鮎原塔下(2) 洲本市 鮎原塔下 桑坂 1.0
205-062 津田２ 洲本市 津田 庵ノ西 1.0
205-063 宇原 洲本市 宇原 堂山 1.0
205-064 中津川組 洲本市 中津川組 家ノ上 2.0
205-065 由良町由良２ 洲本市 由良町由良 須崎 3.0
205-066 由良町内田 洲本市 由良町内田 坊ヶ谷 4.0
205-067 安乎町平安浦 洲本市 安乎町平安浦 犬ケ角 2.0
205-068 千草２ 洲本市 千草 大平丙 4.0
205-069 上物部 洲本市 上物部 1.0
205-070 桑間 洲本市 桑間 1.0
206-001 会下山 芦屋市 三条町 1.0
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206-002 高座の滝 芦屋市 奥山 3.0
206-003 城山 芦屋市 城山 （国有林） 2.0
206-004 奥山１ 芦屋市 奥山 6.0
206-005 奥山２ 芦屋市 奥山 2.0
206-006 奥山３ 芦屋市 奥山 2.0
206-007 奥山４ 芦屋市 奥山 5.0
206-008 芦屋高 芦屋市 剣谷 （国有林） 1.0
208-001 西山Ⅱ 相生市 若狭野町福井 西山 3.0
208-002 土井ノ内 相生市 矢野町上土井 土井ノ内 6.0
208-003 陣山 相生市 矢野町小河 陣山 1.0
208-004 中山 相生市 矢野町上土井 中山 5.0
208-005 西山Ⅰ 相生市 矢野町森 西山 16.0
208-006 三本卒都婆 相生市 矢野町能下 三本卒都婆 3.0
208-007 下才の元 相生市 矢野町金坂 下才の元 4.0
208-008 北谷 相生市 矢野町金坂 北谷 1.0
208-009 ナベコノ中 相生市 矢野町瓜生 ナベコノ中 1.0
208-010 荒神山 相生市 矢野町 荒神 2.0
208-011 正源寺山 相生市 矢野町二木 正源寺山 15.0
208-012 東山Ⅱ 相生市 矢野町真広 東山 4.0
208-013 東山Ⅰ 相生市 矢野町真広 東山 2.0
208-014 北山Ⅰ 相生市 若狭野町八洞 北山 7.0
208-015 角堂 相生市 若狭野町若狭野 角堂 3.0
208-016 前山Ⅱ 相生市 佐方 前山 11.0
208-017 前山Ⅰ 相生市 佐方 前山 8.0
208-018 中山表 相生市 佐方 　中山表 3.0
208-019 一の谷 相生市 若狭野町入野 一の谷 12.0
208-020 上ノ山（相生市） 相生市 若狭野町野々 上ノ山 9.0
208-021 西山Ⅲ 相生市 若狭野町野々 西山 4.0
208-022 奥山 相生市 若狭野町野々 奥山 2.0
208-023 向山 相生市 若狭野町野々 向山 5.0
208-024 下タ山Ⅰ 相生市 若狭野町西後明 下タ山 5.0
208-025 下タ山Ⅱ 相生市 若狭野町西後明 下タ山 1.0
208-026 西山Ⅳ 相生市 若狭野町東後明 西山 6.0
208-027 城の谷 相生市 那波 城の谷 7.0
208-028 高芝 相生市 那波野 高芝 7.0
208-029 北山Ⅱ 相生市 野瀬 北山 6.0
208-030 奥谷 相生市 野瀬 奥谷 3.0
208-031 西山Ⅴ 相生市 野瀬 西山 5.0
208-032 横山 相生市 相生 横山 7.0
208-033 金ヶ崎 相生市 相生 金ヶ崎 4.0
208-034 柳山 相生市 相生 柳山 21.0
208-035 壺根 相生市 相生 壷根 1.0
208-036 西ノ脇 相生市 相生 西ノ脇 28.0
208-037 薮谷 相生市 相生 薮谷 31.0
208-038 身投石 相生市 相生 身投石 8.0
208-039 横山 相生市 相生 横山 8.0
208-040 古宮 相生市 那波本町 古宮 2.0
208-041 緑ヶ丘Ⅱ 相生市 緑ヶ丘 ４丁目 1.0
208-042 池ノ上 相生市 陸 池ノ上 5.0
208-043 岩屋口 相生市 那波野 岩屋口 8.0
208-044 西山甲Ⅰ 相生市 矢野町下田 西山甲 1.0
208-045 西山甲Ⅱ 相生市 矢野町下田 西山甲 4.0
208-046 川原町 相生市 相生 焼山 2.0
208-047 中野１ 相生市 中野 下徳力 1.0
208-048 佐方 相生市 佐方 箒谷 2.0
208-049 那波野 相生市 那波野 石角 3.0
208-050 能下 相生市 能下 東平山 1.0
208-051 若狭野 相生市 若狭野 金懸 5.0
209-001 田結(1) 豊岡市 田結 風谷 2.0
209-002 田結(2) 豊岡市 田結 細坂 2.0
209-003 気比(1) 豊岡市 気比 犬坂 1.0
209-004 気比(2) 豊岡市 気比 白仙庵 1.0
209-005 三原(1) 豊岡市 三原 谷田 1.0
209-006 赤石(1) 豊岡市 赤石 三ツ家谷 1.0
209-007 赤石(2) 豊岡市 赤石 笹谷 2.0
209-008 赤石(3) 豊岡市 赤石 上ノ谷 2.0
209-009 下鶴井 豊岡市 下鶴井 谷ノ上 4.0
209-010 野上(1) 豊岡市 野上 尾崎 1.0
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209-011 野上(2) 豊岡市 野上 尾崎 3.0
209-012 金剛寺(1) 豊岡市 金剛寺 堂谷 2.0
209-013 山本 豊岡市 山本 霞ケ城 2.0
209-014 六地蔵 豊岡市 六地蔵 六地蔵 3.0
209-015 梶原(1) 豊岡市 梶原 家ノ上 1.0
209-016 梶原(2) 豊岡市 梶原 道ノ上 3.0
209-017 庄境(1) 豊岡市 庄境 上ノ山 4.0
209-018 下宮(1) 豊岡市 下宮 西谷 1.0
209-019 栄町 豊岡市 栄町 古川 1.0
209-020 庄境(2) 豊岡市 庄境 戸石場 11.0
209-021 百合地 豊岡市 百合地 東南替 9.0
209-022 河谷 豊岡市 河谷 森井 4.0
209-023 中谷(1) 豊岡市 中谷 上山 3.0
209-024 中谷(2) 豊岡市 中谷 殿替 2.0
209-025 中谷(3) 豊岡市 中谷 浦谷 3.0
209-026 大篠岡 豊岡市 大篠岡 西畑ケ 1.0
209-027 駄坂(1) 豊岡市 駄坂 家の上 4.0
209-028 駄坂(2) 豊岡市 駄坂 上の山 2.0
209-029 香住(1) 豊岡市 香住 西ノ谷 3.0
209-030 三宅(1) 豊岡市 三宅 カチヤ 3.0
209-031 三宅(2) 豊岡市 三宅 奥谷 1.0
209-032 三宅(3) 豊岡市 三宅 天王 1.0
209-033 市場 豊岡市 市場 松原 3.0
209-034 三宅(4) 豊岡市 三宅 御屋敷 2.0
209-035 森尾 豊岡市 森尾 市尾 1.0
209-036 長谷(1) 豊岡市 長谷 ホウジ谷 1.0
209-037 上鉢山(1) 豊岡市 上鉢山 東山 1.0
209-038 上鉢山(2) 豊岡市 上鉢山 城山 1.0
209-039 中郷(1) 豊岡市 中郷 一の谷 2.0
209-040 中郷(2) 豊岡市 中郷 大谷 3.0
209-041 上佐野 豊岡市 上佐野 ホウキ 1.0
209-042 佐野(1) 豊岡市 佐野 稲葉 1.0
209-043 佐野(2) 豊岡市 佐野 勝妙寺谷 1.0
209-044 佐野(3) 豊岡市 佐野 勝妙寺谷 1.0
209-045 九日市上町 豊岡市 九日市上町 北谷 1.0
209-046 妙楽寺 豊岡市 妙楽寺 耕地谷 1.0
209-047 三坂 豊岡市 三坂 宝谷 1.0
209-048 戸牧 豊岡市 戸牧 下大深 1.0
209-049 高屋(1) 豊岡市 高屋 福竹 1.0
209-050 上陰 豊岡市 上陰 コオゼナ 1.0
209-051 下陰 豊岡市 下陰 池ノ上 1.0
209-052 福田 豊岡市 福田 木崎 1.0
209-053 辻 豊岡市 辻 火焼 1.0
209-054 目坂 豊岡市 目坂 大平寺 1.0
209-055 内町 豊岡市 内町 孫兵衛谷 2.0
209-056 福成寺 豊岡市 福成寺 鳥羽 1.0
209-057 庄 豊岡市 庄 タキビ 1.0
209-058 宮井(1) 豊岡市 宮井 南殿 1.0
209-059 宮井(2) 豊岡市 宮井 大門 1.0
209-060 栃江 豊岡市 栃江 宮田 1.0
209-061 岩熊 豊岡市 岩熊 谷口 2.0
209-062 新堂 豊岡市 新堂 門谷 7.0
209-063 森津 豊岡市 森津 寺谷 1.0
209-064 小島 豊岡市 小島 梅ノ宮 1.0
209-065 瀬戸(1) 豊岡市 瀬戸 野ケ谷 1.0
209-066 瀬戸(2) 豊岡市 瀬戸 嶋原 2.0
209-067 瀬戸(3) 豊岡市 瀬戸 愛宕山 1.0
209-068 津居山 豊岡市 津居山 八幡町 3.0
209-069 中郷(3) 豊岡市 中郷 朝日 1.0
209-070 高屋(2) 豊岡市 高屋 大奥 1.0
209-071 吉井(1) 豊岡市 吉井 山花 1.0
209-072 吉井(2) 豊岡市 吉井 宮ノ下 1.0
209-073 野上(3) 豊岡市 野上 遠看 1.0
209-074 香住(2) 豊岡市 香住 峠 1.0
209-075 宮井(3) 豊岡市 宮井 南殿 1.0
209-076 奥野 豊岡市 奥野 大月 1.0
209-077 飯谷 豊岡市 城崎町飯谷 ホウロケ 1.0
209-078 結(1) 豊岡市 城崎町結 白戸 2.0
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209-079 上山(1) 豊岡市 城崎町上山 二見谷 4.0
209-080 上山(2) 豊岡市 城崎町上山 岡ノ坊 1.0
209-081 上山(3) 豊岡市 城崎町上山 カイナ 1.0
209-082 来日(1) 豊岡市 城崎町来日 ナツテ 5.0
209-083 来日(2) 豊岡市 城崎町来日 宮外 1.0
209-084 今津(1) 豊岡市 城崎町今津 姥口 2.0
209-085 今津(2) 豊岡市 城崎町今津 木ノ下 4.0
209-086 湯島(1) 豊岡市 城崎町湯島 後山 1.0
209-087 湯島(2) 豊岡市 城崎町湯島 マンダラ町 1.0
209-088 湯島(3) 豊岡市 城崎町湯島 四国山 1.0
209-089 湯島(4) 豊岡市 城崎町湯島 寺谷 1.0
209-090 湯島(5) 豊岡市 城崎町湯島 本町 6.0
209-091 桃島(1) 豊岡市 城崎町桃島 長崎 1.0
209-092 桃島(2) 豊岡市 城崎町桃島 家ノ上 1.0
209-093 結(2) 豊岡市 城崎町結 寺谷 1.0
209-094 湯島(6) 豊岡市 城崎町湯島 寺ノ谷 1.0
209-095 田久日 豊岡市 竹野町田久日 向山 2.0
209-096 竹野(1) 豊岡市 竹野町竹野 代浦 1.0
209-097 竹野(2) 豊岡市 竹野町竹野 今後谷 2.0
209-098 竹野(3) 豊岡市 竹野町竹野 上山 4.0
209-099 竹野(4) 豊岡市 竹野町竹野 賀嶋 3.0
209-100 轟 豊岡市 竹野町轟 轟 1.0
209-101 段 豊岡市 竹野町段 大ケ城 1.0
209-102 桑野本(1) 豊岡市 竹野町桑野本 堀ガサコ 2.0
209-103 桑野本(2) 豊岡市 竹野町桑野本 奥ノ谷 7.0
209-104 桑野本(3) 豊岡市 竹野町桑野本 立花 14.0
209-105 大森 豊岡市 竹野町大森 福山 7.0
209-106 門谷 豊岡市 竹野町門谷 サヲ 2.0
209-107 森本(1) 豊岡市 竹野町森本 ホウキ 1.0
209-108 森本(2) 豊岡市 竹野町森本 ホウキ 1.0
209-109 金原 豊岡市 竹野町金原 家ノ下口 1.0
209-110 東大谷１ 豊岡市 竹野町東大谷 才谷 3.0
209-111 鬼神谷 豊岡市 竹野町鬼神谷 ホウキ 4.0
209-112 須谷(1) 豊岡市 竹野町須谷 西谷 1.0
209-113 和田 豊岡市 竹野町和田 六地蔵 2.0
209-114 切浜(1) 豊岡市 竹野町切浜 上ノ山 1.0
209-115 切浜(2) 豊岡市 竹野町切浜 イエノワキ 1.0
209-116 濱須井 豊岡市 竹野町濱須井 サコ 1.0
209-117 森本(3) 豊岡市 竹野町森本 ユリ 1.0
209-118 鶴岡(1) 豊岡市 日高町鶴岡 城山 3.0
209-119 鶴岡(2) 豊岡市 日高町鶴岡 城山 2.0
209-120 赤崎(1) 豊岡市 日高町赤崎 家の上 11.0
209-121 浅倉(1) 豊岡市 日高町浅倉 向山 2.0
209-122 浅倉(2) 豊岡市 日高町浅倉 寺谷 6.0
209-124 道場(2) 豊岡市 日高町道場 逢喜ノ上 3.0
209-125 佐田 豊岡市 日高町佐田 岡畑 6.0
209-126 知見 豊岡市 日高町知見 濁 3.0
209-127 森山 豊岡市 日高町森山 イヅリ神 3.0
209-128 観音寺(1) 豊岡市 日高町観音寺 葛浦坂 2.0
209-130 栗山 豊岡市 日高町栗山 清福山 1.0
209-131 金谷(1) 豊岡市 日高町金谷 上ノ山 4.0
209-132 金谷(2) 豊岡市 日高町金谷 上ノ山 7.0
209-133 羽尻(1) 豊岡市 日高町羽尻 ナカオ 1.0
209-134 羽尻(2) 豊岡市 日高町羽尻 和田 1.0
209-135 田ノ口(1) 豊岡市 日高町田ノ口 向山 2.0
209-136 栃本 豊岡市 日高町栃本 尾谷 3.0
209-137 万劫 豊岡市 日高町万劫 神子谷 3.0
209-138 水口(1) 豊岡市 日高町水口 西ノ岡 1.0
209-139 水口(2) 豊岡市 日高町水口 松ケ尾 1.0
209-140 東河内(1) 豊岡市 日高町東河内 小谷 4.0
209-141 久田谷(1) 豊岡市 日高町久田谷 ジイガ谷 5.0
209-142 久田谷(2) 豊岡市 日高町久田谷 猪畑 3.0
209-143 久田谷(3) 豊岡市 日高町久田谷 イナオカ 2.0
209-144 祢布(1) 豊岡市 日高町祢布 家ノ脇 3.0
209-145 国分寺 豊岡市 日高町国分寺 ミドリ 2.0
209-146 水上(1) 豊岡市 日高町水上 上の山 5.0
209-147 水上(2) 豊岡市 日高町水上 弥田 2.0
209-148 猪ノ爪(1) 豊岡市 日高町猪ノ爪 サコ 1.0
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209-149 河江 豊岡市 日高町河江 カケ谷 1.0
209-150 八代 豊岡市 日高町八代 峠尻 1.0
209-151 猪ノ爪(2) 豊岡市 日高町猪ノ爪 家の上 2.0
209-152 中 豊岡市 日高町中 ツヤノ谷 1.0
209-153 谷 豊岡市 日高町谷 由利 3.0
209-154 奈佐路(1) 豊岡市 日高町奈佐路 栃谷 1.0
209-155 奈佐路(2) 豊岡市 日高町奈佐路 花松 2.0
209-156 上石 豊岡市 日高町上石 ホウキ 2.0
209-157 水口(3) 豊岡市 日高町水口 下山 1.0
209-158 安良(1) 豊岡市 出石町安良 宮ノ下 1.0
209-159 安良(2) 豊岡市 出石町安良 宮ノ下 2.0
209-160 口小野(1) 豊岡市 出石町口小野 高徳 3.0
209-161 奥小野(1) 豊岡市 出石町奥小野 岸上 4.0
209-162 奥小野(2) 豊岡市 出石町奥小野 山添 4.0
209-163 奥小野(3) 豊岡市 出石町奥小野 歌野尾 1.0
209-165 谷山(2) 豊岡市 出石町谷山 丸山 3.0
209-166 谷山(3) 豊岡市 出石町谷山 坂畑 10.0
209-167 小人 豊岡市 出石町小人 城山 6.0
209-168 日野辺(1) 豊岡市 出石町日野辺 保山 16.0
209-169 日野辺(2) 豊岡市 出石町日野辺 保山 4.0
209-170 桐野 豊岡市 出石町桐野 寺谷 1.0
209-171 中野 豊岡市 出石町中野 山才 3.0
209-172 奥山(1) 豊岡市 出石町奥山 オトシ 3.0
209-173 奥山(2) 豊岡市 出石町奥山 石ケ谷 2.0
209-174 和屋(1) 豊岡市 出石町奥山 井口 2.0
209-175 和屋(2) 豊岡市 出石町和屋 和屋 2.0
209-176 榎見 豊岡市 出石町榎見 伊津志 4.0
209-177 福住(1) 豊岡市 出石町福住 茶臼山 1.0
209-178 細見(1) 豊岡市 出石町細見 大谷 1.0
209-179 暮坂(1) 豊岡市 出石町暮坂 下コイ谷 1.0
209-180 福見 豊岡市 出石町福見 アンフ谷 5.0
209-181 荒木(1) 豊岡市 出石町荒木 入谷 1.0
209-182 荒木(2) 豊岡市 出石町荒木 竹ケ原 4.0
209-184 丸中 豊岡市 出石町丸中 向上山 1.0
209-185 大谷(1) 豊岡市 出石町大谷 竹山 3.0
209-186 大谷(2) 豊岡市 出石町大谷 クリ谷 2.0
209-187 中村 豊岡市 出石町中村 向山 3.0
209-188 口小野(2) 豊岡市 出石町口小野 橋場 2.0
209-189 細見(2) 豊岡市 出石町細見 志谷 1.0
209-190 上村(1) 豊岡市 出石町上村 マナド 2.0
209-191 矢根(1) 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 8.0
209-192 奥矢根(1) 豊岡市 但東町奥矢根 八坂 1.0
209-193 奥矢根(2) 豊岡市 但東町奥矢根 芦谷 2.0
209-194 矢根(2) 豊岡市 但東町矢根 平野山 2.0
209-195 出合(1) 豊岡市 但東町出合 城谷 2.0
209-196 三原(1) 豊岡市 但東町三原 向山 3.0
209-197 唐川 豊岡市 但東町唐川 鉄木 2.0
209-198 太田(1) 豊岡市 但東町太田 愛宕山 1.0
209-199 日向(1) 豊岡市 但東町日向 玉奥 1.0
209-200 坂野(1) 豊岡市 但東町坂野 左吉 1.0
209-201 坂野(2) 豊岡市 但東町坂野 畑ケ谷 1.0
209-202 虫生(1) 豊岡市 但東町虫生 大虫生 2.0
209-203 口藤 豊岡市 但東町口藤 広野 1.0
209-204 中藤(1) 豊岡市 但東町中藤 家ノ奥 2.0
209-205 中藤(2) 豊岡市 但東町中藤 アツエ 2.0
209-206 奥藤(1) 豊岡市 但東町奥藤 畑ケ中 1.0
209-207 奥藤(2) 豊岡市 但東町奥藤 市ケ花 1.0
209-208 虫生(2) 豊岡市 但東町虫生 田原 2.0
209-209 赤花(1) 豊岡市 但東町赤花 鍛冶屋 2.0
209-210 奥赤(1) 豊岡市 但東町奥赤 熊谷 1.0
209-211 奥赤(2) 豊岡市 但東町奥赤 高尾 1.0
209-212 奥赤(3) 豊岡市 但東町奥赤 高尾 7.0
209-213 奥赤(4) 豊岡市 但東町奥赤 水越 2.0
209-214 赤花(2) 豊岡市 但東町赤花 主棲谷西側 1.0
209-215 坂津 豊岡市 但東町坂津 下村 2.0
209-216 畑山(1) 豊岡市 但東町畑山 ヌカ谷口 1.0
209-217 畑山(2) 豊岡市 但東町畑山 ミサカ 8.0
209-218 日向(2) 豊岡市 但東町日向 家ノ上 4.0
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209-219 東里(1) 豊岡市 但東町東里 後谷 2.0
209-220 東里(2) 豊岡市 但東町東里 向山 11.0
209-221 三原(2) 豊岡市 但東町三原 氏神 5.0
209-222 出合(2) 豊岡市 但東町出合 南谷 1.0
209-223 小谷 豊岡市 但東町小谷 谷 2.0
209-224 正法寺(1) 豊岡市 但東町正法寺 西山 20.0
209-225 平田(1) 豊岡市 但東町平田 下山 8.0
209-226 平田(2) 豊岡市 但東町平田 流尾 7.0
209-227 栗尾(1) 豊岡市 但東町栗尾 郷路 11.0
209-228 栗尾(2) 豊岡市 但東町栗尾 宮の向 3.0
209-229 久畑(1) 豊岡市 但東町久畑 宮の奥 2.0
209-230 薬王寺(1) 豊岡市 但東町薬王寺 出尾 7.0
209-231 薬王寺(2) 豊岡市 但東町薬王寺 宮内 3.0
209-232 大河内(1) 豊岡市 但東町大河内 寺谷 4.0
209-233 大河内(2) 豊岡市 但東町大河内 西谷 1.0
209-234 薬王寺(3) 豊岡市 但東町薬王寺 伊吹山 3.0
209-235 小坂(1) 豊岡市 但東町小坂 中藪 1.0
209-236 小坂(2) 豊岡市 但東町小坂 上山 2.0
209-237 小坂(3) 豊岡市 但東町小坂 上山 2.0
209-238 小坂(4) 豊岡市 但東町小坂 石才 3.0
209-239 佐々木(1) 豊岡市 但東町佐々木 中路山 3.0
209-240 佐々木(2) 豊岡市 但東町佐々木 宮本 2.0
209-241 佐々木(3) 豊岡市 但東町佐々木 前原 2.0
209-242 佐々木(4) 豊岡市 但東町佐々木 鍛冶屋 3.0
209-243 相田(1) 豊岡市 但東町相田 大谷 3.0
209-244 南尾 豊岡市 但東町南尾 家の上 4.0
209-245 天谷(1) 豊岡市 但東町天谷 土橋 2.0
209-246 天谷(2) 豊岡市 但東町天谷 西側 2.0
209-247 西谷(1) 豊岡市 但東町西谷 後垣内 4.0
209-248 西谷(2) 豊岡市 但東町西谷 舟木山 2.0
209-249 畑(1) 豊岡市 但東町畑 細坂 3.0
209-250 畑(2) 豊岡市 但東町畑 山の口 2.0
209-251 久畑(2) 豊岡市 但東町久畑 宮の奥 2.0
209-252 平田(3) 豊岡市 但東町平田 平山 15.0
209-253 畑(3) 豊岡市 但東町畑 床尾 3.0
209-254 薬王寺(4) 豊岡市 但東町薬王寺 久谷 1.0
209-255 相田(2) 豊岡市 但東町相田 寺谷 3.0
209-256 虫生(3) 豊岡市 但東町虫生 奥山 1.0
209-257 平田(4) 豊岡市 但東町平田 舟西 2.0
209-258 長谷(2) 豊岡市 長谷 ハナ 1.0
209-259 江野 豊岡市 江野 稲渕 1.0
209-260 金剛寺(2) 豊岡市 金剛寺 木谷 1.0
209-261 田ノ口(2) 豊岡市 日高町田ノ口 ヲカウ 1.0
209-262 祢布(2) 豊岡市 日高町祢布 木内谷 1.0
209-263 上郷 豊岡市 日高町上郷 滝谷 1.0
209-264 赤崎(2) 豊岡市 日高町赤崎 進美寺 1.0
209-265 奥山(3) 豊岡市 出石町奥山 和戸 3.0
209-266 鳥居 豊岡市 出石町鳥居 鐘巻 1.0
209-267 栗尾(3) 豊岡市 但東町栗尾 向山 6.0
209-268 小谷 豊岡市 但東町小谷 鉢谷 1.0
209-269 太田(2) 豊岡市 但東町太田 南明 1.0
209-270 正法寺(2) 豊岡市 但東町正法寺 キジヤ 2.0
209-273 湯島(7) 豊岡市 城崎町湯島 元薬師 1.0
209-274 日野辺(3) 豊岡市 出石町日野辺 来谷 1.0
209-275 三原(2) 豊岡市 三原 上ノ山 1.0
209-276 河内 豊岡市 竹野町河内 平田 2.0
209-277 上村(2) 豊岡市 出石町上村 ワヤ 1.0
209-278 薬王寺(5) 豊岡市 但東町薬王寺 久谷 1.0
209-279 暮坂(2) 豊岡市 出石町暮坂 下谷 1.0
209-280 森本(4) 豊岡市 竹野町森本 家の奥 2.0
209-281 東大谷２ 豊岡市 竹野町東大谷 才谷 2.0
209-282 奥山(4) 豊岡市 出石町奥山 日山 1.0
209-283 薬王寺(6) 豊岡市 但東町薬王寺 久谷 1.0
209-284 須谷（2） 豊岡市 竹野町須谷 門前ノ谷 1.0
209-285 大河内(3) 豊岡市 但東町大河内 親谷 1.0
209-286 下宮(2) 豊岡市 下宮 穴ノ谷 1.0
209-287 楽々浦 豊岡市 城崎町楽々浦 小柳 2.0
209-288 奥藤(3) 豊岡市 但東町奥藤 古峠 1.0
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209-289 気比(3) 豊岡市 気比 北野 1.0
209-290 気比(4) 豊岡市 気比 羽子 1.0
209-291 小河江 豊岡市 日高町小河江 桂谷 1.0
209-292 畑上１ 豊岡市 畑上 ムカイジウ 1.0
209-293 但東町水石 豊岡市 但東町水石 奥ノ谷 1.0
209-294 竹野町二連原 豊岡市 竹野町二連原 上ノ山 1.0
209-295 但東町奥藤 豊岡市 但東町奥藤 畑ケ中 2.0
209-296 但東町畑 豊岡市 但東町畑 寺外 1.0
209-297 出石町三木 豊岡市 出石町三木 土器 1.0
209-298 岩熊２ 豊岡市 岩熊 ヰノス 2.0
209-299 竹野町椒１ 豊岡市 竹野町椒 段平ル 1.0
209-300 辻２ 豊岡市 辻 石屋 1.0
209-301 出石町福住１ 豊岡市 出石町福住 花山 2.0
209-302 但東町奥矢根１ 豊岡市 但東町奥矢根 下モ山 1.0
209-303 竹野町椒２ 豊岡市 竹野町椒 上ノ山 1.0
209-304 竹野町須野谷 豊岡市 竹野町須野谷 陰谷 2.0
209-305 但東町東中 豊岡市 但東町東中 新宮谷 2.0
209-306 日高町田ノ口 豊岡市 日高町田ノ口 家ノ上 2.0
209-307 森津２ 豊岡市 森津 金谷 1.0
209-308 但東町奥矢根２ 豊岡市 但東町奥矢根 下モ山 2.0
209-309 但東町出合 豊岡市 但東町出合 城谷 2.0
209-310 出石町奥山 豊岡市 出石町奥山 矢谷 3.0
209-311 城崎町湯島 豊岡市 城崎町湯島 御茶屋ノ上 2.0
209-312 三宅 豊岡市 三宅 天王 1.0
209-313 出石町福住２ 豊岡市 出石町福住 田渕 2.0
209-314 竹野町椒３ 豊岡市 竹野町椒 小堂谷 1.0
209-315 出石町上野 豊岡市 出石町上野 大ツヘ 4.0
209-316 畑上２ 豊岡市 畑上 枝タイ 3.0
209-317 竹野町椒４ 豊岡市 竹野町椒 金谷 2.0
209-318 日高町竹貫 豊岡市 日高町竹貫 イガイ谷 1.0
209-319 但東町奥矢根３ 豊岡市 但東町奥矢根 下モ山 5.0
209-320 森津３ 豊岡市 森津 金谷 5.0
209-321 但東町矢根１ 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 7.0
209-322 出石町町分 豊岡市 出石町町分 下和田 6.0
209-323 但東町矢根２ 豊岡市 但東町矢根 平野山 9.0
209-324 来日(3) 豊岡市 城崎町来日 萬地 2.0
209-325 田久日(2) 豊岡市 竹野町田久日 磯ノ上 4.0
209-326 森津 豊岡市 森津 横手 1.0
209-327 百合 豊岡市 出石町百合 大ズエ 2.0
210-001 東神吉町升田 加古川市 東神吉町升田 宮山 12.0
210-002 東神吉町神吉(1) 加古川市 東神吉町神吉 洞貝 9.0
210-003 平荘町小畑 加古川市 平荘町小畑 2.0
210-004 西神吉町宮前 加古川市 西神吉町宮前 宮山 2.0
210-005 西神吉町辻 加古川市 西神吉町辻 三山 6.0
210-006 志方町畑 加古川市 志方町畑 北山ノ内岩谷 17.0
210-007 志方町行常 加古川市 志方町行常 田中 16.0
210-008 平荘町山角 加古川市 平荘町山角 御所林 3.0
210-009 東神吉町神吉(2) 加古川市 東神吉町神吉 裏山 3.0
210-010 平荘町小畑 加古川市 平荘町小畑 西ノ山 2.0
210-011 志方町細工所 加古川市 志方町細工所 中津倉 4.0
210-012 東神吉町神吉(3) 加古川市 東神吉町天が原 北山 12.0
210-013 東神吉町天下原 加古川市 東神吉町天下原 黒岩山 2.0
210-014 大日山 加古川市 上荘町薬栗 大日山 1.0
210-015 磐 加古川市 平荘町磐 家ノ浦 2.0
210-016 畑１ 加古川市 志方町畑 北山 2.0
210-017 小野１ 加古川市 上荘町小野 天坊山 2.0
210-018 畑２ 加古川市 志方町畑 柳ノ内 4.0
210-019 里１ 加古川市 平荘町里 大谷口 3.0
210-020 里２ 加古川市 平荘町里 トビノ 5.0
210-021 上原 加古川市 平荘町上原 西原溝上 7.0
210-022 志方町廣尾 加古川市 志方町廣尾 山新田 1.0
210-023 平荘町磐２ 加古川市 平荘町磐 西之山 2.0
210-024 上荘町白沢 加古川市 上荘町白沢 沢房山国有林 2.0
210-025 平荘町山角２ 加古川市 平荘町山角 宮山国有林 4.0
210-026 平荘町池尻 加古川市 平荘町池尻 焼山 4.0
212-001 樋ノ上 赤穂市 福浦 樋ノ上 18.0
212-002 背戸山 赤穂市 福浦 背戸山 4.0
212-003 枷 赤穂市 福浦 伽 12.0
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212-004 八軒屋鼻 赤穂市 福浦 八軒屋鼻 4.0
212-005 浅谷 赤穂市 福浦 浅谷 23.0
212-006 古池前山 赤穂市 福浦 古池前山 5.0
212-007 寺西 赤穂市 福浦 背戸山 20.0
212-008 下休 赤穂市 福浦 下休 8.0
212-009 鷲ノ巣 赤穂市 折方 鷲ノ巣 13.0
212-010 七軒屋 赤穂市 折方 東山 1.0
212-011 五軒屋 赤穂市 大津 西ノ山 14.0
212-012 宮山 赤穂市 大津 宮山 6.0
212-013 名崎 赤穂市 塩屋 名崎 1.0
212-014 浜市 赤穂市 浜市 西ノ山 13.0
212-015 大工山 赤穂市 木津 大工山 8.0
212-016 稗田山 赤穂市 目坂 稗田山 4.0
212-017 稲荷山 赤穂市 木津 稲荷山 8.0
212-018 天神 赤穂市 真殿 門前奥 5.0
212-019 西山 赤穂市 中山 西山 27.0
212-020 下菅生 赤穂市 中山 下菅生 3.0
212-021 柳谷口 赤穂市 西有年 柳谷口 7.0
212-022 大山 赤穂市 西有年 大山 7.0
212-023 北山Ⅰ 赤穂市 西有年 北山 11.0
212-024 東山Ⅱ 赤穂市 西有年 東山 4.0
212-025 東山Ⅰ 赤穂市 西有年 東山 19.0
212-026 片山 赤穂市 東有年 片山 11.0
212-027 大タカ 赤穂市 東有年 大タカ 19.0
212-028 奥林 赤穂市 有年楢原 奥林 3.0
212-029 精谷川 赤穂市 有年楢原 精谷川 18.0
212-030 野田 赤穂市 有年楢原 野田 19.0
212-031 木虎 赤穂市 有年原 木虎 5.0
212-032 上北原 赤穂市 有年原 上北原 2.0
212-033 牟礼ハトカノ上 赤穂市 有年牟礼 牟礼ハトカノ上 2.0
212-034 牟礼ニタヌ 赤穂市 有年牟礼 牟礼ニタヌ 13.0
212-035 ゾリ 赤穂市 有年牟礼 ヅリ 52.0
212-036 内海原 赤穂市 有年横尾 内海原 9.0
212-037 向河原 赤穂市 有年横尾 向河原 7.0
212-038 川東 赤穂市 中山 川東 18.0
212-039 御蔵 赤穂市 周世 水木谷 15.0
212-040 水木谷 赤穂市 周世 水木谷 12.0
212-041 黒谷 赤穂市 周世 黒谷 6.0
212-042 中ノ谷 赤穂市 高野 中ノ谷 13.0
212-043 尼子山 赤穂市 高野 中ノ谷 13.0
212-044 家ノ後 赤穂市 高野 家ノ後 19.0
212-045 高台 赤穂市 高野 高台 12.0
212-046 向イ山 赤穂市 高野 向イ山 18.0
212-047 上高台 赤穂市 坂越 宮本 13.0
212-048 坪江 赤穂市 坂越 坪江 20.0
212-049 小島 赤穂市 坂越 大黒 23.0
212-050 八爪 赤穂市 坂越 八爪 3.0
212-051 下高台 赤穂市 坂越 山根 5.0
212-052 山根 赤穂市 坂越 山根 4.0
212-053 尾崎 赤穂市 尾崎 西山 2.0
212-054 丸山Ⅰ 赤穂市 尾崎 丸山 6.0
212-055 寺山 赤穂市 御崎 寺山 2.0
212-056 西山 赤穂市 御崎 西山 1.0
212-057 宮山Ⅱ 赤穂市 塩屋 宮山 2.0
212-058 権現Ⅱ 赤穂市 大津 権現 2.0
212-059 雄鷹台 赤穂市 加里屋 雄鷹山 4.0
212-060 彦大夫山Ⅰ 赤穂市 塩屋 彦大夫山 6.0
212-061 犬戻 赤穂市 坂越 犬戻 1.0
212-062 桐ノ木 赤穂市 尾崎 桐ノ木 2.0
212-063 下長田 赤穂市 加里屋 下長田 7.0
212-064 山花 赤穂市 高野 山花 2.0
212-065 砂子 赤穂市 砂子 後山 1.0
212-066 福浦１ 赤穂市 福浦 池尻 1.0
212-067 有年楢原 赤穂市 有年楢原 一軒家 2.0
212-068 福浦２ 赤穂市 福浦 大花 1.0
212-069 東有年１ 赤穂市 東有年 上菅生 2.0
212-070 有年横尾１ 赤穂市 有年横尾 谷口ノ東 3.0
212-071 大津 赤穂市 大津 西ノ山 4.0
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212-072 鷏和１ 赤穂市 鷏和 東山 3.0
212-073 折方１ 赤穂市 折方 鳶ノ巣 3.0
212-074 塩屋 赤穂市 塩屋 荒神 3.0
212-075 木生谷 赤穂市 木生谷 東山 4.0
212-076 折方２ 赤穂市 折方 荷子台 1.0
212-077 福浦３ 赤穂市 福浦 オゴラジリ 4.0
212-078 東有年２ 赤穂市 東有年 上菅生 6.0
212-079 有年横尾２ 赤穂市 有年横尾 谷口ノ東 9.0
212-080 折方３ 赤穂市 折方 鳶ノ巣 7.0
213-001 野村町 西脇市 野村町 イチゴ谷 6.0
213-002 板波町 西脇市 板波町 早ヶ谷 15.0
213-003 八坂町 西脇市 八坂町 勝尾谷 4.0
213-004 合山町 西脇市 合山町 大谷 2.0
213-005 上王子町 西脇市 上王子町 小丸 22.0
213-006 落方町 西脇市 落方町 火燈山 4.0
213-007 明楽寺町 西脇市 明楽寺町 大谷 4.0
213-008 野村町緑風台 西脇市 野村町 緑風台 4.0
213-009 高田井町 西脇市 高田井町 春日山 4.0
213-010 出会町 西脇市 出会町 中野 2.0
213-011 市原町惣山 西脇市 市原町 惣山 6.0
213-012 市原町寺山 西脇市 市原町 寺山 2.0
213-013 大木町東谷 西脇市 大木町 東谷 3.0
213-014 羽安町 西脇市 羽安町 道上 7.0
213-015 大木町東山 西脇市 大木町 東山 4.0
213-016 蒲江 西脇市 蒲江 畑ヶ谷 7.0
213-017 郷瀬町小宮谷 西脇市 郷瀬町 小宮谷 4.0
213-018 郷瀬町西赤尾谷 西脇市 郷瀬町 西赤尾谷 5.0
213-019 大野逆サマ 西脇市 大野 逆サマ 9.0
213-020 大野大谷山 西脇市 大野 大谷山 9.0
213-021 上戸田 西脇市 上戸田 東八日山 3.0
213-022 上比延町カクレ谷 西脇市 上比延町 カクレ谷 2.0
213-023 上比延町岩花 西脇市 上比延町 岩花 9.0
213-024 中畑町西山 西脇市 中畑町 西山 14.0
213-025 住吉町 西脇市 住吉町 ｵｼｶﾞﾋﾁ 4.0
213-026 中畑町東山 西脇市 中畑町 東山 11.0
213-027 中畑町足丸 西脇市 中畑町 足丸 5.0
213-028 黒田庄町大伏1 西脇市 黒田庄町大伏 南山 3.0
213-029 黒田庄町喜多1 西脇市 黒田庄町喜多 北野 2.0
213-030 黒田庄町大伏2 西脇市 黒田庄町大伏 ヌク谷 34.0
213-031 黒田庄町石原１ 西脇市 黒田庄町石原 西ノ塔 5.0
213-032 黒田庄町石原２ 西脇市 黒田庄町石原 北山 6.0
213-033 黒田庄町田高1 西脇市 黒田庄町田高 下山 4.0
213-034 黒田庄町田高2 西脇市 黒田庄町田高 西山 5.0
213-035 黒田庄町田高３ 西脇市 黒田庄町田高 堂ノ山 9.0
213-036 黒田庄町船町1 西脇市 黒田庄町船町 井上 8.0
213-037 黒田庄町小苗 西脇市 黒田庄町小苗 前山 6.0
213-038 黒田庄町黒田６ 西脇市 黒田庄町黒田 堂ケ谷 3.0
213-039 黒田庄町黒田１ 西脇市 黒田庄町黒田 城山 2.0
213-040 黒田庄町黒田２ 西脇市 黒田庄町黒田 城山 4.0
213-041 黒田庄町黒田３ 西脇市 黒田庄町黒田 南山 7.0
213-042 黒田庄町黒田４ 西脇市 黒田庄町黒田 坂ノ下 3.0
213-043 黒田庄町黒田５ 西脇市 黒田庄町黒田 大年ノ上 25.0
213-044 黒田庄町門柳１ 西脇市 黒田庄町門柳 深山口 5.0
213-045 黒田庄町門柳２ 西脇市 黒田庄町門柳 才谷 6.0
213-046 黒田庄町喜多2 西脇市 黒田庄町喜多 庵谷焼寺 8.0
213-047 黒田庄町岡 西脇市 黒田庄町岡 初坂 22.0
213-048 黒田庄町福地1 西脇市 黒田庄町福地 大谷 1.0
213-049 黒田庄町福地2 西脇市 黒田庄町福地 百谷 6.0
213-050 堀町 西脇市 堀町 宮山 1.0
213-052 西田町 西脇市 西田町 向北島 2.0
213-053 鹿野町 西脇市 鹿野町 ウツロウ山 2.0
213-054 野村町２ 西脇市 野村町 蔵谷 2.0
213-055 出会町２ 西脇市 出会町 円丈寺 2.0
213-056 郷瀬町 西脇市 郷瀬町 小宮谷 4.0
213-057 和田町 西脇市 和田町 上ノ垣内 3.0
213-058 野村町３ 西脇市 野村町 御料谷 3.0
213-059 中畑町１ 西脇市 中畑町 東山 4.0
213-060 高田井町２ 西脇市 高田井町 南山ノ下 3.0
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213-061 黒田庄町黒田 西脇市 黒田庄町黒田 一の才 4.0
213-062 黒田庄町岡２ 西脇市 黒田庄町岡 柱松 4.0
213-063 黒田庄町喜多１ 西脇市 黒田庄町喜多 友尾山 4.0
213-064 水尾町 西脇市 水尾町 宮ヶ谷 3.0
213-065 野村町４ 西脇市 野村町 御料谷 5.0
213-066 小坂町 西脇市 小坂町 フカイ谷 5.0
213-067 平野町 西脇市 平野町 平見 5.0
213-068 中畑町２ 西脇市 中畑町 西山 5.0
213-069 高松町 西脇市 高松町 横山 7.0
213-070 黒田庄町喜多２ 西脇市 黒田庄町喜多 友尾山 9.0
213-071 住吉町２ 西脇市 住吉町 ヲシガヒチ 8.0
213-072 落方町２ 西脇市 落方町 石戸ヶ鼻 11.0
213-073 板波町２ 西脇市 板波町 二ツ谷 8.0
213-074 大木町 西脇市 大木町 徳部野原 2.0
213-075 黒田庄町大門B 西脇市 黒田庄町大門 北谷 3.0
214-001 エデンの園 宝塚市 小林 9.0
214-002 ゆずり葉台下 宝塚市 小林 5.0
214-003 宝塚高 宝塚市 小林 2.0
214-004 青葉台 宝塚市 小林 2.0
214-005 光が丘 宝塚市 小林 1.0
214-007 長谷団地 宝塚市 長谷 1.0
214-008 旭ゴルフ場 宝塚市 長谷 2.0
214-009 武田尾橋 宝塚市 玉瀬 4.0
214-010 武田尾口 宝塚市 玉瀬 7.0
214-011 玉瀬 宝塚市 玉瀬 2.0
214-012 坊川分れ 宝塚市 玉瀬 2.0
214-013 川面 宝塚市 川面 2.0
214-014 宝塚西トンネル 宝塚市 川面 1.0
214-015 ふじが丘 宝塚市 切畑 4.0
214-016 つつじが丘 宝塚市 花屋敷つつじガ丘 2.0
214-017 松が丘 宝塚市 切畑 1.0
214-018 伊子志 宝塚市 伊孑志 8.0
214-019 紅葉ヶ丘 宝塚市 紅葉ガ丘 1.0
214-020 紅葉ヶ丘(Ⅱ) 宝塚市 紅葉ガ丘 1.0
214-021 五月台 宝塚市 中山五月台 1.0
214-022 細尾 宝塚市 玉瀬 細尾 1.0
214-023 下佐曽利 宝塚市 下佐曽利 山添 2.0
214-024 中筋 宝塚市 中筋 長尾山 2.0
214-025 花屋敷荘園 宝塚市 花屋敷荘園 ３丁目 1.0
214-026 玉瀬２ 宝塚市 玉瀬 落シ谷 1.0
214-027 切畑 宝塚市 切畑 検見 1.0
214-028 玉瀬３ 宝塚市 玉瀬 1.0
215-001 細川町脇川 三木市 細川町脇川 西山 1.0
215-002 口吉川町殿畑十王ノ丘三木市 口吉川町殿畑 十王ノ丘 1.0
215-003 口吉川町殿畑札松 三木市 口吉川町殿畑 札松 1.0
215-004 細川町中里北山 三木市 細川町中里 北山 1.0
215-005 細川町垂穂 三木市 細川町垂穂 下芝原 1.0
215-006 細川町中里宮前 三木市 細川町中里 宮前 1.0
215-007 細川町瑞穂 三木市 細川町瑞穂 中里 1.0
215-008 志染町戸田 三木市 志染町戸田 勝竜寺 1.0
215-009 吉川町西奥薦池 三木市 吉川町西奥 薦池 1.0
215-010 吉川町西奥三十代 三木市 吉川町西奥 三十代 1.0
215-011 吉川町西奥中ノ垣内 三木市 吉川町西奥 中ノ垣内 1.0
215-012 吉川町田谷 三木市 吉川町田谷 福原 1.0
215-013 吉川町上松 三木市 吉川町上松 奥ヶ谷 1.0
215-014 吉川町米田 三木市 吉川町米田 居菰 1.0
215-015 吉川町大畑 三木市 吉川町大畑 日原 1.0
215-016 吉川町有安 三木市 吉川町有安 寺谷 1.0
215-017 吉川町古市 三木市 吉川町古市 王社 1.0
215-018 吉川町古川森末１ 三木市 吉川町古川 森末 1.0
215-019 吉川町古川森末２ 三木市 吉川町古川 森末 1.0
215-020 吉川町上中 三木市 吉川町上中 其谷 1.0
215-021 吉川町畑枝 三木市 吉川町畑枝 千王谷 1.0
215-022 吉川町上荒川栗ヶ谷 三木市 吉川町上荒川 栗ヶ谷 1.0
215-023 吉川町上荒川 三木市 吉川町上荒川 魚ケ山 1.0
215-024 吉川町吉安 三木市 吉川町吉安 池子谷 1.0
215-025 吉川町米田かえぶち 三木市 吉川町米田 かえぶち 1.0
215-026 吉川町米田箱木 三木市 吉川町米田 箱木 1.0

(17)



（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

215-027 吉川町東田 三木市 吉川町東田 奥 1.0
215-028 吉川町奥谷 三木市 吉川町奥谷 岡ノ垣内 1.0
215-029 吉川町水上枡谷 三木市 吉川町水上 枡谷 1.0
215-030 吉川町水上垣内 三木市 吉川町水上 垣内 1.0
215-031 吉川町豊岡 三木市 吉川町豊岡 中尾 1.0
215-032 吉川町南水上 三木市 吉川町南水上 的場 1.0
215-033 北山 三木市 大村 北山 1.0
215-034 ソケ谷 三木市 平田 ソケ谷 1.0
215-035 本町2丁目 三木市 吉川町福井 本町2丁目 1.0
215-036 大歳山 三木市 志染町吉田 大歳山 1.0
215-037 仕負谷 三木市 別所町小林 仕負谷 1.0
215-038 老谷 三木市 志染町御坂 老谷 1.0
215-039 志染町三津田 三木市 志染町三津田 城ノ腰 1.0
215-040 福井A 三木市 福井 福井３丁目 1.0
215-041 北ノ澤A 三木市 吉川町南豊岡 北ノ澤 1.0
215-042 西奥 三木市 吉川町西奥 市ノ木 1.0
215-043 大谷 三木市 志染町 大谷 1.0
215-044 上中 三木市 吉川町 上中 1.0
215-045 福井 三木市 福井 三木山 1.0
215-046 吉川町上荒川B 三木市 吉川町上荒川 栗ケ谷 1.0
215-047 吉川町上荒川B(2) 三木市 吉川町上荒川 栗ケ谷 1.0
215-048 吉川町上荒川B(3) 三木市 吉川町上荒川 栗ケ谷 1.0
215-049 吉川町金会B 三木市 吉川町金会 奥山 1.0
215-050 吉川町福井B 三木市 吉川町福井 中尾 1.0
215-051 吉川町大沢B 三木市 吉川町大沢 高山 1.0
215-052 吉川町米田B 三木市 吉川町米田 居菰 1.0
216-001 曽根町 高砂市 曽根町 北山 10.0
216-002 北浜町牛谷(1) 高砂市 北浜町牛谷 赤山平ケ谷 7.0
216-003 北浜町牛谷(2) 高砂市 北浜町牛谷 向山 7.0
216-004 北浜町北脇 高砂市 北浜町北脇 一本松地獄山 10.0
216-005 北浜町西浜(1) 高砂市 北浜町西浜 上ノ山 3.0
216-006 北浜町西浜(2) 高砂市 北浜町西浜 西浜 4.0
216-007 阿弥陀町北山 高砂市 阿弥陀町北山 前山宮奥 5.0
216-008 阿弥陀町魚橋(1) 高砂市 阿弥陀町魚橋 小山 4.0
216-009 阿弥陀町魚橋(2) 高砂市 阿弥陀町魚橋 上ノ山 2.0
216-010 阿弥陀町生石 高砂市 阿弥陀町生石 村ノ内 2.0
216-011 竜山 高砂市 竜山 １丁目 12.0
216-012 北浜町北脇 高砂市 北浜町北脇 経塚 4.0
216-013 阿弥陀町北山 高砂市 阿弥陀町北山 丸山 3.0
216-014 阿弥陀町南池 高砂市 阿弥陀町南池 山 2.0
216-015 阿弥陀町魚橋 高砂市 阿弥陀町魚橋 山西 1.0
216-016 清水 高砂市 北浜町西浜 清水 2.0
216-017 阿弥陀 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 香呂山 2.0
216-018 牛谷 高砂市 北浜町牛谷 赤山 4.0
216-019 長尾 高砂市 阿弥陀町長尾 枕坂 5.0
216-020 北脇 高砂市 北浜町北脇 原山 4.0
216-021 地徳 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 北地徳坪 2.0
216-022 豆崎１ 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 一里塚 3.0
216-023 馬ヶ谷１ 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 馬ヶ谷 5.0
216-024 豆崎２ 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 豆崎ノ上 6.0
216-025 馬ヶ谷２ 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 馬ヶ谷 6.0
216-026 中所 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 扇平国有林 7.0
217-001 二ﾂ橋 川西市 芋生 2.0
217-002 虫生 川西市 虫生 1.0
217-003 高原寺 川西市 赤松 1.0
217-004 餓景 川西市 西畦野 1.0
217-005 深谷 川西市 一庫 2.0
217-006 新田 川西市 新田 1.0
217-007 平野 川西市 平野 1.0
217-008 一の鳥居 川西市 平野 1.0
217-009 平野 川西市 平野 篠ヶ谷 1.0
217-010 平野３ 川西市 平野 1.0
217-011 平野４ 川西市 平野 1.0
217-012 黒川 川西市 黒川 1.0
218-001 来住町 小野市 来住町 柿ノ木山 3.0
218-002 福甸町 小野市 福甸町 前黒岩 10.0
218-003 昭和町 小野市 昭和町 ウシトウロ 1.0
218-004 中谷町 小野市 中谷町 西山 1.0
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218-005 脇本町 小野市 脇本町 堂ヶ谷 3.0
218-006 栄町下北山 小野市 栄町 下北山 2.0
218-007 栄町南山 小野市 栄町 南山 1.0
218-008 長尾町 小野市 長尾町 池ノ谷 1.0
218-009 日吉町 小野市 日吉町 大西谷口 1.0
218-010 山田町 小野市 山田町 垣内 1.0
219-001 広沢 三田市 広沢 1.0
219-002 大滝 三田市 大川瀬 3.0
219-003 東条湖１ 三田市 大川瀬 12.0
219-004 東条湖２ 三田市 大川瀬 1.0
219-005 藍本駅前 三田市 藍本 4.0
219-006 東山 三田市 東山 1.0
219-007 下母子 三田市 母子 2.0
219-008 琴引峠 三田市 尼寺 1.0
219-009 桑原東 三田市 桑原 1.0
219-010 川西 三田市 木器 1.0
219-011 酒井 三田市 酒井 1.0
219-012 つどい橋 三田市 小柿 1.0
219-013 清水橋 三田市 小柿 3.0
219-014 下槻瀬 三田市 下槻瀬 1.0
219-015 中村１ 三田市 波豆川 1.0
219-016 中村２ 三田市 波豆川 1.0
219-017 山香園 三田市 波豆川 1.0
219-018 西野上 三田市 西野上 上西山 1.0
219-019 池尻 三田市 池尻 1.0
219-020 三輪 三田市 三輪 1.0
219-021 加茂 三田市 加茂 水沼 1.0
219-022 沢谷 三田市 沢谷 寺谷 1.0
219-023 市ノ瀬 三田市 市之瀬 岩神谷西 1.0
219-024 下槻瀬2 三田市 下槻瀬 山田 1.0
219-025 観福の森 三田市 川原 (観福の森) 1.0
219-026 小野 三田市 小野 飯森 2.0
219-027 高次 三田市 高次 ２丁目 1.0
219-028 鈴鹿 三田市 鈴鹿 柏谷 1.0
219-029 藍本１ 三田市 藍本 大丸 2.0
219-030 上青野１ 三田市 上青野 前山 1.0
219-031 母子 三田市 母子 三国嶽 1.0
219-032 小野３ 三田市 小野 北中手 1.0
219-033 東本庄１ 三田市 東本庄 長尾 1.0
219-034 下槻瀬２ 三田市 下槻瀬 小豆畑 1.0
219-035 藍本２ 三田市 藍本 中山 1.0
219-036 尼寺 三田市 尼寺 畑ヶ谷 2.0
219-037 小柿１ 三田市 小柿 真谷 2.0
219-038 小野４ 三田市 小野 釜ヶ谷 1.0
219-039 須磨田１ 三田市 須磨田 京ノ尾 2.0
219-040 志手原１ 三田市 志手原 中山 1.0
219-041 小柿２ 三田市 小柿 岩坪 3.0
219-042 藍本３ 三田市 藍本 米ヶ谷 3.0
219-043 小野５ 三田市 小野 飯森 1.0
219-044 小野６ 三田市 小野 花ヶ谷 1.0
219-045 大原 三田市 大原 富士山 2.0
219-046 下里 三田市 下里 前山 2.0
219-047 志手原２ 三田市 志手原 清水 3.0
219-048 小野７ 三田市 小野 北中手 1.0
219-049 下青野１ 三田市 下青野 城山付通り 1.0
219-050 酒井２ 三田市 酒井 奥山 3.0
219-051 小野８ 三田市 小野 北中手 1.0
219-052 下青野２ 三田市 下青野 城山付通り 4.0
219-053 下青野３ 三田市 下青野 小谷村 2.0
219-054 東本庄２ 三田市 東本庄 東イエジ 3.0
219-055 小柿３ 三田市 小柿 真谷 3.0
219-056 上青野２ 三田市 上青野 千丈寺 2.0
219-057 上青野３ 三田市 上青野 奥元 4.0
219-058 須磨田２ 三田市 須磨田 鳥帽子ヶ谷 10.0
219-059 富永診療所 三田市 福島 沢野前 1.0
219-060 上青野4 三田市 上青野 公事ケ谷 1.0
219-061 東本庄3 三田市 東本庄 城山 3.0
219-062 藍本４ 三田市 藍本 1.0
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219-063 小野９ 三田市 小野 1.0
219-064 母子２ 三田市 母子 2.0
220-001 坂本町 加西市 坂本町 上ノカチ 6.0
220-002 三口町 加西市 三口町 三口 6.0
220-003 大柳町 加西市 大柳町 赤坂 1.0
220-004 中山町溝田の上 加西市 中山町 溝田の上 2.0
220-005 中山町池ノ谷 加西市 中山町 池ノ谷 1.0
220-006 東剣坂町 加西市 東剣坂町 下ヶ谷 8.0
220-007 岸呂町 加西市 岸呂町 寺垣内 4.0
220-008 山下町 加西市 山下町 惣代山 1.0
220-009 福居町小西谷 加西市 福居町 小西谷 3.0
220-010 福居町西ノ谷 加西市 福居町 西ノ谷 5.0
220-011 吸谷町 加西市 吸谷町 向山 1.0
220-012 窪田町 加西市 窪田町 金土山 1.0
220-013 北条町古坂間谷 加西市 北条町古坂 間谷 5.0
220-014 北条町古坂 加西市 北条町古坂 西山 1.0
220-015 鴨谷町 加西市 鴨谷町 宮ノ谷 1.0
220-016 殿原町 加西市 殿原町 中富谷 3.0
220-017 西谷町 加西市 西谷町 天寺谷 3.0
220-018 大内町 加西市 大内町 五社 1.0
220-019 若井町下若井 加西市 若井町 下若井 2.0
220-020 若井町丸山 加西市 若井町 丸山 9.0
220-021 若井町若井口 加西市 若井町 若井口 3.0
220-022 若井町釜坂 加西市 若井町 釜坂 10.0
220-023 若井町未道 加西市 若井町 未道 4.0
220-024 下万願寺町ウス谷 加西市 下万願寺町 ウス谷 1.0
220-025 上万願寺町 加西市 上万願寺町 上万願寺 1.0
220-026 下万願寺町 加西市 下万願寺町 下万願寺 3.0
220-027 上芥田町柿木谷 加西市 上芥田町 柿木谷 12.0
220-028 河内町 加西市 河内町 此延田 3.0
220-029 河内町明神前 加西市 河内町 明神前 4.0
220-030 下芥田町 加西市 下芥田町 永尾 2.0
220-031 河内町善光寺山 加西市 河内町 普光寺山 1.0
220-032 山田町 加西市 山田町 釜ノ口 1.0
220-033 大工町 加西市 大工町 ﾁｭﾝｼﾞｲﾛ 1.0
220-034 鍛治屋町 加西市 鍛治屋町 池崎谷 3.0
220-035 国正町西山 加西市 国正町 西山 2.0
220-036 国正町上所 加西市 国正町 上所 1.0
220-037 朝妻町 加西市 朝妻町 池ノ上 1.0
220-038 上芥田町山居 加西市 上芥田町 山居 3.0
220-039 若井町猪野 加西市 若井町 猪野 1.0
220-040 佐谷町 加西市 佐谷町 味噌谷 2.0
220-041 河内町２ 加西市 河内町 割木谷 1.0
220-042 上道山町 加西市 上道山町 地蔵 1.0
220-043 大内町２ 加西市 大内町 板ヶ谷 1.0
220-044 三口町２ 加西市 三口町 大坪 2.0
220-045 田原町 加西市 田原町 稲荷 4.0
220-046 上万願寺町２ 加西市 上万願寺町 津谷 2.0
220-047 古坂 加西市 古坂 東大谷 3.0
220-048 坂元町 加西市 坂元町 西宅地 1.0
220-049 玉野町 加西市 玉野町 西ノ谷 3.0
220-050 下道山町 加西市 下道山町 大年谷 1.0
220-051 東南 加西市 北条町東南 一ノ谷 1.0
220-052 和泉 加西市 和泉町 西浦 1.0
220-053 蟹ヶ谷A 加西市 鴨谷町 蟹ヶ谷 2.0
220-054 丸山 加西市 阪本町 丸山 1.0
220-055 奥ノ谷 加西市 市村町 奥ノ谷 1.0
220-056 千軒寺 加西市 畑町 千軒寺 1.0
220-057 若井町 加西市 若井町 カヤノ元 2.0
220-058 別所町B 加西市 別所町 王子山 1.0
220-059 佐谷町B 加西市 佐谷町 薮原 3.0
220-060 鴨谷町B 加西市 鴨谷町 寺尾 1.0
220-061 北条町黒駒B 加西市 北条町黒駒 向山 1.0
221-001 矢代 篠山市 矢代 奥山 2.0
221-002 今福 篠山市 今福 りの坪 1.0
221-003 今福２ 篠山市 今福 西山 1.0
221-004 今福３ 篠山市 今福 芦尾の谷 1.0
221-005 西浜谷 篠山市 西浜谷 岡山 1.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

221-006 東浜谷 篠山市 東浜谷 盃山 2.0
221-007 熊谷 篠山市 熊谷 内湯の坪 1.0
221-008 丸山 篠山市 丸山 畑越 4.0
221-009 畑宮 篠山市 畑宮 大路下谷 1.0
221-010 奥畑 篠山市 奥畑 西北山 1.0
221-011 奥畑２ 篠山市 奥畑 東北山の裾 1.0
221-012 火打岩 篠山市 火打岩 ツバ市東谷 1.0
221-013 奥畑３ 篠山市 奥畑 向山 1.0
221-014 大上 篠山市 大上 後家谷ノ坪 1.0
221-015 般若寺 篠山市 般若寺 井根山 1.0
221-016 佐貫谷 篠山市 佐貫谷 イヤノ谷 1.0
221-017 泉 篠山市 泉 長和寺 1.0
221-018 西本荘 篠山市 西本荘 上ノ山 3.0
221-019 県守 篠山市 県守 引口 1.0
221-020 山田 篠山市 山田 馬上 1.0
221-021 上筱見 篠山市 上筱見 宮ノ上 2.0
221-022 藤坂 篠山市 藤坂 三の市 3.0
221-023 宮代 篠山市 宮代 西谷大林 1.0
221-024 大藤 篠山市 大藤 見山 2.0
221-025 市野々 篠山市 市野々 定宗 1.0
221-026 三熊 篠山市 三熊 張水 1.0
221-027 三熊２ 篠山市 三熊 ヲマ谷 3.0
221-028 小田中 篠山市 小田中 坂田 1.0
221-029 草之上 篠山市 草之上 福谷 3.0
221-030 細工所 篠山市 細工所 杉ヶ谷 5.0
221-031 貝田 篠山市 貝田 奥の谷 2.0
221-032 西野々 篠山市 西野々 中西 1.0
221-033 下原山 篠山市 下原山 前ノ谷 1.0
221-034 中原山 篠山市 中原山 細廻り篠ヶ峠 2.0
221-035 栃梨 篠山市 栃梨 北浦の坪 1.0
221-036 曽地奥 篠山市 曾地奥 城見谷 1.0
221-037 曽地奥２ 篠山市 曾地奥 狐尾 2.0
221-038 野々垣 篠山市 野々垣 篠尾 1.0
221-039 西荘 篠山市 西荘 西飛砂夫 2.0
221-040 西荘２ 篠山市 西荘 東谷 1.0
221-041 小多田 篠山市 小多田 奥 1.0
221-042 後川下 篠山市 後川下 丸山 2.0
221-043 後川中 篠山市 後川中 向井ノ坪 1.0
221-044 後川上 篠山市 後川上 常山 4.0
221-045 後川新田 篠山市 後川新田 魚ヶ谷 4.0
221-046 熊谷２ 篠山市 熊谷 東山 1.0
221-047 本明谷 篠山市 本明谷 白壁ノ坪 1.0
221-048 佐倉 篠山市 佐倉 上ノ奥 1.0
221-049 小多田 篠山市 小多田 福井谷 1.0
221-050 立金 篠山市 立金 長谷南山 3.0
221-051 立金２ 篠山市 立金 長谷南山 1.0
221-052 西木之部 篠山市 西木之部 林ノ谷 1.0
221-053 東木之部 篠山市 東木之部 行友 1.0
221-054 東木之部２ 篠山市 東木之部 畑ノ谷 1.0
221-055 小坂 篠山市 小坂 箱塚 1.0
221-056 小坂２ 篠山市 小坂 夏栗 1.0
221-057 小坂３ 篠山市 小坂 磯谷 1.0
221-058 小坂４ 篠山市 小坂 奥谷 1.0
221-059 乗竹 篠山市 乗竹 上の谷 1.0
221-060 倉本 篠山市 倉本 高古山 2.0
221-061 坂本 篠山市 坂本 寺谷 1.0
221-062 本郷 篠山市 本郷 サル谷 1.0
221-063 本郷２ 篠山市 本郷 タカサゴ 1.0
221-064 桑原 篠山市 桑原 猪ノ谷 1.0
221-065 桑原２ 篠山市 桑原 奥山野 1.0
221-066 桑原３ 篠山市 桑原 東谷下 1.0
221-067 本郷３ 篠山市 本郷 ナカサル 3.0
221-068 本郷４ 篠山市 本郷 ナカサル 5.0
221-069 川阪 篠山市 川阪 水口谷 1.0
221-070 本郷５ 篠山市 本郷 深山 1.0
221-071 本郷６ 篠山市 本郷 向山 1.0
221-072 坂本２ 篠山市 坂本 尾花 1.0
221-073 西谷 篠山市 西谷 奥ノ谷 1.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

221-074 小坂 篠山市 小坂 東谷 1.0
221-075 油井 篠山市 油井 平松 2.0
221-076 油井２ 篠山市 油井 石座谷 3.0
221-077 住山 篠山市 住山 宮ノ前山 1.0
221-078 住山２ 篠山市 住山 宮ノ前 2.0
221-079 油井３ 篠山市 油井 中山 2.0
221-080 当野 篠山市 当野 中山 1.0
221-081 波賀野 篠山市 波賀野 峰山 1.0
221-082 見内 篠山市 見内 中谷の坪 2.0
221-083 南矢代 篠山市 南矢代 山本 3.0
221-084 牛ヶ瀬 篠山市 牛ヶ瀬 薬師ノ坪 2.0
221-085 大沢 篠山市 大沢 上山 2.0
221-086 味間南 篠山市 味間南 松尾山 2.0
221-087 味間奥 篠山市 味間奥 一ヶ谷 4.0
221-088 西古佐 篠山市 西古佐 イミノ木北 1.0
221-089 西古佐２ 篠山市 西古佐 諏訪ノ本 1.0
221-090 大山下 篠山市 大山下 山越 1.0
221-091 小枕 篠山市 小枕 小丸山 1.0
221-092 谷山 篠山市 谷山 風呂谷 2.0
221-093 東吹 篠山市 東吹 東城山 1.0
221-094 宇土 篠山市 宇土 宮ノ谷 1.0
221-095 宇土２ 篠山市 宇土 西小前谷 2.0
221-096 大沢 篠山市 大沢 小畑山 1.0
221-097 初田 篠山市 初田 下谷 1.0
221-098 真南条中 篠山市 真南条中 八幡 3.0
221-099 真南条上 篠山市 真南条上 北山 1.0
221-100 真南条上２ 篠山市 真南条上 大平山 1.0
221-101 栗栖野 篠山市 栗栖野 樋口山 1.0
221-102 当野２ 篠山市 当野 北山 5.0
221-103 当野３ 篠山市 当野 北山 1.0
221-104 当野４ 篠山市 当野 猪谷 1.0
221-105 黒石 篠山市 今田町黒石 深谷 16.0
221-106 黒石２ 篠山市 今田町黒石 深谷 8.0
221-107 下小野原 篠山市 今田町下小野原 前山 3.0
221-108 下小野原２ 篠山市 今田町下小野原 前山 5.0
221-109 休場 篠山市 今田町休場 滝ノ下 6.0
221-110 市野々 篠山市 市野々 才谷 1.0
221-111 犬飼 篠山市 犬飼 大滝谷 1.0
221-112 畑井 篠山市 畑井 沖谷口ノ切 1.0
221-113 上筱見２ 篠山市 上筱見 蔵垣内 2.0
221-114 真南条中２ 篠山市 真南条中 足見谷 1.0
221-115 上筱見３ 篠山市 上筱見 蔵垣内 2.0
221-116 下筱見 篠山市 下筱見 清水 2.0
221-117 味間南２ 篠山市 味間南 井根山 2.0
221-118 大沢３ 篠山市 大沢 ウワツイ 1.0
221-119 宮代２ 篠山市 宮代 大林 1.0
221-120 今田町上立杭１ 篠山市 今田町上立杭 大谷 3.0
221-121 佐貫谷２ 篠山市 佐貫谷 芦坂 2.0
221-122 今田町釜屋 篠山市 今田町釜屋 中筋山 3.0
221-123 今田町下立杭 篠山市 今田町下立杭 北ノ垣内 4.0
221-124 草野 篠山市 草野 八王子谷口 3.0
221-125 今田町上立杭２ 篠山市 今田町上立杭 赤坂口 4.0
221-126 今田町木津１ 篠山市 今田町木津 松山 7.0
221-127 大沢新 篠山市 大沢新 小畑山 6.0
221-128 今田町木津２ 篠山市 今田町木津 奥山 6.0
221-129 市原 丹波篠山市 今田町 市原 2.0
221-130 大沢新 丹波篠山市 大沢新 小畑山 1.0
221-131 下立杭 丹波篠山市 今田町下立杭 上山 4.0
222-001 八鹿町岩崎 養父市 八鹿町岩崎 ｲｼﾝｼﾞｬ 6.0
222-002 八鹿町大江 養父市 八鹿町大江 向山 3.0
222-003 八鹿町大江 養父市 八鹿町大江 森の上 2.0
222-004 八鹿町八鹿 養父市 八鹿町八鹿 向山 7.0
222-005 八鹿町朝倉 養父市 八鹿町朝倉 太平山 4.0
222-006 八鹿町八木 養父市 八鹿町八木 向山 1.0
222-007 八鹿町高柳１ 養父市 八鹿町高柳 切ｻｺ 4.0
222-008 八鹿町高柳２ 養父市 八鹿町高柳 ｦｦｻｺ 3.0
222-009 八鹿町高柳３ 養父市 八鹿町高柳 ｦｦｻｺ 2.0
222-010 八鹿町八鹿１ 養父市 八鹿町八鹿 大森 59.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

222-011 八鹿町八鹿２ 養父市 八鹿町八鹿 猿山 1.0
222-012 八鹿町八鹿３ 養父市 八鹿町八鹿 猿山 2.0
222-013 八鹿町八鹿４ 養父市 八鹿町八鹿 家ノ下 3.0
222-014 八鹿町八鹿５ 養父市 八鹿町八鹿 家ノ下 2.0
222-015 八鹿町下小田１ 養父市 八鹿町下小田 山のこし 3.0
222-016 八鹿町下小田２ 養父市 八鹿町下小田 北谷 1.0
222-017 八鹿町三谷1 養父市 八鹿町三谷 家ノ上 1.0
222-018 八鹿町三谷２ 養父市 八鹿町三谷 北中山 1.0
222-019 八鹿町三谷３ 養父市 八鹿町三谷 奥山 2.0
222-020 八鹿町宿南 養父市 八鹿町宿南 政所 1.0
222-021 八鹿町三谷４ 養父市 八鹿町三谷 奥山 1.0
222-022 八鹿町石原１ 養父市 八鹿町石原 ウドノ 2.0
222-023 八鹿町三谷 養父市 八鹿町三谷 家ノ上 1.0
222-024 八鹿町石原２ 養父市 八鹿町石原 尾山 3.0
222-025 八鹿町国木 養父市 八鹿町国木 上山 1.0
222-026 奥米地１ 養父市 奥米地 高中 2.0
222-027 奥米地2 養父市 奥米地 高中 4.0
222-028 奥米地３ 養父市 奥米地 中山 2.0
222-029 養父市場 養父市 養父市場 浦山 2.0
222-030 小城1 養父市 小城 野尾谷 3.0
222-031 十二所 養父市 十二所 城山 2.0
222-032 畑１ 養父市 畑 上の山 2.0
222-033 畑２ 養父市 畑 宮ノ上 2.0
222-034 長野１ 養父市 長野 長ノ山 1.0
222-035 長野２ 養父市 長野 宿南山 2.0
222-036 長野３ 養父市 長野 内山 1.0
222-037 長野４ 養父市 長野 尾ノ上 1.0
222-038 建屋 養父市 建屋 広瀬 2.0
222-039 餅耕地１ 養父市 餅耕地 ﾋﾅﾀ 6.0
222-040 餅耕地２ 養父市 餅耕地 ﾋﾅﾀ 1.0
222-041 三谷１ 養父市 三谷 添谷北側 3.0
222-042 三谷２ 養父市 三谷 三谷南側 4.0
222-043 大坪 養父市 大坪 大ｺﾞｾﾞ 8.0
222-044 新津 養父市 新津 浅垣 1.0
222-045 浅野 養父市 浅野 天神ガサコ 5.0
222-046 十二所１ 養父市 十二所 上ノ山 2.0
222-047 十二所２ 養父市 十二所 寺ノ上 5.0
222-048 十二所３ 養父市 十二所 下小谷 2.0
222-049 奥米地 養父市 奥米地 出合 5.0
222-050 大屋町夏梅１ 養父市 大屋町夏梅 小谷 1.0
222-051 大屋町夏梅２ 養父市 大屋町夏梅 栃尾谷 1.0
222-052 大屋町加保 養父市 大屋町加保 向山 2.0
222-053 大屋町糸原 養父市 大屋町糸原 高取 4.0
222-054 大屋町和田１ 養父市 大屋町和田 大銅 2.0
222-055 大屋町和田２ 養父市 大屋町和田 富士野谷 4.0
222-056 大屋町和田３ 養父市 大屋町和田 西側 4.0
222-057 大屋町和田４ 養父市 大屋町和田 西側 3.0
222-058 大屋町和田５ 養父市 大屋町和田 宮ノ側 4.0
222-059 大屋町須西 養父市 大屋町須西 大成権 2.0
222-060 大屋町糸原 養父市 大屋町糸原 向山 2.0
222-061 大屋町笠谷 養父市 大屋町笠谷 栃台 2.0
222-062 大屋町大杉 養父市 大屋町大杉 瓜原 1.0
222-063 大屋町筏 養父市 大屋町筏 杉ノ本 4.0
222-064 大屋町糸原 養父市 大屋町糸原 向山 1.0
222-065 大屋町若杉 養父市 大屋町若杉 宮ノ段 3.0
222-066 大屋町中間 養父市 大屋町中間 朱山 6.0
222-067 大屋町横行１ 養父市 大屋町横行 中山 7.0
222-068 大屋町横行２ 養父市 大屋町横行 中山 4.0
222-069 大屋町筏 養父市 大屋町筏 滝谷口 2.0
222-070 大屋町大杉 養父市 大屋町大杉 ﾑｼｮｳ谷 1.0
222-071 大屋町中 養父市 大屋町中 向山 4.0
222-072 大屋町和田１ 養父市 大屋町和田 古屋口 1.0
222-073 大屋町加保 養父市 大屋町加保 上加保 1.0
222-074 大屋町和田２ 養父市 大屋町和田 富土野谷 2.0
222-075 三宅１ 養父市 三宅 和土山 4.0
222-076 万久里 養父市 万久里 向山 3.0
222-077 関宮 養父市 関宮 寺ノ山 2.0
222-078 吉井 養父市 吉井 ｻｻｸﾗ 5.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

222-079 出合１ 養父市 出合 ﾓｿ 11.0
222-080 出合２ 養父市 出合 天王乙 2.0
222-081 出合３ 養父市 出合 ﾌ子ｻｺ 3.0
222-082 出合４ 養父市 出合 家ﾉ上 2.0
222-083 出合５ 養父市 出合 ﾀﾋﾞｺﾛ 6.0
222-084 小路頃 養父市 小路頃 才の木 4.0
222-085 福定１ 養父市 福定 福定 1.0
222-086 福定２ 養父市 福定 堂ノ下 2.0
222-087 丹戸１ 養父市 丹戸 寺尾 4.0
222-088 丹戸２ 養父市 丹戸 西横角 1.0
222-089 外野１ 養父市 外野 ｶｲﾁ 3.0
222-090 外野２ 養父市 外野 大畑ｹ 2.0
222-091 川原場 養父市 川原場 前田 3.0
222-092 別宮 養父市 別宮 岡田 1.0
222-093 関宮1 養父市 関宮 梨ヶ谷 45.0
222-094 関宮２ 養父市 関宮 湯ノ奥 2.0
222-095 万久里１ 養父市 万久里 ｵﾖﾉｷ 3.0
222-096 万久里２ 養父市 万久里 宮ノ尾 13.0
222-097 大谷１ 養父市 大谷 西ノ山 2.0
222-098 大谷２ 養父市 大谷 ﾐﾋﾞﾗ 4.0
222-099 三宅2 養父市 三宅 滝本 2.0
222-100 三宅３ 養父市 三宅 大与比 6.0
222-101 三宅４ 養父市 三宅 耳堂 4.0
222-102 大谷１ 養父市 大谷 ﾐﾋﾞﾗ 1.0
222-103 関宮 養父市 関宮 岩倉 2.0
222-104 大谷２ 養父市 大谷 高尾 1.0
222-105 八鹿町岩崎 養父市 八鹿町岩崎 ツカ谷 1.0
222-106 大屋町夏梅 養父市 大屋町夏梅 青谷 2.0
222-107 八鹿町坂本 養父市 八鹿町坂本 蔵谷 14.0
222-108 奥米地 養父市 奥米地 水口 28.0
222-109 大屋町筏 養父市 大屋町筏 打尾 5.0
222-110 八鹿町三谷 養父市 八鹿町三谷 コイダワ 1.0
222-111 小佐 養父市 八鹿町小佐 井谷 1.0
222-112 八鹿町朝倉2 養父市 八鹿町朝倉 田路 4.0
222-113 小城2 養父市 小城 柴原 2.0
222-119 上野(1) 養父市 上野 奥山 8.0
222-120 上野(2) 養父市 上野 奥山 9.0
222-121 八鹿町小佐１ 養父市 八鹿町小佐 広垣 1.0
222-122 川原場２ 養父市 川原場 井坪 2.0
222-123 船谷 養父市 船谷 下山 1.0
222-124 大屋町中間２ 養父市 大屋町中間 片山 2.0
222-125 養父市場２ 養父市 養父市場 金ヶ谷 2.0
222-126 大塚１ 養父市 大塚 池ヶ谷 2.0
222-127 葛畑１ 養父市 葛畑 向カイチ 2.0
222-128 上野 養父市 上野 馬ノ株 2.0
222-129 大屋町明延１ 養父市 大屋町明延 東側 2.0
222-130 鉄屋米地 養父市 鉄屋米地 片山 2.0
222-131 梨ヶ原 養父市 梨ヶ原 東谷 2.0
222-132 大屋町明延２ 養父市 大屋町明延 大銅 2.0
222-133 八鹿町小佐２ 養父市 八鹿町小佐 広垣 2.0
222-134 畑３ 養父市 畑 家ノ上ミ 2.0
222-135 大屋町中間３ 養父市 大屋町中間 酌山 3.0
222-136 大屋町横行１ 養父市 大屋町横行 廣瀬 3.0
222-137 大屋町中間４ 養父市 大屋町中間 森ノ木 3.0
222-138 養父市場３ 養父市 養父市場 入谷口 2.0
222-139 安井 養父市 安井 七々畑 2.0
222-140 大屋町和田１ 養父市 大屋町和田 田渕 2.0
222-141 奥米地３ 養父市 奥米地 荒垣 2.0
222-142 吉井２ 養父市 吉井 上ノ山 2.0
222-143 大塚２ 養父市 大塚 宮ノ上 4.0
222-144 大屋町横行２ 養父市 大屋町横行 廣瀬 4.0
222-145 八鹿町小佐３ 養父市 八鹿町小佐 広垣 4.0
222-146 大屋町宮本 養父市 大屋町宮本 奥谷 1.0
222-147 葛畑２ 養父市 葛畑 神場 3.0
222-148 左近山 養父市 左近山 向山 4.0
222-149 大屋町和田２ 養父市 大屋町和田 南良辺 3.0
222-150 大屋町蔵垣 養父市 大屋町蔵垣 上サコ 5.0
222-151 八鹿町八木２ 養父市 八鹿町八木 城山 5.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
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危険地区
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222-152 八鹿町石原 養父市 八鹿町石原 家ノ奥 4.0
222-153 吉井３ 養父市 吉井 足阪林 4.0
222-154 関宮３ 養父市 関宮 城山 6.0
222-155 中米地 養父市 中米地 西山 6.0
222-156 大屋町門野１ 養父市 大屋町門野 栃谷 6.0
222-157 八鹿町高柳 養父市 八鹿町高柳 下山田 7.0
222-158 吉井４ 養父市 吉井 上ノ山 10.0
222-159 八鹿町舞狂 養父市 八鹿町舞狂 奥谷 12.0
222-160 吉井５ 養父市 吉井 ヨト山 7.0
222-161 伊豆 養父市 伊豆 今谷 16.0
222-162 八鹿町八鹿２ 養父市 八鹿町八鹿 夜垣 17.0
222-163 八鹿町坂本２ 養父市 八鹿町坂本 ヨカイ山 25.0
222-164 養父市場４ 養父市 養父市場 入谷 4.0
222-165 上筒 養父市 上筒 安井 1.0
222-166 大屋町糸原 養父市 大屋町糸原 上ノ山 6.0
222-167 大屋町大屋市場 養父市 大屋町大屋市場 上垣 2.0
222-168 大屋町門野 養父市 大屋町門野 上屋垣地 3.0
222-169 大屋町由良 養父市 大屋町由良 城山 2.0
222-170 谷間地 養父市 谷間地 堂奥 2.0
222-171 藪崎 養父市 藪崎 向山 2.0
222-172 八鹿町宿南 養父市 八鹿町宿南 広ク谷 1.0
222-173 草出1 養父市 草出 イケン田 2.0
223-001 南多田1 丹波市 柏原町南多田 妻ヶ谷 1.0
223-002 南多田２ 丹波市 柏原町南多田 久原山 1.0
223-003 東奥 丹波市 柏原町東奥 片山 1.0
223-004 上小倉1 丹波市 柏原町上小倉 宮ノ尾 1.0
223-005 上小倉２ 丹波市 柏原町上小倉 二重山 1.0
223-006 上小倉３ 丹波市 柏原町上小倉 南金ヶ山 1.0
223-007 上小倉４ 丹波市 柏原町上小倉 正楽寺 1.0
223-008 北中 丹波市 柏原町北中 堂ノ奥 1.0
223-009 柏原1 丹波市 柏原町柏原 三石 2.0
223-010 小南 丹波市 柏原町小南 南賀 1.0
223-011 挙田 丹波市 柏原町挙田 西山 2.0
223-012 奥野々 丹波市 山南町奥野々 新 8.0
223-013 鴨野1 丹波市 柏原町鴨野 西芳寺 3.0
223-014 北山 丹波市 柏原町北山 山廻り 1.0
223-015 田路1 丹波市 柏原町田路 早野 1.0
223-016 田路２ 丹波市 柏原町田路 志々ヶ岡 1.0
223-017 母坪1 丹波市 柏原町母坪 猪ノ山 1.0
223-018 柏原5 丹波市 柏原町柏原 高谷 1.0
223-019 柏原２ 丹波市 柏原町柏原 藤ノ目 1.0
223-020 柏原３ 丹波市 柏原町柏原 藤ノ目 1.0
223-021 柏原４ 丹波市 柏原町柏原 八幡山 1.0
223-022 新郷1 丹波市 氷上町新郷 西方 4.0
223-023 黒田 丹波市 氷上町黒田 大歳 24.0
223-024 三方1 丹波市 氷上町三方 井寺口 1.0
223-025 清住 丹波市 氷上町清住 西山 2.0
223-026 上新庄1 丹波市 氷上町上新庄 西山 1.0
223-027 上新庄２ 丹波市 氷上町上新庄 西山 1.0
223-028 上新庄３ 丹波市 氷上町上新庄 南後山 2.0
223-029 犬岡 丹波市 氷上町犬岡 明治山 1.0
223-030 成松 丹波市 氷上町成松 甲賀 1.0
223-031 上新庄４ 丹波市 氷上町上新庄 明法寺 1.0
223-032 賀茂1 丹波市 氷上町賀茂 明法寺・新林 1.0
223-033 井中 丹波市 氷上町井中 油利山 1.0
223-034 沼 丹波市 氷上町沼 寺之上 1.0
223-035 鴨内1 丹波市 氷上町鴨内 京ノ尾 1.0
223-036 鴨内２ 丹波市 氷上町鴨内 矢ノ上 2.0
223-037 伊佐口 丹波市 氷上町伊佐口 矢ヶ谷 3.0
223-038 香良1 丹波市 氷上町香良 イリズミ 2.0
223-039 絹山 丹波市 氷上町絹山 北山 2.0
223-040 氷上3 丹波市 氷上町氷上 北尾 1.0
223-041 市辺 丹波市 氷上町市辺 大岩カワハラジリ 3.0
223-042 横田1 丹波市 氷上町横田 造ヶ賀谷 1.0
223-043 大崎1 丹波市 氷上町大崎 ヒガシコトゲ・ニシコダニ 1.0
223-044 北野 丹波市 氷上町北野 石風呂 1.0
223-045 石生1 丹波市 氷上町石生 滝山 1.0
223-046 石生２ 丹波市 氷上町石生 大路 1.0
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223-047 福田 丹波市 氷上町福田 押谷 3.0
223-048 新郷２ 丹波市 氷上町新郷 赤井 2.0
223-049 香良２ 丹波市 氷上町香良 イリズミ 1.0
223-050 棧敷 丹波市 氷上町棧敷 イゲ 1.0
223-051 石生３ 丹波市 氷上町石生 向山 1.0
223-052 賀茂２ 丹波市 氷上町賀茂 下大林 1.0
223-053 栗住野 丹波市 青垣町栗住野 山田ノ上 1.0
223-054 佐治 丹波市 青垣町佐治 大丸山愛宕山 1.0
223-055 小倉1 丹波市 青垣町小倉 白ヶ谷 1.0
223-056 桧倉 丹波市 青垣町桧倉 今立　 4.0
223-057 大名草1 丹波市 青垣町大名草 ウトンド 9.0
223-058 大名草２ 丹波市 青垣町大名草 ウトンド 10.0
223-059 大名草３ 丹波市 青垣町大名草 ゼナガ 9.0
223-060 大名草４ 丹波市 青垣町大名草 ゼナガ 5.0
223-061 大名草５ 丹波市 青垣町大名草 与左エ門谷 5.0
223-062 大名草６ 丹波市 青垣町大名草 砂後 2.0
223-063 文室 丹波市 青垣町文室 中谷 1.0
223-064 稲土1 丹波市 青垣町稲土 明号 5.0
223-065 稲土２ 丹波市 青垣町稲土 尾畑 14.0
223-066 市原1 丹波市 青垣町市原 岩台 10.0
223-067 中佐治4 丹波市 青垣町中佐治 上ノ壇ノ上 5.0
223-068 遠阪1 丹波市 青垣町遠阪 アガサカ 5.0
223-069 遠阪２ 丹波市 青垣町遠阪 泉 6.0
223-070 中佐治２ 丹波市 青垣町中佐治 平野上 4.0
223-071 中佐治３ 丹波市 青垣町中佐治 大寶 9.0
223-072 田井縄 丹波市 青垣町田井繩 長者ヶ谷 1.0
223-073 東芦田1 丹波市 青垣町東芦田 和田垣 1.0
223-074 東芦田２ 丹波市 青垣町東芦田 米留谷 1.0
223-075 東芦田３ 丹波市 青垣町東芦田 穴ノ浦 8.0
223-076 東芦田４ 丹波市 青垣町東芦田 竹の内 1.0
223-077 沢野 丹波市 青垣町沢野 矢ノ内谷 2.0
223-078 小倉２ 丹波市 青垣町小倉 森上山 4.0
223-079 稲土３ 丹波市 青垣町稲土 水座 2.0
223-080 新才 丹波市 春日町新才 立石 1.0
223-081 古河 丹波市 春日町古河 池谷 1.0
223-082 黒井1 丹波市 春日町黒井 兵主 1.0
223-083 黒井２ 丹波市 春日町黒井 鳥ノ奥 1.0
223-084 小多利 丹波市 春日町小多利 高山 1.0
223-085 野上野1 丹波市 春日町野上野 奥山 1.0
223-086 野上野２ 丹波市 春日町野上野 ノノマ 1.0
223-087 国領1 丹波市 春日町国領 西山王向山 1.0
223-088 国領２ 丹波市 春日町国領 西山王 1.0
223-089 柚津 丹波市 春日町柚津 才木谷 1.0
223-090 鹿場 丹波市 春日町鹿場 畑ヶ谷 1.0
223-091 下三井庄1 丹波市 春日町下三井庄 西山 1.0
223-092 下三井庄２ 丹波市 春日町下三井庄 コロチ 1.0
223-093 下三井庄３ 丹波市 春日町下三井庄 天神坪横尾 1.0
223-094 下三井庄４ 丹波市 春日町下三井庄 天神坪横尾 1.0
223-095 下三井庄５ 丹波市 春日町下三井庄 ナゴロチ 1.0
223-096 上三井庄1 丹波市 春日町上三井庄 高谷 1.0
223-097 上三井庄２ 丹波市 春日町上三井庄 西山 1.0
223-098 上三井庄３ 丹波市 春日町上三井庄 大谷 1.0
223-099 上三井庄４ 丹波市 春日町上三井庄 コウノス 1.0
223-100 栢野 丹波市 春日町栢野 西御在所 1.0
223-101 野瀬1 丹波市 春日町野瀬 西ヶ谷 4.0
223-102 野瀬２ 丹波市 春日町野瀬 寺ノ奥 1.0
223-103 野瀬３ 丹波市 春日町野瀬 寺ノ奥 1.0
223-104 野瀬４ 丹波市 春日町野瀬 寺ノ奥 2.0
223-105 野瀬５ 丹波市 春日町野瀬 中山 1.0
223-106 野瀬６ 丹波市 春日町野瀬 中山 3.0
223-107 野瀬７ 丹波市 春日町野瀬 中山 1.0
223-108 野瀬８ 丹波市 春日町野瀬 アカツチ 1.0
223-109 野瀬９ 丹波市 春日町野瀬 生り 2.0
223-110 野瀬１０ 丹波市 春日町野瀬 ヒニコ 2.0
223-111 国領３ 丹波市 春日町国領 高尾 1.0
223-112 歌道谷1 丹波市 春日町歌道谷 湯立 4.0
223-113 歌道谷２ 丹波市 春日町歌道谷 湯立 1.0
223-114 下三井庄６ 丹波市 春日町下三井庄 1.0
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223-115 上三井庄５ 丹波市 春日町上三井庄 三ノ谷 1.0
223-116 国領４ 丹波市 春日町国領 高尾 1.0
223-117 井原 丹波市 山南町井原 イタリ山 3.0
223-118 小新屋 丹波市 山南町小新屋 大谷 5.0
223-119 五ヶ野 丹波市 山南町五ヶ野 東山 9.0
223-120 岩屋1 丹波市 山南町岩屋 大戸 2.0
223-121 村森3 丹波市 山南町村森 隙谷 13.0
223-122 岡本1 丹波市 山南町岡本 アブ山 4.0
223-123 玉巻 丹波市 山南町玉巻 大谷 5.0
223-124 池谷 丹波市 山南町池谷 松ヶ鼻 4.0
223-125 北太田1 丹波市 山南町北太田 大谷 4.0
223-126 北太田２ 丹波市 山南町北太田 ゴウロ 5.0
223-127 畑内1 丹波市 山南町畑内 カシハゲ 4.0
223-128 畑内２ 丹波市 山南町畑内 カシハゲ 7.0
223-129 上滝1 丹波市 山南町上滝 休場 5.0
223-130 上滝２ 丹波市 山南町上滝 トチノキヒロハタ 3.0
223-131 阿草1 丹波市 山南町阿草 大谷 1.0
223-132 阿草２ 丹波市 山南町阿草 山中 1.0
223-133 阿草３ 丹波市 山南町阿草 赤尾 2.0
223-134 阿草４ 丹波市 山南町阿草 クワガタニ 3.0
223-135 阿草５ 丹波市 山南町阿草 井ノ上西平 2.0
223-136 阿草６ 丹波市 山南町阿草 井ノ上 3.0
223-137 青田 丹波市 山南町青田 ハセガクシ 2.0
223-138 谷川1 丹波市 山南町谷川 垣内 7.0
223-139 谷川2 丹波市 山南町谷川 奥谷 3.0
223-140 小野尻1 丹波市 山南町小野尻 三組尾 16.0
223-141 小野尻２ 丹波市 山南町小野尻 三組尾 11.0
223-142 白毫寺 丹波市 市島町白毫寺 梶ヶ谷 1.0
223-143 酒梨 丹波市 市島町酒梨 入江 1.0
223-144 市島 丹波市 市島町市島 サイノフジ 4.0
223-145 上鴨阪1 丹波市 市島町上鴨阪 細谷 1.0
223-146 徳尾1 丹波市 市島町徳尾 東山 1.0
223-147 徳尾2 丹波市 市島町徳尾 西大杉 1.0
223-148 下鴨阪1 丹波市 市島町下鴨阪 立会山 1.0
223-149 下鴨阪２ 丹波市 市島町下鴨阪 浄光庵 1.0
223-150 中竹田1 丹波市 市島町中竹田 大谷 2.0
223-151 上竹田 丹波市 市島町上竹田 大谷 1.0
223-152 梶原 丹波市 市島町梶原 稲葉山 1.0
223-153 喜多 丹波市 市島町喜多 長谷山 1.0
223-154 岩戸1 丹波市 市島町岩戸 カヤノ 2.0
223-155 岩戸２ 丹波市 市島町岩戸 カヤノ 1.0
223-156 下竹田1 丹波市 市島町下竹田 高谷 1.0
223-157 上牧 丹波市 市島町上牧 上ノ山 3.0
223-158 北奥1 丹波市 市島町北奥 虚空蔵谷 1.0
223-159 北奥２ 丹波市 市島町北奥 久保ヶ坂 1.0
223-160 北奥３ 丹波市 市島町北奥 柴詰 1.0
223-161 北奥４ 丹波市 市島町北奥 鎌磨 1.0
223-162 南 丹波市 市島町南 シャレ 2.0
223-163 下竹田２ 丹波市 市島町下竹田 石原 1.0
223-164 岩屋2 丹波市 山南町岩屋 菅原 1.0
223-165 上鴨阪2 丹波市 市島町上鴨阪 上ノ山 1.0
223-166 上鴨阪3 丹波市 市島町上鴨阪 曼田良 1.0
223-167 中竹田2 丹波市 市島町中竹田 大谷2 1.0
223-168 奥 丹波市 山南町奥 トウ山 1.0
223-169 谷村 丹波市 氷上町谷村 島ヶ後 1.0
223-170 黒井3 丹波市 春日町黒井 鳥ヶ奥 1.0
223-171 南油良 丹波市 氷上町南油良 櫻本 1.0
223-172 三方2 丹波市 氷上町三方 安田 1.0
223-173 御油 丹波市 氷上町御油 北谷 1.0
223-174 春日町柚津 丹波市 春日町柚津 大日坪 1.0
223-175 村森１ 丹波市 山南町村森 乳毋懐 2.0
223-176 和田１ 丹波市 山南町和田 城の谷 2.0
223-177 野上野3 丹波市 春日町野上野 才木谷 1.0
223-178 応地１ 丹波市 山南町応地 北山 2.0
223-179 上垣 丹波市 市島町上垣 向山 1.0
223-180 応地２ 丹波市 山南町応地 奥山 1.0
223-181 和田２ 丹波市 山南町和田 城の谷 2.0
223-182 中佐治１ 丹波市 青垣町中佐治 日後 3.0
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223-183 香良3 丹波市 氷上町香良 伊佐口下 1.0
223-184 石生5 丹波市 氷上町石生 向山 1.0
223-185 小谷 丹波市 氷上町小谷 奥山畑 1.0
223-186 鴨内3 丹波市 氷上町鴨内 古殿 1.0
223-187 小野尻3 丹波市 山南町小野尻 西山 2.0
223-188 市原2 丹波市 青垣町市原 奥ノ山 4.0
223-189 村森２ 丹波市 山南町村森 大谷 3.0
223-190 岡本2 丹波市 山南町岡本 畑ノ谷 3.0
223-191 徳尾3 丹波市 市島町徳尾 風呂ノ奥 1.0
223-192 氷上１ 丹波市 氷上町氷上 下金屋 2.0
223-193 大名草7 丹波市 青垣町大名草 芦谷 5.0
223-194 小野尻4 丹波市 山南町小野尻 西山 5.0
223-195 下小倉 丹波市 柏原町下小倉 法連寺 1.0
223-196 大崎2 丹波市 氷上町大崎 イコモ 1.0
223-197 中竹田5 丹波市 市島町中竹田 岩倉 1.0
223-198 中佐治5 丹波市 青垣町中佐治 岡才 6.0
223-199 氷上２ 丹波市 氷上町氷上 下金屋 2.0
223-200 上鴨阪4 丹波市 市島町上鴨阪 越良 1.0
223-201 口塩久 丹波市 青垣町口塩久 西ヶ谷 2.0
223-202 上成松 丹波市 氷上町上成松 京ノ尾山 4.0
223-203 長野 丹波市 氷上町長野 西山 1.0
223-204 山垣 丹波市 青垣町山垣 大見山 1.0
223-205 多利 丹波市 春日町多利 二間塚 1.0
223-206 横田2 丹波市 氷上町横田 吉右衛門谷 1.0
223-207 中竹田3 丹波市 市島町中竹田 大谷 3.0
223-208 鴨野2 丹波市 柏原町鴨野 髙見城西谷 5.0
223-209 石生4 丹波市 氷上町石生 向山 1.0
223-210 母坪2 丹波市 柏原町母坪 泉山 1.0
223-211 下竹田3 丹波市 市島町下竹田 森 1.0
223-212 大谷 丹波市 氷上町石生 大谷 1.0
223-213 佐野 丹波市 氷上町佐野 東山 5.0
223-214 稲畑 丹波市 氷上町稲畑 萱刈 4.0
224-001 峠下 南あわじ市 中条広田 中ﾉ谷 1.0
224-002 土井北１ 南あわじ市 倭文土井 宝手来 1.0
224-003 土井北２ 南あわじ市 倭文土井 宝手来 1.0
224-004 庄田北 南あわじ市 倭文庄田 中尾 1.0
224-005 倉ヶ谷 南あわじ市 倭文土井 倉ヶ谷 1.0
224-006 大日 南あわじ市 倭文長田 大日 2.0
224-007 土井東 南あわじ市 倭文庄田 山ﾉ谷 1.0
224-008 庄田南 南あわじ市 倭文庄田 山ﾉ谷 1.0
224-009 倭文長田 南あわじ市 倭文長田 北山 1.0
224-010 志田丸 南あわじ市 阿那賀 志田丸 1.0
224-011 柚川 南あわじ市 伊加利 柚川 11.0
224-012 伊加利有料道路 南あわじ市 伊加利 宮田 1.0
224-013 太唐原 南あわじ市 伊加利 太唐原 1.0
224-014 間河瀬池前 南あわじ市 志知奥 間河瀬 9.0
224-015 料金所入口 南あわじ市 志知奥 盗人谷 1.0
224-016 北山 南あわじ市 志知口 北山 1.0
224-017 馬ﾉ谷 南あわじ市 伊加利 馬ﾉ谷 1.0
224-018 隆泉寺横 南あわじ市 津井 西本村 2.0
224-019 津井１ 南あわじ市 津井 堂ﾉ山 2.0
224-020 辰美中学校裏 南あわじ市 津井 西本村 2.0
224-021 西路北 南あわじ市 阿那賀 西路 20.0
224-022 西路南 南あわじ市 阿那賀 西路 2.0
224-023 西路 南あわじ市 阿那賀 西路 1.0
224-024 工場裏 南あわじ市 阿那賀 中尾山 1.0
224-025 丸山小学校上 南あわじ市 阿那賀 小磯 1.0
224-026 丸山 南あわじ市 阿那賀 丸山 1.0
224-027 丸山入口 南あわじ市 阿那賀 水口 1.0
224-028 小学校裏 南あわじ市 阿那賀 伊加利谷 1.0
224-029 松帆 南あわじ市 松帆 檪田 2.0
224-030 津井２ 南あわじ市 津井 雁子濱 1.0
224-031 中山 南あわじ市 志知奥 中山 1.0
224-032 辻ヶ谷 南あわじ市 倭文高 辻ヶ谷 1.0
224-033 町営住宅裏 南あわじ市 志知 佐礼尾 12.0
224-034 八木天野 南あわじ市 八木天野寺内 2.0
224-035 神社裏 南あわじ市 灘仁頃 西ﾉ山 1.0
224-036 宮の谷 南あわじ市 灘地野 宮の谷 1.0
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224-037 農協裏 南あわじ市 灘土生 1.0
224-038 灘黒岩 南あわじ市 灘黒岩 口地取 1.0
224-039 白崎 南あわじ市 灘白崎 塔ヶ上 1.0
224-040 荒神 南あわじ市 沼島 荒神 9.0
224-041 鴨路 南あわじ市 阿万東町 鴨路 1.0
224-042 西サカ 南あわじ市 阿万吹上町 西ｻｶ 1.0
224-043 西ノ池 南あわじ市 阿万吹上町 西ﾉ池 1.0
224-044 十年松 南あわじ市 阿万塩屋町 十年松 1.0
224-045 又ﾉ浦 南あわじ市 福良 又ﾉ浦 1.0
224-046 東町１ 南あわじ市 福良 東町 4.0
224-047 東町２ 南あわじ市 福良 東町 3.0
224-048 清掃センター 南あわじ市 福良 東町 1.0
224-049 丹賀 南あわじ市 福良 丹賀 1.0
224-050 中学校裏 南あわじ市 福良 仁尾 1.0
224-051 仁尾 南あわじ市 福良 仁尾 1.0
224-052 西谷 南あわじ市 福良 西谷 2.0
224-053 鳥取 南あわじ市 福良 鳥取 1.0
224-054 阿万東町１ 南あわじ市 阿万東町 1.0
224-055 南区 南あわじ市 沼島 南区 1.0
224-056 賀集野田 南あわじ市 賀集野田 3.0
224-057 阿万東町２ 南あわじ市 阿万東町 西谷 2.0
224-058 才谷 南あわじ市 志知飯山寺 才谷 1.0
224-059 大池ノ南１ 南あわじ市 津井 大池ノ南 1.0
224-060 大池ノ南２ 南あわじ市 津井 大池ノ南 1.0
224-061 大池ノ南３ 南あわじ市 津井 大池ノ南 1.0
224-062 福良１ 南あわじ市 福良 大江 1.0
224-063 賀集福井 南あわじ市 賀集福井 カシキ 2.0
224-064 八木天野馬廻 南あわじ市 八木天野馬廻 中ノ内 1.0
224-065 中条中筋 南あわじ市 中条中筋 奥ノ田 1.0
224-066 福良２ 南あわじ市 福良 入鳥 3.0
224-067 賀集牛内 南あわじ市 賀集牛内 1.0
224-068 阿万上町 南あわじ市 阿万上町 1.0
224-069 倭文長田 南あわじ市 倭文長田 2.0
225-001 生野町栃原１ 朝来市 生野町栃原 達磨峰 7.0
225-002 生野町栃原２ 朝来市 生野町栃原 ｶﾏｶﾞ谷 2.0
225-003 生野町口銀谷1 朝来市 生野町口銀谷 八王子 2.0
225-004 生野町円山 朝来市 生野町円山 下ｼｶ 1.0
225-005 生野町口銀谷２ 朝来市 生野町口銀谷 荒神山 1.0
225-006 生野町口銀谷３ 朝来市 生野町口銀谷 古城山 12.0
225-007 生野町新町 朝来市 生野町新町 新町 2.0
225-008 生野町黒川１ 朝来市 生野町黒川 長野道 2.0
225-009 生野町黒川２ 朝来市 生野町黒川 ｶﾗﾄ渕 1.0
225-010 生野町竹原野１ 朝来市 生野町竹原野 段兵衛 7.0
225-011 生野町竹原野２ 朝来市 生野町竹原野 保居ｹ谷 15.0
225-012 生野町小野 朝来市 生野町小野 八長 4.0
225-013 生野町白口 朝来市 生野町白口 蛭谷 5.0
225-014 生野町真弓１ 朝来市 生野町真弓 上片瀬 4.0
225-015 生野町真弓２ 朝来市 生野町真弓 桂谷 2.0
225-016 生野町真弓３ 朝来市 生野町真弓 南上山 6.0
225-017 生野町栃原 朝来市 生野町栃原 ホギ 1.0
225-018 和田山町高生田 朝来市 和田山町高生田 高生田 4.0
225-019 和田山町和田 朝来市 和田山町和田 和田谷山 4.0
225-020 和田山町竹ノ内１ 朝来市 和田山町竹ノ内 森屋谷 4.0
225-021 和田山町竹ノ内２ 朝来市 和田山町竹ノ内 山ノ内 2.0
225-022 和田山町竹ノ内３ 朝来市 和田山町竹ノ内 奥 3.0
225-023 和田山町内海 朝来市 和田山町内海 一ノ倉 5.0
225-024 和田山町高生田 朝来市 和田山町高生田 小谷 1.0
225-025 和田山町柳原 朝来市 和田山町柳原 上ノ山 6.0
225-026 和田山町中 朝来市 和田山町中 尾鹿山 2.0
225-027 和田山町宮 朝来市 和田山町宮 小川 1.0
225-028 和田山町法興寺 朝来市 和田山町法興寺 水井 4.0
225-029 和田山町加都 朝来市 和田山町加都 上山 1.0
225-030 和田山町竹田1 朝来市 和田山町竹田 古城山 6.0
225-031 和田山町竹田２ 朝来市 和田山町竹田 古城山 2.0
225-032 和田山町三波１ 朝来市 和田山町三波 段山 1.0
225-033 和田山町三波２ 朝来市 和田山町三波 上山 2.0
225-034 和田山町枚田 朝来市 和田山町枚田 上ミ山 2.0
225-035 和田山町和田山１ 朝来市 和田山町和田山 西山 2.0
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225-036 和田山町和田山２ 朝来市 和田山町和田山 西山 2.0
225-037 和田山町和田山３ 朝来市 和田山町和田山 東山 1.0
225-038 和田山町東谷 朝来市 和田山町東谷 ｺｶﾞﾔ谷 1.0
225-039 和田山町土田 朝来市 和田山町土田 北山 2.0
225-040 和田山町宮田 朝来市 和田山町宮田 堺ヶ谷 1.0
225-041 和田山町竹ノ内４ 朝来市 和田山町竹ノ内 床尾 1.0
225-042 和田山町野村 朝来市 和田山町野村 クズイ 1.0
225-043 和田山町林垣 朝来市 和田山町林垣 随泉寺 1.0
225-044 和田山町寺谷 朝来市 和田山町寺谷 松の本 1.0
225-045 山東町大垣 朝来市 山東町大垣 大垣谷 2.0
225-046 山東町矢名瀬町１ 朝来市 山東町矢名瀬町 陣東 1.0
225-047 山東町矢名瀬町２ 朝来市 山東町矢名瀬町 陣東 1.0
225-048 山東町新堂 朝来市 山東町新堂 見尾 1.0
225-049 山東町大内 朝来市 山東町大内 ｦｶﾞ谷 2.0
225-050 山東町野間１ 朝来市 山東町野間 石風呂 1.0
225-051 山東町野間２ 朝来市 山東町野間 宮ノ奥 1.0
225-052 山東町塩田 朝来市 山東町塩田 下地 1.0
225-053 山東町矢名瀬町３ 朝来市 山東町矢名瀬町 兎戸谷 1.0
225-054 山東町和賀 朝来市 山東町和賀 上ノ山 3.0
225-055 山東町早田 朝来市 山東町早田 医王山 1.0
225-056 山東町一品 朝来市 山東町一品 石亀 2.0
225-057 山東町柴 朝来市 山東町柴 日陰山 3.0
225-058 山東町粟鹿 朝来市 山東町粟鹿 西谷山 1.0
225-059 山東町三保 朝来市 山東町三保 御荒地 1.0
225-060 山東町柊木 朝来市 山東町柊木 向山 1.0
225-061 山東町与布土１ 朝来市 山東町与布土 大谷 2.0
225-062 山東町与布土２ 朝来市 山東町与布土 新京 2.0
225-063 山東町迫間１ 朝来市 山東町迫間 後山 1.0
225-064 山東町迫間２ 朝来市 山東町迫間 下山 3.0
225-065 山東町喜多垣 朝来市 山東町喜多垣 喜多垣 1.0
225-066 山東町大月 朝来市 山東町大月 東南山 2.0
225-067 山東町楽音寺 朝来市 山東町楽音寺 上町 1.0
225-068 山東町柴 朝来市 山東町柴 日向山 1.0
225-069 山東町越田 朝来市 山東町越田 上の段 1.0
225-070 沢 朝来市 沢 横尾 2.0
225-071 石田 朝来市 石田 ｶﾔｶﾞｻｺ 2.0
225-072 新井 朝来市 新井 山田 12.0
225-073 岩津１ 朝来市 岩津 野の谷 2.0
225-074 岩津２ 朝来市 岩津 中山 5.0
225-075 羽淵 朝来市 羽淵 以後 7.0
225-076 佐嚢１ 朝来市 佐嚢 大ｻｺ 6.0
225-077 佐嚢２ 朝来市 佐嚢 ﾃﾝﾎﾞｳ 9.0
225-078 佐嚢３ 朝来市 佐嚢 王呂 5.0
225-079 佐嚢４ 朝来市 佐嚢 村坂 2.0
225-080 佐嚢５ 朝来市 佐嚢 ﾏｶﾞﾘ山 1.0
225-081 佐嚢６ 朝来市 佐嚢 ﾏｶﾞﾘ山 1.0
225-082 八代 朝来市 八代 長谷波 2.0
225-083 新井１ 朝来市 新井 崎山 5.0
225-084 新井２ 朝来市 新井 中山 1.0
225-085 多々良木 朝来市 多々良木 茅畔 1.0
225-086 立脇 朝来市 立脇 赤溝 2.0
225-087 物部 朝来市 物部 寺加谷 1.0
225-088 岩津 朝来市 岩津 小谷 2.0
225-089 上八代１ 朝来市 上八代 杉才 1.0
225-090 田路(1) 朝来市 田路 鳥ノ奥 1.0
225-091 上八代２ 朝来市 上八代 字田輪 4.0
225-092 生野町栃原1 朝来市 生野町栃原 寺ノ谷 2.0
225-093 生野町栃原2 朝来市 生野町栃原 寺ノ谷 1.0
225-094 山口 朝来市 山口 奥谷 9.0
225-095 生野町栃原３ 朝来市 生野町栃原 桑の山 5.0
225-096 山東町与布土３ 朝来市 山東町与布土 樋ヶ渕 5.0
225-097 山内 朝来市 山内 北山 1.0
225-098 納座 朝来市 納座 仲山 2.0
225-099 田路(2) 朝来市 田路 エノジ 1.0
225-106 生野町黒川３ 朝来市 生野町黒川 市野々 1.0
225-107 真弓(4) 朝来市 生野町真弓 滝谷 3.0
225-108 田路(5) 朝来市 田路 カイジリ 1.0
225-109 物部３ 朝来市 物部 宮加谷 1.0
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225-110 生野町円山２ 朝来市 生野町円山 内尾谷 1.0
225-111 立野 朝来市 立野 蓮池 2.0
225-112 和田山町寺谷２ 朝来市 和田山町寺谷 菖蒲谷 1.0
225-113 生野町円山３ 朝来市 生野町円山 中山 1.0
225-114 物部４ 朝来市 物部 木之内 2.0
225-115 田路２ 朝来市 田路 谷山 2.0
225-116 山東町与布土１ 朝来市 山東町与布土 大日向 1.0
225-117 多々良木２ 朝来市 多々良木 塚原 2.0
225-118 岩津２ 朝来市 岩津 奥谷 2.0
225-119 物部５ 朝来市 物部 寺加谷 1.0
225-120 佐嚢7 朝来市 佐嚢 カンダニ 2.0
225-121 生野町小野２ 朝来市 生野町小野 大谷筋 3.0
225-122 和田山町内海２ 朝来市 和田山町内海 南炭山谷 2.0
225-123 和田山町寺谷３ 朝来市 和田山町寺谷 菖蒲谷 2.0
225-124 和田山町林垣２ 朝来市 和田山町林垣 オオロ 2.0
225-125 生野町黒川１ 朝来市 生野町黒川 越前 4.0
225-126 和田山町桑原 朝来市 和田山町桑原 向山 4.0
225-127 和田山町竹田 朝来市 和田山町竹田 諏訪ノ段 3.0
225-128 和田山町藤和 朝来市 和田山町藤和 西垣 3.0
225-129 上八代 朝来市 上八代 冷田 1.0
225-130 和田山町枚田2 朝来市 和田山町枚田 上ミ山 3.0
225-131 生野町上生野 朝来市 生野町上生野 滝道ノ下 5.0
225-132 和田山町市場 朝来市 和田山町市場 大カマ谷 5.0
225-133 和田山町和田２ 朝来市 和田山町和田 和田谷山 5.0
225-134 生野町黒川２ 朝来市 生野町黒川 石橋 4.0
225-135 和田山町玉置 朝来市 和田山町玉置 小林 4.0
225-136 生野町黒川３ 朝来市 生野町黒川 上野山 4.0
225-137 和田山町岡田 朝来市 和田山町岡田 今宮 6.0
225-138 和田山町高生田３ 朝来市 和田山町高生田 鎌山 5.0
225-139 生野町川尻 朝来市 生野町川尻 奥山 3.0
225-140 生野町口銀谷 朝来市 生野町口銀谷 寺ノ上 6.0
225-141 山東町与布土２ 朝来市 山東町与布土 弘法寺 6.0
225-142 桑市 朝来市 桑市 上地 4.0
225-143 生野町円山４ 朝来市 生野町円山 カナギザ 6.0
225-144 岩津３ 朝来市 岩津 中山 6.0
225-145 和田山町内海３ 朝来市 和田山町内海 滝谷 8.0
225-146 佐嚢8 朝来市 佐嚢 平野北山 6.0
225-147 生野町猪野々 朝来市 生野町猪野々 奥野々 7.0
225-148 和田山町久世田1 朝来市 和田山町久世田 漆ヶ谷 8.0
225-149 山東町迫間 朝来市 山東町迫間 宝殿 2.0
225-150 佐嚢9 朝来市 佐嚢 平野北山 13.0
225-151 生野町栃原 朝来市 生野町栃原 寺ノ谷 2.0
225-153 田路(3) 朝来市 田路 竹花 4.0
225-154 田路(4) 朝来市 田路 石谷 5.0
225-155 納座 朝来市 納座 ヒツクベ 11.0
225-156 和田山町和田 朝来市 和田山町和田 東 4.0
225-157 佐嚢10 朝来市 佐嚢 下タ山 1.0
225-158 和田山町久世田2 朝来市 和田山町久世田 与一谷 1.0
225-159 和田山町法道寺 朝来市 和田山町法道寺 西林 2.0
226-001 奥地 淡路市 里 奥地 1.0
226-002 奥地２ 淡路市 里 奥地 1.0
226-003 鳥谷 淡路市 里 鳥谷 2.0
226-004 網代裏 淡路市 塩尾 網代 1.0
226-005 志筑１ 淡路市 志筑 石神 1.0
226-006 志筑２ 淡路市 志筑 1.0
226-007 志筑３ 淡路市 志筑 石畑 2.0
226-008 志筑４ 淡路市 志筑 石畑 6.0
226-009 佐古 淡路市 中田 佐古 1.0
226-010 麻耶山南 淡路市 佐野 神原 1.0
226-011 山坪谷 淡路市 興隆寺 山坪谷 1.0
226-012 中山 淡路市 野田尾 中山 9.0
226-013 長沢西上１ 淡路市 長沢 掘 1.0
226-014 長沢西上２ 淡路市 長沢 岩尾 1.0
226-015 麻耶山（下) 淡路市 野田尾 高山 1.0
226-016 木曾上畑 淡路市 木曾上畑 脇 1.0
226-017 中田 淡路市 中田 出雲 1.0
226-018 池の内 淡路市 池の内 榎谷 1.0
226-019 鵜崎 淡路市 岩屋 鵜崎 1.0
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226-020 古城跡 淡路市 岩屋 古城跡 1.0
226-021 役場裏 淡路市 岩屋 茶間 1.0
226-022 城跡 淡路市 岩屋 城崎 2.0
226-024 長谷ヶ谷 淡路市 岩屋 長谷ヶ谷 1.0
226-025 室津金毘羅宮裏 淡路市 室津 丸山 1.0
226-026 生田畑 淡路市 生田畑 井ﾉ本 1.0
226-027 黒谷 淡路市 黒谷 大戸 1.0
226-028 斗ノ内乙崎 淡路市 斗ノ内 乙崎 1.0
226-029 土生谷 淡路市 育波 土生谷 1.0
226-030 育波１ 淡路市 育波 土生谷 1.0
226-031 資料館裏 淡路市 浅野南 神田原 1.0
226-032 西ﾉ開戸 淡路市 浅野南 西ﾉ開戸 2.0
226-033 小田土井 淡路市 小田 土井 1.0
226-034 小学校裏 淡路市 仁井 井の内 1.0
226-035 東山 淡路市 仁井 東山 2.0
226-036 長畠１ 淡路市 長畠 休場 1.0
226-037 長畠２ 淡路市 長畠 笹尾 1.0
226-038 育波２ 淡路市 育波 1.0
226-039 富島島脇 淡路市 富島 島脇 1.0
226-040 戸ケ鼻池 淡路市 野島常盤 大戸 1.0
226-041 野島蟇浦１ 淡路市 野島蟇浦 大戸 2.0
226-042 野島蟇浦２ 淡路市 野島蟇浦 小松原 1.0
226-043 野島常盤 淡路市 野島常盤 城 1.0
226-044 大谷 淡路市 野島轟木 大谷 4.0
226-045 野島轟木１ 淡路市 野島轟木 大谷 2.0
226-046 野島轟木２ 淡路市 野島轟木 大谷 2.0
226-047 野島轟木３ 淡路市 野島轟木 馬目ヶ谷 2.0
226-048 野島轟木４ 淡路市 野島轟木 浅谷 8.0
226-049 瀬戸川 淡路市 野島大川 瀬戸川 2.0
226-050 野島大川 淡路市 野島大川 大平 5.0
226-051 野島江崎１ 淡路市 野島江崎 青梨 1.0
226-052 野島江崎２ 淡路市 野島江崎 大谷 2.0
226-053 野島江崎３ 淡路市 野島江崎 大谷 2.0
226-054 野島江崎４ 淡路市 野島江崎 新開 1.0
226-055 芦谷 淡路市 野島江崎 芦谷 3.0
226-056 野島江崎５ 淡路市 野島江崎 谷山 1.0
226-057 野島江崎６ 淡路市 野島江崎 小屋谷 1.0
226-058 野島江崎７ 淡路市 野島江崎 小屋谷 1.0
226-059 野島江崎８ 淡路市 野島江崎 小磯 1.0
226-060 野島江崎９ 淡路市 野島江崎 小屋谷 1.0
226-061 野島江崎１０ 淡路市 野島江崎 小磯 2.0
226-062 野島江崎１１ 淡路市 野島江崎 小磯 1.0
226-063 育波３ 淡路市 育波 1.0
226-064 野島蟇浦３ 淡路市 野島蟇浦 1.0
226-065 長畠３ 淡路市 長畠 笹尾 1.0
226-066 生田田尻２ 淡路市 生田田尻 片平 1.0
226-067 山田 淡路市 山田 西谷 1.0
226-068 草香 淡路市 草香 松本 1.0
226-069 草香北１ 淡路市 草香北 丸山 1.0
226-070 丸山 淡路市 草香北 亀ヶ熊 1.0
226-071 柳沢 淡路市 柳沢 森口 4.0
226-072 深山 淡路市 江井 深山 1.0
226-073 竹谷 淡路市 竹谷 大谷 1.0
226-074 平見 淡路市 江井 平見 1.0
226-075 江井小学校裏 淡路市 江井 カケ 1.0
226-076 大水谷 淡路市 江井 大水谷 1.0
226-077 生コン裏 淡路市 江井 小水谷口 1.0
226-078 井ノ上 淡路市 上河合 井ノ上 1.0
226-079 撫南 淡路市 郡家 丸山ノ下 1.0
226-080 二又 淡路市 郡家 二又 1.0
226-081 北山 淡路市 北山 大谷 1.0
226-082 住居谷 淡路市 尾崎 住居谷 4.0
226-083 文蔵 淡路市 新村 文蔵 2.0
226-084 枯木 淡路市 尾崎 枯木 1.0
226-085 野田 淡路市 釜口 野田 3.0
226-086 里 淡路市 釜口 里 1.0
226-087 仮屋谷 淡路市 下田 仮屋谷 1.0
226-088 北山 淡路市 久留麻 北山 3.0
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226-089 白山神社 淡路市 白山 白山 1.0
226-090 夫妻石 淡路市 白山 夫妻石 1.0
226-091 伯母様 淡路市 白山 伯母様 1.0
226-092 太古田山 淡路市 白山 太古田山 1.0
226-093 役場裏 淡路市 久留麻 宮山 2.0
226-094 粟谷 淡路市 楠本 粟谷 1.0
226-095 井出ノ上 淡路市 楠本 井出ノ上 2.0
226-096 大阪 淡路市 楠本 大阪 2.0
226-097 天筒 淡路市 楠本 天筒 1.0
226-098 柿木谷 淡路市 楠本 柿木谷 15.0
226-099 叩石 淡路市 室津 叩石 1.0
226-100 西山 淡路市 高山 西山 1.0
226-101 藤ノ木 淡路市 井手 藤ノ木 1.0
226-102 大木谷 淡路市 尾崎 大木谷 1.0
226-103 東 淡路市 生穂 東 2.0
226-104 梅ノ木 淡路市 生田田尻 梅ノ木 1.0
226-105 鳥取 淡路市 佐野 鳥取 1.0
226-106 向田 淡路市 井手 向田 1.0
226-107 志筑5 淡路市 志筑 天神 2.0
226-108 由谷 淡路市 郡家 由谷 1.0
226-109 佐野１ 淡路市 佐野 家ノ裏 2.0
226-110 野島蟇浦 淡路市 野島蟇浦 愛宕 2.0
226-111 志筑 淡路市 志筑 池田 1.0
226-112 黒谷３ 淡路市 黒谷 柳が谷 3.0
226-113 木曾上 淡路市 木曾上 大谷 1.0
226-114 佐野２ 淡路市 佐野 大塩 2.0
226-115 舟木 淡路市 舟木 堂ノ後 3.0
226-116 興隆寺 淡路市 興隆寺 道久 5.0
226-117 田ノ脇 淡路市 岩屋 田ノ脇 1.0
226-118 高山 淡路市 高山 1.0
227-001 山崎町下比地 宍粟市 山崎町下比地 湯谷ヶ口 4.0
227-002 山崎町段 宍粟市 山崎町段 観音谷 1.0
227-003 山崎町土万１ 宍粟市 山崎町土万 小保木 4.0
227-004 山崎町土万２ 宍粟市 山崎町土万 山根 2.0
227-005 山崎町塩山 宍粟市 山崎町塩山 加賀須 4.0
227-006 山崎町大沢 宍粟市 山崎町大沢 河内 3.0
227-007 野々谷 宍粟市 山崎町大沢 野々谷 8.0
227-008 山崎町小茅野１ 宍粟市 山崎町小茅野 ニラ畑 3.0
227-009 山崎町小茅野２ 宍粟市 山崎町小茅野 宮ノ下 19.0
227-010 山崎町小茅野３ 宍粟市 山崎町小茅野 上月 7.0
227-011 山崎町塩山 宍粟市 山崎町塩山 赤坂 6.0
227-012 山崎町土万３ 宍粟市 山崎町土万 サコ山 10.0
227-013 山崎町塩田１ 宍粟市 山崎町塩田 籠桶 3.0
227-014 山崎町青木 宍粟市 山崎町青木 向イ谷 7.0
227-015 山崎町塩田２ 宍粟市 山崎町塩田 成岡 2.0
227-016 山崎町塩田3 宍粟市 山崎町塩田 北谷口 8.0
227-017 山崎町塩田４ 宍粟市 山崎町塩田 政所 3.0
227-018 山崎町塩田５ 宍粟市 山崎町塩田 木戸 2.0
227-019 山崎町青木１ 宍粟市 山崎町青木 廻り谷 20.0
227-020 山崎町青木２ 宍粟市 山崎町青木 槙谷 3.0
227-021 山崎町青木３ 宍粟市 山崎町青木 三田ノ上 5.0
227-022 山崎町高下１ 宍粟市 山崎町高下 大谷 7.0
227-023 山崎町高下２ 宍粟市 山崎町高下 管本 10.0
227-024 山崎町高下３ 宍粟市 山崎町高下 米山 2.0
227-025 山崎町市場 宍粟市 山崎町市場 法津 4.0
227-026 山崎町加生 宍粟市 山崎町加生 奥ノ谷山 5.0
227-027 山崎町上寺１ 宍粟市 山崎町上寺 雨ノ鼻 2.0
227-028 山崎町上寺２ 宍粟市 山崎町上寺 雨ノ鼻 3.0
227-029 山崎町上牧谷 宍粟市 山崎町上牧谷 高下 1.0
227-030 山崎町東下野１ 宍粟市 山崎町東下野 西田 20.0
227-031 山崎町東下野２ 宍粟市 山崎町東下野 井口 16.0
227-032 山崎町中野１ 宍粟市 山崎町中野 三度佐 9.0
227-033 山崎町中野２ 宍粟市 山崎町中野 宮ノ元 2.0
227-034 山崎町上ノ１ 宍粟市 山崎町上ノ 老後 15.0
227-035 山崎町上ノ２ 宍粟市 山崎町上ノ 田ノ上 30.0
227-036 山崎町上ノ３ 宍粟市 山崎町上ノ 川原山口 21.0
227-037 山崎町上ノ４ 宍粟市 山崎町上ノ 上ノ山 34.0
227-038 山崎町中野３ 宍粟市 山崎町中野 権現 10.0
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227-039 山崎町東下野３ 宍粟市 山崎町東下野 ナサラベ 1.0
227-040 山崎町上牧谷 宍粟市 山崎町上牧谷 糸崎 1.0
227-041 山崎町片山 宍粟市 山崎町片山 山根 6.0
227-042 山崎町生谷 宍粟市 山崎町生谷 東法師ヶ谷 2.0
227-043 山崎町三津 宍粟市 山崎町三津 北山 4.0
227-044 山崎町五十波1 宍粟市 山崎町五十波 大畑 6.0
227-045 山崎町五十波２ 宍粟市 山崎町五十波 才の元 1.0
227-046 山崎町田井１ 宍粟市 山崎町田井 妙慶谷 3.0
227-047 山崎町田井２ 宍粟市 山崎町田井 菖蒲谷 25.0
227-048 山崎町田井３ 宍粟市 山崎町田井 宮ノ谷 9.0
227-049 山崎町清野 宍粟市 山崎町清野 長谷 2.0
227-050 山崎町杉ヶ瀬 宍粟市 山崎町杉ヶ瀬 クシケ谷 15.0
227-051 山崎町矢原 宍粟市 山崎町矢原 宮ノ谷 9.0
227-052 山崎町中 宍粟市 山崎町中 中山 1.0
227-053 山崎町三谷 宍粟市 山崎町三谷 道上 4.0
227-054 山崎町須賀沢 宍粟市 山崎町須賀沢 非尼谷 2.0
227-055 山崎町川戸１ 宍粟市 山崎町川戸 上ノ山 3.0
227-056 山崎町川戸２ 宍粟市 山崎町川戸 上ノ山 2.0
227-057 山崎町宇原 宍粟市 山崎町宇原 堰山 2.0
227-058 山崎町母栖 宍粟市 山崎町母栖 上ノ山 7.0
227-059 山崎町塩山 宍粟市 山崎町塩山 宮ノ段 2.0
227-060 山崎町段 宍粟市 山崎町段 亀ノ尾 3.0
227-061 山崎町葛根 宍粟市 山崎町葛根 畑尻の上 10.0
227-062 山崎町元山崎 宍粟市 山崎町元山崎 上ノ山 1.0
227-063 山崎町三谷 宍粟市 山崎町三谷 淡路 3.0
227-064 一宮町閏賀 宍粟市 一宮町閏賀 高畑 6.0
227-065 一宮町深河谷１ 宍粟市 一宮町深河谷 弥治郎　谷山 8.0
227-066 一宮町深河谷２ 宍粟市 一宮町深河谷 上工谷 14.0
227-067 一宮町西深１ 宍粟市 一宮町西深 上ノ山 21.0
227-068 一宮町西深1 宍粟市 一宮町西深 馬ジ 12.0
227-069 一宮町河原田1 宍粟市 一宮町河原田 釜河内 7.0
227-070 一宮町三方町 宍粟市 一宮町三方町 城山 9.0
227-071 一宮町公文 宍粟市 一宮町公文 峡 4.0
227-072 一宮町百千家満 宍粟市 一宮町百千家満 寺垣内 1.0
227-073 一宮町倉床 宍粟市 一宮町倉床 生身 3.0
227-074 一宮町黒原 宍粟市 一宮町黒原 西坂谷 1.0
227-075 一宮町黒原 宍粟市 一宮町黒原 丑ノ谷 2.0
227-076 一宮町上岸田１ 宍粟市 一宮町上岸田 戸谷 7.0
227-077 一宮町上岸田２ 宍粟市 一宮町上岸田 松葉谷 2.0
227-078 一宮町福中 宍粟市 一宮町福中 イシコロビ 5.0
227-079 一宮町草木 宍粟市 一宮町草木 西家の上 3.0
227-080 一宮町千町 宍粟市 一宮町千町 浦山 16.0
227-081 一宮町福知１ 宍粟市 一宮町福知 田ノ小屋 33.0
227-082 一宮町福知２ 宍粟市 一宮町福知 登り 8.0
227-083 一宮町福知3 宍粟市 一宮町福知 向ヒ山 5.0
227-084 一宮町福知4 宍粟市 一宮町福知 長山 3.0
227-085 一宮町生栖 宍粟市 一宮町生栖 梶原 13.0
227-086 一宮町安積 宍粟市 一宮町安積 曲里山 59.0
227-087 一宮町下野田 宍粟市 一宮町下野田 トチノ元 47.0
227-088 一宮町東市場 宍粟市 一宮町東市場 人ツ山 14.0
227-089 一宮町黒原 宍粟市 一宮町黒原 ホウ山 6.0
227-090 一宮町深河谷 宍粟市 一宮町深河谷 川永 18.0
227-091 一宮町西深 宍粟市 一宮町西深 垣見口 7.0
227-092 波賀町日見谷１ 宍粟市 波賀町日見谷 ホラ谷 1.0
227-093 波賀町日見谷２ 宍粟市 波賀町日見谷 ホキ 9.0
227-094 波賀町小野１ 宍粟市 波賀町小野 タヌキヨ 7.0
227-095 波賀町小野2 宍粟市 波賀町小野 段林 4.0
227-096 波賀町小野３ 宍粟市 波賀町小野 向ヒ山 1.0
227-097 波賀町小野３ 宍粟市 波賀町小野 ヒナ山 9.0
227-098 波賀町安賀１ 宍粟市 波賀町安賀 空林 11.0
227-099 波賀町安賀２ 宍粟市 波賀町安賀 宮ノ上 1.0
227-100 波賀町斉木 宍粟市 波賀町斉木 漆谷 1.0
227-101 波賀町原１ 宍粟市 波賀町原 宮ノ谷 17.0
227-102 波賀町原２ 宍粟市 波賀町原 トチサコ 2.0
227-103 波賀町原３ 宍粟市 波賀町原 西ニレンジ 6.0
227-104 波賀町鹿伏１ 宍粟市 波賀町鹿伏 植木 6.0
227-105 波賀町鹿伏２ 宍粟市 波賀町鹿伏 セイキ 3.0
227-106 波賀町戸倉１ 宍粟市 波賀町戸倉 スガ町 6.0
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227-107 波賀町戸倉２ 宍粟市 波賀町戸倉 スガ町 8.0
227-108 波賀町戸倉３ 宍粟市 波賀町戸倉 宮ノ後 5.0
227-109 波賀町戸倉４ 宍粟市 波賀町戸倉 上向山 4.0
227-110 波賀町道谷１ 宍粟市 波賀町道谷 町通り 7.0
227-111 波賀町道谷２ 宍粟市 波賀町道谷 畑ヶ谷 5.0
227-112 波賀町戸倉５ 宍粟市 波賀町戸倉 杉谷 10.0
227-113 波賀町鹿伏３ 宍粟市 波賀町鹿伏 鶴ヶ岡 4.0
227-114 波賀町鹿伏４ 宍粟市 波賀町鹿伏 堂山 4.0
227-115 波賀町鹿伏５ 宍粟市 波賀町鹿伏 カイサコ 4.0
227-116 波賀町引原 宍粟市 波賀町引原 三久安 8.0
227-117 波賀町日ノ原１ 宍粟市 波賀町日ノ原 大曲り 17.0
227-118 波賀町日ノ原２ 宍粟市 波賀町日ノ原 二連瀬 8.0
227-119 波賀町原４ 宍粟市 波賀町原 防垣内 3.0
227-120 波賀町原５ 宍粟市 波賀町原 権現 1.0
227-121 波賀町原６ 宍粟市 波賀町原 権現 4.0
227-122 波賀町野尻 宍粟市 波賀町野尻 向山 13.0
227-123 波賀町皆木 宍粟市 波賀町皆木 白口 19.0
227-124 波賀町上野１ 宍粟市 波賀町上野 徳長 2.0
227-125 波賀町上野２ 宍粟市 波賀町上野 城 3.0
227-126 波賀町谷１ 宍粟市 波賀町谷 溝野山 6.0
227-127 波賀町谷２ 宍粟市 波賀町谷 中山 5.0
227-128 波賀町谷３ 宍粟市 波賀町谷 東山 5.0
227-129 波賀町今市 宍粟市 波賀町今市 森の前 1.0
227-130 波賀町鹿伏 宍粟市 波賀町鹿伏 清木 8.0
227-131 千種町下河野 宍粟市 千種町下河野 宮ノ下 11.0
227-132 千種町室 宍粟市 千種町室 奥 1.0
227-133 千種町西山１ 宍粟市 千種町西山 土井 5.0
227-135 千種町西山３ 宍粟市 千種町西山 花尻 5.0
227-136 千種町西山４ 宍粟市 千種町西山 垣内 4.0
227-137 千種町千草１ 宍粟市 千種町千草 木ノ原 7.0
227-138 千種町西河内 宍粟市 千種町西河内 高保木 13.0
227-139 千種町河内１ 宍粟市 千種町河内 水木 5.0
227-140 千種町河内２ 宍粟市 千種町河内 下田 4.0
227-141 千種町岩野辺１ 宍粟市 千種町岩野辺 森脇 7.0
227-143 千種町岩野辺３ 宍粟市 千種町岩野辺 高山 2.0
227-144 千種町岩野辺４ 宍粟市 千種町岩野辺 山田 3.0
227-145 千種町黒土 宍粟市 千種町黒土 道ノ上 12.0
227-146 千種町鷹巣１ 宍粟市 千種町鷹巣 棟山 1.0
227-147 千種町鷹巣２ 宍粟市 千種町鷹巣 村ノ内 9.0
227-148 千種町鷹巣３ 宍粟市 千種町鷹巣 村ノ岡 1.0
227-149 千種町下河野 宍粟市 千種町下河野 井筒元 6.0
227-150 千種町岩野辺 宍粟市 千種町岩野辺 円の元 1.0
227-151 千種町鷹巣４ 宍粟市 千種町鷹巣 谷口 6.0
227-152 山崎町梯 宍粟市 山崎町梯 毛剃 17.0
227-153 山崎町上ノ 宍粟市 山崎町上ノ 老後下 16.0
227-154 山崎町与位 宍粟市 山崎町与位 シカキ谷 24.0
227-155 山崎町五十波 宍粟市 山崎町五十波 大畑 11.0
227-156 一宮町草木 宍粟市 一宮町草木 向山 5.0
227-157 一宮町横山 宍粟市 一宮町横山 上ミ谷 5.0
227-158 一宮町安積 宍粟市 一宮町安積 本谷 7.0
227-159 一宮町能倉 宍粟市 一宮町能倉 地ゴク谷 3.0
227-160 一宮町上岸田 宍粟市 一宮町上岸田 滝山 8.0
227-161 波賀町上野１ 宍粟市 波賀町上野 中谷 2.0
227-162 波賀町上野２ 宍粟市 波賀町上野 墓地 4.0
227-163 波賀町上野３ 宍粟市 波賀町上野 上東山 4.0
227-164 一宮町上野田 宍粟市 一宮町上野田 打呑口 5.0
227-165 波賀町有賀 宍粟市 波賀町有賀 長谷 3.0
227-166 千種町千草２ 宍粟市 千種町千草 上谷 11.0
227-199 ユリ上ヱ 宍粟市 一宮町深河谷 ユリ上ヱ 4.0
227-203 一宮町福知６ 宍粟市 一宮町福知 白口向ヒ 4.0
227-204 一宮町福知７ 宍粟市 一宮町福知 白口向ヒ 8.0
227-214 西谷 宍粟市 千種町七野 西谷 19.0
227-215 上ミ山 宍粟市 波賀町今市 上ミ山 5.0
227-250 千種町七野 宍粟市 千種町七野 山根 1.0
227-251 向河原 宍粟市 千種町七野 向河原 2.0
227-252 サコ山 宍粟市 山崎町土万 サコ山 1.0
227-253 柳谷 宍粟市 千種町岩野辺 柳谷 1.0
227-254 南 宍粟市 一宮町福知 南 3.0
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227-255 山崎町上寺 宍粟市 山崎町上寺 水ヶ谷 1.0
227-256 山崎町宇野 宍粟市 山崎町宇野 東山 1.0
227-257 山崎町塩田 宍粟市 山崎町塩田 九鬼 1.0
227-258 山崎町与位２ 宍粟市 山崎町与位 皆尻 1.0
227-259 山崎町生谷２ 宍粟市 山崎町生谷 東法師ヶ谷 1.0
227-260 千種町七野２ 宍粟市 千種町七野 寺ノ前 2.0
227-261 山崎町中２ 宍粟市 山崎町中 寺所 2.0
227-262 波賀町引原２ 宍粟市 波賀町引原 三久安 2.0
227-263 山崎町五十波2 宍粟市 山崎町五十波 大畑 1.0
227-264 一宮町生栖２ 宍粟市 一宮町生栖 塚ノ元 3.0
227-265 一宮町伊和１ 宍粟市 一宮町伊和 上へ中山 1.0
227-266 千種町黒土２ 宍粟市 千種町黒土 城ヶ乢 3.0
227-267 波賀町鹿伏２ 宍粟市 波賀町鹿伏 植木 4.0
227-268 山崎町葛根２ 宍粟市 山崎町葛根 矢野 1.0
227-269 一宮町公文２ 宍粟市 一宮町公文 浅後 2.0
227-270 一宮町能倉２ 宍粟市 一宮町能倉 小丸 4.0
227-271 山崎町下町 宍粟市 山崎町下町 池ノ下 4.0
227-272 一宮町能倉３ 宍粟市 一宮町能倉 垣内 3.0
227-273 山崎町片山２ 宍粟市 山崎町片山 山根 5.0
227-274 一宮町河原田 宍粟市 一宮町河原田 エフカ 4.0
227-275 一宮町能倉４ 宍粟市 一宮町能倉 西山 5.0
227-276 一宮町伊和２ 宍粟市 一宮町伊和 平畑 6.0
227-277 波賀町野尻２ 宍粟市 波賀町野尻 林ノ谷 2.0
227-278 千種町西河内２ 宍粟市 千種町西河内 上ノ山 8.0
227-279 一宮町倉床２ 宍粟市 一宮町倉床 中冨土野 7.0
227-280 金山 宍粟市 一宮町安積 金山 2.0
227-281 丸山 宍粟市 一宮町安積 丸山 2.0
227-282 森ケ八十 宍粟市 一宮町閏賀 森ケ八十 3.0
227-283 一宮町河原田２ 宍粟市 一宮町河原田 フクラガ谷 2.0
227-284 一宮町河原田３ 宍粟市 一宮町河原田 フクラガ谷 3.0
227-285 エフカ 宍粟市 一宮町河原田 エフカ 2.0
227-286 下垣内 宍粟市 一宮町草木 下垣内 3.0
227-287 大谷 宍粟市 一宮町草木 大谷 11.0
227-288 子ジレガサコ 宍粟市 一宮町草木 子ジレガサコ 3.0
227-289 手洗 宍粟市 一宮町公文 手洗 8.0
227-290 上冨土野 宍粟市 一宮町倉床 上冨土野 3.0
227-291 桑垣 宍粟市 一宮町倉床 桑垣 2.0
227-292 浜廻 宍粟市 一宮町倉床 浜廻 3.0
227-293 西坂谷 宍粟市 一宮町黒原 西坂谷 2.0
227-294 東坂谷 宍粟市 一宮町黒原 東坂谷 2.0
227-295 太谷 宍粟市 一宮町黒原 太谷 1.0
227-296 谷口 宍粟市 一宮町黒原 谷口 2.0
227-298 向ヒ 宍粟市 一宮町千町 向ヒ 5.0
227-299 林 宍粟市 一宮町千町 林 4.0
227-300 馬ジ 宍粟市 一宮町西深ほか 馬ジほか 13.0
227-301 前田 宍粟市 一宮町能倉 前田 4.0
227-302 打呑口 宍粟市 一宮町能倉 打呑口 15.0
227-303 上高下 宍粟市 一宮町東河内 上高下 2.0
227-304 堂垣内 宍粟市 一宮町百千家満 堂垣内 3.0
227-305 金山末 宍粟市 一宮町深河谷 金山末 3.0
227-306 下河原 宍粟市 一宮町深河谷 下河原 12.0
227-307 五蔵山 宍粟市 一宮町深河谷 五蔵山 7.0
227-308 一宮町福知５ 宍粟市 一宮町福知 アラボリ 4.0
227-309 吉野 宍粟市 一宮町福中 吉野 6.0
227-310 一宮町福知８ 宍粟市 一宮町福知 登り 13.0
227-311 弥次郎谷 宍粟市 一宮町閏賀 弥次郎谷 2.0
227-312 弥次郎谷 宍粟市 一宮町閏賀 弥次郎谷 4.0
227-313 山平 宍粟市 千種町河呂 山平 3.0
227-314 河久保 宍粟市 千種町河呂 河久保 18.0
227-315 河久保 宍粟市 千種町河呂 河久保 16.0
227-316 松ノ木 宍粟市 千種町河内 松ノ木 36.0
227-317 河久保 宍粟市 千種町河内 河久保ほか 28.0
227-319 猶原 宍粟市 千種町下河野 猶原 4.0
227-320 中島 宍粟市 波賀町小野 中島 4.0
227-321 鶴ヶ岡 宍粟市 波賀町鹿伏 鶴ヶ岡 4.0
227-322 西奥山 宍粟市 波賀町谷 西奥山 2.0
227-323 小谷 宍粟市 波賀町野尻 小谷 7.0
227-324 波賀町原７ 宍粟市 波賀町原 大将 3.0
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227-325 カラウコ 宍粟市 波賀町引原 カラウコ 9.0
227-326 長野 宍粟市 波賀町日見谷 長野 1.0
227-327 和田 宍粟市 波賀町日見谷 和田ほか 6.0
227-328 大畑 宍粟市 山崎町五十波 大畑 8.0
227-329 戸谷 宍粟市 山崎町青木 戸谷 6.0
227-330 山才 宍粟市 山崎町宇野 山才 3.0
227-331 場ヶ谷 宍粟市 山崎町大沢 場ヶ谷 3.0
227-332 小河内 宍粟市 山崎町大沢 小河内 2.0
227-333 小矢ノ東平 宍粟市 山崎町葛根 小矢ノ東平 4.0
227-334 畑尻ノ山 宍粟市 山崎町葛根 畑尻ノ山 3.0
227-335 矢ノ山 宍粟市 山崎町葛根 矢ノ山 13.0
227-336 カシ谷 宍粟市 山崎町岸田 カシ谷 2.0
227-337 シャレ谷 宍粟市 山崎町岸田 シャレ谷 6.0
227-338 池ノ谷 宍粟市 山崎町高下 池ノ谷 6.0
227-339 万燈山 宍粟市 山崎町高所 万燈山 1.0
227-340 鍛冶屋谷 宍粟市 山崎町高所 鍛冶屋谷 1.0
227-341 丸山 宍粟市 山崎町塩田 丸山 5.0
227-342 丸山 宍粟市 山崎町塩田 丸山 4.0
227-343 焼尾 宍粟市 山崎町塩田 焼尾 1.0
227-344 中川原 宍粟市 山崎町塩田 中川原 2.0
227-345 加賀須 宍粟市 山崎町塩山 加賀須 6.0
227-346 下谷 宍粟市 山崎町下比地 下谷 4.0
227-347 長泉寺 宍粟市 山崎町下町 長泉寺 4.0
227-348 横谷 宍粟市 山崎町段 横谷ほか 5.0
227-349 駒ヶ谷 宍粟市 山崎町矢原 駒ヶ谷 11.0
227-350 岩ヶ谷 宍粟市 山崎町横須 岩ヶ谷 5.0
227-351 岩ヶ谷 宍粟市 山崎町横須 岩ヶ谷 6.0
227-353 構谷垣内 宍粟市 一宮町公文 構谷垣内 1.0
227-354 井ノ谷 宍粟市 一宮町千町 井ノ谷 1.0
227-357 山ノ下 宍粟市 山崎町横須 山ノ下 1.0
227-358 一宮町公文３ 宍粟市 一宮町公文 下モ金屋 2.0
227-359 一宮町伊和３ 宍粟市 一宮町伊和 上ヘ中山 1.0
227-360 千種町西山２ 宍粟市 千種町西山 門前 3.0
228-001 上久米 加東市 上久米 北山 2.0
228-002 下久米 加東市 下久米 宮下 1.0
228-003 上鴨川北山ノ北 加東市 上鴨川 北山ノ北 2.0
228-004 上鴨川 加東市 上鴨川 北山ノ北 5.0
228-006 平木御嶽山 加東市 平木 御嶽山 22.0
228-007 平木上南 加東市 平木 上南 1.0
228-009 栄枝 加東市 栄枝 西ノ越 2.0
228-010 松沢 加東市 松沢 大深谷 1.0
228-011 岩屋1 加東市 岩屋 谷垣内 1.0
228-012 永福王子ノ前 加東市 永福 王子ノ前 1.0
228-013 永福畑ヶ谷 加東市 永福 畑ヶ谷 1.0
228-014 横谷 加東市 横谷 樫谷 1.0
228-015 岩屋2 加東市 岩屋 谷垣ﾉ内 1.0
228-016 山口２ 加東市 山口 廻り 1.0
228-017 馬瀬１ 加東市 馬瀬 三草山 3.0
228-018 馬瀬２ 加東市 馬瀬 三草山 4.0
228-019 上鴨川２ 加東市 上鴨川 西山ノ北 5.0
228-020 下鴨川 加東市 下鴨川 西山 7.0
228-021 三草山A 加東市 上三草 三草山 3.0
228-022 下滝野 加東市 下滝野 膳棚 1.0
228-023 社町平木B 加東市 社町平木 御嶽山 3.0
228-024 東条町永福B 加東市 東条町永福 藤池 1.0
228-025 東条町永福B（2） 加東市 東条町永福 足ケ谷 1.0
228-026 滝野町河高B 加東市 滝野町河高 木山谷 1.0
228-027 東条町栄枝B 加東市 東条町栄枝 アタゴ山 1.0
228-028 東条町栄枝B(2） 加東市 東条町栄枝 禅滝谷 1.0
228-029 東条町大畑B 加東市 東条町大畑 細谷 1.0
229-001 揖西町竹原 たつの市 揖西町竹原 播磨塚 3.0
229-002 揖西町長尾１ たつの市 揖西町長尾 薬師山 2.0
229-003 揖西町長尾2 たつの市 揖西町長尾 裏山 5.0
229-004 揖西町小犬丸１ たつの市 揖西町小犬丸 佐水奥山 8.0
229-005 揖西町小犬丸２ たつの市 揖西町小犬丸 中谷奥山 6.0
229-006 揖西町北沢 たつの市 揖西町北沢 追谷 6.0
229-007 龍野町中垣内 たつの市 揖西町中垣内 片林 3.0
229-008 揖西町中垣内 たつの市 揖西町中垣内 黒岩 4.0
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229-009 揖西町小神 たつの市 揖西町小神 東山 3.0
229-010 龍野町片山 たつの市 龍野町片山 寺裏 17.0
229-011 神岡町沢田 たつの市 神岡町沢田 権保谷 40.0
229-012 龍野町中井 たつの市 龍野町中井 中垣内 9.0
229-013 誉田町内山 たつの市 誉田町内山 上ノ山 3.0
229-014 揖西町竹原 たつの市 揖西町竹原 播磨塚 2.0
229-015 揖西町前地 たつの市 揖西町前地 清水寺 1.0
229-016 揖西町尾崎 たつの市 揖西町尾崎 台山 1.0
229-017 新宮町下莇原 たつの市 新宮町下莇原 スゲノ谷 4.0
229-018 新宮町角亀 たつの市 新宮町角亀 坂根 4.0
229-019 新宮町上莇原 たつの市 新宮町上莇原 奥ノ谷 3.0
229-020 新宮町芝田 たつの市 新宮町芝田 荒神山 8.0
229-021 新宮町栗町 たつの市 新宮町栗町 藤木 10.0
229-022 新宮町栗町 たつの市 新宮町栗町 倉ノ尾 21.0
229-023 新宮町奥小屋 たつの市 新宮町奥小屋 向山 4.0
229-024 新宮町千本 たつの市 新宮町千本 西河内北山 8.0
229-025 新宮町宮内 たつの市 新宮町宮内 下山 27.0
229-026 新宮町吉島 たつの市 新宮町吉島 松山 15.0
229-027 新宮町香山 たつの市 新宮町香山 北山 19.0
229-028 新宮町新宮 たつの市 新宮町新宮 峠ノ松 20.0
229-029 新宮町二柏野 たつの市 新宮町二柏野 東山 1.0
229-030 揖保川町馬場 たつの市 揖保川町馬場 北山 21.0
229-031 揖保川町金剛山１ たつの市 揖保川町金剛山 黒岩 1.0
229-032 揖保川町金剛山２ たつの市 揖保川町金剛山 一本松 2.0
229-033 揖保川町浦部 たつの市 揖保川町浦部 北山 8.0
229-034 揖保川町正条 たつの市 揖保川町正条 山王 6.0
229-035 揖保川町原 たつの市 揖保川町原 東山 8.0
229-036 揖保川町片島 たつの市 揖保川町片島 寺山 7.0
229-037 揖保川町二塚 たつの市 揖保川町二塚 水谷 2.0
229-038 揖保川町本篠 たつの市 揖保川町本篠 塚本 1.0
229-039 揖保川町養久 たつの市 揖保川町養久 高畑 1.0
229-040 揖保川町半田 たつの市 揖保川町半田 西山 1.0
229-041 御津町中島１ たつの市 御津町中島 上山王 1.0
229-042 御津町中島２ たつの市 御津町中島 南山 5.0
229-043 御津町中島３ たつの市 御津町中島 南山 10.0
229-044 御津町碇岩１ たつの市 御津町碇岩 北山・黒崎 9.0
229-045 御津町碇岩２ たつの市 御津町碇岩 塚黒 3.0
229-046 御津町黒崎 たつの市 御津町黒崎 武山 1.0
229-047 御津町岩見 たつの市 御津町岩見 西大門 4.0
229-048 御津町朝臣１ たつの市 御津町朝臣 浅池 1.0
229-049 御津町朝臣２ たつの市 御津町朝臣 万燈・山田ノ上 13.0
229-050 御津町黒崎１ たつの市 御津町黒崎 東綾部 1.0
229-051 御津町黒崎２ たつの市 御津町黒崎 折敷谷 2.0
229-052 御津町黒崎３ たつの市 御津町黒崎 基山 1.0
229-053 御津町室津１ たつの市 御津町室津 地唐谷 1.0
229-054 御津町室津２ たつの市 御津町室津 屋津坂 2.0
229-055 御津町室津３ たつの市 御津町室津 尼谷 9.0
229-056 御津町岩見 たつの市 御津町岩見 綾部山 8.0
229-057 新宮町篠首 たつの市 新宮町篠首 十谷 13.0
229-058 揖西町構 たつの市 揖西町構 向山 2.0
229-059 新宮町善定 たつの市 新宮町善定 中山 1.0
229-060 たつの市栗町３ たつの市 新宮町栗町 賀庄 2.0
229-061 岩見(2) たつの市 御津町岩見 南峠 4.0
229-062 愛宕山 たつの市 神岡町北横内 愛宕山 4.0
229-067 新宮町大屋１ たつの市 新宮町大屋 大坪山 8.0
229-069 倉瀬山 たつの市 新宮町千本 倉瀬山 6.0
229-070 殿岡山 たつの市 神岡町入野 殿岡山 2.0
229-071 新宮町上莇原２ たつの市 新宮町上莇原 谷口 1.0
229-072 新宮町牧 たつの市 新宮町牧 山本 1.0
229-073 新宮町鍛冶屋 たつの市 新宮町鍛冶屋 下田 2.0
229-074 新宮町上莇原３ たつの市 新宮町上莇原 一ノ谷 1.0
229-075 新宮町下野 たつの市 新宮町下野 東山 2.0
229-076 新宮町新宮２ たつの市 新宮町新宮 尾畑 3.0
229-077 新宮町下莇原３ たつの市 新宮町下莇原 カンヂリ 2.0
229-078 新宮町市野保 たつの市 新宮町市野保 裏ノ山 4.0
229-079 新宮町曾我井 たつの市 新宮町曾我井 井栄山 3.0
229-080 新宮町下莇原２ たつの市 新宮町下莇原 高畑 2.0
229-081 新宮町吉島２ たつの市 新宮町吉島 古林 6.0
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229-082 新宮町上笹１ たつの市 新宮町上笹 火笹 11.0
229-083 新宮町上笹２ たつの市 新宮町上笹 北山 10.0
229-084 相坂谷 たつの市 新宮町鍛冶屋 相坂谷 1.0
229-085 相坂谷口 たつの市 新宮町下?原 相坂谷口 3.0
229-086 才樫 たつの市 新宮町篠首 才樫 4.0
229-087 荒神山 たつの市 新宮町平野 荒神山 5.0
229-088 向山 たつの市 新宮町牧 向山 12.0
229-089 新宮町下莇原４ たつの市 新宮町下莇原 西山 1.0
229-090 揖保川町大門 たつの市 揖保川町大門 上ノ山 2.0
229-091 新宮町下莇原５ たつの市 新宮町下莇原 嶽尾 1.0
229-092 揖西町新宮 たつの市 揖西町新宮 西山 1.0
229-093 揖西町中垣内２ たつの市 揖西町中垣内 三石山 1.0
229-094 新宮町大屋２ たつの市 新宮町大屋 段 18.0
301-001 円明寺 川辺郡猪名川町 差組 1.0
301-002 上肝川 川辺郡猪名川町 肝川 1.0
301-003 肝川橋 川辺郡猪名川町 肝川 1.0
301-004 神子ノ辻橋 川辺郡猪名川町 上野 2.0
301-005 安養寺 川辺郡猪名川町 上野 1.0
301-006 御手洗橋 川辺郡猪名川町 銀山 2.0
301-007 川床橋 川辺郡猪名川町 万善 2.0
301-008 楊津小学校 川辺郡猪名川町 木津 2.0
301-009 永泰寺 川辺郡猪名川町 柏原 1.0
301-010 鎌倉 川辺郡猪名川町 鎌倉 2.0
301-011 栃原 川辺郡猪名川町 栃原 2.0
301-012 木津東山 川辺郡猪名川町 木津 1.0
301-013 北中橋 川辺郡猪名川町 槻並 1.0
301-014 薬師 川辺郡猪名川町 槻並 1.0
301-015 北野 川辺郡猪名川町 北野 1.0
301-016 和本寺 川辺郡猪名川町 上阿古谷 1.0
301-017 下山橋下 川辺郡猪名川町 民田 1.0
301-018 南山 川辺郡猪名川町 北田原 南山 1.0
301-019 屏風岩 川辺郡猪名川町 北田原 屏風岩 1.0
301-020 寺ノ前 川辺郡猪名川町 清水 寺ノ前 1.0
301-021 愛宕1 川辺郡猪名川町 仁頂寺 愛宕 1.0
301-022 杉生 川辺郡猪名川町 杉生 向山 1.0
301-023 鎌倉２ 川辺郡猪名川町 鎌倉 玄隋山 1.0
301-024 栃原２ 川辺郡猪名川町 栃原 村上 1.0
301-025 笹尾１ 川辺郡猪名川町 笹尾 奥谷甲 2.0
301-026 清水東１ 川辺郡猪名川町 清水東 影浦 1.0
301-027 仁頂寺 川辺郡猪名川町 仁頂寺 平井 1.0
301-028 笹尾２ 川辺郡猪名川町 笹尾 奥谷丙 1.0
301-029 清水東２ 川辺郡猪名川町 清水東 一ノ谷 1.0
301-030 愛宕2 川辺郡猪名川町 仁頂寺 愛宕 1.0
365-001 中区曾我井 多可郡多可町 中区曾我井 財谷 4.0
365-002 中区高岸 多可郡多可町 中区高岸 西山 10.0
365-003 中区門前 多可郡多可町 中区門前 投垣内 2.0
365-004 中区東山 多可郡多可町 中区東山 村東山 1.0
365-005 中区田野口 多可郡多可町 中区田野口 宮の上 1.0
365-006 中区鍛冶屋 多可郡多可町 中区鍛冶屋 菟谷 7.0
365-007 中区中安田１ 多可郡多可町 中区中安田 テラグチ 3.0
365-008 中区森本 多可郡多可町 中区森本 奥谷 1.0
365-009 中区西安田２ 多可郡多可町 中区西安田 塚ケ谷 4.0
365-010 中区中安田２ 多可郡多可町 中区中安田 テラグチ 2.0
365-011 中区東安田１ 多可郡多可町 中区東安田 豊倉 13.0
365-012 中区東安田２ 多可郡多可町 中区東安田 ｶﾝﾉﾝﾔﾏ 1.0
365-013 加美区西脇 多可郡多可町 加美区西脇 南高尾 10.0
365-014 加美区的場１ 多可郡多可町 加美区的場 下所 1.0
365-015 加美区的場２ 多可郡多可町 加美区的場 西山 1.0
365-016 加美区的場３ 多可郡多可町 加美区的場 東山 1.0
365-017 加美区岩座神 多可郡多可町 加美区岩座神 中山 5.0
365-018 加美区轟 多可郡多可町 加美区轟 中山田 9.0
365-019 加美区清水 多可郡多可町 加美区清水 崎船山 3.0
365-020 加美区鳥羽 多可郡多可町 加美区鳥羽 森垣内 15.0
365-021 加美区山寄上１ 多可郡多可町 加美区山寄上 ヲリト 4.0
365-022 加美区山寄上２ 多可郡多可町 加美区山寄上 田中 4.0
365-023 加美区鳥羽１ 多可郡多可町 加美区鳥羽 上ノ山 2.0
365-024 加美区鳥羽２ 多可郡多可町 加美区鳥羽 湯風呂谷 6.0
365-025 加美区鳥羽３ 多可郡多可町 加美区鳥羽 虫葉 11.0
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365-026 加美区山口 多可郡多可町 加美区山口 北山田 11.0
365-027 加美区丹治１ 多可郡多可町 加美区丹治 後山本坂 7.0
365-028 加美区丹治２ 多可郡多可町 加美区丹治 向山 7.0
365-029 加美区大袋 多可郡多可町 加美区大袋 堂谷 17.0
365-030 加美区箸荷 多可郡多可町 加美区箸荷 才田山 9.0
365-031 加美区観音寺 多可郡多可町 加美区観音寺 馬所 9.0
365-032 加美区豊部１ 多可郡多可町 加美区豊部 寺谷口 1.0
365-033 加美区豊部2 多可郡多可町 加美区豊部 久保ケ谷 3.0
365-034 加美区多田１ 多可郡多可町 加美区多田 切尾 1.0
365-035 加美区多田２ 多可郡多可町 加美区多田 切尾 3.0
365-036 加美区熊野部 多可郡多可町 加美区熊野部 中山 3.0
365-037 加美区奥荒田 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山 1.0
365-038 八千代区大和１ 多可郡多可町 八千代区大和 古坂谷 2.0
365-039 八千代区大和２ 多可郡多可町 八千代区大和 柳山寺 6.0
365-040 八千代区大和３ 多可郡多可町 八千代区大和 柳山寺 2.0
365-041 八千代区大和４ 多可郡多可町 八千代区大和 為継 2.0
365-042 八千代区大和５ 多可郡多可町 八千代区大和 桑坂 1.0
365-043 八千代区大和６ 多可郡多可町 八千代区大和 殿垣内 2.0
365-044 八千代区大和７ 多可郡多可町 八千代区大和 上三原 1.0
365-045 八千代区大和８ 多可郡多可町 八千代区大和 上三原 2.0
365-046 八千代区大屋１ 多可郡多可町 八千代区大屋 西内山 2.0
365-047 八千代区大屋２ 多可郡多可町 八千代区大屋 西内山 7.0
365-048 八千代区大屋３ 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 2.0
365-049 八千代区大屋４ 多可郡多可町 八千代区大屋 西長野山 1.0
365-050 八千代区大屋５ 多可郡多可町 八千代区大屋 惣山 1.0
365-051 八千代区大屋６ 多可郡多可町 八千代区大屋 惣山 2.0
365-052 八千代区大屋７ 多可郡多可町 八千代区大屋 東内山 1.0
365-053 八千代区中村1 多可郡多可町 八千代区中村 尾ノ谷 3.0
365-054 八千代区横屋 多可郡多可町 八千代区横屋 寺の下 1.0
365-055 八千代区下村 多可郡多可町 八千代区下村 向山 4.0
365-056 八千代区門田 多可郡多可町 八千代区門田 西山 7.0
365-057 八千代区俵田1 多可郡多可町 八千代区俵田 西林 6.0
365-058 八千代区俵田２ 多可郡多可町 八千代区俵田 亀ヶ谷 4.0
365-059 八千代区俵田３ 多可郡多可町 八千代区俵田 竹谷山 5.0
365-060 八千代区中野間1 多可郡多可町 八千代区中野間 山口 2.0
365-061 八千代区中野間2 多可郡多可町 八千代区中野間 片瀬 12.0
365-062 八千代区中野間３ 多可郡多可町 八千代区中野間 門下山 8.0
365-063 八千代区中野間４ 多可郡多可町 八千代区中野間 門下 7.0
365-064 八千代区下野間 多可郡多可町 八千代区下野間 ｱﾀｷﾞﾍﾞﾗ 4.0
365-065 八千代区下三原 多可郡多可町 八千代区下三原 川向 22.0
365-066 八千代区大和９ 多可郡多可町 八千代区大和 下三原 4.0
365-067 八千代区俵田１ 多可郡多可町 八千代区俵田 亀ヶ谷 18.0
365-068 八千代区俵田２ 多可郡多可町 八千代区俵田 竹谷山 6.0
365-069 八千代区大和１０ 多可郡多可町 八千代区大和 ﾓﾘﾉ下 2.0
365-070 八千代区大和１1 多可郡多可町 八千代区大和 西岩ﾉ内 1.0
365-071 八千代区中村2 多可郡多可町 八千代区中村 堂ﾉ北 1.0
365-072 間子 多可郡多可町 中区間子 樫木林 1.0
365-073 加美区岩座神２ 多可郡多可町 加美区岩座神 中山 1.0
365-074 加美区棚釜１ 多可郡多可町 加美区棚釜 東山 1.0
365-075 加美区棚釜２ 多可郡多可町 加美区棚釜 東山 2.0
365-076 八千代区大屋１ 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 2.0
365-077 八千代区大屋２ 多可郡多可町 八千代区大屋 東内山 2.0
365-078 八千代区大和１ 多可郡多可町 八千代区大和 政鍛治谷 1.0
365-079 八千代区赤坂１ 多可郡多可町 八千代区赤坂 谷ノ口 3.0
365-080 八千代区俵田 多可郡多可町 八千代区俵田 竹谷山 2.0
365-081 中区西安田 多可郡多可町 中区西安田 花ノ木谷 1.0
365-082 八千代区大屋３ 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 2.0
365-083 中区徳畑 多可郡多可町 中区徳畑 シヤノ谷 3.0
365-084 八千代区下村２ 多可郡多可町 八千代区下村 オイソ 3.0
365-085 八千代区赤坂２ 多可郡多可町 八千代区赤坂 奥山 2.0
365-086 八千代区中野間1 多可郡多可町 八千代区中野間 山口 4.0
365-087 中区安楽田 多可郡多可町 中区安楽田 喜四郎山 1.0
365-088 八千代区大和２ 多可郡多可町 八千代区大和 東畑 2.0
365-090 加美区丹治１ 多可郡多可町 加美区丹治 向山 4.0
365-091 八千代区坂本 多可郡多可町 八千代区坂本 久太郎谷林 1.0
365-092 八千代区大和３ 多可郡多可町 八千代区大和 西谷北平 3.0
365-093 八千代区中野間2 多可郡多可町 八千代区中野間 片瀬 3.0
365-094 八千代区下野間２ 多可郡多可町 八千代区下野間 中ノ坪 5.0
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365-095 加美区清水２ 多可郡多可町 加美区清水 山城 3.0
365-096 加美区豊部 多可郡多可町 加美区豊部 下宮前 7.0
365-097 八千代区下野間３ 多可郡多可町 八千代区下野間 中ノ坪 8.0
365-098 八千代区下野間４ 多可郡多可町 八千代区下野間 保木 10.0
365-099 加美区市原 多可郡多可町 加美区市原 西山 8.0
365-100 加美区三谷 多可郡多可町 加美区三谷 笹山 10.0
365-101 加美区門村 多可郡多可町 加美区門村 水呑 5.0
365-102 加美区丹治２ 多可郡多可町 加美区丹治 小屋ケ谷 12.0
365-103 中村妙見谷 多可郡多可町 八千代区中村 妙見谷 11.0
365-104 坂本 多可郡多可町 八千代区坂本 北畑林 3.0
365-105 妙見谷A 多可郡多可町 八千代区中村 妙見谷 3.0
365-106 大和 多可郡多可町 八千代町 大和 2.0
365-107 大屋 多可郡多可町 八千代区 大屋 2.0
365-108 大和 多可郡多可町 八千代区 大和 4.0
365-109 奥中 多可郡多可町 中区 奥中 1.0
365-110 中区奥中B 多可郡多可町 中区奥中 大姫 1.0
442-001 奥 神崎郡市川町 奥 観音寺山 3.0
442-002 神崎 神崎郡市川町 神崎 和田山 2.0
442-003 谷１ 神崎郡市川町 谷 上山角 4.0
442-004 谷２ 神崎郡市川町 谷 2.0
442-005 浅野 神崎郡市川町 浅野 西山 1.0
442-006 西川辺１ 神崎郡市川町 西川辺 井上 8.0
442-007 西川辺２ 神崎郡市川町 西川辺 大谷 2.0
442-008 下瀬加１ 神崎郡市川町 下瀬加 坂ノ谷 1.0
442-009 下瀬加２ 神崎郡市川町 下瀬加 小寺山 5.0
442-010 下瀬加３ 神崎郡市川町 下瀬加 大谷 2.0
442-011 小畑 神崎郡市川町 小畑 北奥谷 1.0
442-012 下瀬加４ 神崎郡市川町 下瀬加 西山 1.0
442-013 下瀬加５ 神崎郡市川町 下瀬加 小寺山 1.0
442-014 上瀬加 神崎郡市川町 上瀬加 3.0
442-015 下牛尾１ 神崎郡市川町 下牛尾 寺谷 1.0
442-016 下牛尾２ 神崎郡市川町 下牛尾 宝谷 1.0
442-017 下牛尾３ 神崎郡市川町 下牛尾 西山 2.0
442-018 下牛尾４ 神崎郡市川町 上牛尾 岩戸 3.0
442-019 下牛尾５ 神崎郡市川町 上牛尾 奥中山 3.0
442-020 下牛尾６ 神崎郡市川町 上牛尾 猪谷西ノ谷 2.0
442-021 下牛尾７ 神崎郡市川町 上牛尾 東防谷 1.0
442-022 下牛尾８ 神崎郡市川町 上牛尾 堂ヶ谷・屋ヶ谷甲 2.0
442-023 下牛尾９ 神崎郡市川町 上牛尾 西川ノ上 6.0
442-024 下牛尾１０ 神崎郡市川町 上牛尾 岩戸 1.0
442-025 下牛尾１１ 神崎郡市川町 下牛尾 忍辱山 1.0
442-026 下瀬加７ 神崎郡市川町 下瀬加 鎌ヶ谷・平石ベラ 1.0
442-027 西田中 神崎郡市川町 西田中 下山 8.0
442-028 田中 神崎郡市川町 田中 護生寺山 2.0
442-029 上牛尾 神崎郡市川町 上牛尾 岩戸奥山 1.0
442-030 下瀬加 神崎郡市川町 下瀬加 御殿谷 2.0
442-031 上田中 神崎郡市川町 上田中 西垣内 2.0
442-032 奥３ 神崎郡市川町 奥 西谷 2.0
442-033 下牛尾 神崎郡市川町 下牛尾 碁林 3.0
442-034 小畑３ 神崎郡市川町 小畑 北谷 3.0
442-035 小畑４ 神崎郡市川町 小畑 栃畑谷 5.0
442-036 小畑５ 神崎郡市川町 小畑 栃畑谷 4.0
443-001 高岡１ 神崎郡福崎町 高岡 応聖寺山 3.0
443-002 高岡２ 神崎郡福崎町 高岡 ウエヤマ 2.0
443-003 田口 神崎郡福崎町 田口 妙見 3.0
443-004 高岡３ 神崎郡福崎町 高岡 ヒガシヤマガミ 3.0
443-005 高岡４ 神崎郡福崎町 高岡 桜 2.0
443-006 福田 神崎郡福崎町 福田 コヤマ 1.0
443-007 山崎１ 神崎郡福崎町 山崎 アサタニ 4.0
443-008 山崎２ 神崎郡福崎町 山崎 3.0
443-009 西田原１ 神崎郡福崎町 西田原 上ノ畑 1.0
443-010 西田原２ 神崎郡福崎町 西田原 北広岡 1.0
443-011 大貫１ 神崎郡福崎町 大貫 姥ヶ懐 1.0
443-012 大貫２ 神崎郡福崎町 大貫 倉谷 1.0
443-013 大貫３ 神崎郡福崎町 大貫 ナカヤマ 1.0
443-014 大貫４ 神崎郡福崎町 大貫 徳尾 1.0
443-015 大貫５ 神崎郡福崎町 大貫 山大 1.0
443-016 大貫６ 神崎郡福崎町 大貫 奥谷 2.0
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443-017 大貫７ 神崎郡福崎町 大貫 相山 1.0
443-018 大貫８ 神崎郡福崎町 大貫 長谷・大岩 1.0
443-019 八千種１ 神崎郡福崎町 八千種 人谷 1.0
443-020 八千種２ 神崎郡福崎町 八千種 小飯盛・西飯盛 1.0
443-021 大貫 神崎郡福崎町 大貫 常光谷 1.0
443-022 田口 神崎郡福崎町 田口 奥山 12.0
443-023 東田原 神崎郡福崎町 東田原 妙徳山 1.0
443-024 西田原 神崎郡福崎町 西田原 北廣岡 1.0
443-025 高岡（風倒木） 神崎郡福崎町 高岡 向ヒ山 11.0
443-026 田口（風倒木） 神崎郡福崎町 田口 北谷 3.0
446-001 柏尾１ 神崎郡神河町 柏尾 大嶽山 3.0
446-002 柏尾２ 神崎郡神河町 柏尾 大嶽山 11.0
446-003 東柏尾１ 神崎郡神河町 東柏尾 尾崎 1.0
446-004 東柏尾２ 神崎郡神河町 東柏尾 2.0
446-005 東柏尾３ 神崎郡神河町 東柏尾 大三角 1.0
446-006 猪篠 神崎郡神河町 猪篠 東山田 6.0
446-007 山田 神崎郡神河町 山田 米山 20.0
446-008 根宇野 神崎郡神河町 根宇野 西次岩 6.0
446-009 岩屋１ 神崎郡神河町 岩屋 23.0
446-010 岩屋２ 神崎郡神河町 岩屋 椋谷 7.0
446-011 岩屋３ 神崎郡神河町 岩屋 椋谷 10.0
446-012 越知１ 神崎郡神河町 越知 6.0
446-013 越知２ 神崎郡神河町 越知 2.0
446-014 越知３ 神崎郡神河町 越知 荒田、垣内 3.0
446-016 大畑１ 神崎郡神河町 大畑 仲山 8.0
446-017 大畑２ 神崎郡神河町 大畑 仲山 15.0
446-018 大畑３ 神崎郡神河町 大畑 宮ノ上 19.0
446-019 作畑１ 神崎郡神河町 作畑 ワリササ 4.0
446-020 作畑２ 神崎郡神河町 作畑 猪野・垣内 2.0
446-021 新田１ 神崎郡神河町 新田 火打野 6.0
446-022 新田２ 神崎郡神河町 新田 水ヶ原 4.0
446-023 作畑３ 神崎郡神河町 作畑 的場 2.0
446-024 大畑 神崎郡神河町 大畑 谷山 7.0
446-025 越知 神崎郡神河町 越知 8.0
446-026 岩屋１ 神崎郡神河町 岩屋 種林 14.0
446-027 岩屋２ 神崎郡神河町 岩屋 本谷 10.0
446-028 福本 神崎郡神河町 福本 錦谷 2.0
446-029 新野１ 神崎郡神河町 新野 清水山 9.0
446-030 新野２ 神崎郡神河町 新野 松茸山 1.0
446-031 上小田１ 神崎郡神河町 上小田 向イ山 24.0
446-032 上小田２ 神崎郡神河町 上小田 久保 4.0
446-033 上小田(3) 神崎郡神河町 上小田 上ノ山 4.0
446-034 上小田４ 神崎郡神河町 上小田 小原 7.0
446-035 南小田１ 神崎郡神河町 南小田 岩獄 11.0
446-036 南小田２ 神崎郡神河町 南小田 クズリ 11.0
446-037 南小田３ 神崎郡神河町 南小田 東山 3.0
446-038 南小田４ 神崎郡神河町 南小田 日和山 1.0
446-039 宮野 神崎郡神河町 宮野 壱谷 6.0
446-040 高朝田１ 神崎郡神河町 高朝田 イケヤ谷 14.0
446-041 高朝田２ 神崎郡神河町 高朝田 大ヘラ 8.0
446-042 高朝田３ 神崎郡神河町 高朝田 上山 2.0
446-043 寺前１ 神崎郡神河町 寺前 白山 7.0
446-044 鍛冶１ 神崎郡神河町 鍛冶 西山根 5.0
446-045 鍛冶２ 神崎郡神河町 鍛冶 西山根 12.0
446-046 大河 神崎郡神河町 大河 タラヤノ谷 5.0
446-047 長谷１ 神崎郡神河町 長谷 ヒラキ 16.0
446-048 長谷２ 神崎郡神河町 長谷 重林 8.0
446-049 川上１ 神崎郡神河町 川上 モチノキ磯 9.0
446-050 川上２ 神崎郡神河町 川上 西ノ山 6.0
446-051 長谷３ 神崎郡神河町 長谷 笹野 10.0
446-052 長谷４ 神崎郡神河町 長谷 畔上 8.0
446-053 長谷５ 神崎郡神河町 長谷 西山 2.0
446-054 淵１ 神崎郡神河町 淵 向山 9.0
446-055 淵２ 神崎郡神河町 淵 日向山 3.0
446-056 栗 神崎郡神河町 栗 浦林 6.0
446-057 大河 神崎郡神河町 大河 才谷ノ下 6.0
446-058 鍛冶 神崎郡神河町 鍛冶 八重ノ上 3.0
446-059 川上 神崎郡神河町 川上 ナガソウ 8.0
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446-060 長谷 神崎郡神河町 長谷 下り松 1.0
446-061 南小田 神崎郡神河町 南小田 峰山 9.0
446-062 大山 神崎郡神河町 大山 内畑 3.0
446-063 山田 神崎郡神河町 山田 大瀬山 1.0
446-065 岩屋６ 神崎郡神河町 岩屋 赤岩ほか 76.0
446-066 越知５ 神崎郡神河町 越知 荒田垣内 1.0
446-067 新田３ 神崎郡神河町 新田 南水谷 2.0
446-068 比延 神崎郡神河町 比延 久保田 3.0
446-069 越知６ 神崎郡神河町 越知 深ダニ 35.0
446-070 上小田５ 神崎郡神河町 上小田 尾原 9.0
446-071 作畑４ 神崎郡神河町 作畑 マカリ谷 5.0
446-072 山田５ 神崎郡神河町 山田 稲子西 1.0
446-073 根宇野２ 神崎郡神河町 根宇野 宮ノ尾 2.0
446-074 作畑１ 神崎郡神河町 作畑 千ヶ峯 2.0
446-075 作畑２ 神崎郡神河町 作畑 石風呂 4.0
446-076 上小田 神崎郡神河町 上小田 大瀬 2.0
446-077 山田６ 神崎郡神河町 山田 三尺山 4.0
446-078 長谷２ 神崎郡神河町 長谷 宮ノ上 3.0
446-079 南小田２ 神崎郡神河町 南小田 石原 7.0
446-080 大畑３ 神崎郡神河町 大畑 竹ノ尻 9.0
446-081 作畑３ 神崎郡神河町 作畑 火釜 12.0
446-082 長谷３ 神崎郡神河町 長谷 タカム子 15.0
446-083 川上２ 神崎郡神河町 川上 スイタニ 14.0
446-084 大畑４ 神崎郡神河町 大畑 柏村 24.0
446-085 南小田（風倒木） 神崎郡神河町 南小田 和入道 2.0
446-086 根宇野２ 神崎郡神河町 根宇野 2.0
464-001 立岡 揖保郡太子町 立岡 立岡山 4.0
464-002 東出 揖保郡太子町 東出 壇特山 4.0
464-003 矢田部 揖保郡太子町 矢田部 壇特山 3.0
464-004 松ヶ下 揖保郡太子町 松ヶ下 東山 1.0
464-005 松尾 揖保郡太子町 松尾 上ノ山 4.0
464-006 上太田 揖保郡太子町 上太田 宮ノ谷 6.0
464-007 山田１ 揖保郡太子町 山田 中山西 1.0
464-008 山田２ 揖保郡太子町 山田 大山 2.0
464-009 原１ 揖保郡太子町 原 土山 2.0
464-010 原２ 揖保郡太子町 原 前山 1.0
464-011 原３ 揖保郡太子町 原 前山 3.0
464-012 松尾 揖保郡太子町 松尾 宮ノ谷 9.0
481-001 天王山 赤穂郡上郡町 山野里 天王山 1.0
481-002 飯坂 赤穂郡上郡町 落地 飯坂 3.0
481-003 宗末 赤穂郡上郡町 高山 宗末 1.0
481-004 山ノ神 赤穂郡上郡町 高山 山ノ神 3.0
481-005 コウゲ山 赤穂郡上郡町 山野里 コウゲ山 1.0
481-006 西山Ⅰ 赤穂郡上郡町 井上 西山 3.0
481-007 中山 赤穂郡上郡町 岩木 中山 9.0
481-008 石塔 赤穂郡上郡町 岩木 石塔 1.0
481-009 上ノ山（上郡町） 赤穂郡上郡町 苔繩 上ノ山 12.0
481-010 一ノ奥 赤穂郡上郡町 河野原 一ノ奥 1.0
481-011 宮ノ向 赤穂郡上郡町 野桑 宮ノ向 1.0
481-012 中尾 赤穂郡上郡町 野桑 中尾 6.0
481-013 丸尾上 赤穂郡上郡町 上郡 丸尾上 1.0
481-014 西山 赤穂郡上郡町 与井 西山 11.0
481-015 東岡 赤穂郡上郡町 小野豆 東岡 1.0
481-016 東之平 赤穂郡上郡町 旭日 東之平 2.0
481-017 奥ノ山 赤穂郡上郡町 上郡 奥ノ山 1.0
481-018 中畑 赤穂郡上郡町 尾長谷 中畑 1.0
481-019 尾曽ヶ谷Ⅱ 赤穂郡上郡町 野桑 尾曽ヶ谷 2.0
481-020 井垣谷 赤穂郡上郡町 大枝 井垣谷 8.0
481-021 カヤバタ 赤穂郡上郡町 岩木 カヤバタ 1.0
481-022 宮谷山 赤穂郡上郡町 梨ヶ原 宮谷山 3.0
481-023 丙木ノ目 赤穂郡上郡町 山野里 丙木ノ目 8.0
481-024 行頭 赤穂郡上郡町 行頭 上ノ山 1.0
481-025 大富１ 赤穂郡上郡町 大富 衛門ギ尾 1.0
481-026 河野原 赤穂郡上郡町 河野原 塔ノ谷 2.0
481-027 尾長谷 赤穂郡上郡町 尾長谷 星尾 2.0
481-028 大富２ 赤穂郡上郡町 大富 河原谷 1.0
481-029 金出地 赤穂郡上郡町 金出地 国光 3.0
481-030 細野 赤穂郡上郡町 細野 丸尾 1.0
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481-031 奥４ 赤穂郡上郡町 奥 大平ラ甲 1.0
481-032 赤松 赤穂郡上郡町 赤松 東山 4.0
481-033 山野里 赤穂郡上郡町 山野里 工ヶ山 1.0
481-034 大枝 赤穂郡上郡町 大枝 奥山 2.0
481-035 金出地 赤穂郡上郡町 金出地 須時 11.0
501-001 福原 佐用郡佐用町 佐用 福原 1.0
501-002 上ノ山１（佐用町） 佐用郡佐用町 山田 上ノ山 2.0
501-003 奥成 佐用郡佐用町 佐用 奥成 1.0
501-004 山ノ神 佐用郡佐用町 乙大木谷 山ノ神 4.0
501-005 鑓飛 佐用郡佐用町 西河内 鑓飛 2.0
501-006 矢ノ平 佐用郡佐用町 乙大木谷 矢ノ平 4.0
501-007 瀬戸 佐用郡佐用町 甲大木谷 瀬戸 2.0
501-008 仁方 佐用郡佐用町 仁方 仁方 1.0
501-009 井垣坂 佐用郡佐用町 甲大木谷 井垣坂 1.0
501-010 松ヶ元 佐用郡佐用町 甲大木谷 松ヶ元 1.0
501-011 中尾 佐用郡佐用町 甲大木谷 中尾 1.0
501-012 宮坂 佐用郡佐用町 甲大木谷 宮坂 1.0
501-013 小猪伏日面 佐用郡佐用町 豊福 小猪伏　日面 2.0
501-014 北川前田 佐用郡佐用町 豊福 北川前田 2.0
501-015 梶逧 佐用郡佐用町 豊福 梶逧 2.0
501-016 深山口 佐用郡佐用町 豊福 深山口 6.0
501-017 日裏 佐用郡佐用町 末包 日裏 4.0
501-018 浦ノ元 佐用郡佐用町 大畠 浦ノ元 2.0
501-019 四十田 佐用郡佐用町 大畠 四十田 1.0
501-020 小平谷 佐用郡佐用町 豊福 小平谷 1.0
501-021 樫山 佐用郡佐用町 豊福 樫山 3.0
501-022 垣内 佐用郡佐用町 仁方 垣内 1.0
501-023 大塚日向 佐用郡佐用町 福沢 大塚日向 6.0
501-024 清水 佐用郡佐用町 福沢 清水 7.0
501-025 竹ノ内 佐用郡佐用町 福沢 竹ノ内 3.0
501-026 檪山 佐用郡佐用町 延吉 檪山 4.0
501-027 大段 佐用郡佐用町 下石井 大段 2.0
501-028 大林 佐用郡佐用町 下石井 大林 8.0
501-029 上ノ山２(佐用町） 佐用郡佐用町 下石井 上ノ山 7.0
501-030 シボ谷 佐用郡佐用町 上石井 シボ谷 20.0
501-031 ハリドコ 佐用郡佐用町 上石井 ハリドコ 9.0
501-032 ダイジョウゴウ 佐用郡佐用町 若州 ダイジョウゴウ 2.0
501-033 笹コウ 佐用郡佐用町 奥海 笹コウ 9.0
501-034 大久保 佐用郡佐用町 上石井 大久保 6.0
501-035 左の逧 佐用郡佐用町 上石井 左の逧 15.0
501-036 タニ 佐用郡佐用町 水根 タニ 4.0
501-037 山本ノ下 佐用郡佐用町 平福 山本ノ下 7.0
501-038 細畠 佐用郡佐用町 庵 細畠 9.0
501-039 南光寺 佐用郡佐用町 桑野 南光寺 1.0
501-040 東大逧 佐用郡佐用町 桑野 東大逧 4.0
501-041 二重谷 佐用郡佐用町 桑野 二重谷 13.0
501-042 上西山 佐用郡佐用町 海内 上西山 9.0
501-043 ヒエ谷 佐用郡佐用町 海内 ヒエ谷 11.0
501-044 吉ヶ谷 佐用郡佐用町 桑野 吉ヶ谷 5.0
501-045 中尾 佐用郡佐用町 口長谷 中尾 5.0
501-046 赤岩 佐用郡佐用町 口長谷 赤岩 3.0
501-047 穴ノ尾 佐用郡佐用町 奥長谷 穴ノ尾 2.0
501-048 前田 佐用郡佐用町 奥長谷 前田 2.0
501-049 岩谷 佐用郡佐用町 奥長谷 岩谷 1.0
501-050 細谷 佐用郡佐用町 口金近 細谷 3.0
501-051 西の谷 佐用郡佐用町 口金近 西の谷 2.0
501-052 小松谷 佐用郡佐用町 口金近 小松谷 1.0
501-053 尾崎 佐用郡佐用町 奥金近 尾崎 1.0
501-054 笹谷 佐用郡佐用町 円応寺 笹谷 1.0
501-055 表山 佐用郡佐用町 円応寺 表山 1.0
501-056 ジャノオ 佐用郡佐用町 佐用 ジャノオ 1.0
501-057 岡ノ向 佐用郡佐用町 海内 岡ノ向 1.0
501-058 高野 佐用郡佐用町 上石井 高野 2.0
501-059 奥成Ⅰ 佐用郡佐用町 佐用 奥成 1.0
501-060 下も西山 佐用郡佐用町 平福 下も西山 17.0
501-061 コヲゲノヲク 佐用郡佐用町 桑野 コヲゲノオク 1.0
501-062 溝奥 佐用郡佐用町 奥海 溝奥 2.0
501-063 細田 佐用郡佐用町 大畠 細田 1.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）
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危険地区
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501-064 吉永 佐用郡佐用町 東中山 吉永 1.0
501-065 中村木戸口 佐用郡佐用町 乙大木谷 中村木戸口 6.0
501-066 庵ノ本 佐用郡佐用町 奥海 庵ノ本 4.0
501-067 大道ノ上 佐用郡佐用町 水根 大道ノ上 10.0
501-068 上ノ山3(佐用町) 佐用郡佐用町 庵 上ノ山 7.0
501-069 桑木逧 佐用郡佐用町 上石井 桑木逧 13.0
501-070 下サラエ 佐用郡佐用町 下石井 下サラエ 4.0
501-071 黒山下タ 佐用郡佐用町 桑野 黒山下タ 2.0
501-072 釜ノ向 佐用郡佐用町 桑野 釜ノ向 4.0
501-073 サコ田 佐用郡佐用町 海内 サコ田 1.0
501-074 荒堀 佐用郡佐用町 奥海 荒堀 4.0
501-075 ミゾウチ 佐用郡佐用町 小赤松 ミゾウチ 1.0
501-076 北畑Ⅰ 佐用郡佐用町 上秋里 北畑 2.0
501-077 仁安 佐用郡佐用町 下秋里 仁安 2.0
501-078 北篠 佐用郡佐用町 下秋里 北篠 1.0
501-079 真野 佐用郡佐用町 上月 真野 1.0
501-080 越田和 佐用郡佐用町 西大畠 越田和 1.0
501-081 東谷 佐用郡佐用町 大日山 東谷 1.0
501-082 池田 佐用郡佐用町 小日山 池田 1.0
501-083 別当 佐用郡佐用町 宇根 別当 1.0
501-084 百丈 佐用郡佐用町 宇根 百丈 2.0
501-085 坊 佐用郡佐用町 宇根 坊 1.0
501-086 庄ノ上 佐用郡佐用町 宇根 庄ノ上 1.0
501-087 姿前 佐用郡佐用町 宇根 姿前 2.0
501-088 尾崎 佐用郡佐用町 須安 尾崎 3.0
501-089 宮ノ本 佐用郡佐用町 須安 宮ノ本 1.0
501-090 池ノ本 佐用郡佐用町 須安 池ノ本 1.0
501-091 向河原 佐用郡佐用町 力万 向河原 1.0
501-092 茶屋ノ前 佐用郡佐用町 皆田 茶屋ノ前 9.0
501-093 宮地 佐用郡佐用町 大垣内 宮地 5.0
501-094 矢原 佐用郡佐用町 才金 矢原 4.0
501-095 西ノ奥 佐用郡佐用町 桜山 西ノ奥 2.0
501-096 奥逧 佐用郡佐用町 桜山 奥逧 4.0
501-097 向山 佐用郡佐用町 桜山 向山 3.0
501-098 山川 佐用郡佐用町 福中 山川 14.0
501-099 北平 佐用郡佐用町 福中 北平 5.0
501-100 堂砂 佐用郡佐用町 福吉 堂砂 1.0
501-101 南 佐用郡佐用町 福中 南 6.0
501-102 中土居尾 佐用郡佐用町 南中山 中土居尾 6.0
501-103 横原 佐用郡佐用町 上月 横原 1.0
501-104 大西 佐用郡佐用町 仁位 大西 1.0
501-105 松山 佐用郡佐用町 円光寺 松山 1.0
501-106 飯ノ山 佐用郡佐用町 久崎 飯ノ山 11.0
501-107 石ヶ戸 佐用郡佐用町 久崎 石ヶ戸 5.0
501-108 平谷 佐用郡佐用町 櫛田 平谷 1.0
501-109 石井Ⅱ 佐用郡佐用町 櫛田 石井 2.0
501-110 石井Ⅰ 佐用郡佐用町 櫛田 石井 4.0
501-111 須山 佐用郡佐用町 櫛田 須山 4.0
501-112 奥山 佐用郡佐用町 櫛田 奥山 4.0
501-113 滝谷Ⅱ 佐用郡佐用町 櫛田 滝谷 2.0
501-114 滝谷 佐用郡佐用町 櫛田 滝谷 12.0
501-115 治賀尾Ⅰ 佐用郡佐用町 大酒 治賀尾 3.0
501-116 小瀬之内 佐用郡佐用町 櫛田 小瀬之内 2.0
501-117 山王 佐用郡佐用町 本郷 山王 1.0
501-118 船戸 佐用郡佐用町 皆田 船戸 1.0
501-119 中ノ坂 佐用郡佐用町 才金 中ノ坂 2.0
501-120 三角畑 佐用郡佐用町 上秋里 三角畑 1.0
501-121 御堂ノ本 佐用郡佐用町 大日山 御堂ノ本 1.0
501-122 瓦坂 佐用郡佐用町 中島 瓦坂 4.0
501-123 西林 佐用郡佐用町 中島 西林 4.0
501-124 上那手 佐用郡佐用町 中島 上那手 6.0
501-125 西山口 佐用郡佐用町 漆野 西山口 9.0
501-126 山ノ神 佐用郡佐用町 上三河 山ノ神 7.0
501-127 岡 佐用郡佐用町 船越 岡 2.0
501-128 名目良 佐用郡佐用町 船越 名目良 12.0
501-129 京ノ花 佐用郡佐用町 河崎 京ノ花 18.0
501-130 上宿向 佐用郡佐用町 下徳久 上宿向 1.0
501-131 小谷 佐用郡佐用町 安川 小谷 1.0
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501-132 小瀬 佐用郡佐用町 多賀 小瀬 1.0
501-133 鋳物小市屋 佐用郡佐用町 下徳久 鋳物小市屋 1.0
501-134 奥ノ谷Ⅰ 佐用郡佐用町 林崎 奥ノ谷 2.0
501-135 段 佐用郡佐用町 西下野 段 4.0
501-136 船越山 佐用郡佐用町 船越 船越山 8.0
501-137 南 佐用郡佐用町 春哉 南 1.0
501-138 岩崎 佐用郡佐用町 真宗 岩崎 2.0
501-139 中野 佐用郡佐用町 真宗 中野 17.0
501-140 黒山 佐用郡佐用町 真宗 黒山 27.0
501-141 間林 佐用郡佐用町 真宗 間林 4.0
501-142 尾木 佐用郡佐用町 志文 尾木 4.0
501-143 田此 佐用郡佐用町 三日月 田此 2.0
501-144 湯浅口 佐用郡佐用町 下本郷 湯浅口 1.0
501-145 ナカムラヒナタ 佐用郡佐用町 下本郷 ナカムラヒナタ 1.0
501-146 茶屋 佐用郡佐用町 三日月 茶屋 1.0
501-147 石ヶ谷 佐用郡佐用町 広山 石ヶ谷 6.0
501-148 谷口 佐用郡佐用町 弦谷 谷口 4.0
501-149 上長田 佐用郡佐用町 末広 上長田 3.0
501-150 惣田 佐用郡佐用町 西大畠 惣田 1.0
501-151 折野 佐用郡佐用町 三ッ尾 折野 1.0
501-152 乃坂 佐用郡佐用町 志文 乃坂 12.0
501-153 上町 佐用郡佐用町 三日月 上町 1.0
501-154 西ノ谷 佐用郡佐用町 三原 西ノ谷 2.0
501-155 渦輪 佐用郡佐用町 三原 渦輪 1.0
501-156 亀尻 佐用郡佐用町 上本郷 亀尻 2.0
501-157 中野向ヒ 佐用郡佐用町 真宗 中野向ヒ 6.0
501-158 イノノ 佐用郡佐用町 真宗 イノノ 10.0
501-159 大谷 佐用郡佐用町 弦谷 大谷 2.0
501-160 森本 佐用郡佐用町 上本郷 森本 3.0
501-161 大谷 佐用郡佐用町 弦谷 大谷 4.0
501-162 国森 佐用郡佐用町 上三河 国森 2.0
501-163 向イ 佐用郡佐用町 下三河 向イ 2.0
501-164 羽蔵乢 佐用郡佐用町 上石井 羽蔵乢 3.0
501-165 大シシ 佐用郡佐用町 下石井 大シシ 4.0
501-166 森谷 佐用郡佐用町 奥金近 森谷 1.0
501-167 奥 佐用郡佐用町 大日山 奥 1.0
501-168 戸谷 佐用郡佐用町 庵 戸谷 8.0
501-169 戸谷 佐用郡佐用町 庵 戸谷 1.0
501-170 寺田ほか 佐用郡佐用町 上石井 寺田ほか 18.0
501-175 大ドウ 佐用郡佐用町 下石井 大ドウ 4.0
501-178 上ノ山４（佐用町） 佐用郡佐用町 延吉 上ノ山 7.0
501-179 横畑 佐用郡佐用町 西河内 横畑 1.0
501-180 西大船 佐用郡佐用町 下石井 西大船 4.0
501-181 竈 佐用郡佐用町 久崎 竈 6.0
501-182 船谷高岩 佐用郡佐用町 奥海 船谷高岩 2.0
501-183 岡田 佐用郡佐用町 小日山 岡田 1.0
501-184 奥大河内 佐用郡佐用町 下石井 奥大河内 3.0
501-185 空山 佐用郡佐用町 大畑 空山 1.0
501-186 西大畠 佐用郡佐用町 西大畠 カド 1.0
501-187 海内 佐用郡佐用町 海内 ホソ峪 1.0
501-188 末広 佐用郡佐用町 末広 後谷 1.0
501-189 下徳久１ 佐用郡佐用町 下徳久 高山 2.0
501-190 上三河１ 佐用郡佐用町 上三河 真安 1.0
501-191 上本郷 佐用郡佐用町 上本郷 小淵 3.0
501-192 上三河２ 佐用郡佐用町 上三河 梅市 1.0
501-193 多賀 佐用郡佐用町 多賀 上々 3.0
501-194 下徳久２ 佐用郡佐用町 下徳久 九郎右ヱ門殿 1.0
501-195 仁位 佐用郡佐用町 仁位 下ノ谷 1.0
501-196 上三河３ 佐用郡佐用町 上三河 国森 4.0
501-197 西徳久 佐用郡佐用町 西徳久 萩原 4.0
501-198 桑峪 佐用郡佐用町 海内 桑峪 2.0
501-199 冥加ノ逧 佐用郡佐用町 奥海 冥加ノ逧 4.0
501-200 滝谷 佐用郡佐用町 上石井 滝谷 2.0
501-201 一ノ逧 佐用郡佐用町 上石井 一ノ逧 6.0
501-202 竹ノ内 佐用郡佐用町 末包 竹ノ内 2.0
501-203 谷 佐用郡佐用町 中三河 谷 1.0
585-001 相谷 美方郡香美町 香住区相谷 金山 3.0
585-002 安木(1) 美方郡香美町 香住区安木 前脇 1.0
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585-003 安木(2) 美方郡香美町 香住区安木 長入 3.0
585-004 訓谷 美方郡香美町 香住区訓谷 城山 3.0
585-005 米地(1) 美方郡香美町 香住区米地 宮山 1.0
585-006 丹生地 美方郡香美町 香住区丹生地 コボレ 1.0
585-007 無南垣(1) 美方郡香美町 香住区無南垣 池六 1.0
585-008 無南垣(2) 美方郡香美町 香住区無南垣 院内 1.0
585-009 浦上(1) 美方郡香美町 香住区浦上 ナイツ 1.0
585-010 浦上(2) 美方郡香美町 香住区浦上 ウシガ坪 1.0
585-011 上計 美方郡香美町 香住区上計 ブロウ 1.0
585-012 沖浦(1) 美方郡香美町 香住区沖浦 竹ノ内 1.0
585-013 境(1) 美方郡香美町 香住区境 堂ノ上 1.0
585-014 一日市(1) 美方郡香美町 香住区一日市 川シリ 1.0
585-015 一日市(2) 美方郡香美町 香住区一日市 城山 1.0
585-016 香住(1) 美方郡香美町 香住区香住 伊原 1.0
585-017 香住(2) 美方郡香美町 香住区香住 大勺 3.0
585-018 七日市(1) 美方郡香美町 香住区七日市 島山 2.0
585-019 七日市(2) 美方郡香美町 香住区七日市 姫路山 1.0
585-020 八原 美方郡香美町 香住区八原 坂口 2.0
585-021 大野(1) 美方郡香美町 香住区大野 向山 2.0
585-022 大野(2) 美方郡香美町 香住区大野 浅井谷 2.0
585-023 守柄 美方郡香美町 香住区守柄 狐岩 1.0
585-024 間室 美方郡香美町 香住区間室 ナガレヨ 1.0
585-025 油良 美方郡香美町 香住区油良 山ノ谷 1.0
585-026 下浜(1) 美方郡香美町 香住区下浜 カンオンドウ 1.0
585-027 下浜(2) 美方郡香美町 香住区下浜 湯谷 1.0
585-028 鎧(1) 美方郡香美町 香住区鎧 奥中 1.0
585-029 鎧(2) 美方郡香美町 香住区鎧 タツギ 1.0
585-030 鎧(3) 美方郡香美町 香住区鎧 井津谷 3.0
585-031 鎧(4) 美方郡香美町 香住区鎧 井津谷 2.0
585-032 鎧(5) 美方郡香美町 香住区鎧 赤嶋 1.0
585-033 余部(1) 美方郡香美町 香住区余部 小坂 1.0
585-034 余部(2) 美方郡香美町 香住区余部 サナエ 4.0
585-035 余部(3) 美方郡香美町 香住区余部 上中 2.0
585-036 沖浦(2) 美方郡香美町 香住区沖浦 今子道 1.0
585-037 九斗 美方郡香美町 香住区九斗 九斗 1.0
585-038 山田(1) 美方郡香美町 村岡区山田 家向 11.0
585-039 山田(2) 美方郡香美町 村岡区山田 寺尾 1.0
585-040 小城 美方郡香美町 村岡区小城 小城 1.0
585-041 山田(3) 美方郡香美町 村岡区山田 下中 2.0
585-042 高津(1) 美方郡香美町 村岡区高津 宮ノ下 1.0
585-043 高津(2) 美方郡香美町 村岡区高津 藤ケ平 3.0
585-044 和佐父(1) 美方郡香美町 村岡区和佐父 家ノ下 2.0
585-045 和佐父(2) 美方郡香美町 村岡区和佐父 栃山 6.0
585-046 入江 美方郡香美町 村岡区入江 長サコ 6.0
585-047 入江(1) 美方郡香美町 村岡区入江 ゴウロ 2.0
585-048 村岡(1) 美方郡香美町 村岡区村岡 宮山 1.0
585-049 寺河内 美方郡香美町 村岡区寺河内 殿岡 1.0
585-050 福岡(1) 美方郡香美町 村岡区福岡 三島 1.0
585-051 八井谷 美方郡香美町 村岡区八井谷 城ケ谷 1.0
585-052 森脇 美方郡香美町 村岡区森脇 庵ノ谷 1.0
585-053 黒田 美方郡香美町 村岡区黒田 府中 1.0
585-054 宿(1) 美方郡香美町 村岡区宿 笠松 1.0
585-055 宿(2) 美方郡香美町 村岡区宿 青久保 2.0
585-059 大糠(2) 美方郡香美町 村岡区大糠 下大仙 3.0
585-060 板仕野(1) 美方郡香美町 村岡区板仕野 不栗 1.0
585-061 板仕野(2) 美方郡香美町 村岡区板仕野 奥畑 2.0
585-062 板仕野(3) 美方郡香美町 村岡区板仕野 大ツエ 3.0
585-063 板仕野(4) 美方郡香美町 村岡区板仕野 茶園 1.0
585-064 村岡(2) 美方郡香美町 村岡区村岡 神子垣 1.0
585-065 村岡(3) 美方郡香美町 村岡区村岡 大向 1.0
585-066 熊波 美方郡香美町 村岡区熊波 大畑 1.0
585-067 和田 美方郡香美町 村岡区和田 坪土 1.0
585-068 長瀬(1) 美方郡香美町 村岡区長瀬 井口 1.0
585-069 長瀬(2) 美方郡香美町 村岡区長瀬 田尻谷 7.0
585-070 村岡(4) 美方郡香美町 村岡区村岡 銚子ヶ谷 3.0
585-071 入江(2) 美方郡香美町 村岡区入江 クルミ原 1.0
585-072 口大谷 美方郡香美町 村岡区口大谷 家の向 2.0
585-073 福岡(2) 美方郡香美町 村岡区福岡 川向 1.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

585-074 石寺(1) 美方郡香美町 小代区石寺 釜谷 3.0
585-075 神場 美方郡香美町 小代区神場 管平 1.0
585-076 秋岡(1) 美方郡香美町 小代区秋岡 ヒナタ 2.0
585-077 秋岡(2) 美方郡香美町 小代区秋岡 姫路 2.0
585-078 秋岡(3) 美方郡香美町 小代区秋岡 宮山 1.0
585-080 神水(1) 美方郡香美町 小代区神水 家ノ上 2.0
585-081 神水(2) 美方郡香美町 小代区神水 大滝 2.0
585-082 石寺(2) 美方郡香美町 小代区石寺 角田 1.0
585-083 沖浦(3) 美方郡香美町 香住区沖浦 ツルベバナ 1.0
585-084 鎧(6) 美方郡香美町 香住区鎧 北山 1.0
585-085 石寺(3) 美方郡香美町 小代区石寺 下ノ瀬 1.0
585-086 原 美方郡香美町 村岡区原 門原 13.0
585-087 日影 美方郡香美町 村岡区日影 東作谷 4.0
585-088 境(2) 美方郡香美町 村岡区境 今子谷 1.0
585-089 長板 美方郡香美町 村岡区長板 チウケ谷 6.0
585-090 茅野 美方郡香美町 小代区茅野 南田 1.0
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（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（国有林内）（令和３年４月１日現在） （近畿中国森林管理局）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

281026-1 神戸市 灘区 摩那摩耶山 3.0
281069-1 神戸市 長田区 西山梅ノ木畑 1.0
281069-2 神戸市 長田区 西山梅ノ木畑 4.0
281107-1 神戸市 中央区 東山 1.0
281107-2 神戸市 中央区 東山 1.0
281107-3 神戸市 中央区 北野堂徳山 3.0
281107-4 神戸市 中央区 北野堂徳山 1.0
281107-5 神戸市 中央区 北野堂徳山 4.0
281107-6 神戸市 中央区 中屋東山 1.0
281107-7 神戸市 中央区 再筋林山 1.0
282014-1 姫路市 別所町 別所奥山 4.0
282014-2 姫路市 飾東町 大釜下ノ山 4.0
282014-3 姫路市 御国野町 深志野大谷山 3.0
282014-4 姫路市 飾東町 豊国城山 4.0
282014-5 姫路市 飾東町 庄城山 2.0
282014-6 姫路市 白国表坂 4.0
282014-7 姫路市 書写山 2.0
282014-8 姫路市 六角書写山 2.0
282014-9 姫路市 六角書写山 1.0
282014-10 姫路市 書写山 16.0
282014-11 姫路市 土山別所谷 5.0
282014-12 姫路市 別所谷 2.0
282014-13 姫路市 別所谷 1.0
282014-14 姫路市 別所谷 2.0
282014-15 姫路市 林田町 西山西通山 3.0
282014-16 姫路市 四郷町 見野麻尾 13.0
282014-17 姫路市 飾東町 豊国城山 1.0
282014-18 姫路市 御国野町 深志野中山 1.0
282014-19 姫路市 丁山 1.0
282014-20 姫路市 広嶺山広峰山 2.0
282014-21 姫路市 高岡新町別所谷 1.0
282049-1 西宮市 剣谷町 剣谷 6.0
282049-2 西宮市 甲山町 甲山 1.0
282049-3 西宮市 甲陽園西山町 北山 1.0
282065-1 芦屋市 剣谷町 剱谷 4.0
282065-2 芦屋市 山芦屋町 城山 3.0
282065-3 芦屋市 山芦屋町 城山 8.0
282103-1 加古川市 平荘町 小畑相ノ山 1.0
282103-2 加古川市 志方町 畑清水坂 1.0
282103-3 加古川市 志方町 氷室清水坂 4.0
282103-4 加古川市 志方町 永室清水坂 1.0
282103-5 加古川市 志方町 西牧清水坂 8.0
282103-6 加古川市 志方町 原荒神谷 4.0
282154-1 三木市 細川町 垂穂蓮花寺山 1.0
282154-3 三木市 福井三木山 2.0
282154-4 三木市 三木山 1.0
282154-5 三木市 別所町 正法寺正法寺山 1.0
282154-7 三木市 別所町 東這田三木山 1.0
282154-8 三木市 口吉川町 蓮花寺蓮花寺山 1.0
282154-9 三木市 口吉川町 蓮花寺蓮花寺山 1.0
282162-1 高砂市 阿弥陀町 扇平 3.0
282197-1 三田市 星ヶ谷 1.0
282197-2 三田市 藍本大谷口 2.0
282197-3 三田市 藍本大谷口 1.0
282197-4 三田市 東本庄町 地瘤 2.0
282197-5 三田市 東本庄町 地瘤 1.0
282219-1 篠山市 八上高城山 3.0
282219-2 篠山市 大平山 3.0
282219-3 篠山市 今田町 下小野原和田谷 2.0
282235-1 丹波市 市島町 多利妙高 2.0
282235-2 丹波市 市島町 塚原妙高 1.0
282278-1 宍粟市 山崎町 梯河原山 4.0
282278-2 宍粟市 山崎町 梯河原山 4.0
282278-3 宍粟市 山崎町 上ノ河原山 5.0
282278-4 宍粟市 山崎町 河原山 4.0
282278-5 宍粟市 山崎町 上ノ河原山 1.0
282278-6 宍粟市 山崎町 上ノ河原山 18.0
282278-7 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 6.0

(49)



（予３－１－３）山腹崩壊危険地区（国有林内）（令和３年４月１日現在） （近畿中国森林管理局）

箇所番号 地区名
市町村名
（区入り）

大字 字
危険地区
面積

282278-8 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 19.0
282278-9 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 6.0
282278-10 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 2.0
282278-11 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 3.0
282278-12 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 1.0
282278-13 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 2.0
282278-14 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 3.0
282278-15 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 24.0
282278-16 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 4.0
282278-17 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 3.0
282278-18 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 2.0
282278-19 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 4.0
282278-20 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 6.0
282278-21 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 1.0
282278-22 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 2.0
282278-23 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 2.0
282278-24 宍粟市 波賀町 音水音水 5.0
282278-25 宍粟市 波賀町 音水音水 3.0
282278-26 宍粟市 波賀町 原赤西 6.0
282278-27 宍粟市 波賀町 原赤西 17.0
282278-28 宍粟市 波賀町 原赤西 14.0
282278-29 宍粟市 波賀町 原赤西 3.0
282278-30 宍粟市 波賀町 野尻マンガ谷 6.0
282278-31 宍粟市 波賀町 野尻マンガ谷 2.0
282278-32 宍粟市 波賀町 野尻滝谷 4.0
282278-33 宍粟市 波賀町 野尻滝谷 1.0
282278-34 宍粟市 波賀町 音水音水 9.0
282278-35 宍粟市 波賀町 音水音水 4.0
282278-36 宍粟市 千種町 河内三室 4.0
282278-37 宍粟市 千種町 西河内鍋ヶ谷 2.0
282278-38 宍粟市 千種町 河内三室 23.0
282278-39 宍粟市 千種町 河内三室 3.0
282286-1 加東市 社三草山 3.0
282286-2 加東市 社三草山 17.0
282286-3 加東市 下久米宮山 1.0
282294-1 たつの市 龍野町 中霞城鶏籠山 4.0
282294-2 たつの市 龍野町 上霞城鶏籠山 6.0
282294-3 たつの市 龍野町 上霞城鶏籠山 7.0
282294-4 たつの市 龍野町 北龍野鶏籠山 10.0
282294-5 たつの市 龍野町 北龍野鶏籠山 6.0
282294-6 たつの市 龍野町 北龍野寒導寺山 4.0
282294-7 たつの市 龍野町 北龍野鶏籠山 1.0
282294-8 たつの市 龍野町 北龍野台山 2.0
282294-9 たつの市 新宮町 善定札楽山 3.0
282294-10 たつの市 揖保川町 黒山 8.0
282294-11 たつの市 揖保川町 地獄谷 1.0
282294-12 たつの市 揖保川町 袋尻浅谷 1.0
282294-13 たつの市 御津町 寺山 3.0
282294-14 たつの市 御津町 岩見寺山 1.0
284645-1 太子町 郷ノ谷 2.0
284645-2 太子町 郷ノ谷 1.0
284645-3 太子町 郷ノ谷 2.0
282065-4 芦屋市 城山 1.0
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