
予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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 甲南橋 神戸市東灘区 本山町森 0.56
100-002 甲南台 神戸市東灘区 本山町森 0.14
100-003 魚尾道 神戸市東灘区 本山町中野 5.86
100-004 権現谷 神戸市東灘区 本山町北畑 0.70
100-005 保久良神社 神戸市東灘区 本山町田辺 0.28
100-006 八幡谷 神戸市東灘区 本山町森 3.76
100-007 背谷 神戸市東灘区 本山町岡本 0.33
100-008 中谷川 神戸市東灘区 本山町岡本 0.14
100-009 大谷川 神戸市東灘区 本山町岡本 0.09
100-010 住吉川 神戸市東灘区 本山町岡本 33.18
100-011 大月 神戸市灘区 六甲山町五介山 5.71
100-012 住吉山手 神戸市灘区 六甲山町西谷山 0.11
100-013 西山谷 神戸市灘区 六甲山町西谷山 7.47
100-014 新田川 神戸市灘区 六甲山町西谷山 2.66
100-015 坊主山(1) 神戸市灘区 高羽 1.22
100-016 坊主山(2) 神戸市灘区 高羽 0.93
100-017 ケーブルカー 神戸市灘区 六甲山町一ヶ谷 2.40
100-018 六甲川 神戸市灘区 篠原 15.36
100-019 大月山 神戸市灘区 篠原 0.09
100-020 深谷山 神戸市灘区 篠原 1.02
100-021 日柳川 神戸市灘区 篠原 0.42
100-022 隠小屋山 神戸市灘区 大石 6.96
100-023 五毛 神戸市灘区 上野 0.20
100-024 西郷谷(1) 神戸市灘区 上野 0.23
100-025 貧乏谷 神戸市灘区 上野 0.32
100-026 高尾谷川 神戸市灘区 上野 1.03
100-027 中西川 神戸市灘区 上野 0.35
100-028 西郷谷(2) 神戸市灘区 原田 0.04
100-029 老婆谷 神戸市灘区 原田 （国有林） 0.56
100-030 婆谷 神戸市灘区 岩屋 0.39
100-031 西郷川右岸 神戸市灘区 岩屋 0.18
100-032 茶畑 神戸市灘区 岩屋 0.11
100-033 神仙通 神戸市中央区 葺合町 0.11
100-034 成徳学園 神戸市中央区 葺合町 0.12
100-035 狐谷 神戸市中央区 葺合町 （国有林） 0.36
100-036 西谷川 神戸市中央区 葺合町 （国有林） 0.20
100-037 苧川(1) 神戸市中央区 葺合町 0.32
100-038 苧川(2) 神戸市中央区 葺合町 0.35
100-039 苧川(3) 神戸市中央区 葺合町 0.30
100-040 新わし寺 神戸市中央区 葺合町 0.02
100-041 布引貯水池 神戸市中央区 葺合町 0.08
100-042 布引谷 神戸市北区 葺合町 45.66
100-043 合ノ谷 神戸市中央区 神戸港地方 0.29
100-044 天神谷 神戸市中央区 神戸港地方 （国有林） 0.50
100-045 北野天神 神戸市中央区 神戸港地方 （国有林） 0.90
100-046 外国倶楽部 神戸市中央区 神戸港地方 （国有林） 0.40
100-047 碇山 神戸市中央区 神戸港地方 0.78
100-048 多々部 神戸市中央区 神戸港地方 0.34
100-049 堂徳山 神戸市中央区 神戸港地方 0.34
100-050 再度越 神戸市中央区 神戸港地方 0.35
100-051 再度山 神戸市中央区 神戸港地方 0.05
100-052 神戸学園 神戸市中央区 神戸港地方 0.13
100-053 浄水場上(1) 神戸市中央区 神戸港地方 0.46
100-054 浄水場上(2) 神戸市中央区 神戸港地方 0.04
100-055 再度町 神戸市中央区 神戸港地方 （国有林） 0.21
100-056 梅本町 神戸市兵庫区 平野町 1.78
100-057 東服 神戸市兵庫区 平野町 0.20
100-058 天王谷インター 神戸市兵庫区 平野町 0.24
100-059 新平野橋 神戸市兵庫区 平野町 0.19
100-060 高尾橋 神戸市兵庫区 平野町 0.32
100-061 天王谷川(1) 神戸市北区 山田町下谷上 0.89
100-062 天王ダム口 神戸市北区 山田町下谷上 0.16
100-063 小部 神戸市北区 山田町下谷上 0.95
100-064 小部墜道 神戸市北区 山田町下谷上 0.57
100-065 二軒茶屋 神戸市北区 山田町小部 0.26
100-066 奥長谷 神戸市北区 山田町小部 1.44
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100-067 修法ヶ原橋 神戸市北区 山田町下谷上 0.68
100-068 天王谷川(2) 神戸市北区 山田町下谷上 0.32
100-069 菊水山 神戸市北区 山田町下谷上 0.43
100-070 島原町 神戸市兵庫区 烏原町 0.31
100-071 石井川 神戸市兵庫区 烏原町 0.86
100-072 鳥原大橋 神戸市兵庫区 烏原町 0.18
100-073 清水谷 神戸市兵庫区 烏原町 0.87
100-074 一本松川 神戸市北区 山田町下谷上 0.57
100-075 鈴蘭台高 神戸市北区 山田町下谷上 0.31
100-076 イヤガ谷 神戸市北区 山田町下谷上 6.99
100-077 奥鳥原 神戸市兵庫区 烏原町 0.15
100-078 鳥原貯水池 神戸市兵庫区 烏原町 0.04
100-079 滝山 神戸市兵庫区 鵯越筋 0.08
100-080 桧山 神戸市北区 山田町下谷上 5.04
100-081 雲雀ヶ丘(1) 神戸市北区 山田町下谷上 0.01
100-082 雲雀ヶ丘(2) 神戸市北区 大日丘町 0.34
100-083 雲雀ヶ丘(3) 神戸市北区 山田町下谷上 0.09
100-084 高取山町１ 神戸市長田区 長者町 0.04
100-085 長者町 神戸市長田区 長者町 0.38
100-086 高取山町(2) 神戸市長田区 高取山町 0.17
100-087 祥昌寺川(1) 神戸市長田区 高取山町 0.26
100-088 祥昌寺川(2) 神戸市長田区 高取山町 0.16
100-089 妙法寺川 神戸市須磨区 禅昌寺町 0.20
100-090 川橋 神戸市須磨区 禅昌寺町 0.10
100-091 西行寺東 神戸市須磨区 禅昌寺町 0.06
100-092 萩の寺 神戸市須磨区 禅昌寺町 0.18
100-093 禅昌寺橋 神戸市須磨区 明神町 0.14
100-094 椿谷 神戸市須磨区 明神町 0.09
100-095 大手筋 神戸市須磨区 東須磨 1.42
100-096 大井川 神戸市須磨区 東須磨 0.31
100-097 赤旗谷川 神戸市須磨区 西須磨 0.64
100-098 須磨浦公園 神戸市須磨区 西須磨 0.44
100-099 境川 神戸市須磨区 塩屋町 0.24
100-100 大歳神社 神戸市西区 櫨谷町寺谷 0.04
100-101 和泉 神戸市西区 押部谷町木見 0.11
100-102 西ノ谷 神戸市西区 押部谷町木見 0.58
100-103 押部谷駅 神戸市西区 押部谷町福住 1.94
100-104 北垣内 神戸市西区 押部谷町栄 0.48
100-105 岡山 神戸市北区 山田町藍那 0.12
100-106 金清橋 神戸市兵庫区 平野町 奥東服山 0.16
100-107 西下 神戸市北区 山田町西下 0.31
100-108 丸山川 神戸市北区 山田町下谷上 8.58
100-109 炭ケ谷川 神戸市北区 山田町上谷上 1.64
100-110 地蔵谷川 神戸市北区 山田町上谷上 1.84
100-111 花山団地 神戸市北区 山田町上谷上 0.16
100-112 黒岩谷川 神戸市北区 山田町上谷上 14.40
100-113 見山台 神戸市北区 山田町上谷上 0.13
100-114 古々谷 神戸市北区 山田町上谷上 0.56
100-115 花山駅 神戸市北区 山田町上谷上 0.20
100-116 花山川 神戸市北区 山田町上谷上 0.37
100-117 芝床上 神戸市北区 山田町下谷上 0.23
100-118 北勝 神戸市北区 山田町下谷上 0.23
100-119 二ツ桶川 神戸市北区 山田町下谷上 1.70
100-120 砂川 神戸市北区 山田町下谷上 1.55
100-121 青葉台 神戸市北区 山田町原野 0.68
100-122 浄蓮寺 神戸市北区 山田町坂本 1.06
100-123 木坂川 神戸市北区 淡河町勝雄 2.55
100-124 浦川 神戸市北区 淡河町淡河 11.91
100-125 尼谷川 神戸市北区 淡河町萩原 2.83
100-126 林谷 神戸市北区 淡河町木津 1.21
100-127 小屋谷 神戸市北区 淡河町行原 1.20
100-128 行原大橋 神戸市北区 淡河町行原 0.33
100-129 一谷川 神戸市北区 淡河町行原 2.10
100-130 ホウキ谷 神戸市北区 淡河町中山 1.20
100-131 芦谷川 神戸市北区 淡河町中山 9.57
100-132 藤ケ瀬 神戸市北区 淡河町野瀬 0.54
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100-133 野瀬皿池 神戸市北区 淡河町野瀬 0.16
100-134 鍛冶が谷 神戸市北区 淡河町野瀬 0.32
100-135 東畑 神戸市北区 淡河町東畑 0.10
100-136 下ノ池 神戸市北区 八多町上小名田 0.71
100-137 奥沢河原谷 神戸市北区 八多町柳谷 3.70
100-138 堀越 神戸市北区 有野町有野 0.10
100-139 唐櫃台向い 神戸市北区 有野町唐櫃 0.10
100-140 唐櫃インター 神戸市北区 有野町唐櫃 0.21
100-141 種池橋 神戸市北区 有野町唐櫃 1.08
100-142 西山田 神戸市北区 有野町唐櫃 0.19
100-143 八王子川 神戸市北区 有野町唐櫃 5.14
100-144 平見川(1) 神戸市北区 有野町唐櫃 0.37
100-145 平見川(2) 神戸市北区 有野町唐櫃 0.37
100-146 東谷川 神戸市北区 有野町唐櫃 0.05
100-147 奥山川 神戸市北区 有野町唐櫃 30.90
100-148 風呂谷川 神戸市北区 有野町唐櫃 1.83
100-149 水無川 神戸市北区 有野町唐櫃 5.23
100-150 河原谷 神戸市北区 有野町唐櫃 1.20
100-151 新有馬駅 神戸市北区 有野町唐櫃 0.15
100-152 有愛苑 神戸市北区 有野町唐櫃 0.32
100-153 五社駅 神戸市北区 有野町有野 0.83
100-154 有野台 神戸市北区 有野町有野 0.31
100-155 アド病院 神戸市北区 有野町有野 0.61
100-156 有野操車場 神戸市北区 有野町有野 1.14
100-157 蛇谷川 神戸市北区 有馬町 0.52
100-158 滝川 神戸市北区 有馬町 湯槽谷山 8.34
100-159 有馬地獄谷 神戸市北区 有馬町 0.27
100-160 瑞宝寺谷 神戸市北区 有馬町 4.73
100-161 栗栖川 神戸市北区 有馬町 0.92
100-162 緑川 神戸市北区 有馬町 1.19
100-163 十八丁小橋 神戸市北区 有馬町 0.09
100-164 十八丁川 神戸市北区 有馬町 7.02
100-165 一里山 神戸市長田区 一里山町 0.06
100-166 菊水山西 神戸市北区 山田町下谷上 2.54
100-167 七三峠 神戸市北区 神戸港地方 口一里山 0.39
100-168 再度Ｄ下 神戸市中央区 神戸地方 口一里山 0.15
100-169 猩々池 神戸市中央区 神戸港地方 口一里山 0.65
100-170 東ヶ辻(1) 神戸市北区 有野町有野 東ヶ辻 0.09
100-171 東ヶ辻(2) 神戸市北区 有野町有野 東ヶ辻 0.38
100-172 有野台 神戸市北区 有野台 8丁目 0.09
100-173 生野 神戸市北区 生野 ｷﾀﾔﾏ 0.30
100-174 山田町　福地 神戸市北区 山田町　福地 ｲﾜｶﾞﾂｼﾞ 0.69
100-175 下谷上 神戸市中央区 下谷上 ﾅｶｲﾁﾘﾔﾏ 0.16
100-176 山田町下谷上-12 神戸市北区 山田町下谷上 0.43
100-177 東須磨杓子山-03 神戸市須磨区 東須磨 0.59
100-178 有野町唐櫃-01 神戸市北区 有野町唐櫃 0.17
100-179 西郷谷（３） 神戸市灘区 原田 0.02
100-180 山田町下谷上志 神戸市北区 山田町下谷上志 2.15
100-181 篠原 神戸市灘区 篠原 0.17
100-182 有野町唐櫃-07 神戸市北区 有野町唐櫃 0.38
100-183 有野町唐櫃-05 神戸市北区 有野町唐櫃 0.09
100-184 淡河町勝雄-03 神戸市北区 0.47
100-185 山田町上谷上 神戸市北区 山田町上谷上 1.06
100-186 妙法寺-03 神戸市須磨区 妙法寺 0.69
100-187 山田町大池-03 神戸市北区 山田町上谷上 0.05
100-188 山田町大池-01 神戸市北区 山田町上谷上 0.01
100-189 山田町下谷上-03 神戸市北区 山田町下谷上 0.05
100-190 山田町原野-14 神戸市北区 山田町原野 0.39
100-191 山田町上谷上切畑 神戸市北区 山田町上谷上 0.23
100-192 山田町上谷上花山台 神戸市北区 山田町上谷上 0.01
100-193 有野町唐櫃-08 神戸市北区 有野町唐櫃 0.36
100-194 山田町下谷上-05 神戸市北区 山田町下谷上 0.04
100-195 山田町上谷上-05 神戸市北区 山田町上谷上 0.05
100-196 山田町小部大平-01 神戸市北区 山田町下谷上 0.01
100-197 有野町唐櫃-09 神戸市北区 有野町唐櫃 0.11
100-198 有野町唐櫃-10 神戸市北区 有野町唐櫃 0.31
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100-199 山田町下谷上-10 神戸市北区 山田町下谷上 0.57
100-200 神戸港地方再度山-01神戸市中央区 神戸港地方 0.45
100-201 山田町原野-10 神戸市北区 山田町原野 0.38
100-202 神戸港地方-03 神戸市中央区 神戸港地方 0.48
100-203 山田町下谷上-06 神戸市北区 山田町下谷上 0.04
100-204 山田町小部大平-02 神戸市北区 山田町下谷上 0.05
201-001 丁 姫路市 勝原区勝山町 丁 1.03
201-002 熊見(1) 姫路市 勝原区熊見 奥谷 0.39
201-003 熊見(2) 姫路市 勝原区熊見 奥谷 0.63
201-004 則直(1) 姫路市 広畑区則直 京見山 0.52
201-005 則直(2) 姫路市 広畑区則直 土中ノ谷 0.18
201-006 才南 姫路市 広畑区才 南奥谷 0.94
201-007 蒲田(1) 姫路市 広畑区蒲田 末ノ奥山 0.36
201-008 太市中 姫路市 太市中 口池ノ崎 0.63
201-009 相野(1) 姫路市 相野 大谷 0.66
201-010 相野(2) 姫路市 相野 大谷 1.71
201-011 打越(1) 姫路市 打越 寺谷 0.49
201-012 石倉 姫路市 石倉 峯相 1.84
201-013 下伊勢(1) 姫路市 林田町下伊勢 惣の奥 0.77
201-014 下伊勢(2) 姫路市 林田町下伊勢 惣の奥 1.64
201-015 六九谷(1) 姫路市 林田町六九谷 六九谷山 0.96
201-016 六九谷(2) 姫路市 林田町六九谷 北山 0.51
201-017 松山(1) 姫路市 林田町松山 北林 1.66
201-018 松山(2) 姫路市 林田町松山 北林 0.24
201-019 松山(3) 姫路市 林田町松山 北林 0.99
201-020 松山(4) 姫路市 林田町松山 岩ヶ谷山 0.65
201-021 松山(5) 姫路市 林田町松山 黒岩山 0.09
201-022 松山(6) 姫路市 林田町松山 黒岩山 0.26
201-023 松山(7) 姫路市 林田町松山 家ヶ谷山 1.10
201-024 松山(8) 姫路市 林田町松山 東山 1.66
201-025 上伊勢(1) 姫路市 林田町上伊勢 追谷 0.97
201-026 上伊勢(2) 姫路市 林田町上伊勢 追谷 0.32
201-027 上伊勢(3) 姫路市 林田町上伊勢 柿ヶ谷 1.87
201-028 上伊勢(4) 姫路市 林田町上伊勢 薬師 1.87
201-029 上伊勢(5) 姫路市 林田町上伊勢 薬師 0.96
201-030 打越(2) 姫路市 打越 滑谷 0.77
201-031 打越(3) 姫路市 打越 0.21
201-032 刀出 姫路市 刀出 西山の下 0.17
201-033 六角 姫路市 六角 寺坂 2.35
201-034 書写(1) 姫路市 書写 書写山 0.09
201-035 書写(2) 姫路市 書写 書写山 0.09
201-036 書写(3) 姫路市 書写 書写山 0.39
201-037 書写(4) 姫路市 書写 書写山 0.82
201-038 書写(5) 姫路市 書写 書写山 0.99
201-039 実法寺 姫路市 実法寺 東山 0.30
201-040 書写(6) 姫路市 書写 亀谷 0.07
201-041 御立(1) 姫路市 御立北 唐立 0.06
201-042 御立(2) 姫路市 御立北 馬瀬 0.33
201-043 御立(3) 姫路市 御立北 大谷山 0.45
201-044 御立(4) 姫路市 御立北 唐立 0.06
201-045 新在家 姫路市 新在家 北谷 0.36
201-046 田寺 姫路市 田寺 大谷 0.27
201-047 辻井 姫路市 辻井 東山 0.45
201-048 蒲田２ 姫路市 広畑区蒲田 堤山 0.85
201-049 蒲田(3) 姫路市 広畑区蒲田 北ﾍﾘ 0.99
201-050 岡田 姫路市 岡田 寄谷 0.54
201-051 井ノ口 姫路市 井ノ口 寄谷 0.66
201-052 苫編(1) 姫路市 苫編 0.23
201-053 苫編(2) 姫路市 苫編 3.15
201-054 白国(1) 姫路市 白国 山田谷 0.45
201-055 白国(2) 姫路市 白国 西ノ谷 0.41
201-056 広嶺山(1) 姫路市 広峰山 梨ヶ谷 0.14
201-057 平野 姫路市 平野町 西奥垣内 0.53
201-058 上大野 姫路市 上大野 井ノ口 0.39
201-059 広嶺山(2) 姫路市 広峰山 桶ノ谷 1.36
201-060 白国(3) 姫路市 白国 増位山 0.10
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201-061 西中島 姫路市 西中島 北山 0.34
201-062 砥掘(1) 姫路市 砥堀 風灰ノ上 0.27
201-063 砥掘(2) 姫路市 砥堀 村上 0.12
201-064 砥掘(3) 姫路市 砥堀 大谷 1.53
201-065 砥掘(4) 姫路市 砥堀 大谷 0.25
201-066 牧野(1) 姫路市 山田町牧野 横山 0.49
201-067 大神口 姫路市 山田町西山田 大神口 0.10
201-068 姥ケ谷 姫路市 山田町西山田 姥ヶ谷 0.63
201-069 大谷 姫路市 山田町南山田 大谷 0.36
201-070 南山田 姫路市 山田町南山田 上ノ谷 0.29
201-071 南山田(2) 姫路市 山田町南山田 辰谷 0.14
201-072 南山田(3) 姫路市 山田町南山田 長坂 0.45
201-073 南山田(4) 姫路市 山田町南山田 藤ノ木山 0.85
201-074 南山田(5) 姫路市 山田町南山田 藤ノ木山 0.13
201-075 南山田(6) 姫路市 山田町南山田 藤ノ木山 0.09
201-076 南山田(7) 姫路市 山田町南山田 藤ノ木山 0.06
201-077 南山田(8) 姫路市 山田町南山田 藤ノ木山 0.09
201-078 南山田(9) 姫路市 山田町南山田 南山 0.90
201-079 南山田(10) 姫路市 山田町南山田 藤ノ木山 0.12
201-080 牧野(2) 姫路市 山田町牧野 1.59
201-081 豊富(1) 姫路市 豊富町豊富 ﾍﾞﾝｼﾞｮｳ山 0.97
201-082 豊富(2) 姫路市 豊富町豊富 向山 0.58
201-083 豊富(3) 姫路市 豊富町豊富 向山 0.57
201-084 御蔭(1) 姫路市 豊富町御蔭 流尾ノニ 0.43
201-085 御蔭(2) 姫路市 豊富町御蔭 林ノ谷 0.65
201-086 御蔭(3) 姫路市 豊富町御蔭 村ノ上山 0.22
201-087 佐良和(1) 姫路市 飾東町佐良和 堂谷 0.43
201-088 佐良和(2) 姫路市 飾東町佐良和 立岩山 0.33
201-089 塩崎(1) 姫路市 四郷町坂元 小谷 0.23
201-090 東阿保(1) 姫路市 四郷町東阿保 0.78
201-091 東阿保(2) 姫路市 四郷町東阿保 2.30
201-092 東山 姫路市 東山 鳥谷 0.54
201-093 的形 姫路市 的形町的形 大鳥山 0.32
201-094 佐土(1) 姫路市 別所町佐土 奥関切谷 0.57
201-095 佐土(2) 姫路市 別所町佐土 関切谷 0.93
201-096 佐土(3) 姫路市 別所町佐土 南山 0.93
201-097 本郷 姫路市 四郷町本郷 1.32
201-098 豊国(1) 姫路市 飾東町豊国 0.79
201-099 豊国(2) 姫路市 飾東町豊国 横山 0.10
201-100 豊国(3) 姫路市 飾東町豊国 伝塚山 0.40
201-101 豊国(4) 姫路市 飾東町豊国 伝塚山 0.48
201-102 山崎(1) 姫路市 飾東町山崎 春日野 0.34
201-103 山崎(2) 姫路市 飾東町山崎 草木谷 0.68
201-104 山崎(3) 姫路市 飾東町山崎 猿掛 0.45
201-105 山崎(4) 姫路市 飾東町山崎 猿掛 0.36
201-106 西大谷 姫路市 飾東町山崎 西大谷 0.25
201-107 小原(1) 姫路市 飾東町小原 西ノ谷 0.99
201-108 小原(2) 姫路市 飾東町小原 岡ヶ谷 0.70
201-109 小原(3) 姫路市 飾東町小原 堂谷 1.04
201-110 小原(4) 姫路市 飾東町小原 椴ノ木峠 1.22
201-111 小原新(1) 姫路市 飾東町小原新 奥山 0.46
201-112 小原(5) 姫路市 飾東町小原 明戸 0.45
201-113 坂本 姫路市 飾東町小原新 師久口 0.99
201-114 小原新(2) 姫路市 飾東町小原新 新池山 0.39
201-115 小原新(3) 姫路市 飾東町小原新 新池山 0.25
201-116 小原(6) 姫路市 飾東町小原 師久口 0.76
201-117 大釜(1) 姫路市 飾東町大釜 北野谷 0.59
201-118 大釜(2) 姫路市 飾東町大釜 北野谷 1.62
201-119 大釜(3) 姫路市 飾東町大釜 北野谷 0.60
201-120 大釜(4) 姫路市 飾東町大釜 清住山 1.16
201-121 大釜(5) 姫路市 飾東町大釜 清住山 0.43
201-122 大釜(6) 姫路市 飾東町大釜 清住山 0.28
201-123 山崎(5) 姫路市 飾東町山崎 蛇ケ谷 0.31
201-124 大釜(7) 姫路市 飾東町大釜 清住谷 1.16
201-125 塩崎(2) 姫路市 飾東町塩崎 向山 3.29
201-126 塩崎(3) 姫路市 飾東町塩崎 扇谷 2.01
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201-127 塩崎(4) 姫路市 飾東町塩崎 北ヘラ 0.25
201-128 唐端新(1) 姫路市 飾東町唐端新 桶据 0.34
201-129 唐端新(2) 姫路市 飾東町唐端新 0.41
201-130 大釜７ 姫路市 飾東町大釜 清住山 0.03
201-131 山田 姫路市 林田町山田 向イ山 0.16
201-132 庄 姫路市 飾東町庄 城山 0.21
201-133 別所 姫路市 別所町佐土新 桶居山 0.66
201-134 坊勢 姫路市 家島町坊勢 野々浜 0.35
201-135 宮(1) 姫路市 家島町宮 舟木 0.32
201-136 真浦 姫路市 家島町真浦 畑ノ原 0.43
201-137 宮(2) 姫路市 家島町宮 ダンガ 0.59
201-138 宮(3) 姫路市 家島町宮 ダンガ 0.57
201-139 宮(4) 姫路市 家島町宮 ダンガ 0.65
201-140 宮(5) 姫路市 家島町宮 ダンガ 0.92
201-141 菅生澗(1) 姫路市 夢前町菅生澗 奥山口 1.33
201-142 菅生澗(2) 姫路市 夢前町菅生澗 谷ノ奥 0.56
201-143 菅生澗(3) 姫路市 夢前町菅生澗 西山 0.70
201-144 菅生澗(4) 姫路市 夢前町菅生澗 袖子ｹ谷 5.00
201-145 護持(1) 姫路市 夢前町護持 伊勢谷 0.77
201-146 護持(2) 姫路市 夢前町護持 谷ノ奥 0.82
201-147 護持(3) 姫路市 夢前町護持 大谷 3.76
201-148 護持(4) 姫路市 夢前町護持 荒木谷 0.48
201-149 護持(5) 姫路市 夢前町護持 奥コヤ谷 2.13
201-150 戸倉(1) 姫路市 夢前町戸倉 屋敷谷 3.33
201-151 戸倉(2) 姫路市 夢前町戸倉 平尾 0.09
201-152 野田(1) 姫路市 夢前町野畑 イノ谷 1.20
201-153 野畑 姫路市 夢前町野畑 イノ谷 0.08
201-154 野田(2) 姫路市 夢前町野畑 杉山 0.28
201-155 莇野(1) 姫路市 夢前町莇野 西谷 0.82
201-156 莇野(2) 姫路市 夢前町莇野 西谷 0.38
201-157 莇野(3) 姫路市 夢前町莇野 樋谷 0.85
201-158 莇野(4) 姫路市 夢前町莇野 西奥 0.51
201-159 莇野(5) 姫路市 夢前町莇野 出虫 1.43
201-160 莇野(6) 姫路市 夢前町莇野 高丸 0.69
201-161 莇野(7) 姫路市 夢前町莇野 山中 0.42
201-162 柿谷(1) 姫路市 夢前町山之内 柿谷 3.70
201-163 柿谷(2) 姫路市 夢前町山之内 柿谷 0.26
201-164 小畑 姫路市 夢前町山之内 小畑 0.27
201-165 山之内(1) 姫路市 夢前町山之内 コワ谷 1.26
201-166 山之内(2) 姫路市 夢前町山之内 ケシガ谷 0.47
201-167 渡瀬 姫路市 夢前町山之内 渡瀬 0.12
201-168 山之内(3) 姫路市 夢前町山之内 ハタゴ 0.72
201-169 小畑平 姫路市 夢前町山之内 小畑平 3.67
201-170 山之内(4) 姫路市 夢前町山之内 クボガ谷 0.10
201-171 押谷 姫路市 夢前町山之内 押谷 1.33
201-172 山之内(5) 姫路市 夢前町山之内 深タワ 0.42
201-173 前山(1) 姫路市 夢前町莇野 前山 0.72
201-174 前山(2) 姫路市 夢前町莇野 前山 0.57
201-175 前山(3) 姫路市 夢前町莇野 前山 0.43
201-176 前山(4) 姫路市 夢前町莇野 前山 1.02
201-177 小屋ヶ谷(1) 姫路市 夢前町莇野 小屋ｹ谷 1.54
201-178 瀧谷 姫路市 夢前町莇野 瀧谷 2.07
201-179 戸石谷 姫路市 夢前町莇野 戸石谷 0.54
201-180 トチ谷 姫路市 夢前町莇野 トチ谷 0.80
201-181 神種(1) 姫路市 夢前町神種 峠 0.90
201-182 戸倉(3) 姫路市 夢前町戸倉 奥金首 1.50
201-183 戸倉(4) 姫路市 夢前町戸倉 打畑 1.02
201-184 古瀬畑 姫路市 夢前町古瀬畑 奥山 1.09
201-185 芦田(1) 姫路市 夢前町芦田 奥山 1.35
201-186 芦田(2) 姫路市 夢前町芦田 1.47
201-187 菅生澗(5) 姫路市 夢前町菅生澗 荒木 2.19
201-188 寺(1) 姫路市 夢前町寺 白原 0.26
201-189 寺(2) 姫路市 夢前町寺 メボ谷 0.36
201-190 大坪西山(1) 姫路市 夢前町寺 大坪西山 0.70
201-191 大坪西山(2) 姫路市 夢前町寺 大坪西山 0.75
201-192 高長(1) 姫路市 夢前町高長 ユブロ谷 0.75
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201-193 高長(2) 姫路市 夢前町高長 0.86
201-194 高長(3) 姫路市 夢前町高長 下ノ奥 1.50
201-195 高長(4) 姫路市 夢前町高長 中詰り 0.21
201-196 通宝寺 姫路市 夢前町寺 通宝寺 1.77
201-197 小屋ヶ谷(2) 姫路市 夢前町寺 小屋ヶ谷 0.51
201-198 御門山 姫路市 夢前町寺 御門山 0.82
201-199 清水山 姫路市 夢前町寺 清水山 0.57
201-200 大門 姫路市 夢前町寺 大門 0.26
201-201 鯰尾(1) 姫路市 夢前町寺 鯰尾 0.38
201-202 鯰尾(2) 姫路市 夢前町寺 鯰尾 1.03
201-203 山富(1) 姫路市 夢前町山冨 西垣内 0.58
201-204 山富(2) 姫路市 夢前町山冨 0.73
201-205 置本(1) 姫路市 夢前町置本 クルス 1.66
201-206 置本(2) 姫路市 夢前町置本 清水 0.09
201-207 宮置(1) 姫路市 夢前町宮置 北清水 1.13
201-208 宮置(2) 姫路市 夢前町宮置 善坊谷 0.65
201-209 宮置(3) 姫路市 夢前町宮置 ｲﾔｶﾞ谷 1.49
201-210 又坂(1) 姫路市 夢前町又坂 峠口 0.69
201-211 又坂(2) 姫路市 夢前町又坂 0.72
201-212 糸田(1) 姫路市 夢前町糸田 大谷 0.42
201-213 古知之庄(1) 姫路市 夢前町古知ノ庄 滑谷 0.24
201-214 古知之庄(2) 姫路市 夢前町古知ノ庄 牛谷 0.46
201-215 古知之庄(3) 姫路市 夢前町古知ノ庄 林谷 0.60
201-216 杉ノ内(1) 姫路市 夢前町杉之内 寺ノ上 0.24
201-217 神種(2) 姫路市 夢前町神種 鬼ヶ谷 0.65
201-218 神種(3) 姫路市 夢前町神種 奥ヒワダ 0.81
201-219 神種(4) 姫路市 夢前町神種 明神 2.74
201-220 神種(5) 姫路市 夢前町神種 宮ノ奥 1.32
201-221 神種(6) 姫路市 夢前町神種 宮ノ奥 2.54
201-222 神種(7) 姫路市 夢前町神種 3.02
201-223 神種(8) 姫路市 夢前町神種 村東 0.38
201-224 新庄(1) 姫路市 夢前町新庄 西山 4.20
201-225 新庄(2) 姫路市 夢前町新庄 北山 1.25
201-226 木戸向 姫路市 夢前町山之内 木戸向 0.09
201-227 大中(1) 姫路市 夢前町山之内 大中 0.67
201-228 大中(2) 姫路市 夢前町山之内 大中 0.45
201-229 掛ヶ谷 姫路市 夢前町山之内 掛ヶ谷 0.34
201-230 キトウ 姫路市 夢前町山之内 キトウ 1.11
201-231 西ノ谷 姫路市 夢前町山之内 西ノ谷大谷 1.70
201-232 宮垣内 姫路市 夢前町山之内 宮垣内 0.48
201-233 押内 姫路市 夢前町山之内 押内 1.60
201-234 平田南平(1) 姫路市 夢前町山之内 平田南平 1.20
201-235 平田南平(2) 姫路市 夢前町山之内 平田南平 2.92
201-236 小屋谷 姫路市 夢前町山之内 小屋谷 1.40
201-237 一ノ谷 姫路市 夢前町山之内 一ノ谷 38.25
201-238 大谷ノ上(1) 姫路市 夢前町山之内 大谷ノ上 0.09
201-239 大谷ノ上(2) 姫路市 夢前町山之内 大谷ノ上 0.07
201-240 ホコタテ 姫路市 夢前町山之内 ホコタテ 1.59
201-241 龍野 姫路市 夢前町山之内 龍野 0.23
201-242 龍迫 姫路市 夢前町山之内 龍迫 2.54
201-243 暮谷 姫路市 夢前町山之内 暮谷 0.20
201-244 中大道 姫路市 夢前町山之内 中大道 0.05
201-245 宮ノ前(1) 姫路市 夢前町山之内 宮ノ前 0.60
201-246 宮ノ前(2) 姫路市 夢前町山之内 宮ノ前 0.61
201-247 柳谷(1) 姫路市 夢前町山之内 柳谷 5.82
201-248 柳谷(2) 姫路市 夢前町山之内 柳谷 3.58
201-249 僧屋敷 姫路市 夢前町山之内 僧屋敷 4.30
201-250 ハゲノ谷 姫路市 夢前町山之内 ハゲノ谷 2.79
201-251 北保木谷 姫路市 夢前町山之内 北保木谷 0.54
201-252 金岩 姫路市 夢前町山之内 金岩 0.49
201-253 黒瀧 姫路市 夢前町山之内 黒瀧 0.09
201-254 ツキダシ 姫路市 夢前町山之内 ツキダシ 0.66
201-255 河原谷 姫路市 夢前町山之内 河原谷 0.39
201-256 木戸 姫路市 夢前町山之内 木戸 0.57
201-257 新庄(3) 姫路市 夢前町新庄 柳ノ元 2.58
201-258 新庄(4) 姫路市 夢前町新庄 柳ノ元 0.32
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201-259 新庄(5) 姫路市 夢前町新庄 大道東 0.21
201-260 新庄(6) 姫路市 夢前町新庄 大道東 0.38
201-261 新庄(7) 姫路市 夢前町新庄 北河原 0.30
201-262 新庄(8) 姫路市 夢前町新庄 諏訪 0.34
201-263 前之庄(1) 姫路市 夢前町前之庄 北垣内 0.70
201-264 前之庄(2) 姫路市 夢前町前之庄 東山 0.18
201-265 前之庄(3) 姫路市 夢前町前之庄 上河原 0.17
201-266 前之庄(4) 姫路市 夢前町前之庄 上河原 0.24
201-267 前之庄(5) 姫路市 夢前町前之庄 水谷 0.49
201-268 杉之内(2) 姫路市 夢前町杉之内 戸倉口 2.14
201-269 塩田 姫路市 夢前町塩田 奥ヶ谷 3.01
201-270 糸田(2) 姫路市 夢前町糸田 丸山奥 2.23
201-271 糸田(3) 姫路市 夢前町糸田 丸山奥 5.94
201-272 糸田(4) 姫路市 夢前町糸田 丸山奥 2.71
201-273 糸田(5) 姫路市 夢前町糸田 1.26
201-274 宮置(4) 姫路市 夢前町宮置 エボシ 1.62
201-275 宮置(5) 姫路市 夢前町宮置 上野山治郎作谷 0.13
201-276 宮置(6) 姫路市 夢前町宮置 ビシャ谷 3.09
201-277 置本(3) 姫路市 夢前町置本 高畑 1.46
201-278 置本(4) 姫路市 夢前町置本 平井峠向 0.70
201-280 山富(4) 姫路市 夢前町山冨 氷室 1.86
201-281 山富(5) 姫路市 夢前町山冨 氷室 0.26
201-282 山富(6) 姫路市 夢前町山冨 西ノ垣内 0.03
201-283 須加院(1) 姫路市 香寺町須加院 大谷 0.87
201-284 須加院(2) 姫路市 香寺町須加院 大谷 1.62
201-285 須加院(3) 姫路市 香寺町須加院 大谷 0.94
201-286 須加院(4) 姫路市 香寺町須加院 大谷 0.57
201-287 須加院(5) 姫路市 香寺町須加院 親ノ倉 0.42
201-288 須加院(6) 姫路市 香寺町須加院 南垣内 0.04
201-289 須加院(7) 姫路市 香寺町須加院 森谷 1.44
201-290 須加院(8) 姫路市 香寺町須加院 森谷 0.69
201-291 須加院(9) 姫路市 香寺町須加院 城ヶ谷 0.51
201-292 須加院(10) 姫路市 香寺町須加院 城ヶ谷 2.62
201-293 相坂(1) 姫路市 香寺町相坂 谷山 2.29
201-294 相坂(2) 姫路市 香寺町相坂 谷山 1.92
201-295 恒屋(1) 姫路市 香寺町恒屋 カルミ谷 1.70
201-296 恒屋(2) 姫路市 香寺町恒屋 前山 1.03
201-297 谷田部(1) 姫路市 香寺町矢田部 北奥 0.65
201-298 谷田部(2) 姫路市 香寺町矢田部 開ヶ谷 0.74
201-299 相坂(3) 姫路市 香寺町相坂 霧崗山 1.53
201-300 相坂(4) 姫路市 香寺町相坂 谷山 0.92
201-301 相坂(5) 姫路市 香寺町相坂 柿ヶ谷 0.09
201-302 相坂(6) 姫路市 香寺町相坂 東山口 0.69
201-303 相坂(7) 姫路市 香寺町相坂 杉ヶ谷 0.24
201-305 須加院(12) 姫路市 香寺町須加院 細谷 0.23
201-306 田野 姫路市 香寺町田野 割ノ奥 0.54
201-307 相坂(8) 姫路市 香寺町相坂 西ノ奥 0.72
201-308 中村(1) 姫路市 香寺町中村 南塚地 2.54
201-309 中村(2) 姫路市 香寺町中村 北坂地山 1.99
201-310 久畑(1) 姫路市 香寺町久畑 北山 0.65
201-311 久畑(2) 姫路市 香寺町久畑 1.49
201-312 久畑(3) 姫路市 香寺町久畑 奥山 0.69
201-313 久畑(4) 姫路市 香寺町久畑 奥山 0.59
201-314 恒屋(3) 姫路市 香寺町恒屋 城ヶ谷 0.86
201-315 桜谷 姫路市 安富町狭戸 桜谷 0.13
201-316 フジ谷 姫路市 安富町塩野 フジ谷 0.11
201-317 谷山 姫路市 安富町長野 谷山 0.37
201-318 西尾 姫路市 安富町安志 西尾 0.17
201-319 宮ノ谷 姫路市 安富町安志 宮ノ谷 0.23
201-320 谷山 姫路市 安富町名坂 谷山 0.11
201-321 猿ヶ谷 姫路市 安富町名坂 猿ヶ谷 0.28
201-322 豆土地 姫路市 安富町名坂 豆土地 0.32
201-323 北垣内 姫路市 安富町名坂 北垣内 0.45
201-324 ニベ谷 姫路市 安富町末広 ニベ谷 0.39
201-325 平井谷 姫路市 安富町末広 平井谷 0.24
201-326 スオウ谷 姫路市 安富町末広 スオウ谷 0.38
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201-327 滝谷 姫路市 安富町末広 滝谷 0.37
201-328 アワシ(1) 姫路市 安富町皆河 アワシ 0.23
201-329 アワシ(２) 姫路市 安富町皆河 アワシ 0.04
201-330 アワシ(３) 姫路市 安富町皆河 アワシ 0.18
201-331 アワシ(４) 姫路市 安富町皆河 アワシ 0.46
201-332 西山 姫路市 安富町皆河 西山 0.08
201-333 西ノ谷 姫路市 安富町皆河 西ノ谷 1.62
201-334 柏山 姫路市 安富町関 柏山 0.56
201-335 カニワ 姫路市 安富町関 カニワ 0.91
201-336 ミケ谷 姫路市 安富町関 ミケ谷 0.05
201-337 足立谷 姫路市 安富町栃原 足立谷 1.79
201-338 ヤケ谷 姫路市 安富町栃原 ヤケ谷 0.65
201-339 シミ谷 姫路市 安富町末広 シミ谷 0.10
201-340 エンヌ 姫路市 安富町末広 エンヌ 0.23
201-341 月ヶ谷 姫路市 安富町末広 月ヶ谷 0.39
201-342 才谷 姫路市 安富町名坂 才谷 0.57
201-343 野ノ谷 姫路市 安富町名坂 野ノ谷 0.37
201-344 平谷 姫路市 安富町三森 平谷 0.90
201-345 大谷山 姫路市 安富町三森 大谷山 2.97
201-346 古屋谷 姫路市 安富町植木野 古屋谷 0.28
201-347 馬瀬 姫路市 安富町植木野 馬瀬 0.74
201-348 奥津畑 姫路市 安富町三坂 奥津畑 1.51
201-349 安志 姫路市 安富町安志 下当田 0.70
201-350 古知之庄(4) 姫路市 夢前町古知之庄 牛谷 0.15
201-351 安富町末広 姫路市 安富町末広 高徳 0.01
201-352 相坂(9) 姫路市 香寺町相坂 谷山 0.02
201-353 大河 姫路市 安富町皆河 大河 0.09
201-354 西山(2) 姫路市 安富町皆河 西山 0.12
201-355 アワシ(5) 姫路市 安富町皆河 アワシ 0.01
201-356 西高山 姫路市 安富町塩野 西高山 0.01
201-357 安志(3) 姫路市 安富町安志 西尾 0.33
201-358 夢前町山之内１ 姫路市 夢前町山之内 下桜ヶ谷戍 0.24
201-359 西庄 姫路市 西庄 西ミドロ甲 0.99
201-360 打越１ 姫路市 打越 奥山 0.08
201-361 林田町山田１ 姫路市 林田町山田 向イ山 0.13
201-362 石倉２ 姫路市 石倉 峯相東 0.42
201-363 夢前町芦田 姫路市 夢前町芦田 壱ツ林 0.72
201-364 夢前町糸田１ 姫路市 夢前町糸田 丸山 0.27
201-365 夢前町山之内２ 姫路市 夢前町山之内 小谷丁 0.21
201-366 安富町皆河１ 姫路市 安富町皆河 向山 0.07
201-367 林田町大堤１ 姫路市 林田町大堤 奥山 0.49
201-368 打越２ 姫路市 打越 奥山 0.25
201-369 打越３ 姫路市 打越 西伯母山 0.39
201-370 別所町佐土新 姫路市 別所町佐土新 桶居山 0.26
201-371 安富町関１ 姫路市 安富町関 三ヶ谷 0.53
201-372 安富町安志１ 姫路市 安富町安志 中尾 0.45
201-373 堂ノ尾 姫路市 安富町末広 堂ノ尾 0.18
201-376 安富町関２ 姫路市 安富町関 向イ 0.42
201-379 夢前町新庄１ 姫路市 夢前町新庄 大道東 0.30
201-380 夢前町新庄２ 姫路市 夢前町新庄 大道東 0.23
201-381 夢前町新庄３ 姫路市 夢前町新庄 大道東 0.23
201-382 夢前町前之庄 姫路市 夢前町前之庄 北垣内 0.32
201-383 夢前町莇野１ 姫路市 夢前町莇野 前山 0.09
201-384 夢前町莇野２ 姫路市 夢前町莇野 コヤゲ谷 0.20
201-385 夢前町莇野３ 姫路市 夢前町莇野 南谷 0.58
201-387 安富町瀬川 姫路市 安富町瀬川 南垣内 0.47
201-389 安富町三森 姫路市 安富町三森 トガリ 0.22
201-390 夢前町山之内３ 姫路市 夢前町山之内 深タワ庚 2.14
201-392 家島町宮 姫路市 家島町宮 皆田 0.20
201-393 砥堀１ 姫路市 砥堀 林ノ谷 0.30
201-394 豊富町御蔭 姫路市 豊富町御蔭 深谷 0.17
201-395 打越４ 姫路市 打越 南西奥 0.36
201-396 林田町下伊勢１ 姫路市 林田町下伊勢 大畑 0.34
201-398 林田町下伊勢２ 姫路市 林田町下伊勢 大畑 0.27
201-399 林田町上伊勢１ 姫路市 林田町上伊勢 薬師 0.78
201-400 林田町上伊勢２ 姫路市 林田町上伊勢 南西山 0.06

(9)



予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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

201-402 林田町上伊勢３ 姫路市 林田町上伊勢 追谷 0.14
201-403 林田町上伊勢４ 姫路市 林田町上伊勢 岩谷 0.38
201-404 林田町奥佐見１ 姫路市 林田町奥佐見 乙葛城 0.82
201-405 林田町奥佐見２ 姫路市 林田町奥佐見 成俊 0.39
201-406 林田町山田２ 姫路市 林田町山田 向イ山 0.24
201-407 飾東町八重畑１ 姫路市 飾東町八重畑 大龍谷 0.30
201-408 飾東町八重畑２ 姫路市 飾東町八重畑 大龍谷 0.60
201-409 砥堀２ 姫路市 砥堀 虫引嶽 0.61
201-411 石倉３ 姫路市 石倉 峯相東 0.09
201-412 石倉４ 姫路市 石倉 峯相東 0.06
201-414 林田町大堤２ 姫路市 林田町大堤 西山 0.32
201-415 林田町山田３ 姫路市 林田町山田 向イ山 0.50
201-416 林田町八幡 姫路市 林田町八幡 鉾立 0.33
201-417 香寺町田野 姫路市 香寺町田野 ダンゴ山 0.11
201-418 夢前町糸田２ 姫路市 夢前町糸田 瀧ヶ谷 2.01
201-419 夢前町菅生澗１ 姫路市 夢前町菅生澗 大谷 0.40
201-420 夢前町護持 姫路市 夢前町護持 口峠 0.78
201-421 夢前町高長１ 姫路市 夢前町高長 ハシロ谷 0.27
201-424 夢前町高長２ 姫路市 夢前町高長 大谷 0.03
201-428 夢前町神種 姫路市 夢前町神種 峠 0.66
201-430 夢前町莇野４ 姫路市 夢前町莇野 綿寺 0.70
201-432 夢前町山之内４ 姫路市 夢前町山之内 コハ谷庚 0.35
201-433 夢前町山之内５ 姫路市 夢前町山之内 東山庚 0.09
201-434 夢前町山之内６ 姫路市 夢前町山之内 藤大夫垣内庚 0.59
201-435 夢前町山之内７ 姫路市 夢前町山之内 藤大夫垣内庚 0.20
201-436 夢前町山之内８ 姫路市 夢前町山之内 仁蔵ヶ谷戍 0.46
201-437 夢前町山之内９ 姫路市 夢前町山之内 出合西平己 0.23
201-438 夢前町山之内１０ 姫路市 夢前町山之内 仁蔵ヶ谷戍 0.13
201-439 夢前町山之内１１ 姫路市 夢前町山之内 向山己 0.33
201-440 夢前町山之内１２ 姫路市 夢前町山之内 中山己 0.09
201-441 夢前町山之内１３ 姫路市 夢前町山之内 新宮乙 0.02
201-442 夢前町山之内１４ 姫路市 夢前町山之内 中大道丙 0.16
201-443 夢前町山之内１５ 姫路市 夢前町山之内 宮垣内甲 0.53
201-444 夢前町山之内１６ 姫路市 夢前町山之内 岡垣内丁 0.19
201-445 夢前町宮置 姫路市 夢前町宮置 出口 0.54
201-446 夢前町菅生澗２ 姫路市 夢前町菅生澗 蒲山 0.07
201-447 夢前町寺１ 姫路市 夢前町寺 小屋谷 0.14
201-448 夢前町寺２ 姫路市 夢前町寺 小屋谷 0.31
201-449 夢前町糸田３ 姫路市 夢前町糸田 桜谷 0.09
201-451 夢前町杉之内 姫路市 夢前町杉之内 荒神山 0.09
201-453 夢前町山之内１７ 姫路市 夢前町山之内 黒瀧乙 0.09
201-454 夢前町山之内１８ 姫路市 夢前町山之内 中山己 0.09
201-455 安富町長野 姫路市 安富町長野 谷山 0.22
201-457 安富町皆河２ 姫路市 安富町皆河 湯ノ山 0.09
201-458 安富町植木野 姫路市 安富町植木野 井ノ元 0.13
201-459 安富町安志２ 姫路市 安富町安志 宮ノ谷 0.09
201-460 安富町栃原 姫路市 安富町栃原 東山 0.07
201-461 安富町関３ 姫路市 安富町関 加賀瀬 0.25
201-462 安富町関４ 姫路市 安富町関 坪ヶ谷 2.73
201-463 安富町関５ 姫路市 安富町関 坪ヶ谷 2.57
201-464 安富町関６ 姫路市 安富町関 三ヶ谷 4.52
201-465 安富町名坂 姫路市 安富町名坂 大林 0.08
201-466 石倉５ 姫路市 石倉 鷹ヶ谷 0.65
201-467 林田町下伊勢３ 姫路市 林田町下伊勢 ドンデン 0.34
201-468 林田町下伊勢４ 姫路市 林田町下伊勢 堂ヶ谷 0.70
201-469 林田町林谷 姫路市 林田町林谷 摺鉢 0.08
201-470 林田町下伊勢５ 姫路市 林田町下伊勢 茶屋ノ上 0.17
201-471 中村(3) 姫路市 香寺町中村 北坂地山 0.19
201-472 大塩町 姫路市 大塩町 寺ヶ谷 0.09
201-473 矢田部 姫路市 香寺町矢田部 0.11
201-474 小原新 姫路市 飾東町 0.34
201-475 打越上谷 姫路市 打越 0.21
201-476 三枝草北谷 姫路市 前之庄 0.65
201-477 馬谷川 姫路市 莇野 0.10
201-478 小坪北谷 姫路市 寺 0.32
201-479 小坪北谷 姫路市 寺 1.01
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）
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市町村名
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大字 字
危険地区
面積

201-480 竹谷川 姫路市 瀬川 2.24
201-481 土岸川 姫路市 土岸 0.50
201-482 網手川 姫路市 網手 0.42
201-483 東尾友西川 姫路市 東尾友 0.16
201-484 中井谷川 姫路市 宮 0.33
201-485 真浦南川 姫路市 真浦 1.42
201-486 田ノ浜東川 姫路市 田ノ浜 0.67
201-487 北野西川 姫路市 飾東町 0.13
201-488 西庄北 姫路市 西庄 0.25
201-489 大釜西谷 姫路市 飾東町 0.23
201-490 大釜西奥谷 姫路市 飾東町 0.50
201-491 東阿保中谷 姫路市 四郷町 0.07
201-492 上高木谷 姫路市 花田町 0.05
201-493 大谷川 姫路市 砥堀 1.12
201-494 金竹奥 姫路市 豊富町 0.15
201-495 大野川支流 姫路市 梅ケ谷町 0.14
201-496 奥笹川第2 姫路市 打越 1.01
201-497 長林 姫路市 林田町 0.74
201-498 大提川第3 姫路市 林田町 0.11
201-499 大提川第2 姫路市 林田町 0.44
201-500 大野川 姫路市 上大野七丁目 0.43
201-501 杉山第2 姫路市 林田町 0.61
201-502 松山 姫路市 林田町 0.18
201-503 的形谷 姫路市 的形町 0.03
201-504 下八重畑川 姫路市 飾東町 0.13
201-505 北野川 姫路市 飾東町 0.08
201-506 東阿保谷 姫路市 四郷町 0.34
201-507 弥高谷 姫路市 砥堀 3.22
201-508 菰生川東谷 姫路市 前之庄 0.13
201-509 小坂山川 姫路市 仁豊野 1.16
201-510 地嶽谷 姫路市 新在家本町六丁目 0.09
201-511 梅ケ谷川 姫路市 梅ケ谷町 0.07
201-512 井ノ口中谷 姫路市 井ノ口 0.30
201-513 西庄 姫路市 西庄 0.26
201-514 佐中北谷 姫路市 山之内 0.09
201-515 西庄奥谷 姫路市 高岡新町 0.14
201-516 高長谷 姫路市 高長 0.08
201-517 緑兵右谷 姫路市 前之庄 0.13
201-518 西蒲田 姫路市 西蒲田 0.08
201-519 御立川 姫路市 御立東五丁目 0.09
201-520 西飾南谷 姫路市 飾西 0.55
201-521 赤坂谷 姫路市 相野 0.07
201-522 打越奥谷 姫路市 打越 0.71
201-523 笹川第2 姫路市 打越 0.36
201-524 笹川 姫路市 打越 0.19
201-525 打越西谷 姫路市 打越 0.09
201-526 奥笹川 姫路市 打越 1.72
201-527 相野 姫路市 西脇 0.04
201-528 上溝 姫路市 林田町 0.35
201-529 ヒゲガ谷川 姫路市 三森 0.04
201-530 矢谷川 姫路市 杤原 0.08
201-531 峠南上谷 姫路市 高長 0.43
201-532 須加院（１１） 姫路市 香寺町須加院 0.19
201-533 両池谷 姫路市 恒屋 0.05
201-534 神谷 姫路市 豊富町 0.14
201-535 流尾川 姫路市 須賀院 0.23
201-536 茶ノ木ケ谷川 姫路市 須賀院 0.15
201-537 鎌谷川 姫路市 須賀院 0.26
201-538 屋田谷 姫路市 行重 0.09
201-539 松之本谷 姫路市 前之庄 0.09
201-540 春川 姫路市 三森 0.19
201-541 地蔵谷 姫路市 恒屋 0.09
201-542 威徳谷 姫路市 中村 0.14
201-543 新井東川 姫路市 真浦 0.03
201-544 小坪南谷 姫路市 寺 0.65
201-545 高長東谷 姫路市 高長 0.09
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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
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201-546 豊岡谷 姫路市 前之庄 0.09
201-547 菰生川西谷 姫路市 前之庄 0.07
201-548 三枝草南谷 姫路市 前之庄 0.14
201-549 別車川上谷 姫路市 菅生潤 0.13
201-550 伊勢奥谷川 姫路市 林田町 0.02
201-551 油押川 姫路市 菅生潤 0.36
201-552 宗安川 姫路市 護持 0.35
201-553 塩田谷 姫路市 古知ノ庄 0.03
201-554 前之庄谷 姫路市 前之庄 1.14
201-555 松之本 姫路市 前之庄 0.09
201-556 文殿川下谷 姫路市 莇野 0.94
201-557 山富(3) 姫路市 夢前町山冨 氷室 1.18
201-558 須加院(11) 姫路市 香寺町須加院 細谷 0.19
201-559 大町 姫路市 安富町名坂 0.09
201-560 戸倉（5） 姫路市 夢前町戸倉 0.09
201-561 山冨（7） 姫路市 夢前町山冨 0.09
201-562 三枝草北谷 姫路市 前之庄 0.25
201-563 大野東川 姫路市 上大野七丁目 0.09
201-564 東尾友東川 姫路市 東尾友 0.20
201-565 高長（5） 姫路市 夢前町高長 0.23
201-566 高長北谷 姫路市 高長 0.12
201-567 神種（9） 姫路市 夢前町神種 0.06
201-568 小畑南下谷 姫路市 山之内 0.09
201-569 緑兵左谷 姫路市 前之庄 0.09
201-570 谷山川 姫路市 名坂 0.19
201-571 関（７） 姫路市 関 若山 4.00
204-001 東川 西宮市 甲山町 1.71
204-002 御手洗川 西宮市 甲山町 0.30
204-003 水分谷 西宮市 北山町 0.45
204-004 石一号谷 西宮市 苦楽園 （国有林） 0.89
204-005 柏堂西 西宮市 鷲林寺 （国有林） 0.09
204-006 剣谷沢 西宮市 鷲林寺 （国有林） 0.33
204-007 七面谷 西宮市 鷲林寺 （国有林） 0.70
204-008 観音川 西宮市 鷲林寺 （国有林） 0.18
204-009 鷲林寺(1) 西宮市 鷲林寺町 0.08
204-010 鷲林寺(2) 西宮市 鷲林寺町 0.10
204-011 観音谷 西宮市 鷲林寺 （国有林） 1.73
204-012 西宮甲山高 西宮市 鷲林寺 （国有林） 0.23
204-013 鷲林寺橋 西宮市 越水 0.64
204-014 大藪谷 西宮市 越水社家郷山 4.11
204-015 盤滝橋 西宮市 越水社家郷山 0.22
204-016 毘沙門橋下 西宮市 越水社家郷山 0.08
204-017 清渓橋下(1) 西宮市 越水社家郷山 0.09
204-018 清渓橋下(2) 西宮市 越水社家郷山 0.09
204-019 清渓橋上 西宮市 越水社家郷山 0.04
204-020 水無小谷 西宮市 越水 1.30
204-021 清渓橋下(3) 西宮市 越水 0.25
204-022 甲山大橋 西宮市 越水 1.58
204-023 小笠峠(1) 西宮市 山口町船坂 1.14
204-024 小笠峠(2) 西宮市 山口町船坂 0.49
204-025 弓納子川 西宮市 塩瀬町生瀬 0.09
204-026 高雄谷川 西宮市 塩瀬町生瀬 0.08
204-027 座頭谷 西宮市 山口町船坂 9.36
204-028 船坂 西宮市 山口町船坂 1.27
204-029 七曲(1) 西宮市 塩瀬町生瀬 0.86
204-030 七曲(2) 西宮市 塩瀬町名塩 0.14
204-031 名塩南台 西宮市 塩瀬町名塩 0.17
204-032 ヤケリ川 西宮市 塩瀬町名塩 0.54
204-033 丸尾川 西宮市 塩瀬町名塩 0.97
204-034 西宮山荘右沢 西宮市 塩瀬町名塩 0.85
204-035 西宮山荘左沢 西宮市 塩瀬町名塩 0.05
204-036 シリツキ川 西宮市 塩瀬町名塩 7.35
204-037 谷ヶ谷 西宮市 塩瀬町名塩 0.72
204-038 野田尾谷 西宮市 塩瀬町名塩 2.88
204-039 墓の谷 西宮市 塩瀬町名塩 3.14
204-040 ななくさ学園(1) 西宮市 塩瀬町名塩 0.55
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204-041 ななくさ学園(2) 西宮市 塩瀬町名塩 0.43
204-042 丸山ダム 西宮市 山口町下山口 0.69
204-043 湯口川 西宮市 山口町下山口 4.32
204-044 下船坂 西宮市 山口町船坂 0.38
204-045 船坂谷 西宮市 山口町船坂 11.34
204-046 毘沙門橋 西宮市 越水社家郷山 0.05
204-047 サーパス 西宮市 塩瀬町名塩 切上 0.34
204-048 鷲林寺橋下 西宮市 越水社家郷山 0.14
204-049 毘沙門橋下 西宮市 越水社家郷山 0.06
204-050 清渓橋下４ 西宮市 越水社家郷山 0.09
204-051 東久保１ 西宮市 塩瀬町名塩 0.19
204-052 東久保２ 西宮市 塩瀬町名塩 0.52
204-053 毘沙門橋２ 西宮市 越水社家郷山 0.96
204-054 毘沙門橋下 西宮市 越水 社家郷山 0.24
204-055 東久保２ 西宮市 塩瀬町名塩 南山 0.14
204-056 山口町下山口 西宮市 山口町下山口 ﾊﾀﾔﾏ 0.18
204-057 山口町船坂-02 西宮市 山口町船坂 0.43
204-058 山口町船坂-01 西宮市 山口町船坂 0.36
204-059 金仙寺-03 西宮市 山口町下山口 0.15
204-060 生瀬-03 西宮市 塩瀬町生瀬 0.48
205-001 北谷西平 洲本市 中津川組 北谷西平 0.82
205-002 小佐比 洲本市 由良町由良 小佐比 0.88
205-003 居屋敷 洲本市 由良町由良 居屋敷 1.01
205-004 由良 洲本市 由良町由良 宮ノ谷 0.27
205-005 宮ノ谷 洲本市 由良町由良 宮ノ谷 0.96
205-006 竹原ダム上 洲本市 千草 野田ヶ平 2.93
205-007 千草河内(2) 洲本市 千草 千草河内 0.64
205-008 千草河内(1) 洲本市 千草 千草河内 2.92
205-009 猪鼻ダム(1) 洲本市 千草 千草河内 0.13
205-010 猪鼻ダム(2) 洲本市 千草 千草河内 0.58
205-011 猪鼻ダム(3) 洲本市 千草 千草河内丙463-9 0.84
205-012 猪鼻ダム(4) 洲本市 千草 千草河内 0.68
205-013 鮎屋河内(1) 洲本市 鮎屋 忠太畑 0.61
205-014 鮎屋河内(2) 洲本市 鮎屋 鮎屋河内 2.49
205-015 鮎屋河内(3) 洲本市 鮎屋 忠太畑 0.58
205-016 三ツ川 洲本市 由良町内田 三ツ川 0.31
205-017 千草 洲本市 千草 猪谷東平 0.74
205-018 千草 洲本市 千草 滑谷 0.20
205-019 山形 洲本市 池内 山形 0.40
205-020 樋戸野池横(4) 洲本市 池田 中ノ谷 0.03
205-021 樋戸野池横(2) 洲本市 池田 中ノ谷 0.01
205-022 樋戸野池横(3) 洲本市 池田 中ノ谷 0.05
205-023 池田 洲本市 池田 土手ヶ谷 0.40
205-024 堂岡 洲本市 中川原町市原 堂岡 0.23
205-025 先山南下 洲本市 上内膳 梨子ノ木谷 0.25
205-026 先山千光寺入口 洲本市 中川原町安坂 源氏谷 0.31
205-027 安坂 洲本市 中川原町安坂 浅谷 1.04
205-028 不動尾 洲本市 奥畑 不動尾 1.40
205-029 由良町由良 洲本市 由良町由良 0.09
205-030 奥ノ内 洲本市 五色町鳥飼浦 奥ノ内 0.08
205-031 花隆池 洲本市 五色町上堺 段 0.55
205-032 熊山 洲本市 五色町上堺 熊山 0.19
205-033 奥ノ山(2) 洲本市 五色町広石中 奥ノ山 0.79
205-034 奥ノ山(1) 洲本市 五色町広石中 奥ノ山 1.37
205-035 柿ノ木 洲本市 五色町広石中 柿ノ木 1.68
205-036 野田(1) 洲本市 五色町鮎原塔下 野田 0.58
205-037 野田(2) 洲本市 五色町鮎原塔下 野田 0.32
205-038 馬不居 洲本市 五色町鮎原塔下 馬不居 1.01
205-039 納 洲本市 納 居屋敷 0.32
205-040 梨子ノ木谷 洲本市 上内膳 梨子ノ木谷 0.24
205-041 梨子ノ木谷 洲本市 上内膳 梨子ノ木谷 0.68
205-042 鮎屋河内(4) 洲本市 鮎屋 鮎屋河内 0.01
205-043 猪鼻ダム(5) 洲本市 千草 千種河内 0.09
205-044 猪鼻ダム(6) 洲本市 千草 千草河内 0.09
205-045 猪鼻ダム(7) 洲本市 千草 千草河内 0.16
205-046 宇山 洲本市 宇山 皿池平 0.07
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205-047 中川原町安坂１ 洲本市 中川原町安坂 井手ヶ谷 0.31
205-048 下内膳 洲本市 下内膳 御神ケ瀧 0.14
205-049 木曾上畑１ 洲本市 木曾上畑 千帰庵 0.21
205-050 上内膳１ 洲本市 上内膳 寒風 0.22
205-051 木曾上畑２ 洲本市 木曾上畑 千帰庵 0.30
205-052 中津川組 洲本市 中津川組 榎ノ本 0.25
205-054 五色町鮎原塔下１ 洲本市 五色町鮎原塔下 岡林 0.19
205-055 由良町由良２ 洲本市 由良町由良 家ノ南 0.13
205-056 千草３ 洲本市 千草 猪谷西平丁 0.72
205-060 安乎町平安浦 洲本市 安乎町平安浦 熊ケ岡 0.44
205-061 五色町鮎原三野畑 洲本市 五色町鮎原三野畑 笹谷 0.35
205-062 五色町鮎原塔下２ 洲本市 五色町鮎原塔下 家ノ後 1.57
205-064 五色町都志大日 洲本市 五色町都志大日 皿熊 0.12
205-066 五色町鮎原塔下３ 洲本市 五色町鮎原塔下 渡井谷 0.09
205-067 由良町由良３ 洲本市 由良町由良 肝木谷 1.01
205-068 納２ 洲本市 納 山田 0.96
205-069 上内膳２ 洲本市 上内膳 丸山 1.46
205-070 奥畑１ 洲本市 奥畑 別処乙 0.45
205-071 奥畑２ 洲本市 奥畑 別処乙 0.54
205-072 上内膳３ 洲本市 上内膳 岡崎 0.52
205-073 中川原町安坂２ 洲本市 中川原町安坂 井手ヶ谷 0.60
205-074 安乎町山田原１ 洲本市 安乎町山田原 太郎奥 0.26
205-075 安乎町山田原２ 洲本市 安乎町山田原 庵ノ上 0.09
205-076 五色町鮎原栢野 洲本市 五色町鮎原栢野 唐谷 2.39
205-078 由良町由良４ 洲本市 由良町由良 宮ノ谷 0.55
205-079 池田２ 洲本市 池田 阿ら田 1.09
205-080 桑間 洲本市 桑間 辷石 0.33
205-081 五色町鮎原塔下４ 洲本市 五色町鮎原塔下 漆畑 1.27
205-083 都志大宮 洲本市 五色町都志大宮 飛谷 0.01
205-084 猪鼻水源池 洲本市 千草 千種河内 0.04
205-085 奥ノ山（３） 洲本市 五色町広石中 奥ノ山 2.24
205-086 鮎原吉田 洲本市 五色町鮎原吉田 0.29
205-087 由良町由良５ 洲本市 由良町由良 0.11
205-088 五色町鮎原三野畑(2)洲本市 五色町鮎原三野畑 音ヶ原 0.69
205-089 中川原 洲本市 中川原町中川原 0.25
205-090 奥ノ山(4) 洲本市 五色町広石中 井手ノ谷 1.02
205-091 鮎原吉田２ 洲本市 五色町鮎原吉田 佐手 0.22
205-092 五色町鮎原三野畑(3)洲本市 五色町鮎原三野畑 高野谷 0.48
205-093 五色町鮎原上 洲本市 五色町鮎原上 厚朴谷 0.97
205-094 相川組 洲本市 相川組 棚江山西南受 2.89
205-095 中津川組２ 洲本市 中津川組 拳木谷 1.07
205-096 千草４ 洲本市 千草 奉行手巳 1.81
205-097 千草５ 洲本市 千草 芋谷 0.07
205-098 宇山２ 洲本市 宇山 皿池平 0.35
205-099 宇山３ 洲本市 宇山 皿池平 0.31
205-100 奥畑３ 洲本市 奥畑 松尾 0.52
205-101 洲本市 中川原町厚浜 薪森 0.18
205-102 由良町由良７ 洲本市 由良町由良 立川 0.60
205-103 由良町内田 洲本市 由良町内田 中際 0.09
205-104 小路谷 洲本市 小路谷 古茂江 0.76
205-105 安乎町平安浦２ 洲本市 安乎町平安浦 湊谷 0.03
205-106 中川原二ツ石１ 洲本市 中川原二ツ石 畑山 0.55
205-107 炬口１ 洲本市 炬口 高野松 0.09
205-108 桑間２ 洲本市 桑間 辷石 0.09
205-109 由良町由良６ 洲本市 由良町由良 姥ヶ谷 0.31
205-110 奥畑４ 洲本市 奥畑 狸 0.76
205-111 上内膳４ 洲本市 上内膳 口志ントフ 0.39
205-112 五色町都志万歳 洲本市 五色町都志万歳 丸田 1.27
205-113 中川原二ツ石２ 洲本市 中川原二ツ石 畑山 0.47
205-114 炬口２ 洲本市 炬口 高野松 0.53
205-115 中川原 洲本市 中川原町中川原 0.15
205-116 洲本市 安乎町平安浦 竹谷 0.14
206-001 三条火葬場 芦屋市 三条町 0.27
206-002 高座川 芦屋市 奥山 6.39
206-003 奥山長谷 芦屋市 奥山 1.75
206-004 奥山蛇谷 芦屋市 奥山 3.33
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206-005 芦屋川本谷 芦屋市 奥山 6.66
206-006 奥山椿谷 芦屋市 奥山 1.70
206-007 石仏谷 芦屋市 奥山 1.22
206-008 奥山八幡谷 芦屋市 奥山 1.76
206-009 柿谷 芦屋市 奥山 1.09
206-010 芦屋霊園(1) 芦屋市 剣谷 （国有林） 0.38
206-011 芦屋霊園(2) 芦屋市 剣谷 （国有林） 0.49
206-012 芦屋霊園(3) 芦屋市 剣谷 （国有林） 0.17
206-013 芦屋深谷 芦屋市 剣谷 （国有林） 1.03
206-014 ユルギ谷 芦屋市 剣谷 （国有林） 1.44
206-015 ツルベ谷 芦屋市 剣谷 （国有林） 1.09
206-016 奥山 芦屋市 奥山 0.16
206-017 道アゼ谷 芦屋市 奥山 0.47
206-018 弁天橋 芦屋市 奥山 0.04
206-019 奥山２ 芦屋市 奥山 ｵｸﾔﾏ 0.21
206-020 奥池町 芦屋市 奥池町 ｵｸｲｹﾁﾖｳ 0.05
206-021 芦屋市奥山-01 芦屋市 芦屋市奥山 0.09
208-001 堂ノ奥 相生市 若狭野町若狭野 堂ノ奥 1.81
208-002 東山(3) 相生市 若狭野町福井 東山 0.93
208-003 奥山(2) 相生市 矢野町上土井 荷谷 1.38
208-004 鼻山 相生市 矢野町小河 鼻山 0.37
208-005 湯降谷北 相生市 矢野町小河 湯降谷北 0.33
208-006 蛍谷 相生市 矢野町小河 蛍谷 0.24
208-007 西山(3) 相生市 矢野町下田 西山 0.05
208-008 西山(3) 相生市 矢野町下田 西山 0.11
208-009 池ノ谷 相生市 矢野町菅谷 池ノ谷 0.44
208-010 源内橋 相生市 矢野町菅谷 源内橋 0.35
208-011 羅漠口西山 相生市 矢野町瓜生 羅漠口西山 0.06
208-012 鍛冶屋谷 相生市 矢野町瓜生 鍛冶屋谷 0.70
208-013 上才の元 相生市 矢野町榊 上才の元 0.07
208-014 西山(2) 相生市 矢野町榊 西山 2.14
208-015 岩井谷筋 相生市 矢野町釜出 岩井谷筋 0.48
208-016 南谷 相生市 矢野町金坂 南谷 1.16
208-017 上乗清 相生市 矢野町中野 上乗清 0.31
208-018 峠 相生市 矢野町二木 峠 0.85
208-019 湯の谷奥 相生市 矢野町下田 湯の谷奥 0.63
208-020 ナビラグチ 相生市 矢野町下田 ナビラグチ 0.32
208-021 中ノ通 相生市 若狭野町寺田 中ノ通 0.65
208-022 前山 相生市 佐方 前山 0.23
208-023 中山表 相生市 佐方 中山表 0.11
208-024 真谷 相生市 若狭野町雨内 真谷 1.13
208-025 椿谷甲 相生市 矢野町下田 椿谷甲 0.85
208-026 下夕山(3) 相生市 若狭野町西後明 下夕山 0.56
208-027 奥山(3) 相生市 若狭野町東後明 奥山 1.54
208-028 池ヶ谷 相生市 那波 池ヶ谷 0.75
208-029 向ヒ山 相生市 那波 向ヒ山 0.02
208-030 城ヶ谷 相生市 那波 城ヶ谷 0.52
208-031 横尾 相生市 那波 横尾 0.49
208-032 大平 相生市 陸 大平 13.32
208-033 構谷 相生市 陸 構谷 0.20
208-034 石角(1) 相生市 那波野 石角 0.23
208-035 石角(2) 相生市 那波野 石角 0.61
208-036 岩屋谷 相生市 那波野 岩屋谷 1.63
208-037 鳥帽子 相生市 相生 鳥帽子 0.21
208-038 青柳 相生市 相生 青柳 2.23
208-039 楽々獄 相生市 相生 楽々獄 0.61
208-040 矢ノ谷 相生市 佐方 矢ノ谷 0.02
208-041 宮山 相生市 那波 宮山 0.21
208-042 古宮 相生市 那波 本町 0.11
208-043 大谷 相生市 那波 大谷 0.50
208-044 緑ヶ丘 相生市 緑ヶ丘 0.08
208-045 芋谷 相生市 若狭野町若狭野 雨内 0.60
208-046 中乗清 相生市 矢野町中野 中乗清 0.21
208-047 東山 相生市 矢野町真広 東山 0.32
208-048 釜出 相生市 矢野町釜出 岩木筋 0.07
208-049 深山口 相生市 矢野町小河 深山口 0.14
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208-050 那波野 相生市 那波野 岩屋谷 0.11
208-051 竜泉町１ 相生市 竜泉町 竜泉町 0.24
208-052 森１ 相生市 森 東山 0.17
208-053 下田１ 相生市 下田 椿谷甲 0.09
208-054 竜泉町２ 相生市 竜泉町 竜泉町 0.54
208-056 寺田 相生市 寺田 東山ノ下 0.23
208-058 能下 相生市 能下 東平山 0.38
208-059 榊１ 相生市 榊 東山ノ二 0.09
208-060 小河１ 相生市 小河 湯降谷北 0.09
208-061 小河２ 相生市 小河 湯降谷北 0.27
208-062 瓜生１ 相生市 瓜生 池ノ奥 0.10
208-063 二木１ 相生市 二木 賀波山 1.03
208-064 榊２ 相生市 榊 西山ノ二 0.09
208-065 雨内 相生市 雨内 芋谷 0.93
208-066 榊1 相生市 矢野町榊 長ノ尾 1.93
208-067 横尾２ 相生市 陸 横尾 0.12
208-068 高代山 相生市 相生 高代山 1.42
208-069 下土井 相生市 若狭野町下土井 山サキ 1.44
208-070 榊３ 相生市 矢野町榊 荒神山 1.62
208-071 山手 相生市 山手 山手1丁目 0.27
208-072 横尾３ 相生市 陸 横尾 1.25
208-073 若狭野町入野 相生市 若狭野町入野 入鹿渕 0.10
208-074 木場 相生市 那波 木場 0.04
208-075 小丸 相生市 相生 小丸 0.09
208-076 上山 相生市 若狭野町野々 上山 0.74
208-077 入野1 相生市 若狭野町入野 京ノ尾 0.09
208-078 若狭野1 相生市 若狭野町若狭野 寺山 1.37
208-079 小河7 相生市 矢野町小河 中雨谷 0.09
208-080 榊2 相生市 矢野町榊 大橋 0.47
208-081 榊３ 相生市 矢野町榊 焼尾 0.13
208-082 西ノ山 相生市 相生 西ノ山 0.14
208-083 若狭野町入野２ 相生市 若狭野町入野 入鹿渕 0.03
208-084 下タ山（４） 相生市 若狭野町西後明 下タ山 0.67
208-085 入野２ 相生市 若狭野町入野 京ノ尾 0.78
208-086 若狭野２ 相生市 若狭野町若狭野 寺山 0.28
208-087 小河6 相生市 矢野町小河 上雨谷 0.33
208-088 据石 相生市 相生 据石 0.04
208-089 西上サ 相生市 若狭野町上松 西上サ 0.07
208-090 奥山 相生市 若狭野町東後明 奥山 0.09
208-091 上野ヶ谷 相生市 那波 上野ヶ谷 2.27
208-092 桜ヶ丘町 相生市 桜ケ丘 桜ヶ丘町 0.15
208-093 菅谷3 相生市 矢野町菅谷 源内橋 0.13
208-094 西山 相生市 若狭野町福井 西山 0.41
208-095 米山ノ口 相生市 若狭野町寺田 米山ノ口 0.05
208-096 湯ノ谷奥２ 相生市 矢野町下田 湯ノ谷奥 0.15
208-097 ナル林乙 相生市 矢野町下田 ナル林乙 0.36
208-098 西北山 相生市 矢野町能下 西北山 0.76
208-099 大黒山 相生市 相生 大黒山 0.70
208-100 納戸 相生市 相生 納戸 1.25
208-101 青柳２ 相生市 相生 青柳 0.35
208-102 梅木山 相生市 相生 梅木山 0.17
208-103 笠頭 相生市 相生 笠頭 0.69
208-104 菅原町2 相生市 菅原町 菅原町 0.38
208-105 那波東本町 相生市 那波東本町 那波東本町 0.41
208-106 下タ山（５） 相生市 若狭野町西後明 下タ山 0.20
208-107 一ノ谷 相生市 若狭野町入野 一ノ谷 0.41
208-108 高取 相生市 相生 高取 0.19
208-109 小丸２ 相生市 相生 小丸 0.16
208-110 上山 相生市 若狭野町野々 上山 0.32
208-111 京ノ尾 相生市 若狭町入野 京ノ尾 0.46
208-112 池ノ下 相生市 若狭野町下土井 池ノ下 0.24
208-113 小谷 相生市 矢野町菅谷 小谷 0.09
208-114 上雨谷 相生市 矢野町小河 上雨谷 0.26
208-115 油田 相生市 矢野町小河 油田 0.09
209-001 畑上(1) 豊岡市 畑上 家ノ奥 1.40
209-002 畑上(2) 豊岡市 畑上 松ﾗ畑 0.01
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209-003 畑上(3) 豊岡市 畑上 畑谷 0.09
209-005 下鶴井 豊岡市 下鶴井 上ノ山 0.23
209-006 下宮 豊岡市 下宮 丹後谷 0.23
209-007 百合地 豊岡市 百合地 大ベライ 0.27
209-008 中谷 豊岡市 中谷 殿替 0.07
209-009 香住 豊岡市 香住 家の奥 0.08
209-010 三宅 豊岡市 三宅 奥谷 0.23
209-011 奧野(1) 豊岡市 奥野 土師谷 0.72
209-012 奧野(2) 豊岡市 奥野 奥山 0.23
209-013 森尾 豊岡市 森尾 市尾 0.26
209-014 長谷(1) 豊岡市 長谷 ハナ 0.02
209-015 倉見 豊岡市 倉見 亀谷 0.65
209-016 加陽 豊岡市 加陽 大谷 0.08
209-017 上佐野(1) 豊岡市 上佐野 広峰 0.19
209-018 上佐野(2) 豊岡市 上佐野 国谷 2.19
209-019 高屋 豊岡市 高屋 岩屋 0.06
209-020 目坂(1) 豊岡市 目坂 桃ヶ坂 0.88
209-021 目坂(2) 豊岡市 目坂 法事 0.01
209-022 辻 豊岡市 辻 加賀城 0.04
209-023 野垣 豊岡市 野垣 深谷 0.11
209-024 宮井(1) 豊岡市 宮井 弥助谷 0.06
209-025 宮井(2) 豊岡市 宮井 弥助谷 0.06
209-026 江野 豊岡市 江野 下坂 1.63
209-027 伊賀谷(1) 豊岡市 伊賀谷 向谷 0.15
209-028 伊賀谷(2) 豊岡市 伊賀谷 後谷 0.11
209-029 小島(1) 豊岡市 小島 彦島 0.16
209-030 小島(2) 豊岡市 小島 家の奥 0.16
209-031 小島(3) 豊岡市 小島 作り 0.09
209-032 瀬戸 豊岡市 瀬戸 挟 0.09
209-033 津居山 豊岡市 津居山 権現谷 0.04
209-035 吉井 豊岡市 吉井 宮の下 0.13
209-036 栃江 豊岡市 栃江 福井東谷 0.23
209-037 大篠岡 豊岡市 大篠岡 上山 0.22
209-038 目坂(3) 豊岡市 目坂 稲荷 0.06
209-039 伊賀谷(3) 豊岡市 伊賀谷 ﾖｲｺ池ﾉ平ﾙ 0.21
209-040 飯谷 豊岡市 城崎町飯谷 ミヤジ 0.03
209-041 楽々浦 豊岡市 城崎町楽々浦 家ノ谷 0.44
209-042 戸島 豊岡市 城崎町戸島 ﾜｷﾃﾞ 0.09
209-043 結(1) 豊岡市 城崎町結 野ヶ谷 0.10
209-044 結(2) 豊岡市 城崎町結 突谷 0.17
209-045 上山(1) 豊岡市 城崎町上山 二見谷 0.14
209-046 上山(2) 豊岡市 城崎町上山 簸谷 0.18
209-047 来日(1) 豊岡市 城崎町来日 ソワシ 0.03
209-048 来日(2) 豊岡市 城崎町来日 ソワシ 0.09
209-049 来日(3) 豊岡市 城崎町来日 佛谷 0.06
209-050 来日(4) 豊岡市 城崎町来日 仲谷 0.63
209-051 来日(5) 豊岡市 城崎町来日 寺谷 0.46
209-052 来日(6) 豊岡市 城崎町来日 谷山 0.23
209-053 来日(7) 豊岡市 城崎町来日 宮城奥 0.85
209-054 湯島(1) 豊岡市 城崎町湯島 寺山 1.68
209-055 湯島(2) 豊岡市 城崎町湯島 甲香 0.06
209-056 湯島(3) 豊岡市 城崎町湯島 神主谷 0.09
209-057 桃島 豊岡市 城崎町桃島 百町 0.10
209-058 湯島(4) 豊岡市 城崎町湯島 御茶屋ノ上 0.02
209-059 田久日 豊岡市 竹野町田久日 セチン谷 0.77
209-060 宇日 豊岡市 竹野町宇日 鬼ヶ坪 0.17
209-061 羽入(1) 豊岡市 竹野町羽入 湯谷 0.10
209-062 羽入(2) 豊岡市 竹野町羽入 フロケ谷 0.07
209-063 芦谷 豊岡市 竹野町芦谷 大津辺 1.29
209-064 林(1) 豊岡市 竹野町林 坂ノ谷 1.47
209-065 小城(1) 豊岡市 竹野町小城 中川原山 0.99
209-066 二連原 豊岡市 竹野町二連原 荒谷山 2.43
209-067 椒(1) 豊岡市 竹野町椒 奥山 2.60
209-068 小城(2) 豊岡市 竹野町小城 ヨロズ谷 0.09
209-069 小城(3) 豊岡市 竹野町小城 ヨウセン谷 0.27
209-070 御又(1) 豊岡市 竹野町御又 猪ノ谷 0.22
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209-071 須野谷(1) 豊岡市 竹野町須野谷 小風 0.15
209-072 三原(1) 豊岡市 竹野町三原 ミノリ 0.90
209-073 三原(2) 豊岡市 竹野町三原 畑ノ城 0.03
209-074 三原(3) 豊岡市 竹野町三原 大栃 0.67
209-075 三原(4) 豊岡市 竹野町三原 野口 0.22
209-076 三原(5) 豊岡市 竹野町三原 乳母ヶ懐 0.05
209-077 三原(6) 豊岡市 竹野町三原 蓼原 1.25
209-078 桑野本 豊岡市 竹野町桑野本 ヲボロ谷 0.09
209-079 御又(2) 豊岡市 竹野町御又 坂本 0.04
209-080 森本 豊岡市 竹野町森本 ホウキ 0.09
209-081 坊岡(1) 豊岡市 竹野町坊岡 峠谷 0.19
209-082 坊岡(2) 豊岡市 竹野町坊岡 下木谷 0.15
209-083 坊岡(3) 豊岡市 竹野町坊岡 下木谷 0.61
209-084 坊岡(4) 豊岡市 竹野町坊岡 池ノ谷 0.12
209-085 林(2) 豊岡市 竹野町林 地蔵ノ下 0.07
209-086 林(3) 豊岡市 竹野町林 色末谷 0.11
209-087 林(4) 豊岡市 竹野町林 宮ノ谷 0.36
209-088 鬼神谷(1) 豊岡市 竹野町鬼神谷 上ン谷 0.26
209-090 和田 豊岡市 竹野町和田 太田 0.37
209-091 草飼(1) 豊岡市 竹野町草飼 寺谷 0.04
209-092 草飼(2) 豊岡市 竹野町草飼 門谷 0.18
209-093 羽入(3) 豊岡市 竹野町羽入 寺ノ下 0.09
209-094 椒(2) 豊岡市 竹野町椒 金谷 0.09
209-095 須野谷(2) 豊岡市 竹野町須野谷 寺谷 0.34
209-096 赤崎(1) 豊岡市 日高町赤崎 矢ノ谷 0.50
209-097 赤崎(2) 豊岡市 日高町赤崎 笛吹 0.02
209-098 観音寺(1) 豊岡市 日高町観音寺 助元谷 1.30
209-099 殿 豊岡市 日高町殿 大谷 0.66
209-100 羽尻 豊岡市 日高町羽尻 細作 0.11
209-101 田ノ口 豊岡市 日高町田ノ口 クゴ山 0.12
209-102 石井(1) 豊岡市 日高町石井 白鳥 0.10
209-103 石井(2) 豊岡市 日高町石井 クゴ 0.05
209-104 名色(1) 豊岡市 日高町名色 戸板 0.02
209-105 名色(2) 豊岡市 日高町名色 男山 0.35
209-106 万場 豊岡市 日高町万場 大杉 1.64
209-107 稲葉 豊岡市 日高町稲葉 西山 1.33
209-108 東河内(1) 豊岡市 日高町東河内 ハイオ 0.14
209-109 東河内(2) 豊岡市 日高町東河内 本谷 0.43
209-110 太田 豊岡市 日高町太田 大尾 0.21
209-111 山宮(1) 豊岡市 日高町山宮 般若 0.03
209-113 頃垣 豊岡市 日高町頃垣 西坂 0.09
209-114 久田谷 豊岡市 日高町久田谷 舟南谷 0.47
209-115 猪ノ爪 豊岡市 日高町猪ノ爪 菖蒲谷 0.10
209-116 大岡(1) 豊岡市 日高町大岡 阿瀬谷 0.22
209-117 八代 豊岡市 日高町八代 宝城 0.19
209-118 上石(1) 豊岡市 日高町上石 コジ 0.16
209-119 上石(2) 豊岡市 日高町上石 ホウキ 0.04
209-120 大岡 豊岡市 日高町大岡 平地 0.29
209-121 八代 豊岡市 日高町八代 一原 0.07
209-122 知見 豊岡市 日高町知見 明谷 0.61
209-123 安良 豊岡市 出石町安良 中通 0.45
209-124 口小野(1) 豊岡市 出石町口小野 大谷 0.16
209-125 奥小野(1) 豊岡市 出石町奥小野 兵谷 0.60
209-126 奥小野(2) 豊岡市 出石町奥小野 細見 2.06
209-127 奥小野(3) 豊岡市 出石町奥小野 狼谷 0.19
209-128 口小野(2) 豊岡市 出石町口小野 溝谷 2.25
209-129 口小野(3) 豊岡市 出石町口小野 溝谷 0.63
209-130 口小野(4) 豊岡市 出石町口小野 滝ノ谷 1.05
209-131 袴狭(1) 豊岡市 出石町袴狭 トイシバ 0.99
209-132 袴狭(2) 豊岡市 出石町袴狭 見舞谷 1.13
209-133 宮内(1) 豊岡市 出石町宮内 久保谷 0.56
209-134 宮内(2) 豊岡市 出石町宮内 和田山 0.11
209-135 宮内(3) 豊岡市 出石町宮内 寺鐘谷 0.23
209-136 谷山(1) 豊岡市 出石町谷山 道谷 0.06
209-137 谷山(2) 豊岡市 出石町谷山 大谷 0.65
209-138 内町 豊岡市 出石町内町 城山 0.42
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209-139 小人(1) 豊岡市 出石町小人 蔵前 0.04
209-140 小人(2) 豊岡市 出石町小人 城山 0.23
209-141 小人(3) 豊岡市 出石町小人 城山 0.28
209-142 日野辺(1) 豊岡市 出石町日野辺 来谷 0.14
209-143 日野辺(2) 豊岡市 出石町日野辺 来谷 0.16
209-144 日野辺(3) 豊岡市 出石町日野辺 来谷 0.63
209-145 日野辺(4) 豊岡市 出石町日野辺 保山 0.85
209-146 寺坂(1) 豊岡市 出石町寺坂 薬研谷 0.57
209-147 寺坂(2) 豊岡市 出石町寺坂 コケ山 0.56
209-148 桐野(1) 豊岡市 出石町桐野 奥殿 2.47
209-149 桐野(2) 豊岡市 出石町桐野 西ノ谷 1.01
209-150 中野 豊岡市 出石町中野 サダ谷 1.23
209-151 上野(1) 豊岡市 出石町上野 宮ノ谷 0.84
209-152 上野(2) 豊岡市 出石町上野 桑谷 0.36
209-153 上村(1) 豊岡市 出石町上村 坪口 0.09
209-154 上村(2) 豊岡市 出石町上村 桂谷 0.62
209-155 上村(3) 豊岡市 出石町上村 宮ノ下 1.81
209-156 奥山(1) 豊岡市 出石町奥山 立奥 0.17
209-157 奥山(2) 豊岡市 出石町奥山 蛇谷 1.39
209-158 奥山(3) 豊岡市 出石町奥山 石ヶ谷 0.38
209-159 奥山(4) 豊岡市 出石町奥山 ｽﾙｶﾞ谷 0.24
209-160 和屋 豊岡市 出石町和屋 和屋 0.14
209-161 榎見 豊岡市 出石町榎見 栃山 0.24
209-162 中村(1) 豊岡市 出石町中村 谷口 0.16
209-163 中村(2) 豊岡市 出石町中村 谷口 0.41
209-164 細見 豊岡市 出石町細見 橋片 1.22
209-165 暮坂(1) 豊岡市 出石町暮坂 下谷 0.66
209-166 暮坂(2) 豊岡市 出石町暮坂 平野 0.28
209-167 平田 豊岡市 出石町平田 平田 0.20
209-168 丸中 豊岡市 出石町丸中 向山 0.19
209-169 大谷(1) 豊岡市 出石町大谷 坂東 0.66
209-170 大谷(2) 豊岡市 出石町大谷 寺谷 0.32
209-171 福見 豊岡市 出石町福見 柿谷 1.31
209-172 町分 豊岡市 出石町町分 谷口 0.24
209-173 暮坂(3) 豊岡市 出石町暮坂 辻堂 0.21
209-174 口小野(5) 豊岡市 出石町口小野 高徳 0.20
209-175 奥山(5) 豊岡市 出石町奥山 和戸 0.28
209-176 小人(4) 豊岡市 出石町小人 蔵ノ前 0.09
209-177 片間 豊岡市 出石町片間 岩ヶ谷 0.22
209-178 口小野(6) 豊岡市 出石町口小野 遊行寺 0.58
209-179 日野辺(5) 豊岡市 出石町日野辺 ズヘ 0.07
209-180 中村(3) 豊岡市 出石町中村 稼 0.09
209-181 矢根(1) 豊岡市 但東町矢根 カツラノ 0.43
209-182 矢根(2) 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 1.95
209-183 唐川(1) 豊岡市 但東町唐川 池ノ谷 1.16
209-184 唐川(2) 豊岡市 但東町唐川 細谷 4.16
209-185 唐川(3) 豊岡市 但東町唐川 小谷 5.76
209-186 木村(1) 豊岡市 但東町木村 浦谷 1.12
209-187 坂野(1) 豊岡市 但東町坂野 小西谷 1.28
209-188 坂野(2) 豊岡市 但東町坂野 買谷 1.44
209-189 中山(1) 豊岡市 但東町中山 赤野 0.15
209-190 奥藤(1) 豊岡市 但東町奥藤 菅谷 1.33
209-191 奥藤(2) 豊岡市 但東町奥藤 ヒシケ谷 2.09
209-192 畑山（４） 豊岡市 但東町畑山 畑森 0.42
209-193 奥赤(1) 豊岡市 但東町奥赤 水越 1.27
209-194 奥赤(2) 豊岡市 但東町奥赤 水越 0.34
209-195 赤花(1) 豊岡市 但東町赤花 日場 0.19
209-196 赤花(2) 豊岡市 但東町赤花 主棲谷東側 0.18
209-197 坂津(1) 豊岡市 但東町坂津 ヤブキ 1.62
209-198 畑山(1) 豊岡市 但東町畑山 日落谷 4.97
209-199 東里 豊岡市 但東町東里 向山 0.68
209-200 正法寺(1) 豊岡市 但東町正法寺 般若 0.42
209-201 正法寺(2) 豊岡市 但東町正法寺 般若 0.27
209-202 平田(1) 豊岡市 但東町平田 ボゴ谷 2.02
209-203 久畑 豊岡市 但東町久畑 鳥の奥 0.82
209-204 薬王寺(1) 豊岡市 但東町薬王寺 西谷 3.48
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209-205 薬王寺(2) 豊岡市 但東町薬王寺 西谷 3.26
209-206 大河内(1) 豊岡市 但東町大河内 熊谷 0.25
209-207 大河内(2) 豊岡市 但東町大河内 熊谷 0.94
209-208 大河内(3) 豊岡市 但東町大河内 熊谷 0.73
209-209 大河内(4) 豊岡市 但東町大河内 西谷 1.24
209-210 小坂(1) 豊岡市 但東町小坂 直見峠 3.19
209-211 小坂(2) 豊岡市 但東町小坂 大光寺 0.39
209-212 佐田(1) 豊岡市 但東町佐田 クラカケ 0.28
209-213 平田(2) 豊岡市 但東町平田 妙見 0.11
209-214 佐々木(1) 豊岡市 但東町佐々木 深山 1.05
209-215 佐々木(2) 豊岡市 但東町佐々木 堅谷 0.80
209-216 相田(1) 豊岡市 但東町相田 坂の浦 1.34
209-217 天谷 豊岡市 但東町天谷 西側 0.25
209-218 奥矢根 豊岡市 但東町奥矢根 下モ山 1.34
209-219 水石(1) 豊岡市 但東町水石 尾畑 0.01
209-220 畑(1) 豊岡市 但東町畑 家の奥 0.34
209-221 畑(２) 豊岡市 但東町畑 系谷 0.81
209-222 水石(2) 豊岡市 但東町水石 高さ 0.09
209-223 水石(3) 豊岡市 但東町水石 家の奥 0.36
209-224 小坂(3) 豊岡市 但東町小坂 大光寺 0.12
209-225 矢根(3) 豊岡市 但東町矢根 才の神 1.99
209-226 木村(2) 豊岡市 但東町木村 佛清 0.51
209-227 虫生 豊岡市 但東町虫生 奥山 0.24
209-228 赤花(3) 豊岡市 但東町赤花 主計南側 0.14
209-229 河本(1) 豊岡市 但東町河本 ロクロ 0.41
209-230 相田(2) 豊岡市 但東町相田 山ナシ 0.37
209-231 赤花(4) 豊岡市 但東町赤花 主計北側 0.37
209-232 相田(3) 豊岡市 但東町相田 古坂 0.23
209-233 赤花(5) 豊岡市 但東町赤花 主計南側 0.13
209-234 出合 豊岡市 但東町出合 寺ノ奥 0.39
209-235 相田(4) 豊岡市 但東町相田 西山 0.02
209-236 栗尾(1) 豊岡市 但東町栗尾 宮の向 0.22
209-237 佐田(2) 豊岡市 但東町佐田 長坂 0.05
209-238 畑山(2) 豊岡市 但東町畑山 小林 13.11
209-239 奥赤(3) 豊岡市 但東町奥赤 梅ヶ坂 0.48
209-240 赤花（6） 豊岡市 但東町赤花 奥山 2.22
209-241 奥赤(4) 豊岡市 但東町奥赤 上の垣西 0.56
209-242 正法寺(3) 豊岡市 但東町正法寺 キジヤ 0.08
209-243 赤花（7） 豊岡市 但東町赤花 谷地 0.76
209-244 畑山(3) 豊岡市 但東町畑山 細ヶ谷 0.32
209-245 畑(3) 豊岡市 但東町畑 床尾 1.13
209-246 中郷 豊岡市 中郷 アイタチ 0.52
209-247 東大谷 豊岡市 竹野町東大谷 才谷 0.06
209-248 鬼神谷(2) 豊岡市 竹野町鬼神谷 寺谷 0.02
209-249 椒(3) 豊岡市 竹野町椒 上ノ山 0.09
209-250 川南谷 豊岡市 竹野町川南谷 イガ谷山 0.10
209-251 袴狭(3) 豊岡市 出石町袴狭 梨本 0.10
209-252 奥山(6) 豊岡市 出石町奥山 岩原(１) 0.09
209-253 奥山(7) 豊岡市 出石町奥山 岩原(２) 0.68
209-254 薬王寺(3) 豊岡市 但東町薬王寺 久谷 0.35
209-255 佐田(3) 豊岡市 但東町佐田 カモンドウ 0.30
209-256 平田(3) 豊岡市 但東町平田 下山 2.13
209-257 正法寺(4) 豊岡市 但東町正法寺 宮ノ谷 0.15
209-258 相田(5) 豊岡市 但東町相田 寺谷 0.35
209-259 相田(6) 豊岡市 但東町相田 寺谷 0.60
209-260 寺坂(3) 豊岡市 出石町寺坂 上谷 0.09
209-261 薬王寺(4) 豊岡市 但東町薬王寺 寺谷 0.09
209-262 相田(7) 豊岡市 但東町相田 ジョウ谷 0.35
209-263 薬王寺(5) 豊岡市 但東町薬王寺 出尾 0.18
209-264 大河内(5) 豊岡市 但東町大河内 西谷 0.25
209-265 下塚 豊岡市 竹野町下塚 助谷 0.23
209-266 薬王寺(6) 豊岡市 但東町薬王寺 中村 0.07
209-267 高龍寺 豊岡市 但東町高竜寺 ヤノ谷 0.86
209-268 佐々木(3) 豊岡市 但東町佐々木 鍛冶屋 0.08
209-269 門谷 豊岡市 竹野町門谷 サヨ 0.28
209-270 大河内(6) 豊岡市 但東町大河内 河之辺 0.33
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209-271 大河内(7) 豊岡市 但東町大河内 親谷 0.35
209-272 栗尾(2) 豊岡市 但東町栗尾 郷路 0.19
209-273 佐田(4) 豊岡市 但東町佐田 平地 0.73
209-274 河本(2) 豊岡市 但東町河本 貝ノ原 0.04
209-275 薬王寺(7) 豊岡市 但東町薬王寺 出尾 1.09
209-276 奥山(8) 豊岡市 出石町奥山 日山 0.14
209-277 奥山(9) 豊岡市 出石町奥山 上アラ堀 0.34
209-278 大河内(8) 豊岡市 但東町大河内 西谷 0.13
209-279 大河内(9) 豊岡市 但東町大河内 峠谷 0.59
209-280 大河内(10) 豊岡市 但東町大河内 親谷 0.11
209-281 畑山(5) 豊岡市 但東町畑山 畑森 0.07
209-282 相田(8) 豊岡市 但東町相田 寺谷 0.67
209-283 長谷(2) 豊岡市 長谷 カンヲン谷 0.32
209-284 観音寺(2) 豊岡市 日高町観音寺 櫛谷 2.69
209-285 赤花(8) 豊岡市 但東町赤花 主計南側 0.60
209-286 出合市場(1) 豊岡市 但東町出合市場 家ノ奥 0.05
209-287 桐野(3) 豊岡市 出石町桐野 マガリ 0.08
209-288 鳥居 豊岡市 出石町鳥居 東谷 0.09
209-289 栗尾(3) 豊岡市 但東町栗尾 郷路 0.10
209-290 栗尾(4) 豊岡市 但東町栗尾 百合ヶ花 0.78
209-291 栗尾(5) 豊岡市 但東町栗尾 百合ヶ花 0.09
209-292 森井 豊岡市 出石町森井 犬坂 0.21
209-293 下鶴井(2) 豊岡市 下鶴井 倉谷 0.57
209-294 上山(3) 豊岡市 城崎町上山 カズワイ 0.04
209-295 日野辺(6) 豊岡市 出石町日ノ辺 蔵持 0.14
209-296 駄坂 豊岡市 駄坂 家ノ上 0.18
209-297 暮坂(4) 豊岡市 出石町暮坂 下コイ谷 0.37
209-298 袴狭(4) 豊岡市 出石町袴狭 新宮谷 0.24
209-299 鳥居(2) 豊岡市 出石町鳥居 原谷 0.20
209-300 薬王寺(8) 豊岡市 但東町薬王寺 出尾 0.06
209-301 赤花(9) 豊岡市 但東町赤花 段ノ垣北側 0.24
209-302 長谷(3) 豊岡市 長谷 シノ谷 0.17
209-303 飯谷(2) 豊岡市 城崎町飯谷 砥石谷 0.40
209-304 夏栗 豊岡市 日高町夏栗 家ノ上 0.03
209-305 山本(1) 豊岡市 山本 金原 0.37
209-306 山本(2) 豊岡市 山本 金原 0.19
209-307 水石(4) 豊岡市 但東町水石 高サ 0.21
209-308 内町(１) 豊岡市 内町 小垣 0.11
209-309 内町(２) 豊岡市 内町 神ヶ谷口 0.04
209-310 日高町夏栗 豊岡市 日高町夏栗 菖蒲谷 0.17
209-311 出石町袴狭１ 豊岡市 出石町袴狭 下坂 0.17
209-312 但東町後１ 豊岡市 但東町後 天神 0.33
209-313 日高町殿１ 豊岡市 日高町殿 古ヤノ谷 0.33
209-314 但東町佐々木１ 豊岡市 但東町佐々木 鍛治屋 0.57
209-315 出石町奥小野１ 豊岡市 出石町奥小野 兵谷 0.70
209-316 但東町坂野 豊岡市 但東町坂野 トドロキ 1.60
209-317 出石町暮坂１ 豊岡市 出石町暮坂 下谷 1.13
209-318 但東町西谷６ 豊岡市 但東町西谷 横谷ヘライ 1.32
209-319 出石町桐野１ 豊岡市 出石町桐野 床ノ尾 2.27
209-320 出石町上村１ 豊岡市 出石町上村 マナド 2.33
209-321 竹野町河内 豊岡市 竹野町河内 スガマ 1.18
209-322 竹野町門谷 豊岡市 竹野町門谷 アトリ谷 0.94
209-323 日高町万場３ 豊岡市 日高町万場 ナカザシ 2.83
209-324 日高町山田２ 豊岡市 日高町山田 中林 4.00
209-325 竹野町金原 豊岡市 竹野町金原 家ノ奥 1.14
209-326 江野2 豊岡市 江野 ヲイソガ谷 0.35
209-327 江野５ 豊岡市 江野 岩井谷 0.22
209-328 吉井2 豊岡市 吉井 上谷 0.11
209-329 河本 豊岡市 但東町河本 冥加谷 0.08
209-330 竹野町宇日 豊岡市 竹野町宇日 宮谷 0.12
209-332 日高町水上 豊岡市 日高町水上 小弥田 0.65
209-335 日高町上石１ 豊岡市 日高町上石 コズ 0.29
209-336 辻２ 豊岡市 辻 八代道 0.15
209-337 辻３ 豊岡市 辻 八代道 0.68
209-338 辻４ 豊岡市 辻 八代道 0.32
209-340 日高町野 豊岡市 日高町野 大平 0.54
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209-341 日高町庄境１ 豊岡市 日高町庄境 湯替 0.14
209-342 日高町庄境２ 豊岡市 日高町庄境 湯替 0.42
209-343 日高町羽尻１ 豊岡市 日高町羽尻 和田 1.47
209-344 日高町羽尻２ 豊岡市 日高町羽尻 志恩谷 1.03
209-345 日高町万場１ 豊岡市 日高町万場 大瀧 1.00
209-346 竹野町鬼神谷 豊岡市 竹野町鬼神谷 長滝 1.06
209-347 竹野町奥須井１ 豊岡市 竹野町奥須井 スガ谷 0.62
209-348 竹野町奥須井２ 豊岡市 竹野町奥須井 大谷 1.02
209-349 日高町大岡１ 豊岡市 日高町大岡 清水 0.62
209-350 竹野町椒１ 豊岡市 竹野町椒 古大屋西側 0.17
209-351 日高町太田１ 豊岡市 日高町太田 サカ 0.24
209-352 日高町太田２ 豊岡市 日高町太田 サカ 0.27
209-353 日高町水口１ 豊岡市 日高町水口 菅谷 1.35
209-354 但東町大河内 豊岡市 但東町大河内 赤毛 0.48
209-355 但東町東中１ 豊岡市 但東町東中 天ヶ谷 0.09
209-356 但東町久畑１ 豊岡市 但東町久畑 心谷 0.17
209-357 但東町久畑２ 豊岡市 但東町久畑 心谷 0.12
209-358 但東町西谷１ 豊岡市 但東町西谷 横谷ヘライ 0.59
209-359 但東町赤花１ 豊岡市 但東町赤花 菅谷 0.09
209-360 但東町赤花２ 豊岡市 但東町赤花 菅谷 0.51
209-361 但東町坂津１ 豊岡市 但東町坂津 奥山口 0.08
209-362 但東町坂津２ 豊岡市 但東町坂津 中谷 0.79
209-363 但東町栗尾１ 豊岡市 但東町栗尾 ヒシロ 0.39
209-364 但東町栗尾２ 豊岡市 但東町栗尾 赤頭 0.39
209-365 但東町薬王寺１ 豊岡市 但東町薬王寺 宮内 0.15
209-366 但東町奥赤１ 豊岡市 但東町奥赤 大谷 0.47
209-367 但東町河本１ 豊岡市 但東町河本 貝ノ原 0.15
209-368 但東町天谷１ 豊岡市 但東町天谷 円田 0.81
209-369 但東町天谷２ 豊岡市 但東町天谷 円田 0.15
209-370 但東町日殿 豊岡市 但東町日殿 妙谷 0.43
209-371 但東町三原１ 豊岡市 但東町三原 段ノ奥 0.40
209-373 但東町唐川 豊岡市 但東町唐川 小ノ谷 1.24
209-375 但東町矢根１ 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 0.97
209-378 但東町奥藤１ 豊岡市 但東町奥藤 家ノ奥 0.32
209-380 但東町奥藤２ 豊岡市 但東町奥藤 一ノ谷 0.57
209-381 但東町中藤 豊岡市 但東町中藤 アソヲ 0.37
209-382 大谷３ 豊岡市 大谷 東谷 0.99
209-384 栄町 豊岡市 栄町 滝谷 1.55
209-386 三宅２ 豊岡市 三宅 天王 0.17
209-387 法花寺１ 豊岡市 法花寺 塚谷 0.82
209-389 法花寺２ 豊岡市 法花寺 椎谷 0.47
209-392 下鶴井２ 豊岡市 下鶴井 谷ノ上 0.57
209-393 福成寺１ 豊岡市 福成寺 尻マリ 0.46
209-394 出石町三木 豊岡市 出石町三木 水上 0.12
209-395 中郷２ 豊岡市 中郷 アイタチ 0.86
209-396 出石町荒木１ 豊岡市 出石町荒木 平田 0.28
209-397 出石町谷山１ 豊岡市 出石町谷山 丸山 0.82
209-398 出石町寺町 豊岡市 出石町寺町 カゴ谷 0.64
209-399 出石町袴狭２ 豊岡市 出石町袴狭 砥石場 0.90
209-401 出石町宮内１ 豊岡市 出石町宮内 谷田 0.32
209-402 出石町宮内２ 豊岡市 出石町宮内 堤谷 1.15
209-403 出石町袴狭３ 豊岡市 出石町袴狭 清生寺 0.58
209-404 出石町口小野１ 豊岡市 出石町口小野 溝谷 1.52
209-405 出石町口小野２ 豊岡市 出石町口小野 溝谷 0.28
209-406 出石町奥小野２ 豊岡市 出石町奥小野 岡畑 0.98
209-408 出石町細見 豊岡市 出石町細見 塚ケ谷 0.32
209-409 出石町暮坂 豊岡市 出石町暮坂 ウシワ 0.49
209-410 内町２ 豊岡市 内町 上京 0.09
209-411 日高町大岡２ 豊岡市 日高町大岡 阿瀬谷 0.24
209-412 赤石１ 豊岡市 赤石 三ッ家谷 0.38
209-417 竹野町河内 豊岡市 竹野町河内 サコ谷 0.34
209-418 岩熊１ 豊岡市 岩熊 ヘヤヲク 1.74
209-419 江野２ 豊岡市 江野 岩井谷 0.49
209-420 江野３ 豊岡市 江野 イツリヲ 0.07
209-422 但東町天谷３ 豊岡市 但東町天谷 アヤ谷 1.41
209-423 但東町小坂１ 豊岡市 但東町小坂 蔵谷 2.43
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209-424 但東町佐田１ 豊岡市 但東町佐田 心谷 1.10
209-425 但東町相田１ 豊岡市 但東町相田 亀谷口 0.32
209-426 但東町栗尾３ 豊岡市 但東町栗尾 大戸 0.26
209-427 但東町平田 豊岡市 但東町平田 流尾 1.56
209-428 百合地２ 豊岡市 百合地 大明 0.94
209-429 河谷１ 豊岡市 河谷 ヤゲン谷 0.52
209-430 河谷２ 豊岡市 河谷 ヤゲン谷 0.15
209-431 城崎町今津 豊岡市 城崎町今津 三本ドテ 0.73
209-432 城崎町湯島１ 豊岡市 城崎町湯島 西谷 0.03
209-433 城崎町桃島１ 豊岡市 城崎町桃島 足切 0.09
209-435 出石町袴狭４ 豊岡市 出石町袴狭 砥石場 0.66
209-436 竹野町切浜 豊岡市 竹野町切浜 コギ 0.03
209-437 竹野町下塚 豊岡市 竹野町下塚 助谷 0.04
209-438 竹野町小丸 豊岡市 竹野町小丸 沖河原 0.06
209-441 竹野町東大谷 豊岡市 竹野町東大谷 寿賀口 0.04
209-442 竹野町御又１ 豊岡市 竹野町御又 猪ノ谷 0.09
209-443 竹野町御又２ 豊岡市 竹野町御又 中寺坂 0.09
209-444 竹野町椒２ 豊岡市 竹野町椒 小田 0.71
209-445 日高町東河内 豊岡市 日高町東河内 岡ノ御堂 3.89
209-446 日高町大岡３ 豊岡市 日高町大岡 清水 0.31
209-447 竹野町椒３ 豊岡市 竹野町椒 三石栃 0.46
209-449 日高町上石２ 豊岡市 日高町上石 コズ 0.32
209-450 日高町藤井 豊岡市 日高町藤井 石場谷 0.24
209-456 出石町宮内３ 豊岡市 出石町宮内 橋ノ内 0.09
209-459 出石町奥小野３ 豊岡市 出石町奥小野 馬場 1.23
209-460 出石町奥小野４ 豊岡市 出石町奥小野 向畑 0.04
209-461 出石町口小野３ 豊岡市 出石町口小野 遊行寺 0.31
209-462 出石町口小野４ 豊岡市 出石町口小野 篠谷 0.31
209-465 立石 豊岡市 立石 法花谷 0.67
209-466 森尾２ 豊岡市 森尾 大内 0.07
209-468 香住２ 豊岡市 香住 西ノ谷 0.36
209-469 駄坂２ 豊岡市 駄坂 家ノ上 0.62
209-470 木内 豊岡市 木内 中林 0.31
209-473 三宅３ 豊岡市 三宅 天王 1.07
209-474 市場１ 豊岡市 市場 神ナシ 0.10
209-475 市場２ 豊岡市 市場 神ナシ 0.19
209-476 奥野 豊岡市 奥野 堀ノ内 0.04
209-477 市場３ 豊岡市 市場 神ナシ 0.71
209-478 出石町奥小野５ 豊岡市 出石町奥小野 大月 2.11
209-479 出石町奥小野６ 豊岡市 出石町奥小野 細見小ヤマダ 2.30
209-480 但東町木村 豊岡市 但東町木村 城山 0.29
209-481 但東町西野々 豊岡市 但東町西野々 城山 0.02
209-484 但東町奥藤３ 豊岡市 但東町奥藤 ヲシガタハ 0.30
209-485 但東町虫生 豊岡市 但東町虫生 田原 0.57
209-488 但東町中山 豊岡市 但東町中山 奥山 1.08
209-490 但東町口藤 豊岡市 但東町口藤 家ノ奥 1.44
209-493 出石町町分 豊岡市 出石町町分 下和田 0.50
209-494 但東町三原２ 豊岡市 但東町三原 段ノ奥 0.53
209-495 但東町矢根２ 豊岡市 但東町矢根 下縄手 0.55
209-497 但東町奥矢根１ 豊岡市 但東町奥矢根 芦谷 0.19
209-500 但東町奥矢根2 豊岡市 但東町奥矢根 八ツ坂 1.31
209-501 但東町南尾１ 豊岡市 但東町南尾 久保井 0.86
209-502 但東町矢根３ 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 0.08
209-503 出石町寺坂１ 豊岡市 出石町寺坂 粟谷口 0.37
209-504 出石町寺坂２ 豊岡市 出石町寺坂 粟谷口 0.41
209-505 但東町矢根４ 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 0.08
209-506 出石町谷山２ 豊岡市 出石町谷山 蛇子ヶ谷 0.59
209-507 但東町矢根５ 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 0.08
209-508 但東町矢根６ 豊岡市 但東町矢根 フチガ谷 0.41
209-509 出石町谷山３ 豊岡市 出石町谷山 蛇子ヶ谷 1.16
209-510 出石町谷山４ 豊岡市 出石町谷山 下ヶ谷 0.90
209-511 出石町日ノ辺 豊岡市 出石町日ノ辺 蔵持 0.26
209-512 但東町水石 豊岡市 但東町水石 堂ノ尾 0.14
209-513 但東町赤花３ 豊岡市 但東町赤花 菅谷 0.16
209-514 但東町出合市場 豊岡市 但東町出合市場 丸山 0.09
209-515 但東町南尾２ 豊岡市 但東町南尾 家ノ下 0.09
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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

209-516 但東町三原３ 豊岡市 但東町三原 ホウキ 0.26
209-517 但東町三原４ 豊岡市 但東町三原 ホウキ 1.19
209-518 但東町小谷１ 豊岡市 但東町小谷 白谷 0.09
209-519 但東町小谷２ 豊岡市 但東町小谷 沢田 0.12
209-520 但東町正法寺１ 豊岡市 但東町正法寺 西山 0.18
209-521 但東町正法寺２ 豊岡市 但東町正法寺 般若 0.08
209-522 但東町畑山１ 豊岡市 但東町畑山 堂ノ上 0.09
209-523 但東町小谷３ 豊岡市 但東町小谷 奥山長谷 1.07
209-524 但東町三原５ 豊岡市 但東町三原 ホウキ 0.84
209-525 但東町畑山２ 豊岡市 但東町畑山 ミサカ 0.24
209-532 但東町坂津３ 豊岡市 但東町坂津 作山 0.10
209-533 但東町赤花４ 豊岡市 但東町赤花 菅谷 0.19
209-535 但東町坂津４ 豊岡市 但東町坂津 中谷 1.67
209-536 但東町奥赤２ 豊岡市 但東町奥赤 大峠 0.80
209-537 但東町栗尾４ 豊岡市 但東町栗尾 寺谷 0.74
209-538 但東町佐田２ 豊岡市 但東町佐田 クラカケ 0.91
209-539 但東町佐田３ 豊岡市 但東町佐田 大谷 0.27
209-541 但東町佐田４ 豊岡市 但東町佐田 小亀谷 1.09
209-542 但東町佐田５ 豊岡市 但東町佐田 寺坂 0.70
209-543 但東町佐田6 豊岡市 但東町佐田 寺坂 0.09
209-544 但東町佐田７ 豊岡市 但東町佐田 寺坂 0.09
209-545 但東町佐々木２ 豊岡市 但東町佐々木 深山 0.64
209-546 但東町栗尾５ 豊岡市 但東町栗尾 谷山 0.45
209-547 相田10 豊岡市 但東町相田 寺谷 1.75
209-548 但東町相田２ 豊岡市 但東町相田 寺谷 1.39
209-549 但東町佐々木３ 豊岡市 但東町佐々木 中路山 0.16
209-550 但東町佐々木４ 豊岡市 但東町佐々木 中路山 0.26
209-551 但東町佐々木５ 豊岡市 但東町佐々木 北山 0.18
209-552 但東町河本３ 豊岡市 但東町河本 森谷 0.92
209-553 但東町河本４ 豊岡市 但東町河本 森谷 0.16
209-554 出石町桐野２ 豊岡市 出石町桐野 マガリ 2.11
209-555 但東町西谷２ 豊岡市 但東町西谷 船木山 0.83
209-556 出石町上野１ 豊岡市 出石町上野 百合谷 1.18
209-557 出石町奥山１ 豊岡市 出石町奥山 茗渮谷 3.81
209-558 出石町上野２ 豊岡市 出石町上野 百合谷 0.14
209-559 出石町中村１ 豊岡市 出石町中村 長坂 0.10
209-560 出石町中村２ 豊岡市 出石町中村 長坂 0.33
209-561 出石町暮坂２ 豊岡市 出石町暮坂 下谷 0.99
209-562 日高町鶴岡 豊岡市 日高町鶴岡 矢納谷 0.09
209-565 出石町荒木２ 豊岡市 出石町荒木 森田 0.03
209-566 出石町鳥居 豊岡市 出石町鳥居 鐘巻 0.10
209-567 中郷３ 豊岡市 中郷 宮ノ本 0.79
209-570 中郷４ 豊岡市 中郷 天ヶ谷 0.05
209-571 中郷５ 豊岡市 中郷 天ヶ谷 0.09
209-572 中郷６ 豊岡市 中郷 宮ノ本 0.69
209-575 中郷７ 豊岡市 中郷 天ヶ谷 0.05
209-577 中郷８ 豊岡市 中郷 宮谷 0.11
209-578 中郷９ 豊岡市 中郷 柿谷 0.23
209-579 中郷１１ 豊岡市 中郷 柿谷 1.96
209-580 中郷１０ 豊岡市 中郷 コウロキ 1.27
209-584 日高町中 豊岡市 日高町中 ドウド 0.37
209-585 辻５ 豊岡市 辻 八代道 0.11
209-586 日高町大岡４ 豊岡市 日高町大岡 安楽寺 0.43
209-588 日高町大岡５ 豊岡市 日高町大岡 野部 1.48
209-590 岩井 豊岡市 岩井 大襖 1.03
209-591 大谷４ 豊岡市 大谷 流田 0.74
209-592 目坂１ 豊岡市 目坂 寺谷 0.18
209-593 目坂２ 豊岡市 目坂 大ベイラ 0.09
209-594 目坂３ 豊岡市 目坂 松本 0.30
209-596 目坂４ 豊岡市 目坂 向野 0.05
209-597 船谷１ 豊岡市 船谷 北ノ谷 0.39
209-600 船谷２ 豊岡市 船谷 北ノ谷 0.09
209-601 目坂５ 豊岡市 目坂 向野 0.36
209-602 日高町大岡６ 豊岡市 日高町大岡 平地 0.94
209-603 日高町大岡７ 豊岡市 日高町大岡 大谷 0.88
209-604 日高町小河江 豊岡市 日高町小河江 蛇谷 0.02
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）
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市町村名
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大字 字
危険地区
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209-605 日高町大岡８ 豊岡市 日高町大岡 平地 1.63
209-606 船谷３ 豊岡市 船谷 北ノ谷 0.05
209-610 福成寺２ 豊岡市 福成寺 小谷 0.16
209-611 福成寺３ 豊岡市 福成寺 小谷 0.23
209-616 栃江２ 豊岡市 栃江 福井 0.09
209-635 法花寺３ 豊岡市 法花寺 椎谷 0.42
209-639 城崎町上山１ 豊岡市 城崎町上山 小二見 0.38
209-640 江野４ 豊岡市 江野 稲渕 0.09
209-641 岩熊２ 豊岡市 岩熊 ヰノス 0.85
209-642 岩熊３ 豊岡市 岩熊 馬ノ鞍 0.69
209-643 伊賀谷 豊岡市 伊賀谷 上野 0.47
209-645 森津 豊岡市 森津 瀧牧 0.55
209-646 城崎町上山２ 豊岡市 城崎町上山 二見谷 0.02
209-647 赤石２ 豊岡市 赤石 古屋敷 0.03
209-648 城崎町上山３ 豊岡市 城崎町上山 北ノ脇 0.06
209-649 但東町奥藤４ 豊岡市 但東町奥藤 菅谷 0.03
209-650 但東町奥藤５ 豊岡市 但東町奥藤 家ノ奥 0.37
209-652 但東町奥藤6 豊岡市 但東町奥藤 大池 1.13
209-653 但東町赤花５ 豊岡市 但東町赤花 菅谷 0.69
209-654 但東町赤花６ 豊岡市 但東町赤花 段ノ垣南側 0.24
209-655 但東町赤花７ 豊岡市 但東町赤花 菅谷 0.09
209-657 但東町赤花８ 豊岡市 但東町赤花 段ノ垣南側 0.41
209-661 但東町奥赤３ 豊岡市 但東町奥赤 熊谷 1.09
209-662 但東町赤花９ 豊岡市 但東町赤花 上ノ垣北側 0.04
209-664 但東町赤花１０ 豊岡市 但東町赤花 丸山 0.09
209-665 但東町奥赤４ 豊岡市 但東町奥赤 高尾 0.02
209-666 但東町奥赤５ 豊岡市 但東町奥赤 大谷 0.58
209-667 但東町坂津５ 豊岡市 但東町坂津 奥山東側 1.83
209-669 但東町薬王寺２ 豊岡市 但東町薬王寺 西谷 0.68
209-670 但東町薬王寺３ 豊岡市 但東町薬王寺 出尾 0.15
209-671 但東町薬王寺４ 豊岡市 但東町薬王寺 履物 0.56
209-673 但東町久畑３ 豊岡市 但東町久畑 三才原 0.62
209-674 但東町佐田８ 豊岡市 但東町佐田 長坂 0.32
209-675 但東町久畑４ 豊岡市 但東町久畑 心谷 0.17
209-676 但東町後２ 豊岡市 但東町後 天神 0.74
209-677 但東町久畑５ 豊岡市 但東町久畑 枕木 1.17
209-678 但東町後3 豊岡市 但東町後 水ノ手 0.04
209-679 但東町後４ 豊岡市 但東町後 水ノ手 0.19
209-680 但東町後５ 豊岡市 但東町後 水ノ手 0.55
209-681 但東町小坂２ 豊岡市 但東町小坂 蔵谷 0.39
209-684 但東町東中２ 豊岡市 但東町東中 天ヶ谷 0.09
209-687 但東町畑 豊岡市 但東町畑 床尾 1.26
209-688 但東町西谷３ 豊岡市 但東町西谷 後カイチ 0.04
209-689 但東町西谷４ 豊岡市 但東町西谷 峠 1.10
209-691 出石町上村２ 豊岡市 出石町上村 榎見 1.58
209-692 出石町暮坂３ 豊岡市 出石町暮坂 平野 0.36
209-693 出石町暮坂４ 豊岡市 出石町暮坂 カン坂 0.90
209-694 出石町福見 豊岡市 出石町福見 カンノフシ 1.22
209-695 日高町赤崎 豊岡市 日高町赤崎 笛次 0.17
209-696 日高町羽尻３ 豊岡市 日高町羽尻 ツン谷 0.15
209-698 日高町伊府 豊岡市 日高町伊府 城山第一西 0.46
209-699 日高町知見１ 豊岡市 日高町知見 梨谷 0.72
209-700 日高町知見２ 豊岡市 日高町知見 犬神 1.35
209-701 日高町森山１ 豊岡市 日高町森山 東オオサコ 1.35
209-702 日高町森山２ 豊岡市 日高町森山 西キャガダニ 2.67
209-703 日高町森山３ 豊岡市 日高町森山 東オオサコ 0.31
209-704 日高町森山４ 豊岡市 日高町森山 ムキロ谷 0.09
209-705 日高町観音寺１ 豊岡市 日高町観音寺 生蒲坂 0.12
209-706 日高町殿２ 豊岡市 日高町殿 大谷 0.30
209-707 日高町羽尻４ 豊岡市 日高町羽尻 志恩谷 1.32
209-708 日高町羽尻５ 豊岡市 日高町羽尻 志恩谷 1.75
209-709 寺町 豊岡市 出石町寺町 川端谷 0.94
209-710 日高町羽尻７ 豊岡市 日高町羽尻 弥陀ケ谷 0.29
209-711 日高町田ノ口 豊岡市 日高町田ノ口 小判谷 0.11
209-712 日高町石井 豊岡市 日高町石井 桐作 0.96
209-713 日高町名色 豊岡市 日高町名色 大谷 3.78
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大字 字
危険地区
面積

209-715 日高町万場２ 豊岡市 日高町万場 ゴラスケ 0.44
209-716 日高町万劫 豊岡市 日高町万劫 古地畑 2.38
209-719 日高町山田 豊岡市 日高町山田 袖原 0.63
209-720 日高町水口２ 豊岡市 日高町水口 東谷 1.75
209-721 竹野町三原 豊岡市 竹野町三原 大向 0.09
209-722 竹野町須野谷１ 豊岡市 竹野町須野谷 早落 0.80
209-723 竹野町須野谷２ 豊岡市 竹野町須野谷 陰谷 0.14
209-724 竹野町坊岡 豊岡市 竹野町坊岡 小判谷口 0.04
209-725 竹野町林 豊岡市 竹野町林 坂ノ谷 0.33
209-727 竹野町須谷 豊岡市 竹野町須谷 所 0.07
209-728 竹野町浜須井 豊岡市 竹野町浜須井 トンボウジ 0.10
209-729 竹野町松本１ 豊岡市 竹野町松本 新宮 0.05
209-730 竹野町松本２ 豊岡市 竹野町松本 新宮 0.41
209-731 竹野町竹野 豊岡市 竹野町竹野 青井 0.68
209-732 田結 豊岡市 田結 堂山 0.43
209-733 小島 豊岡市 小島 山田 0.09
209-734 城崎町桃島２ 豊岡市 城崎町桃島 宮脇 0.36
209-735 城崎町湯島２ 豊岡市 城崎町湯島 住谷 0.07
209-736 城崎町湯島３ 豊岡市 城崎町湯島 住谷 0.06
209-737 城崎町湯島４ 豊岡市 城崎町湯島 寺ノ谷 0.03
209-739 但東町薬王寺５ 豊岡市 但東町薬王寺 西谷 1.82
209-740 但東町西谷５ 豊岡市 但東町西谷 横谷口 2.00
209-741 出石町奥山２ 豊岡市 出石町奥山 立町 2.96
209-742 出石町奥山３ 豊岡市 出石町奥山 タキ 0.91
209-743 相田(9) 豊岡市 但東町相田 寺谷 0.13
209-744 三原 豊岡市 但東町三原 段ノ奥 0.31
209-745 相田(11) 豊岡市 相田 寺谷 0.16
209-746 内町(3) 豊岡市 内町 孫兵ヱ谷 0.11
209-747 奥藤(３) 豊岡市 但東町奥藤 畑ヶ中 0.25
209-748 薬王寺 豊岡市 但東町薬王寺 出尾 0.04
209-749 気比 豊岡市 気比 塩谷 0.55
209-750 畑山 豊岡市 但東町畑山 横谷 0.18
209-751 中山 豊岡市 但東町中山 美滝 0.38
209-752 口小野 豊岡市 出石町口小野 髙徳 0.06
209-753 松本 豊岡市 竹野町松本 見藏岡 0.01
209-755 鬼神谷 豊岡市 竹野町鬼神谷 引谷 0.29
209-757 下宮 豊岡市 下宮 寺ノ谷 0.19
209-758 下宮 豊岡市 下宮 寺ノ谷 0.21
209-760 荒木 豊岡市 出石町荒木 入谷 0.63
209-761 大谷 豊岡市 出石町大谷 中岡 0.31
209-762 荒木 豊岡市 出石町荒木 森田 0.59
209-763 三木 豊岡市 出石町三木 城谷 0.11
209-764 三木 豊岡市 出石町三木 土田 0.22
209-765 栗尾 豊岡市 但東町栗尾 大戸 0.10
209-766 河谷 豊岡市 河谷 堂谷 0.01
209-767 竹野 豊岡市 竹野町竹野 後坪 0.01
209-768 上佐野 豊岡市 上佐野 向山 0.02
209-769 上佐野 豊岡市 上佐野 下小室 0.07
209-770 中郷 豊岡市 中郷 梅ヶ坂 0.16
209-771 寺町 豊岡市 出石町寺町 川端谷 0.01
209-772 宮内 豊岡市 出石町宮内 盤若院谷 0.09
209-773 袴狭 豊岡市 出石町袴狭 入坂 0.94
209-775 口小野 豊岡市 出石町口小野 遊行谷 0.48
209-776 奥小野 豊岡市 出石町奥小野 岸ノ上 0.09
209-778 三宅 豊岡市 三宅 天王 0.23
209-779 祥雲寺 豊岡市 祥雲寺 穴谷 0.16
209-780 市場 豊岡市 市場 天王 0.51
209-781 市場 豊岡市 市場 天王 0.46
209-782 市場 豊岡市 市場 松原 0.10
209-783 市場 豊岡市 市場 松原 0.49
209-784 市場 豊岡市 市場 松原 0.04
209-785 市場 豊岡市 市場 松原 0.20
209-786 市場 豊岡市 市場 田渡 0.14
209-787 奥野 豊岡市 奥野 寺谷 0.14
209-788 西野々 豊岡市 但東町西野々 ワラ谷 0.76
209-789 虫生 豊岡市 但東町虫生 田原 0.32
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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

209-790 寺町 豊岡市 出石町寺町 川端谷 0.21
209-791 町分 豊岡市 出石町町分 和田山 0.12
209-792 出合 豊岡市 但東町出合 向山 1.35
209-793 南尾 豊岡市 但東町南尾 久保井 0.09
209-794 三原 豊岡市 但東町三原 木ウキ 0.76
209-795 正法寺 豊岡市 但東町正法寺 般若 2.16
209-796 佐田 豊岡市 但東町佐田 アンノ坂 0.09
209-797 佐田 豊岡市 但東町佐田 クラカケ 0.38
209-798 佐々木 豊岡市 但東町佐々木 鍛冶屋 1.04
209-799 天谷 豊岡市 但東町天谷 円田 0.37
209-800 河本 豊岡市 但東町河本 ロクロ谷 0.71
209-801 河本 豊岡市 但東町河本 森谷 0.41
209-802 細見 豊岡市 出石町細見 大谷 0.87
209-803 平田 豊岡市 但東町平田 平田 0.09
209-804 荒木 豊岡市 出石町荒木 諏訪 0.44
209-805 細見 豊岡市 出石町細見 大谷 0.05
209-806 福住 豊岡市 出石町福住 桜尾 0.08
209-807 福住 豊岡市 出石町福住 桜尾 0.15
209-808 荒木 豊岡市 出石町荒木 志谷 0.11
209-809 荒木 豊岡市 出石町荒木 志谷 0.51
209-810 中郷 豊岡市 中郷 コウロギ 1.22
209-811 中 豊岡市 日高町中 ツヤノ谷 0.21
209-813 小河江 豊岡市 日高町小河江 蛇谷 0.10
209-814 内町 豊岡市 内町 寺谷 0.25
209-815 福成寺 豊岡市 福成寺 向イ 0.09
209-817 岩井 豊岡市 岩井 峠 0.09
209-818 岩井 豊岡市 岩井 清水 0.37
209-819 岩井 豊岡市 岩井 福井 0.31
209-820 岩井 豊岡市 岩井 手訳 0.56
209-821 戸牧 豊岡市 戸牧 ヲカガイ 0.23
209-822 戸牧 豊岡市 戸牧 マムシ谷 0.10
209-823 奥藤 豊岡市 但東町 奥藤 0.11
209-824 戸牧 豊岡市 戸牧 百町 0.60
209-825 戸牧 豊岡市 戸牧 丸山 0.09
209-826 戸牧 豊岡市 戸牧 藤彦 0.36
209-827 妙楽寺 豊岡市 妙楽寺 耕地谷 0.09
209-828 妙楽寺 豊岡市 妙楽寺 耕地谷 0.07
209-829 妙楽寺 豊岡市 妙楽寺 耕地谷 0.02
209-830 妙楽寺 豊岡市 妙楽寺 乞食谷 0.65
209-831 九日市上町 豊岡市 九日市上町 大谷 0.31
209-832 法花寺 豊岡市 法花寺 0.28
209-833 法花寺 豊岡市 法花寺 0.86
209-834 下宮 豊岡市 下宮 楽石 0.20
209-835 赤花 豊岡市 但東町 赤花 0.30
209-836 法花寺 豊岡市 法花寺 0.14
209-837 下宮 豊岡市 下宮 穴谷 0.15
209-838 金剛寺 豊岡市 金剛寺 本谷 0.51
209-839 金剛寺 豊岡市 金剛寺 堂ノ谷 0.58
209-840 伊賀谷 豊岡市 伊賀谷 七草子 0.09
209-841 和屋 豊岡市 出石町和屋 庵ノ谷 0.09
209-842 万場 豊岡市 日高町万場 伊井谷 0.30
209-843 須谷 豊岡市 竹野町須谷 尾谷 0.12
209-844 和田 豊岡市 竹野町和田 小野 0.06
209-845 宇日 豊岡市 竹野町宇日 イソジ 0.10
209-846 津居山 豊岡市 津居山 寺山 0.14
209-847 桃島 豊岡市 城崎町桃島 道同 0.21
209-848 湯島 豊岡市 城崎町湯島 荒船 0.26
209-849 湯島 豊岡市 城崎町湯島 磯ヶ谷 0.04
209-850 湯島 豊岡市 城崎町湯島 大見塚 0.14
209-851 飯谷 豊岡市 城崎町飯谷 猪谷 0.01
209-852 石井 豊岡市 日高町石井 マツリ神 1.49
209-853 須谷 豊岡市 竹野町須谷 門谷奥 0.51
209-854 山宮(2) 豊岡市 日高町山宮 清水 0.05
209-855 奥野 豊岡市 奥野 大月 0.09
209-856 東里 豊岡市 但東町東里 大谷 0.09
209-857 赤石 豊岡市 赤石 笹谷 0.23
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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

209-858 中村 豊岡市 出石町中村 北谷 0.09
209-859 椒 豊岡市 竹野町椒 床瀬谷 0.41
209-860 坂津 豊岡市 但東町坂津 作山 0.06
209-861 河本 豊岡市 但東町河本 貝の原 0.01
209-862 中村 豊岡市 出石町中村 小山 0.30
209-863 猪ノ爪 豊岡市 日高町猪ノ爪 玉谷 0.35
209-864 野上 豊岡市 野上 淡原谷 0.06
209-865 小坂 豊岡市 但東町小坂 向谷 0.09
209-866 殿 豊岡市 日高町殿 クルビウ 0.18
209-867 田ノ口 豊岡市 日高町田ノ口 ウス谷 1.29
209-868 桃島 豊岡市 城崎町桃島 淨泉谷 0.05
209-869 湯島 豊岡市 城崎町湯島 足切 0.14
209-870 妙楽寺 豊岡市 妙楽寺 大谷 0.07
209-871 轟 豊岡市 竹野町轟 阿口谷 0.02
209-872 轟 豊岡市 竹野町 轟 0.05
209-873 轟 豊岡市 竹野町 轟 0.72
209-874 須谷 豊岡市 竹野町 須谷 0.03
209-875 山本 豊岡市 日高町山本 岩谷 0.16
209-876 竹貫 豊岡市 日高町竹貫 森谷 0.20
209-877 河江 豊岡市 日高町河江 ヒソ谷 1.13
209-878 中山 豊岡市 但東町中山 美滝 0.08
209-879 唐川 豊岡市 但東町唐川 池ノ谷 0.16
209-880 奥赤 豊岡市 但東町 奥赤 0.02
209-881 奥赤 豊岡市 但東町 奥赤 0.09
209-882 薬王寺 豊岡市 但東町 薬王寺 0.30
209-883 野垣２ 豊岡市 野垣 0.07
209-884 大河内 豊岡市 但東町 大河内 0.20
209-885 小坂 豊岡市 但東町 小坂 0.11
209-886 法花寺７ 豊岡市 法花寺 0.43
209-887 梶原１ 豊岡市 梶原 0.09
209-888 宮内 豊岡市 出石町宮内 久保谷 0.20
209-889 東中 豊岡市 但東町 東中 0.06
209-890 梶原２ 豊岡市 梶原 0.09
209-891 庄境 豊岡市 庄境 0.09
209-892 金剛寺３ 豊岡市 金剛寺 0.09
209-893 御又 豊岡市 竹野町 御又 0.09
209-894 佐田 豊岡市 但東町 佐田 0.09
209-895 大篠岡２ 豊岡市 大篠岡 0.09
209-896 轟 豊岡市 竹野町 轟 0.47
209-897 轟 豊岡市 竹野町 轟 0.09
209-898 栃本 豊岡市 日高町栃本 水生谷 0.67
209-899 竹貫 豊岡市 日高町竹貫 梅谷 0.10
209-900 竹貫 豊岡市 日高町竹貫 カツエ坂 0.07
209-901 藤井 豊岡市 日高町藤井 ヘライ 0.02
209-902 中郷１４ 豊岡市 中郷 0.15
209-903 西谷 豊岡市 但東町 西谷 0.20
209-904 西谷 豊岡市 但東町 西谷 0.02
209-905 袴狭 豊岡市 出石町袴狭 滝ノ谷 0.07
209-906 長谷（4） 豊岡市 長谷 0.11
209-907 長谷（5） 豊岡市 長谷 0.09
209-909 大篠岡３ 豊岡市 大篠岡 0.33
209-911 坂野 豊岡市 但東町 坂野 0.19
209-912 虫生 豊岡市 但東町 虫生 0.09
209-913 虫生 豊岡市 但東町 虫生 0.08
209-914 口藤 豊岡市 但東町 口藤 0.10
209-915 中藤 豊岡市 但東町 中藤 0.10
209-917 奥矢根 豊岡市 但東町 奥矢根 0.08
209-918 奥矢根 豊岡市 但東町奥矢根 八ツ坂 0.03
209-919 但東町畑（4） 豊岡市 但東町畑 0.09
209-920 畑山 豊岡市 但東町 畑山 0.26
209-921 赤花 豊岡市 但東町 赤花 0.20
209-922 赤花 豊岡市 但東町 赤花 0.13
209-923 畑山 豊岡市 但東町 畑山 0.06
209-924 坂津 豊岡市 但東町 坂津 0.09
209-925 佐田 豊岡市 但東町 佐田 0.09
209-926 福住 豊岡市 出石町福住 湯山 0.06
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）
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大字 字
危険地区
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209-927 細見 豊岡市 出石町細見 大谷 0.10
209-929 中郷１５ 豊岡市 中郷 市谷 0.45
209-930 中郷１６ 豊岡市 中郷 市谷 0.23
209-931 中郷１７ 豊岡市 中郷 市谷 0.60
209-932 上郷 豊岡市 日高町上郷 宮谷 0.30
209-933 水上 豊岡市 日高町水上 小弥田 0.57
209-934 山本 豊岡市 日高町山本 向山 0.21
209-935 山本 豊岡市 日高町山本 案内 0.14
209-936 八代 豊岡市 日高町八代 宝城 0.45
209-937 上佐野（5） 豊岡市 上佐野 佐野 0.11
209-938 目坂６ 豊岡市 目坂 目坂 0.09
209-939 船谷４ 豊岡市 船谷 舟谷 0.06
209-940 船谷５ 豊岡市 船谷 船谷 0.09
209-941 辻６ 豊岡市 辻 辻 0.27
209-942 辻７ 豊岡市 辻 辻 0.09
209-944 野垣３ 豊岡市 野垣 野垣 0.09
209-945 野垣４ 豊岡市 野垣 庄 0.11
209-946 上陰 豊岡市 上陰 上陰 0.05
209-947 福田 豊岡市 福田 福田 0.09
209-948 竹野町須谷 豊岡市 竹野町 須谷 0.04
209-949 岩井６ 豊岡市 岩井 岩井 0.01
209-950 岩井７ 豊岡市 岩井 岩井 0.07
209-951 岩井８ 豊岡市 岩井 岩井 0.20
209-952 岩井９ 豊岡市 岩井 岩井 0.35
209-953 岩井 豊岡市 岩井 緑谷 0.09
209-954 岩井 豊岡市 岩井 福井谷 0.52
209-955 高屋 豊岡市 高屋 法川 0.02
209-956 高屋 豊岡市 高屋 福竹 0.08
209-957 高屋 豊岡市 高屋 四ノ谷 0.09
209-958 戸牧 豊岡市 戸牧 馬路 0.16
209-959 戸牧 豊岡市 戸牧 福井 0.09
209-960 戸牧 豊岡市 戸牧 行歩 0.22
209-961 戸牧 豊岡市 戸牧 福井 0.28
209-961 今津 豊岡市 城崎町 今津 0.01
209-962 唐川(４) 豊岡市 但東町唐川 小姓前 0.04
209-963 妙楽寺 豊岡市 妙楽寺 百町 0.37
209-964 九日市上町 豊岡市 九日市上町 北谷 0.04
209-966 法花寺 豊岡市 法花寺 蟻ヶ谷 0.09
209-967 野上 豊岡市 野上 遠看 0.27
209-968 野上 豊岡市 野上 尾崎 0.09
209-969 森津 豊岡市 森津 椎谷 0.01
209-982 奥山 豊岡市 出石町奥山 スルガ谷 0.09
209-983 栗山 豊岡市 日高町栗山 清福山 0.05
209-984 栗栖野 豊岡市 日高町栗栖野 西山 0.25
209-985 山田 豊岡市 日高町山田 丸岡 0.09
209-986 万劫 豊岡市 日高町万劫 石谷 0.74
210-001 里 加古川市 平荘町里 0.29
210-002 大谷口(1) 加古川市 平荘町小畑 大谷口 0.13
210-003 畑谷 加古川市 志方町投松 畑谷 0.72
210-004 大谷口(2) 加古川市 志方町横大路 大谷口 0.57
210-005 横大路山 加古川市 志方町横大路 横大路山 0.16
210-006 荒神谷東口北側 加古川市 志方町西牧 荒神谷 3.92
210-007 清水峠 加古川市 志方町西牧 清水峠 1.16
210-008 永室 加古川市 志方町永室 寺の前 0.31
210-010 畑(2) 加古川市 志方町畑 清水山 0.04
210-011 野深 加古川市 志方町畑 野深 0.34
210-013 北山 加古川市 志方町畑 北山 0.53
210-014 北山(2) 加古川市 志方町畑 北山 0.85
210-016 北山ノ内岩谷 加古川市 志方町畑 北山ノ内岩谷 4.32
210-020 別当 加古川市 志方町野尻 別当 1.56
210-021 団子岩 加古川市 志方町広尾 団子岩 7.92
210-022 小野 加古川市 上荘町小野 天坊山 0.44
210-023 寺ノ前 加古川市 志方町永室 寺ノ前 0.31
210-024 池寺 加古川市 志方町東飯阪 池寺 0.07
210-025 山ノ谷 加古川市 志方町畑 山ノ谷 0.31
210-026 広尾 加古川市 志方町広尾 切池 3.51
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210-027 畑（１） 加古川市 志方町畑 北山ノ内姫ｹ峠 0.33
210-028 細工所 加古川市 志方町細工所 向イ原 0.09
212-001 ｾﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 赤穂市 福浦 ｾﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 1.19
212-002 椿谷 赤穂市 福浦 椿谷 0.11
212-003 西ﾉ谷 赤穂市 福浦 西ﾉ谷 1.08
212-004 中ノ谷(2) 赤穂市 福浦 中ノ谷 1.42
212-005 奥ノ池内 赤穂市 福浦 奥ノ池内 3.29
212-006 折方川 赤穂市 折方 赤ノ峠 0.43
212-007 機ヶ谷 赤穂市 折方 機ヶ谷 0.83
212-008 畑奥池 赤穂市 折方 機ヶ谷 0.72
212-009 木生谷 赤穂市 木生谷 奥 0.51
212-010 大津川 赤穂市 大津 帆坂 0.74
212-011 帆坂池 赤穂市 大津 帆坂 0.24
212-012 帆坂峠 赤穂市 大津 帆坂 0.11
212-013 湯ノ内峠北 赤穂市 西有年 湯ノ内峠北 1.18
212-014 権現 赤穂市 大津 権現 1.01
212-015 細尾 赤穂市 塩屋 細尾 1.13
212-016 亀谷川 赤穂市 塩屋 細尾 1.27
212-017 高山 赤穂市 塩屋 高山 0.88
212-018 歯朶山 赤穂市 塩屋 歯朶山 1.96
212-019 雄鷹山 赤穂市 加里屋 雄鷹山 0.58
212-020 下長田 赤穂市 北野中 下長田 0.10
212-021 春日 赤穂市 北野中 後山 0.35
212-022 小山（後山） 赤穂市 砂子 後山 0.17
212-023 後山 赤穂市 砂子 後山 0.07
212-024 目坂 赤穂市 目坂 奥ノ谷 0.11
212-025 清水の上 赤穂市 目坂 清水の上 0.08
212-026 門前奥 赤穂市 真殿 門前奥 1.13
212-027 林ヶ谷 赤穂市 中山 林ヶ谷 4.20
212-028 井ノ谷(1) 赤穂市 中山 井ノ谷 1.38
212-029 井ノ谷(2) 赤穂市 中山 井ノ谷 0.08
212-030 上菅生 赤穂市 東有年 上菅生 2.70
212-031 清水山 赤穂市 東有年 上菅生 0.16
212-032 西中野 赤穂市 西有年 向山 0.29
212-033 向山 赤穂市 西有年 向山 0.46
212-034 湯ノ内(1) 赤穂市 西有年 湯ノ内 0.52
212-035 湯ノ内(2) 赤穂市 西有年 湯ノ内 5.99
212-036 六道山 赤穂市 西有年 大山 0.53
212-037 大山峠南 赤穂市 西有年 大山峠南 2.27
212-038 長根 赤穂市 西有年 長根 0.41
212-039 北山 赤穂市 西有年 北山 0.36
212-040 馬路池 赤穂市 西有年 北山 1.53
212-041 東山田 赤穂市 西有年 中ノ谷 0.35
212-042 東山 赤穂市 西有年 東山 0.28
212-043 七回り 赤穂市 西有年 七回り 1.08
212-044 番ヶ勢 赤穂市 有年楢原 番ヶ勢 1.37
212-045 後藤陣 赤穂市 有年楢原 後藤陣 0.49
212-046 奥林 赤穂市 有年楢原 奥林 0.47
212-047 横谷川 赤穂市 有年楢原 横谷川 0.62
212-048 北山(2) 赤穂市 東有年 北山 1.26
212-049 奥山 赤穂市 有年原 奥山 0.01
212-050 北山 赤穂市 有年原 北山 1.47
212-051 高畑 赤穂市 有年牟礼 牟礼高畑 0.46
212-052 牟礼マガリ 赤穂市 有年牟礼 牟礼マガリ 1.45
212-053 藤ヶ谷 赤穂市 有年牟礼 藤ヶ谷 0.11
212-054 陰山 赤穂市 有年横尾 陰山 1.16
212-055 横尾ノ上 赤穂市 有年横尾 横尾ノ上 0.27
212-056 大多尾 赤穂市 有年横尾 大多尾 1.21
212-057 入相 赤穂市 周世 水木谷 0.53
212-058 西水木原川 赤穂市 周世 水木谷 0.48
212-059 水木原川 赤穂市 周世 黒谷 1.21
212-060 黒谷川 赤穂市 周世 黒谷 1.57
212-061 宮裏川 赤穂市 周世 黒谷 1.33
212-062 下高野 赤穂市 高野 奥山 0.50
212-063 家の上 赤穂市 高野 家の上 0.05
212-064 八重山 赤穂市 高野 八重山 0.80
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212-065 高台 赤穂市 高野 高台 0.10
212-066 宮本 赤穂市 坂越 宮本 0.10
212-067 坂越 赤穂市 坂越 坪江 0.43
212-068 大黒(2) 赤穂市 坂越 大黒 0.27
212-069 海雲寺 赤穂市 坂越 海雲寺 0.05
212-070 乳の下 赤穂市 坂越 乳の下 0.08
212-071 洞竜 赤穂市 坂越 洞竜 0.10
212-072 大柴垣（西） 赤穂市 坂越 西山台 0.18
212-073 西山台 赤穂市 坂越 西山台 0.26
212-074 大泊 赤穂市 坂越 大泊 0.35
212-075 丸山(2) 赤穂市 尾崎 丸山 0.50
212-076 南宮 赤穂市 尾崎 丸山 1.10
212-077 三谷尾 赤穂市 鷏和 三谷尾 0.13
212-078 権現(2) 赤穂市 大津 権現 0.49
212-079 小丸 赤穂市 有年原 小丸 0.03
212-080 彦大夫山 赤穂市 塩屋 彦大夫山 0.32
212-081 有年横尾 赤穂市 有年横尾 谷口ノ西 0.08
212-082 砂子 赤穂市 砂子 後山 0.09
212-083 木生谷２ 赤穂市 木生谷 東山 0.05
212-085 大津１ 赤穂市 大津 湯ノ内 0.13
212-086 大津２ 赤穂市 大津 湯ノ内 0.36
212-087 福浦１ 赤穂市 福浦 高鼻 0.47
212-088 福浦２ 赤穂市 福浦 池ノ内 2.34
212-089 大石 赤穂市 木津 大石 0.75
212-090 大石２ 赤穂市 木津 大石 0.72
212-091 大石３ 赤穂市 木津 大石 0.79
212-092 下知谷 赤穂市 木津 下知谷 0.22
212-093 焼尾 赤穂市 尾崎 焼尾 0.09
212-094 大黒 赤穂市 坂越 大黒 0.37
212-095 丸山３ 赤穂市 尾崎 丸山 0.82
212-096 長根２ 赤穂市 西有年 長根 0.45
212-097 焼尾 赤穂市 尾崎 焼尾 0.09
212-098 林ヶ谷 赤穂市 真殿 林ヶ谷 0.09
213-001 平野 西脇市 平野町 宝来谷 0.37
213-002 八坂（Ⅱ） 西脇市 八坂町 東山 0.23
213-003 八坂（Ⅰ） 西脇市 八坂町 石間谷 0.23
213-004 岡崎 西脇市 岡崎町 高倉 0.65
213-005 水尾 西脇市 水尾町 ヌ谷 0.20
213-006 明楽寺(2) 西脇市 明楽寺町 西谷 1.09
213-007 明楽寺(1) 西脇市 明楽寺町 北谷 0.78
213-008 明楽寺(3) 西脇市 明楽寺町 荒井口 0.22
213-009 落方町(1) 西脇市 落方町 菊ノ尾 1.02
213-010 落方町(2) 西脇市 落方町 本林 0.40
213-011 合山（4） 西脇市 合山町 岩札 1.80
213-012 野村(1) 西脇市 野村町 緑風台 0.19
213-013 出会町 西脇市 出会町 木谷山 0.13
213-014 谷町 西脇市 谷町 柴草山 0.77
213-015 出会(2) 西脇市 出会町 木谷山 1.51
213-016 高田井(2) 西脇市 高田井町 南山ノ下 4.41
213-017 高田井(1) 西脇市 高田井町 北畑 1.27
213-018 出会(1) 西脇市 出会町 木谷山 0.35
213-019 合山(3) 西脇市 合山町 木谷山 0.89
213-020 合山(2) 西脇市 合山町 木谷山 1.96
213-021 小坂町(2） 西脇市 小坂町 下井谷 0.46
213-022 小坂町（3） 西脇市 小坂町 上井谷 0.81
213-023 小坂町（1） 西脇市 小坂町 桜谷 0.33
213-024 西田 西脇市 西田町 寺山 0.48
213-025 市原(2) 西脇市 市原町 南谷林 0.41
213-026 合山(1) 西脇市 合山町 木谷山 2.61
213-027 市原 西脇市 市原町 惣山 0.10
213-028 大木（2） 西脇市 大木町 木場谷 0.32
213-029 大木(1) 西脇市 大木町 東山 0.62
213-030 富吉上 西脇市 富吉上町 奥山 4.38
213-031 日野 西脇市 日野町 ｺﾘｮｳ谷 0.52
213-032 坂本 西脇市 坂本 竹ヶ谷 0.02
213-033 郷瀬（1） 西脇市 郷瀬町 旗頭 0.72
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213-034 郷瀬(2) 西脇市 郷瀬町 柏谷 0.62
213-035 大野 西脇市 大野 大谷 0.24
213-036 上本町 西脇市 西脇 東赤尾谷 0.18
213-037 上野 西脇市 上野 幡ノ下 0.09
213-038 上比延町 西脇市 上比延町 北山 1.33
213-039 記念池 西脇市 上比延町 記念池 3.17
213-040 中畑(1) 西脇市 中畑町 西山 4.49
213-041 中畑(2) 西脇市 中畑町 西山 5.15
213-042 住吉(16) 西脇市 住吉町 オシガヒチ 7.94
213-043 住吉(2) 西脇市 住吉町 オシガヒチ 3.78
213-044 住吉（3） 西脇市 住吉町 オシガヒチ 1.67
213-045 住吉(4) 西脇市 住吉町 オシガヒチ 0.58
213-046 住吉（5） 西脇市 住吉町 オシガヒチ 2.34
213-047 住吉(6) 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 2.26
213-048 住吉(7) 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 0.54
213-049 住吉(8) 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 1.00
213-050 住吉(9) 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 1.11
213-051 住吉(10) 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 1.03
213-052 住吉(11) 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 0.25
213-053 住吉（12） 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 0.51
213-054 住吉(13) 西脇市 住吉町 キリスメシモ 0.44
213-055 住吉（14） 西脇市 住吉町 一ノ瀬 2.25
213-056 住吉(15) 西脇市 住吉町 一ノ瀬 0.30
213-057 中畑(3) 西脇市 中畑町 東山 0.69
213-058 中畑(4) 西脇市 中畑町 東山 1.35
213-059 中畑(7) 西脇市 中畑町 東山 15.30
213-060 中畑(5) 西脇市 中畑町 東山 6.84
213-061 中畑(6) 西脇市 中畑町 東山 0.70
213-062 塚口(1) 西脇市 塚口町 袋山 1.33
213-063 塚口（2） 西脇市 塚口町 ウシロ谷 0.93
213-064 鹿野町 西脇市 鹿野町 スソウジ 2.17
213-065 堀町 西脇市 堀町 庵谷 1.08
213-066 野村（2） 西脇市 野村町 久留守谷 3.18
213-067 野村(3) 西脇市 野村町 蔵谷 0.31
213-068 高松(1) 西脇市 高松町 筋ヶ谷 0.84
213-069 高松(2) 西脇市 高松町 金城山 3.56
213-070 鹿野２ 西脇市 鹿野町 比延山 0.92
213-071 鹿野３ 西脇市 鹿野町 比延山 0.23
213-072 畑瀬橋上 西脇市 黒田庄町津万井 畑瀬橋上 0.63
213-073 大伏(5) 西脇市 黒田庄町大伏 南山 0.69
213-074 大伏（4） 西脇市 黒田庄町大伏 オセ谷 0.42
213-075 大伏(3) 西脇市 黒田庄町大伏 ヌク谷 0.19
213-076 大伏(2) 西脇市 黒田庄町大伏 板ク谷 0.39
213-077 大伏（1） 西脇市 黒田庄町大伏 大伏谷 1.24
213-078 石原（6） 西脇市 黒田庄町石原 市山 1.62
213-079 石原(5) 西脇市 黒田庄町石原 幡上 0.49
213-080 石原(4) 西脇市 黒田庄町石原 西ノ塔 0.69
213-081 石原（3） 西脇市 黒田庄町石原 西ノ塔 0.65
213-082 石原(2) 西脇市 黒田庄町石原 野尻谷 2.21
213-083 田高(3) 西脇市 黒田庄町田高 北山 1.55
213-084 田高(2) 西脇市 黒田庄町田高 西山 0.68
213-085 田高(1) 西脇市 黒田庄町田高 西山 0.74
213-086 石原(1) 西脇市 黒田庄町石原 上山 0.34
213-087 田高（4） 西脇市 黒田庄町田高 州ノ上 0.53
213-088 田高（5） 西脇市 黒田庄町田高 井ノ上 1.98
213-089 田高（6） 西脇市 黒田庄町田高 井ノ上 1.32
213-090 小苗 西脇市 黒田庄町小苗 滝ノ方 3.24
213-091 黒田（1） 西脇市 黒田庄町黒田 クヌギ谷 0.48
213-092 黒田(2) 西脇市 黒田庄町黒田 堂ノ谷 2.16
213-093 黒田(3) 西脇市 黒田庄町黒田 奥山 0.53
213-094 黒田(4) 西脇市 黒田庄町黒田 奥山 1.16
213-095 黒田(5) 西脇市 黒田庄町黒田 鎮守ヶ谷 1.44
213-096 黒田(6) 西脇市 黒田庄町黒田 鎮守ヶ谷 0.96
213-097 黒田(7) 西脇市 黒田庄町黒田 未谷 1.25
213-098 前坂(1) 西脇市 黒田庄町前坂 山奥 1.32
213-099 前坂(2) 西脇市 黒田庄町前坂 南山 1.14
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213-100 喜多(2) 西脇市 黒田庄町喜多 秋谷 1.39
213-101 喜多(1) 西脇市 黒田庄町喜多 猪ノ谷 2.88
213-102 門柳(7) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 1.44
213-103 門柳(8) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 3.65
213-104 門柳(9) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.70
213-105 門柳(10) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.87
213-106 門柳(1) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.93
213-107 門柳(2) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 6.75
213-108 門柳(3) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 1.11
213-109 門柳(4) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.50
213-110 門柳(5) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.38
213-111 門柳(6) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 1.29
213-112 門柳(11) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.94
213-113 門柳(12) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 1.43
213-114 門柳(13) 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 1.01
213-115 岡 西脇市 黒田庄町岡 福谷 4.98
213-116 福地(1) 西脇市 黒田庄町福地 大谷 2.82
213-117 福地（2） 西脇市 黒田庄町福地 ナメラ谷 0.61
213-118 福地（3） 西脇市 黒田庄町福地 御霊谷 0.66
213-119 黒田庄町喜多１ 西脇市 黒田庄町喜多 友尾山 0.09
213-120 合山町１ 西脇市 合山町 池ノ尻 0.05
213-121 黒田庄町喜多２ 西脇市 黒田庄町喜多 友尾山 0.90
213-122 野村町 西脇市 野村町 御料谷 0.09
213-123 落方町 西脇市 落方町 籠谷 0.20
213-124 谷町２ 西脇市 谷町 柴草山 0.47
213-125 水尾町１ 西脇市 水尾町 大谷 0.12
213-126 住吉町１ 西脇市 住吉町 ヲシガヒチ 1.26
213-127 住吉町２ 西脇市 住吉町 一のセ 0.15
213-128 岡崎町１ 西脇市 岡崎町 末谷 0.05
213-130 住吉町３ 西脇市 住吉町 一のセ 0.08
213-131 住吉町４ 西脇市 住吉町 ヲシガヒチ 0.31
213-132 黒田庄町門柳 西脇市 黒田庄町門柳 才谷 0.34
213-133 富吉上町 西脇市 富吉上町 奥山 0.23
213-136 住吉町５ 西脇市 住吉町 一のセ 0.17
213-137 八坂町 西脇市 八坂町 大谷 0.09
213-139 出会町２ 西脇市 出会町 中野 0.06
213-140 合山町２ 西脇市 合山町 木谷山 0.02
213-141 合山町３ 西脇市 合山町 木谷山 0.09
213-143 岡崎町２ 西脇市 岡崎町 末谷 0.02
213-144 寺山A 西脇市 西田町 寺山 0.03
213-145 谷 西脇市 谷町 柴草山 0.29
213-146 前坂 黒田庄町 前坂 森谷 0.19
213-147 富吉上町 西脇市 富吉上町 奥山 0.21
213-148 住吉町 西脇市 住吉町 キリズメノシモ 0.22
213-149 市原町１ 西脇市 市原町 惣山 0.22
213-150 市原町２ 西脇市 市原町 惣山 0.20
213-151 ツクエヤマダA 西脇市 住吉町 ツクエヤマダ 0.06
213-152 ヲシガヒチA 西脇市 住吉町 ヲシガヒチ 0.12
213-153 堂の上A 西脇市 黒田庄町田高 堂の上 0.74
213-154 門柳山A 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.13
213-155 城山A 西脇市 比延町 城山 0.11
213-156 東山A 西脇市 中畑町 東山 0.67
213-157 惣山A 西脇市 市原町 惣山 0.10
213-158 東柴草山A 西脇市 谷町 東柴草山 0.07
213-159 奥ノ谷A 西脇市 水尾町 奥ノ谷 0.12
213-160 百合A 西脇市 黒田庄町福地 百合 0.04
213-161 門柳山A 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 0.09
213-162 門柳山A 西脇市 黒田庄町門柳 門柳山 1.58
213-163 久留主谷A 西脇市 野村町 久留主谷 0.09
213-164 市ゴ谷A 西脇市 野村町 市ゴ谷 0.09
213-165 比叡山A 西脇市 鹿野町 比叡山 0.01
213-166 東山A 西脇市 中畑町 東山 0.11
213-167 高倉A 西脇市 岡崎町 高倉 0.02
213-168 伊勢山A 西脇市 上比延町 伊勢山 0.09
213-169 西山A 西脇市 寺内 西山 0.02
213-170 一ノ谷A 西脇市 日野町 一ノ谷 0.03
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213-171 寺谷A 西脇市 日野町 寺谷 0.02
213-172 御料谷A 西脇市 野村町 御料谷 0.03
213-173 城ケ谷A 西脇市 板波町 城ケ谷 0.10
213-174 早ケ谷A 西脇市 板波町 早ケ谷 0.07
213-175 坂谷口A 西脇市 坂本 坂谷口 0.09
213-176 木谷山A 西脇市 合山町 木谷山 0.09
213-177 木谷山A 西脇市 合山町 木谷山 0.01
213-178 山神脇A 西脇市 市原町 山神脇 0.18
213-179 深山口A 西脇市 黒田庄町門柳 深山口 0.09
213-180 合山町A 西脇市 出会町 合山町 0.01
213-181 西脇B 西脇市 西脇 東赤尾谷 0.07
213-182 坂本B 西脇市 坂本 竹ケ谷 0.20
214-001 逆瀬川 宝塚市 蔵人 4.23
214-002 焼石原(1) 宝塚市 小林 1.01
214-003 焼石原(2) 宝塚市 小林 0.48
214-004 白瀬川 宝塚市 小林 1.40
214-005 西山排水池(1) 宝塚市 小林 0.20
214-006 西山排水池(2) 宝塚市 小林 1.13
214-007 紅葉谷 宝塚市 伊孑志 1.22
214-008 甲子園大学 宝塚市 伊孑志 0.09
214-009 月見山 宝塚市 伊孑志 0.33
214-010 観音谷川 宝塚市 伊孑志 1.49
214-011 普明寺 宝塚市 波豆 0.09
214-012 大原野西部 宝塚市 大原野 1.26
214-013 香合新田 宝塚市 香合新田 0.14
214-014 猿山川 宝塚市 長谷 1.00
214-015 大原野西谷 宝塚市 大原野 2.26
214-016 天満神社 宝塚市 境野 0.36
214-017 清之瀬橋 宝塚市 大原野 0.73
214-018 川下川(1) 宝塚市 玉瀬 0.36
214-019 川下川(2) 宝塚市 玉瀬 2.64
214-020 川下川(3) 宝塚市 玉瀬 0.41
214-021 オモナゴ 宝塚市 玉瀬 0.63
214-022 僧川(1) 宝塚市 玉瀬 0.09
214-023 僧川(2) 宝塚市 玉瀬 0.18
214-024 僧川(3) 宝塚市 玉瀬 0.15
214-025 坊川(1) 宝塚市 玉瀬 0.98
214-026 坊川(2) 宝塚市 玉瀬 0.83
214-027 僧川(4) 宝塚市 玉瀬 0.14
214-028 惣川 宝塚市 川面 22.32
214-029 清澄寺(1) 宝塚市 米谷 （国有林） 0.47
214-030 清澄寺(2) 宝塚市 米谷 （国有林） 1.66
214-031 天神川 宝塚市 中筋 0.27
214-032 亦楽山荘 宝塚市 切畑 長尾山 3.58
214-033 上佐曽利 宝塚市 上佐曽利 柳ヶ谷 0.19
214-034 切畑１ 宝塚市 切畑 宝山裏 0.84
214-035 切畑２ 宝塚市 切畑 鳥が脇 0.60
214-036 中山五月台六丁目-03宝塚市 切畑 0.46
214-037 平井一丁目-06 宝塚市 切畑 0.24
214-038 切畑-05 宝塚市 切畑 0.57
214-039 平井一丁目-04 宝塚市 切畑 1.56
214-040 大原野（２） 宝塚市 大原野 0.14
214-041 上佐曽利 宝塚市 上佐曽利 0.29
214-042 中山五月台六丁目-02宝塚市 切畑 0.43
214-043 平井一丁目-05 宝塚市 切畑 0.09
214-044 境野-03 宝塚市 境野 1.19
214-045 平井三丁目 宝塚市 切畑 0.98
214-046 境野２ 宝塚市 境野 0.94
214-047 ゆずり葉台 宝塚市 藏人 0.18
214-048 荒神 宝塚市 切畑 0.03
214-049 長尾台-02 宝塚市 長尾台 0.13
214-050 中山五月台七丁目-01宝塚市 切畑 0.67
214-051 中山五月台七丁目-02宝塚市 切畑 0.46
214-052 中山五月台六丁目-01宝塚市 切畑 0.31
214-053 下佐曽利-01 宝塚市 下曽利 1.62
214-054 切畑-04 宝塚市 切畑 1.17
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215-001 中里 三木市 細川町 中里 0.08
215-002 戸田 三木市 志染町戸田 勝竜寺 0.32
215-003 三津田 三木市 志染町 三津田 2.97
215-004 戸田 三木市 志染町 戸田 0.67
215-005 奥山A 三木市 吉川町吉安 奥山 1.07
215-006 大道A 三木市 細川町中里 大道 0.03
215-007 西ノ谷A 三木市 吉川町西奥 西ノ谷 0.62
215-008 見上谷A 三木市 吉川町東田 見上谷 0.40
215-009 梅ケ谷A 三木市 吉川町毘沙門 梅ケ谷 1.20
215-010 奥山A 三木市 吉川町金会 奥山 0.06
215-011 奥山A 三木市 吉川町吉安 奥山 0.68
215-012 奥山A 三木市 吉川町吉安 奥山 0.41
215-013 清右衛門谷A 三木市 吉川町新田 清右衛門谷 0.09
215-014 東山A 三木市 口吉川町殿畑 東山 0.02
215-015 櫻山A 三木市 口吉川町殿畑 櫻山 0.04
215-016 中澤A 三木市 吉川町西奥 中澤 0.23
215-017 鷹尾A 三木市 志染町大谷 鷹尾 0.14
215-018 鷹尾A 三木市 志染町大谷 鷹尾 0.26
215-019 赤松ケ谷A 三木市 宿原 赤松ケ谷 0.24
215-020 片山A 三木市 志染町戸田 片山 0.25
215-021 西谷A 三木市 志染町戸田 西谷 0.04
215-022 西谷A 三木市 志染町大谷 西谷 0.07
215-023 浅見谷A 三木市 志染町安福田 浅見谷 0.13
215-024 小原A 三木市 細川町増田 小原 0.14
215-025 数ケ谷A 三木市 細川町垂穂 数ケ谷 0.13
215-026 イヤノ谷A 三木市 細川町中里 イヤノ谷 0.09
215-027 南山A 三木市 口吉川町南畑 南山 0.09
215-028 南山A 三木市 口吉川町南畑 南山 0.07
215-029 寺谷A 三木市 口吉川町南畑 寺谷 0.09
215-030 李谷A 三木市 口吉川町大島 李谷 0.16
215-031 中ノ谷A 三木市 口吉川町桃坂 中ノ谷 0.13
215-032 祇園の越A 三木市 口吉川町桃坂 祇園の越 0.06
215-033 片山A 三木市 吉川町実楽 片山 0.16
215-034 宮山A 三木市 別所町花尻 宮山 0.02
215-035 北山A 三木市 大村 北山 0.01
215-036 北山A 三木市 大村 北山 0.04
215-037 北山A 三木市 大村 北山 0.04
215-038 池尻A 三木市 吉川町新田 池尻 0.15
215-039 栗ケ谷A 三木市 吉川町新田 栗ケ谷 0.09
215-040 栗ケ谷A 三木市 吉川町上荒川 栗ケ谷 1.22
215-041 西谷A 三木市 吉川町上松 西谷 0.09
216-001 阿弥陀 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 豆崎ノ上 0.23
216-002 阿弥陀町西坂 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 西坂 2.10
216-003 阿弥陀町奥ノ坪 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 奥ノ坪 2.23
216-004 長尾 高砂市 阿弥陀町長尾 0.32
216-005 阿弥陀２ 高砂市 阿弥陀町阿弥陀 西坂 0.28
216-007 長尾２ 高砂市 阿弥陀町長尾 枕坂 0.14
217-001 湯山台 川西市 西多田 0.67
217-002 梁瀬 川西市 西畦野 0.14
217-003 縄手 川西市 国崎 0.12
217-004 知明湖ｷｬﾝﾌﾟ場 川西市 黒川 0.01
217-005 石打谷 川西市 黒川 0.47
217-006 黒川(1) 川西市 黒川 0.10
217-007 黒川(2) 川西市 黒川 0.99
217-008 黒川(3) 川西市 黒川 2.02
217-009 黒川(4) 川西市 黒川 0.17
217-010 城山 川西市 山下町 0.31
217-011 製錬所跡 川西市 山下町 0.48
217-012 正覚池 川西市 笹部 0.66
217-013 黒川(5) 川西市 黒川 口滝谷 0.09
217-014 芋生 川西市 芋生 位谷 0.41
217-015 けやき坂-02 川西市 赤松 0.82
217-016 けやき坂-01 川西市 柳谷 0.62
217-017 中島 川西市 黒川 0.07
217-018 けやき坂-08 川西市 柳谷 0.04
217-019 けやき坂-06 川西市 柳谷 0.13
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217-020 黒川（５） 川西市 黒川 0.02
217-021 けやき坂-03 川西市 赤松 0.05
217-022 多田院 川西市 多田院 0.63
217-023 平野 川西市 平野 0.04
218-001 阿形 小野市 阿形町 深山 0.31
218-002 下榊 小野市 榊町 下榊 0.51
218-003 後ノ谷A 小野市 樫山町 後ノ谷 0.18
218-004 堂ケ谷A 小野市 脇本町 堂ケ谷 0.04
218-005 南山A 小野市 下来住町 南山 0.08
218-006 迎田山A 小野市 天神町 迎田山 0.05
218-007 前山A 小野市 下来住町 前山 0.12
218-008 大亀谷A 小野市 中谷町 大亀谷 0.09
218-009 観音谷A 小野市 山田町 観音谷 0.01
218-010 高山A 小野市 粟生町 高山 0.05
218-011 狼谷A 小野市 長尾町 狼谷 0.02
218-012 下北山A 小野市 栄町 下北山 0.07
218-013 栄町B 小野市 栄町 向イ山 0.04
219-001 上須磨田 三田市 須磨田 0.30
219-002 遠城寺山 三田市 藍本 0.08
219-003 相野台 三田市 西相野 0.06
219-004 酒垂神社 三田市 藍本 0.26
219-005 岩倉 三田市 藍本 0.04
219-006 上本庄 三田市 上本庄 0.12
219-007 寺谷 三田市 上青野 0.28
219-008 妹背(1) 三田市 上青野 0.06
219-009 妹背(2) 三田市 上青野 0.09
219-010 上青野 三田市 上青野 0.32
219-011 北浦 三田市 下青野 0.07
219-012 大根川 三田市 乙原 4.20
219-013 花山院 三田市 尼寺 0.14
219-014 福島大池 三田市 福島 0.55
219-015 三輪 三田市 三輪 0.38
219-016 木器 三田市 木器 0.46
219-017 三舟 三田市 小柿 0.02
219-018 橋詰(1) 三田市 小柿 0.24
219-019 橋詰(2) 三田市 小柿 0.15
219-020 小柿大谷川 三田市 小柿 0.94
219-021 天満宮 三田市 小柿 0.33
219-022 感応寺 三田市 小柿 0.10
219-023 羽束川(1) 三田市 小柿 0.31
219-024 羽束川(2) 三田市 小柿 0.53
219-025 羽束川(3) 三田市 小柿 0.55
219-026 羽束川(4) 三田市 小柿 0.43
219-027 北安 三田市 小柿 0.09
219-028 方広寺 三田市 末吉 1.22
219-029 鈴鹿 三田市 鈴鹿 0.32
219-030 下里 三田市 下里 0.11
219-031 母子（宮ヶ谷） 三田市 母子 宮ヶ谷 1.14
219-032 母子（美の坂） 三田市 母子 美の坂 0.32
219-033 花山院 三田市 小野 0.04
219-034 横谷 三田市 母子 横谷 1.75
219-035 下槻瀬 三田市 下槻瀬 大谷西山 0.05
219-036 乙原 三田市 乙原 南千丈山 0.42
219-037 地王堂(1) 三田市 下青野 地王堂 0.14
219-038 地王堂(2) 三田市 下青野 地王堂 0.09
219-039 松尾谷(1) 三田市 波豆川 松尾谷 0.47
219-040 松尾谷(2) 三田市 波豆川 松尾谷 0.24
219-041 大船谷 三田市 波豆川 大船谷 0.49
219-042 椿谷 三田市 波豆川 椿谷 0.41
219-043 畑ヶ谷 三田市 小柿 畑ヶ谷 0.13
219-044 酒井 三田市 酒井 向山 0.09
219-045 下青野１ 三田市 下青野 地王堂 0.22
219-046 小柿１ 三田市 小柿 真谷 0.10
219-047 下槻瀬２ 三田市 下槻瀬 沢谷 0.20
219-048 上本庄２ 三田市 上本庄 宮の下 0.14
219-049 上槻瀬 三田市 上槻瀬 エン谷 0.31
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219-050 下青野２ 三田市 下青野 地王堂 0.84
219-051 乙原２ 三田市 乙原 小屋ケ谷 0.20
219-052 乙原３ 三田市 乙原 南指切 0.30
219-053 小柿２ 三田市 小柿 向山 0.09
219-054 下槻瀬３ 三田市 下槻瀬 小豆畑 1.30
219-055 波豆川 三田市 波豆川 西ノ上 0.14
219-056 母子 三田市 母子 美の坂 0.05
219-057 下青野３ 三田市 下青野 地王堂 0.10
219-058 乙原４ 三田市 乙原 胡麻ヶ谷 0.46
219-059 乙原５ 三田市 乙原 北千丈山 0.66
219-060 十倉 三田市 十倉 城山 0.19
219-061 香下 三田市 香下 銭ヶ岩 0.17
219-062 川原１ 三田市 川原 釜ヶ谷 0.94
219-063 川原２ 三田市 川原 武呂谷 0.10
219-064 奥元 三田市 上青野 0.49
219-065 東本庄4 三田市 東本庄 梨ノ木谷 1.60
219-066 須磨田-01 三田市 須磨田 0.36
219-067 山田-05 三田市 山田 0.16
219-068 東野上-04 三田市 東野上 0.82
219-069 小野-10 三田市 小柿 0.10
219-070 志手原-02 三田市 志手原 0.18
219-071 小野-12 三田市 小柿 0.27
219-072 小柿-01 三田市 小柿 0.86
219-073 上本庄-04 三田市 上本庄 0.14
219-074 上本庄-05 三田市 上本庄 0.10
219-075 藍本庄-01 三田市 藍本 0.11
219-076 大音所 三田市 上本庄 2.30
219-077 上本庄-01 三田市 上本庄 0.18
219-078 小野-11 三田市 小柿 0.06
219-079 尼寺-02 三田市 尼寺 1.23
219-080 酒井 三田市 酒井 0.65
219-081 乙原-05 三田市 乙原 0.17
219-082 藍本-06 三田市 藍本 0.06
219-083 須磨田-02 三田市 須磨田 0.20
219-084 上本庄-03 三田市 上本庄 0.03
219-085 末-01 三田市 下青野 1.47
219-086 市之瀬 三田市 下槻瀬 1.51
219-087 尼寺-01 三田市 尼寺 0.54
219-088 十倉-03 三田市 十倉 0.35
219-089 乙原-03 三田市 乙原 0.65
219-090 藍本-02 三田市 藍本 0.18
219-091 藍本庄-02 三田市 藍本 0.38
219-092 藍本-07 三田市 藍本 0.20
219-093 上本庄-02 三田市 上本庄 0.08
219-094 小野-01 三田市 小野 0.20
219-095 上青野-02 三田市 上青野 0.14
219-096 小野-04 三田市 小野 0.97
219-097 小野-02 三田市 小野 0.69
219-098 小野-09 三田市 乙原 0.04
219-099 乙原-15 三田市 乙原 0.38
219-100 乙原-08 三田市 乙原 0.38
219-101 乙原-13 三田市 乙原 0.13
219-102 乙原-12 三田市 乙原 0.24
219-103 乙原-10 三田市 乙原 0.41
219-104 春下-01 三田市 香下 0.26
219-105 上槻瀬-01 三田市 上槻瀬 0.97
219-106 鈴鹿 三田市 鈴鹿 0.92
219-107 波豆川-09 三田市 波豆川 1.08
219-108 波豆川-08 三田市 波豆川 0.14
219-109 十倉-02 三田市 十倉 0.65
219-110 乙原（２） 三田市 乙原 0.13
219-111 尼寺-03 三田市 小野 1.56
219-112 志手原-01 三田市 志手原 1.03
219-113 上青野-04 三田市 上青野 0.15
219-114 川原-01 三田市 川原 1.32
219-115 藍本庄-03 三田市 藍本 0.41
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219-116 下槻瀬-05 三田市 上槻瀬 0.66
220-001 東剣坂 加西市 東剣坂町 雄岩 2.65
220-002 若井(1) 加西市 若井町 猪野 1.12
220-003 法ケ谷池 加西市 畑町 法ヶ谷池 0.68
220-004 高峰神社 加西市 畑町 高峯神社 0.59
220-005 畑町深山 加西市 畑町 深山 1.18
220-006 キトラ川 加西市 若井町 キトラ川 0.41
220-007 若井(2) 加西市 若井町 岩ノ熊 0.23
220-008 道山 加西市 下道山町 道山 0.83
220-009 上若井(4) 加西市 若井町 上若井 0.29
220-010 上若井(3) 加西市 若井町 湯屋谷 0.26
220-011 下万願寺（2） 加西市 下万願寺町 保谷 1.29
220-012 上若井(2) 加西市 若井町 山田 0.09
220-013 上若井(1) 加西市 若井町 三谷 0.69
220-014 下万願寺(1) 加西市 下万願寺町 熊谷 0.94
220-015 下万願寺(3) 加西市 下万願寺町 熊谷 0.32
220-016 上万願寺(2) 加西市 上万願寺町 津谷 1.73
220-017 上万願寺(1) 加西市 上万願寺町 大谷 3.09
220-018 上万願寺(3) 加西市 上万願寺町 大谷 1.38
220-019 上芥田（Ⅱ） 加西市 上芥田町 山居 0.21
220-020 上芥田（Ⅰ） 加西市 上芥田町 芝ノ下 0.70
220-021 河内町(1) 加西市 河内町 鎌倉口 0.37
220-022 河内町(2) 加西市 河内町 普光寺山 1.13
220-023 河内町(3) 加西市 河内町 宇津木谷 0.13
220-024 二ケ坂上 加西市 河内町 二ヶ坂上 0.34
220-025 国正町 加西市 国正町 仁ノ谷 0.31
220-026 下万願寺（4） 加西市 下万願寺町 熊谷 0.05
220-027 上芥田 加西市 上芥田町 山居 0.08
220-028 河内町(4) 加西市 河内町 割木谷 0.36
220-029 河内町(5) 加西市 河内町 明神前 0.21
220-030 猫尾 加西市 坂本町 猫尾 1.98
220-031 上ノカチ 加西市 坂本町 上ノカチ 0.60
220-032 奥山東山 加西市 佐谷町 奥山東山 1.21
220-033 上ノカチ 加西市 坂本町 上ノカチ 0.29
220-034 坂本町１ 加西市 坂本町 猫尾 0.27
220-035 上万願寺町１ 加西市 上万願寺町 女切 0.11
220-036 上道山町 加西市 上道山町 廻り谷 0.13
220-037 下万願寺町１ 加西市 下万願寺町 荒倉 0.09
220-038 若井町１ 加西市 若井町 ｲﾉ 0.47
220-039 坂本町２ 加西市 坂本町 小池ノ内 0.47
220-040 上万願寺町２ 加西市 上万願寺町 津谷 2.45
220-041 三口町１ 加西市 三口町 北山 0.07
220-042 上芥田町１ 加西市 上芥田町 柿木田 0.09
220-043 上芥田町２ 加西市 上芥田町 明王子 0.13
220-044 八千代区大和１ 加西市 八千代区大和 田町谷 0.09
220-045 三口町4 加西市 三口町 北山 0.13
220-046 吸谷町 加西市 吸谷町 大日山 0.01
220-047 坂本町３ 加西市 坂本町 上ノカチ 0.25
220-048 大工町 加西市 大工町 宇仁山 0.18
220-049 水尾町２ 加西市 水尾町 宇仁山 0.11
220-050 上万願寺町３ 加西市 上万願寺町 寺師 0.15
220-051 上万願寺町４ 加西市 上万願寺町 孫町 0.15
220-052 上万願寺町５ 加西市 上万願寺町 孫町 0.01
220-053 下牛尾１ 加西市 下牛尾 忍辱奥山北 0.09
220-054 若井町1 加西市 若井町 三谷 0.22
220-055 若井町２ 加西市 若井町 大倉 0.08
220-056 戸田井町１ 加西市 戸田井町 川ノ上 0.05
220-057 戸田井町２ 加西市 戸田井町 川ノ上 0.09
220-058 三口町２ 加西市 三口町 ｷﾀﾔﾏ 0.06
220-059 下万願寺町２ 加西市 下万願寺町 荒倉 0.12
220-060 上万願寺町６ 加西市 上万願寺町 孫町 0.26
220-061 若井町３ 加西市 若井町 丸山 0.09
220-062 若井町４ 加西市 若井町 三谷 0.18
220-063 若井町５ 加西市 若井町 湯屋谷 0.10
220-064 若井町６ 加西市 若井町 猪野 0.16
220-065 畑町 加西市 畑町 箸谷 0.42
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220-066 坂本町4 加西市 坂本町 上ノカチ 0.04
220-068 三口町３ 加西市 三口町 ｷﾀﾔﾏ 0.61
220-069 東剣坂町 加西市 東剣坂町 善防北ノ手 0.48
220-070 畑町 加西市 畑町 深山 0.89
220-071 若井町 加西市 若井町 猪野 0.18
220-072 上道山町 加西市 上道山町 ウス谷 0.05
220-073 下万願寺町 加西市 下万願寺町 荒倉 0.18
220-074 上芥田町 加西市 上芥田町 山居 0.21
220-075 南谷 加西市 下芥田町 南谷 0.18
220-076 若井町（猪野） 加西市 若井町 猪野 0.05
220-077 千谷A 加西市 大柳町 千谷 0.42
220-078 大谷A 加西市 西笠原町 大谷 0.36
220-079 才ノ木A 加西市 佐谷町 才ノ木 0.08
220-080 三田A 加西市 上芥田町 三田 0.09
220-081 柿木田A 加西市 上芥田町 柿木田 0.13
220-082 大谷A 加西市 上万願寺町 大谷 0.13
220-083 熊谷A 加西市 下万願寺町 熊谷 0.09
220-084 三味A 加西市 鴨谷町 三味 0.14
220-085 玉野町B 加西市 玉野町 西ノ谷 0.19
220-086 善防山A 加西市 王子町 善防山 0.09
220-087 段山A 加西市 網引町 段山 0.08
220-088 笹倉町B 加西市 笹倉町 シラス谷 0.03
220-089 三田A 加西市 上芥田町 三田 0.23
220-090 北山A 加西市 三口町 北山 0.09
220-091 蟹ケ谷A 加西市 鴨谷町 蟹ケ谷 0.02
220-092 明王寺A 加西市 上芥田町 明王寺 0.04
220-093 キトラA 加西市 若井町 キトラ 0.06
220-094 小圓A 加西市 下道山町 小圓 0.18
220-095 城山A 加西市 北条町小谷 城山 0.08
220-096 箸谷A 加西市 畑町 箸谷 0.07
220-097 轟A 加西市 上万願寺町 轟 0.23
220-098 山ケ谷A 加西市 畑町 山ケ谷 0.11
220-099 狐谷A 加西市 西剣坂町 狐谷 0.08
220-100 下万願寺町B 加西市 下万願寺町 荒倉 0.28
220-101 北条町古坂B 加西市 北条町古坂 原谷 0.06
220-102 殿原町B 加西市 殿原町 中富谷 0.11
220-103 河内町B 加西市 河内町 此延田 0.01
221-001 東浜谷1 篠山市 東浜谷 鍛冶屋谷 0.74
221-002 東浜谷２ 篠山市 東浜谷 池の谷西 0.09
221-003 東浜谷３ 篠山市 東浜谷 池の谷西 0.86
221-004 矢代5 篠山市 矢代 奥山 0.77
221-005 藤岡口1 篠山市 藤岡口 石々 0.58
221-006 佐倉3 丹波篠山市 佐倉 上ノ奥 1.49
221-007 新荘 篠山市 新荘 山の口 1.68
221-008 大熊 篠山市 大熊 水上 0.92
221-009 瀬利1 篠山市 瀬利 八百里 1.73
221-010 奥畑1 篠山市 奥畑 西北山 1.12
221-011 火打岩1 篠山市 火打岩 大碇西山 0.41
221-012 火打岩２ 篠山市 火打岩 畑山 1.50
221-013 火打岩３ 篠山市 火打岩 大碇東山 0.53
221-014 火打岩４ 篠山市 火打岩 畑山 0.69
221-015 奥県守1 篠山市 奥県守 上ノ山谷 0.51
221-016 佐貫谷1 丹波篠山市 佐貫谷 東谷 1.11
221-017 奥県守２ 篠山市 奥県守 梨谷 4.46
221-018 奥県守３ 篠山市 奥県守 法円寺谷 0.24
221-019 県守1 篠山市 県守 引立 0.36
221-020 垂水 篠山市 垂水 西ノ上 0.57
221-021 小立 篠山市 小立 寺谷 1.66
221-022 上筱見1 丹波篠山市 上筱見 寺谷 0.29
221-023 上筱見２ 篠山市 上筱見 徳ノ谷 0.82
221-024 上筱見３ 篠山市 上筱見 徳ノ谷 1.82
221-025 福井2 篠山市 福井 坂本 0.46
221-026 小原1 丹波篠山市 小原 西ノ奥 0.12
221-027 小原２ 篠山市 小原 否谷 0.79
221-028 藤坂1 篠山市 藤坂 峠 1.13
221-029 小原３ 篠山市 小原 向井谷 1.76
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221-030 小倉1 丹波篠山市 小倉 黒谷 1.08
221-031 宮代1 丹波篠山市 宮代 カラコ 0.11
221-032 奥山 篠山市 奥山 深田 1.30
221-033 大藤1 篠山市 大藤 小家ヶ谷 1.58
221-034 立金1 篠山市 立金 西山 1.32
221-035 三熊1 丹波篠山市 三熊 張水 0.92
221-036 三熊２ 篠山市 三熊 ヲマ谷 1.19
221-037 細工所1 丹波篠山市 細工所 杉ヶ谷 0.42
221-038 影谷 篠山市 幡路 太夫ヶ谷 0.90
221-039 福住1 篠山市 福住 北山 0.92
221-040 福住２ 篠山市 福住 北山 0.61
221-041 本明谷1 篠山市 本明谷 東山 0.61
221-042 西野々1 篠山市 西野々 能勢谷 0.97
221-043 福住３ 篠山市 福住 防ノ奥 0.66
221-044 向井1 篠山市 向井 堂ノ谷 0.96
221-045 向井２ 篠山市 向井 岨谷 0.63
221-046 畑井1 篠山市 畑井 沖谷奥ノ切 0.05
221-047 曾地中1 篠山市 曾地中 四十九 1.59
221-048 曾地奥1 篠山市 曾地奥 城見谷 0.61
221-049 曾地奥２ 篠山市 曾地奥 アザメ 1.30
221-050 曾地奥３ 篠山市 曾地奥 西山 3.67
221-051 曾地中２ 篠山市 曾地中 西山 0.16
221-052 曾地中３ 篠山市 曾地中 西山 0.25
221-053 殿町 篠山市 殿町 テバヶ谷 1.02
221-054 小多田1 篠山市 小多田 奥ノ谷 2.66
221-055 後川奥1 篠山市 後川奥 西中山 0.09
221-056 後川奥２ 篠山市 後川奥 西中山 0.29
221-057 後川下1 篠山市 後川下 松ヶ尾 1.22
221-058 後川上1 丹波篠山市 後川上 常山 0.50
221-059 後川上２ 篠山市 後川上 大平 5.64
221-060 後川奥３ 篠山市 後川奥 スエガ谷 1.38
221-061 中1 篠山市 中 三ノ宮 0.30
221-062 上筱見４ 篠山市 上筱見 寺谷 0.51
221-063 藤坂２ 篠山市 藤坂 峠 1.47
221-064 立金２ 篠山市 立金 長谷南山 0.07
221-065 小坂1 丹波篠山市 小坂 夏栗 0.52
221-066 小坂２ 篠山市 小坂 佐仲 0.28
221-067 小坂３ 篠山市 小坂 磯谷 0.68
221-068 小坂４ 篠山市 小坂 磯谷 0.24
221-069 小坂５ 篠山市 小坂 奥谷 0.18
221-070 小坂６ 篠山市 小坂 奥谷 0.16
221-071 乗竹1 篠山市 乗竹 杭谷 0.77
221-072 乗竹2 篠山市 乗竹 中ノ谷 0.74
221-073 高坂1 篠山市 高坂 東谷 1.31
221-074 倉本1 篠山市 倉本 カセガワ・不小路 2.65
221-075 坂本1 丹波篠山市 坂本 寺ノ谷 0.10
221-076 坂本2 篠山市 坂本 寺ノ谷 0.03
221-077 栗柄1 篠山市 栗柄 鳥巣谷 0.60
221-078 本郷1 篠山市 本郷 サル谷 0.63
221-079 桑原1 篠山市 桑原 一郎谷 1.19
221-080 桑原２ 篠山市 桑原 一郎谷 0.22
221-081 桑原３ 篠山市 桑原 クズレ石 1.20
221-082 川阪 篠山市 川阪 水口谷 0.74
221-083 栗柄２ 篠山市 栗柄 西ヶ嶽国次谷 0.97
221-084 栗柄３ 丹波篠山市 栗柄 西ヶ嶽梶ヶ谷 0.14
221-085 坂本３ 篠山市 坂本 勝谷坪 0.69
221-086 坂本４ 篠山市 坂本 尾花 0.09
221-087 打坂1 篠山市 打坂 保谷 1.09
221-088 打坂２ 篠山市 打坂 堂ヶ谷 0.92
221-089 西谷 篠山市 西谷 奥ノ谷坪 1.58
221-090 油井1 篠山市 油井 石屋谷 0.82
221-091 住山1 篠山市 住山 甥奥谷 2.11
221-092 住山２ 篠山市 住山 鰐谷山 0.36
221-093 古市3 篠山市 古市 篠谷 1.09
221-094 油井２ 篠山市 油井 中山 1.62
221-095 当野1 篠山市 当野 中山 0.24
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221-096 波賀野1 篠山市 波賀野 峯山 0.01
221-097 波賀野２ 篠山市 波賀野 嘉左ヱ門谷 0.14
221-098 見内 篠山市 見内 中谷ノ坪 0.22
221-099 波賀野３ 篠山市 波賀野 東谷 1.41
221-100 大沢1 丹波篠山市 大沢 奥谷 1.34
221-101 中野 篠山市 中野 久保寺谷 0.92
221-102 味間奥4 篠山市 味間奥 水坂 1.34
221-103 味間奥6 篠山市 味間奥 水坂 0.23
221-104 味間奥5 篠山市 味間奥 水坂 0.40
221-105 味間北1 篠山市 味間北 大谷山 1.32
221-106 味間北２ 篠山市 味間北 黒見山 0.41
221-107 大山下 篠山市 大山下 出谷坪 4.02
221-108 追入1 篠山市 追入 大乗寺坪 1.48
221-109 追入２ 篠山市 追入 アシバミ坪 0.33
221-110 追入３ 篠山市 追入 風呂谷坪 1.98
221-111 追入４ 篠山市 追入 桐山坪 0.30
221-112 追入５ 篠山市 追入 千柄尾坪 0.73
221-113 石住1 篠山市 石住 大石坪 0.79
221-114 高倉1 篠山市 高倉 黒頭山 0.85
221-115 高倉２ 篠山市 高倉 山ノ口坪 0.72
221-116 谷山 篠山市 谷山 宮ノ谷 0.84
221-117 岩崎1 丹波篠山市 岩崎 奥小谷 0.93
221-118 岩崎２ 篠山市 岩崎 風呂山 1.19
221-119 岩崎３ 篠山市 岩崎 大山 0.81
221-120 宇土1 篠山市 宇土 宮ノ谷 0.36
221-121 宇土２ 篠山市 宇土 栃ノ木谷 0.54
221-122 真南条上1 篠山市 真南条上 大平山 3.29
221-123 真南条上２ 篠山市 真南条上 向井山 0.36
221-124 真南条上３ 篠山市 真南条上 小谷 0.13
221-125 真南条上４ 篠山市 真南条上 向井山 1.47
221-126 真南条下1 篠山市 真南条下 仮屋谷 1.78
221-127 栗栖野 篠山市 栗栖野 落山 1.32
221-128 当野２ 篠山市 当野 宮ノ奥 0.66
221-129 当野３ 篠山市 当野 宮ノ奥 4.71
221-130 草野4 篠山市 草野 東山 0.22
221-131 草野5 篠山市 草野 アマイ谷 1.08
221-132 波賀野４ 篠山市 波賀野 峯山 0.04
221-133 味間南1 篠山市 味間南 白ヶ嶽 1.32
221-134 今田町市原1 丹波篠山市 今田町市原 西山 1.25
221-135 今田町黒石1 丹波篠山市 今田町黒石 カゴズロ 1.14
221-136 今田町本荘1 丹波篠山市 今田町本荘 脇ヶ畑 1.63
221-137 今田町市原２ 丹波篠山市 今田町市原 向井山 0.74
221-138 芦原新田 篠山市 今田町芦原新田 松山 2.19
221-139 今田町下立杭1 丹波篠山市 今田町下立杭 上山 0.82
221-140 下小野原 篠山市 今田町下小野原 前山 0.11
221-141 四斗谷1 丹波篠山市 今田町四斗谷 落シ谷 0.99
221-142 今田町休場1 篠山市 今田町休場 滝ノ下 0.89
221-143 今田町上立杭1 丹波篠山市 今田町上立杭 ツボネガサ谷 1.29
221-144 大山宮1 篠山市 大山宮 古坂坪 0.26
221-145 住山３ 篠山市 住山 宮ノ前山 0.16
221-146 塩岡 篠山市 塩岡 七ツ谷 0.12
221-147 福井1 篠山市 福井 森脇 0.09
221-148 大山上1 丹波篠山市 大山上 大谷坪 0.76
221-149 向筋坪 篠山市 大山新 向筋坪 0.14
221-150 矢の谷 篠山市 草之上 矢の谷 0.35
221-151 波賀野新田1 篠山市 波賀野新田 大塚ノ坪 0.18
221-152 藤岡奥１ 篠山市 藤岡奥 船谷 0.19
221-153 三熊4 丹波篠山市 三熊 中山 0.29
221-154 中２ 篠山市 中 モロケ 0.21
221-155 三熊３ 丹波篠山市 三熊 若林 0.09
221-156 本郷３ 篠山市 本郷 ブトガ谷 0.17
221-157 本郷４ 篠山市 本郷 ウラガ谷 0.49
221-158 今田町上立杭2 篠山市 今田町上立杭 ツボネガサ 0.25
221-159 今田町休場2 篠山市 今田町休場 東山 0.99
221-160 藤坂6 篠山市 藤坂 峠 0.58
221-161 下筱見１ 篠山市 下筱見 障子谷 0.46
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221-162 上筱見5 丹波篠山市 上筱見 寺谷 0.23
221-163 上筱見6 篠山市 上筱見 寺谷 0.09
221-164 上筱見7 篠山市 上筱見 寺谷 0.18
221-165 県守２ 丹波篠山市 県守 ナギヤ谷 0.42
221-166 山田２ 丹波篠山市 山田 石 0.46
221-167 山田３ 篠山市 山田 石 0.43
221-168 山田４ 丹波篠山市 山田 馬上 0.21
221-169 下筱見２ 篠山市 下筱見 清水 0.07
221-170 細工所２ 丹波篠山市 細工所 北條 0.21
221-171 佐貫谷２ 丹波篠山市 佐貫谷 東谷 0.50
221-172 栃梨1 篠山市 栃梨 北浦 0.32
221-173 瀬利２ 篠山市 瀬利 無曽 0.09
221-174 火打岩6 丹波篠山市 火打岩 畑山 2.43
221-175 東浜谷4 篠山市 東浜谷 池の谷東 0.86
221-176 矢代6 篠山市 矢代 奥山 0.80
221-177 栗柄9 丹波篠山市 栗柄 西ヶ嶽梶ヶ谷 0.13
221-178 栗柄10 丹波篠山市 栗柄 岩谷 0.19
221-179 高坂２ 篠山市 高坂 東谷 0.09
221-180 追入6 篠山市 追入 奥坪 0.59
221-181 石住２ 篠山市 石住 ヤナギ 0.09
221-182 大山宮２ 篠山市 大山宮 永尾坪 0.27
221-183 追入7 篠山市 追入 千柄尾坪 0.90
221-184 追入８ 篠山市 追入 奥坪 0.09
221-185 荒子新田 篠山市 荒子新田 荒子坪 0.02
221-186 大山上２ 篠山市 大山上 荒子坪 0.09
221-187 住吉町６ 丹波篠山市 住吉町 ツクエヤマダ 1.30
221-188 曾地奥4 篠山市 曾地奥 朝臣谷 0.26
221-189 後川新田4 丹波篠山市 後川新田 奥ノ山 0.22
221-190 曾地口 篠山市 曾地口 赤穂谷 1.19
221-191 辻4 篠山市 辻 鶴澤 0.12
221-192 福住4 篠山市 福住 仁入道 0.17
221-193 安口１ 篠山市 安口 池ノ谷 0.09
221-194 西野々２ 篠山市 西野々 滑 0.50
221-195 本明谷２ 篠山市 本明谷 東山 0.09
221-196 幡路 篠山市 幡路 深田 0.93
221-197 福井３ 篠山市 福井 岩倉奥 0.78
221-198 福井４ 篠山市 福井 橋本 0.09
221-199 福井５ 篠山市 福井 橋本 0.15
221-200 福井６ 篠山市 福井 橋本 0.11
221-201 中３ 篠山市 中 モロケ 0.22
221-202 立金4 篠山市 立金 長谷北山 0.23
221-203 立金３ 篠山市 立金 長谷北山 0.25
221-204 市野々 丹波篠山市 市野々 為助 0.24
221-205 宮代２ 篠山市 宮代 大将軍 0.13
221-206 小原5 丹波篠山市 小原 向井谷 0.27
221-207 本郷５ 篠山市 本郷 ヌノツボ 1.13
221-208 本郷６ 篠山市 本郷 ヌノツボ 0.86
221-209 本郷2 篠山市 本郷 ハイバラノ 0.77
221-210 桑原4 丹波篠山市 桑原 クズレ石 0.32
221-211 小原6 丹波篠山市 小原 否谷 0.13
221-212 藤坂３ 篠山市 藤坂 峠 0.09
221-213 福井７ 篠山市 福井 片瀬 0.05
221-214 下筱見３ 篠山市 下筱見 親谷 0.07
221-215 下筱見４ 篠山市 下筱見 久合女 0.24
221-216 上筱見8 丹波篠山市 上筱見 蔵垣内 0.20
221-217 西本荘1 篠山市 西本荘 奥ノ谷 0.05
221-218 佐貫谷３ 丹波篠山市 佐貫谷 東谷 0.90
221-219 奥畑2 篠山市 奥畑 向井山 0.09
221-220 大谷５ 篠山市 大谷 峠名谷 0.27
221-221 知足2 篠山市 知足 風呂の谷 0.61
221-222 鷲尾1 篠山市 鷲尾 中の谷 0.46
221-223 藤岡奥２ 篠山市 藤岡奥 塚谷 0.65
221-224 藤岡奥３ 篠山市 藤岡奥 塚谷 0.54
221-225 垣屋3 篠山市 垣屋 鎌谷 0.09
221-226 下板井 篠山市 下板井 向井山 0.18
221-227 矢代7 篠山市 矢代 奥山 0.63
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221-228 倉本２ 篠山市 倉本 一本松 1.75
221-229 倉本３ 篠山市 倉本 一本松 0.27
221-230 栗柄４ 丹波篠山市 栗柄 西ヶ嶽梶ヶ谷 0.09
221-231 栗柄５ 篠山市 栗柄 ﾆｼｶﾞﾀｹｸﾆｼﾞﾀﾞ 0.61
221-232 栗柄６ 篠山市 栗柄 西ヶ嶽藤ノ尾 1.58
221-233 栗柄７ 丹波篠山市 栗柄 古屋谷 0.68
221-234 栗柄８ 丹波篠山市 栗柄 御嶽大林 1.68
221-235 小坂7 丹波篠山市 小坂 奥谷 2.48
221-236 大山宮３ 篠山市 大山宮 永尾坪 0.11
221-237 大山宮４ 篠山市 大山宮 永尾坪 0.24
221-238 追入９ 篠山市 追入 大乗寺坪 0.09
221-239 味間奥7 篠山市 味間奥 六ノ坪 0.11
221-240 味間北3 篠山市 味間北 山立山 0.09
221-241 大沢２ 篠山市 大沢 奥谷ノ坪 0.84
221-242 今田町今田１ 篠山市 今田町今田 ウトノ奥 1.30
221-243 今田町今田２ 篠山市 今田町今田 ウトノ奥 3.56
221-244 今田町黒石2 篠山市 今田町黒石 カゴズロ 6.43
221-245 今田町市原3 丹波篠山市 今田町市原 向井山 0.15
221-246 波賀野5 篠山市 波賀野 古屋敷 0.13
221-247 杉１ 篠山市 杉 向井山 0.09
221-248 大沢３ 篠山市 大沢 ウワツイ 0.17
221-249 大沢新 篠山市 大沢新 小畑山 0.68
221-250 野々垣１ 篠山市 野々垣 山釋迦 0.19
221-251 野々垣２ 篠山市 野々垣 蓮谷 0.44
221-252 辻5 篠山市 辻 弥十郎ヶ嶽 4.10
221-253 安口２ 篠山市 安口 段ケ 0.16
221-254 安口３ 篠山市 安口 小矢ヶ谷 0.09
221-255 西野々３ 篠山市 西野々 中山 0.11
221-256 細工所３ 丹波篠山市 細工所 本谷 0.40
221-257 福井８ 篠山市 福井 岩倉奥 0.67
221-258 後川中1 丹波篠山市 後川中 老谷ノ坪 0.09
221-259 知足1 丹波篠山市 知足 風呂ノ谷 0.03
221-260 片回し1 丹波篠山市 県守 片回し 0.17
221-261 片回し2 篠山市 県守 片回し 0.09
221-262 下筱見6 篠山市 下筱見 親谷 0.14
221-263 曾地中11 丹波篠山市 曾地中 西山 0.03
221-264 曾地奥5 丹波篠山市 曾地奥 高嶽 0.21
221-265 本明谷4 丹波篠山市 本明谷 東山 0.36
221-266 川原 丹波篠山市 川原 フカヤマ谷 4.74
221-267 味間南3 丹波篠山市 味間南 西黒谷 2.74
221-268 味間奥8 丹波篠山市 味間奥 小峠の坪 0.24
221-269 長安寺 丹波篠山市 長安寺 池尻坪 0.34
221-270 波賀野新田2 丹波篠山市 波賀野新田 田ノ口坪 0.34
221-271 南矢代1 丹波篠山市 南矢代 宮ノ谷 0.58
221-272 火打岩7 丹波篠山市 火打岩 大碇西山 0.08
221-273 知足3 篠山市 知足 風呂の谷 0.65
221-274 佐倉1 丹波篠山市 佐倉 尾ノ岩 0.68
221-275 藤岡口2 丹波篠山市 藤岡口 椿谷 0.49
221-276 矢代1 丹波篠山市 矢代 奥山 0.50
221-277 矢代2 丹波篠山市 矢代 奥山 0.51
221-278 垣屋1 丹波篠山市 垣屋 廣岡 0.21
221-279 垣屋2 丹波篠山市 垣屋 西ヶ谷 0.48
221-280 小坂8 丹波篠山市 小坂 東谷 1.08
221-281 小坂9 丹波篠山市 小坂 磯谷 0.26
221-282 不来坂1 丹波篠山市 不来坂 追谷 0.72
221-283 不来坂2 丹波篠山市 不来坂 大谷 0.38
221-284 今田町上小野原1 丹波篠山市 今田町上小野原 井根口水谷山 0.50
221-285 今田町下小野原1 丹波篠山市 今田町下小野原 北山 0.09
221-286 今田町本荘3 丹波篠山市 今田町本荘 栂ヶ谷 1.10
221-287 今田町本荘4 丹波篠山市 今田町本荘 堂ヶ谷 0.60
221-288 今田町木津1 丹波篠山市 今田町木津 笠松 1.91
221-289 今田町木津2 丹波篠山市 今田町木津 農揚 0.69
221-290 今田町木津3 丹波篠山市 今田町木津 松山 7.83
221-291 今田町下小野原2 丹波篠山市 今田町下小野原 前山 0.19
221-292 今田町下小野原3 丹波篠山市 今田町下小野原 南山 2.15
221-293 今田町休場3 丹波篠山市 今田町休場 東山 0.17
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221-294 今田町上小野原2 丹波篠山市 今田町上小野原 禿谷東山 0.42
221-295 油井3 丹波篠山市 油井 西ヶ洞 0.97
221-296 油井4 丹波篠山市 油井 中山 0.65
221-297 真南条上5 丹波篠山市 真南条上 大平山 0.68
221-298 初田1 丹波篠山市 初田 大谷 0.05
221-299 小枕1 丹波篠山市 小枕 北山 0.09
221-300 小多田2 丹波篠山市 小多田 平柳 1.09
221-301 曾地中1 丹波篠山市 曾地中 西山 0.07
221-302 曾地奥6 丹波篠山市 曾地奥 朝臣谷 0.61
221-303 後川奥5 丹波篠山市 後川奥 上飛ヶ浦 2.24
221-304 後川中5 丹波篠山市 後川中 石浦ノ坪 0.70
221-305 後川上5 丹波篠山市 後川上 東中山 0.94
221-306 後川新田1 丹波篠山市 後川新田 井戸田 1.55
221-307 後川新田2 丹波篠山市 後川新田 シドロ大丸 2.85
221-308 後川上6 丹波篠山市 後川上 東中山 0.66
221-309 後川奥4 丹波篠山市 後川奥 扇畑 0.12
221-310 曾地奥7 丹波篠山市 曾地奥 岩ヶ崎 0.81
221-311 曾地中8 丹波篠山市 曾地中 東山 0.38
221-312 曾地中9 丹波篠山市 曾地中 東山 0.09
221-313 畑市3 丹波篠山市 畑市 三荘 1.20
221-314 辻1 丹波篠山市 辻 鶴澤 4.81
221-315 辻2 丹波篠山市 辻 飛曽山 0.48
221-316 辻3 丹波篠山市 辻 弥十郎ヶ嶽 0.27
221-317 安田1 丹波篠山市 安田 西谷 0.46
221-318 本明谷3 丹波篠山市 本明谷 東山 0.70
221-319 福井9 丹波篠山市 福井 森脇 0.10
221-320 三態5 丹波篠山市 三態 ヲマ谷 0.20
221-321 大藤2 丹波篠山市 大藤 中山 0.27
221-322 小倉2 丹波篠山市 小倉 奥ノ谷 0.87
221-323 藤坂4 丹波篠山市 藤坂 板坂 0.45
221-324 遠方 丹波篠山市 遠方 上へノ山 0.09
221-325 小原4 丹波篠山市 小原 否谷 1.38
221-326 福井10 丹波篠山市 福井 坂本 0.81
221-327 山田1 丹波篠山市 山田 箕谷 1.54
221-328 県守3 丹波篠山市 県守 坂谷 2.07
221-329 県守4 丹波篠山市 県守 片回し 0.21
221-330 栃梨2 丹波篠山市 栃梨 北浦 0.26
221-331 西本荘2 丹波篠山市 西本荘 宮ノ谷 1.92
221-332 火打岩8 丹波篠山市 火打岩 平石谷 0.68
221-333 火打岩9 丹波篠山市 火打岩 平石谷 1.65
221-334 火打岩10 丹波篠山市 火打岩 畑山 0.71
221-335 火打岩5 丹波篠山市 火打岩 大碇西山 0.86
221-336 奥畑3 丹波篠山市 奥畑 西北山 0.74
221-337 菅 丹波篠山市 菅 大谷 0.20
221-338 鷲尾2 丹波篠山市 鷲尾 惣山 0.35
221-339 佐倉2 丹波篠山市 佐倉 宮ノ谷 0.10
221-340 藤岡奥4 丹波篠山市 藤岡奥 イカルゴ 2.78
221-341 今福 丹波篠山市 今福 芦尾 0.30
221-342 矢代3 丹波篠山市 矢代 奥山 0.62
221-343 矢代4 丹波篠山市 矢代 奥山 1.17
221-344 打坂3 丹波篠山市 打坂 南ノ谷 0.08
221-345 高坂3 丹波篠山市 高坂 白岩 0.33
221-346 乗竹3 丹波篠山市 乗竹 中ノ谷 0.18
221-347 味間奥1 丹波篠山市 味間奥 大谷 0.05
221-348 味間奥2 丹波篠山市 味間奥 水坂 1.08
221-349 味間南2 丹波篠山市 味間南 音羽谷 2.84
221-350 味間新 丹波篠山市 味間新 音羽 0.09
221-351 犬飼1 丹波篠山市 犬飼 志ぼく谷 0.14
221-352 犬飼2 丹波篠山市 犬飼 大滝谷 0.72
221-353 南矢代2 丹波篠山市 南矢代 一ノ谷 0.57
221-354 南矢代3 丹波篠山市 南矢代 一ノ谷 0.49
221-355 南矢代4 丹波篠山市 南矢代 風呂ノ谷 0.54
221-356 南矢代5 丹波篠山市 南矢代 才蔵坊谷 0.16
221-357 南矢代6 丹波篠山市 南矢代 風呂ヶ谷 0.10
221-358 今田町辰巳1 丹波篠山市 今田町辰巳 御狩山 0.43
221-359 今田町辰巳2 丹波篠山市 今田町辰巳 御狩山 0.09
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221-360 今田町本荘5 丹波篠山市 今田町本荘 大歳谷 1.22
221-361 今田町本荘2 丹波篠山市 今田町本荘 堂ヶ谷 0.09
221-362 今田町市原4 丹波篠山市 今田町市原 西山 0.72
221-363 今田町木津4 丹波篠山市 今田町木津 前山 0.77
221-364 今田町釜屋 丹波篠山市 今田町釜屋 大フラ上山 1.35
221-365 今田町木津5 丹波篠山市 今田町木津 奥山 1.55
221-366 今田町今田新田 丹波篠山市 今田町今田新田 向山 0.84
221-367 今田町今田3 丹波篠山市 今田町今田 一本松 0.77
221-368 今田町木津6 丹波篠山市 今田町木津 奥山 0.38
221-369 今田町上立杭3 丹波篠山市 今田町上立杭 口山 0.09
221-370 今田町下立杭2 丹波篠山市 今田町下立杭 上山 0.09
221-371 草野1 丹波篠山市 草野 北山 0.59
221-372 草野2 丹波篠山市 草野 八王子 1.72
221-373 草野3 丹波篠山市 草野 西山 0.15
221-374 古森 丹波篠山市 古森 南山 2.02
221-375 古市1 丹波篠山市 古市 蛭子谷 0.63
221-376 古市2 丹波篠山市 古市 大噴谷 0.20
221-377 当野4 丹波篠山市 当野 下山 1.98
221-378 真南条下2 丹波篠山市 真南条下 八幡谷 1.35
221-379 真南条中1 丹波篠山市 真南条中 向井山 3.03
221-380 真南条中2 丹波篠山市 真南条中 寺奥東 0.31
221-381 初田2 丹波篠山市 初田 大谷 0.13
221-382 初田3 丹波篠山市 初田 大谷 0.09
221-383 小枕2 丹波篠山市 小枕 卯谷山 0.40
221-384 小多田3 丹波篠山市 小多田 平柳 1.58
221-385 曾地中4 丹波篠山市 曾地中 西山 0.36
221-386 曾地奥8 丹波篠山市 曾地奥 天狗岩 0.41
221-387 後川中2 丹波篠山市 後川中 前山坪 0.49
221-388 後川中3 丹波篠山市 後川中 前山坪 0.81
221-389 後川中4 丹波篠山市 後川中 前山坪 1.58
221-390 後川上4 丹波篠山市 後川上 押ヶ谷 2.00
221-391 後川下2 丹波篠山市 後川下 フン尾 0.60
221-392 曾地奥9 丹波篠山市 曾地奥 城見谷 1.81
221-393 曾地中13 丹波篠山市 曾地中 中山 0.40
221-394 曾地中14 丹波篠山市 曾地中 東山 0.23
221-395 曾地中10 丹波篠山市 曾地中 四十九 3.18
221-396 畑市1 丹波篠山市 畑市 山荘 1.58
221-397 畑市2 丹波篠山市 畑市 山荘 0.90
221-398 安田2 丹波篠山市 安田 臼谷 0.08
221-399 安口4 丹波篠山市 安口 池ノ谷 0.56
221-400 西野々4 丹波篠山市 西野々 大作 0.51
221-401 中原山1 丹波篠山市 中原山 汁谷 0.70
221-402 小倉3 丹波篠山市 小倉 芋谷 0.86
221-403 四斗谷2 丹波篠山市 四斗谷 奥知山 4.49
221-404 住山4 丹波篠山市 住山 舟谷山 0.43
221-405 今田町上立杭4 丹波篠山市 今田町上立杭 大石 0.09
221-406 大沢4 丹波篠山市 大沢 上山 0.09
221-407 下筱見5 丹波篠山市 下筱見 阿妻 0.18
221-408 火打岩11 丹波篠山市 火打岩 大碇東山 0.09
221-409 倉本4 丹波篠山市 倉本 一本松 0.09
221-410 波賀野6 丹波篠山市 波賀野 東谷 0.09
221-411 味間奥3 丹波篠山市 味間奥 伊豆殿ヶ谷 0.22
221-412 今田町下立杭3 丹波篠山市 今田町下立杭 滝ノへラ 0.46
221-413 小枕3 丹波篠山市 小枕 北山 0.09
221-414 真南条上6 丹波篠山市 真南条上 中山 0.09
221-415 後川新田3 丹波篠山市 後川新田 井戸谷 0.26
221-416 後川奥6 丹波篠山市 後川奥 扇畑 0.19
221-417 後川奥7 丹波篠山市 後川奥 墓ヶ谷 0.09
221-418 曾地中5 丹波篠山市 曾地中 中山 0.27
221-419 曾地中6 丹波篠山市 曾地中 中山 0.11
221-420 曾地中7 丹波篠山市 曾地中 四十九 0.03
221-421 藤之木 丹波篠山市 藤之木 中の谷 1.05
221-422 中原山2 丹波篠山市 中原山 細廻り篠ヶ峠 0.42
221-423 福井11 丹波篠山市 福井 岩倉 0.65
221-424 小原7 丹波篠山市 小原 向井谷 0.10
221-425 藤坂5 丹波篠山市 藤坂 三ノ市 0.65
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221-426 奥県守4 丹波篠山市 奥県守 上ノ山谷 0.08
221-427 畑井2 丹波篠山市 畑井 西尾 0.24
221-428 高坂4 丹波篠山市 高坂 東谷 0.09
221-429 犬飼3 丹波篠山市 犬飼 大滝谷 0.43
221-430 今田町今田4 丹波篠山市 今田町今田 シトロ 0.84
221-431 小田中 丹波篠山市 小田中 大谷 0.05
221-432 福井12 丹波篠山市 福井 森脇 0.03
221-433 後川上3 丹波篠山市 後川上 太平 0.44
221-434 西木之部 丹波篠山市 西木之部 奥谷 0.44
222-001 浅間 養父市 八鹿町浅間 一位谷 0.26
222-002 坂本 養父市 八鹿町坂本 茗ヶ谷 0.52
222-003 上小田 養父市 八鹿町上小田 養父頭 0.56
222-004 朝倉(1) 養父市 八鹿町朝倉 田路 0.15
222-005 朝倉(2) 養父市 八鹿町朝倉 坂 0.11
222-006 朝倉(3) 養父市 八鹿町朝倉 坂 0.13
222-007 朝倉(4) 養父市 八鹿町朝倉 坂 0.02
222-008 八木 養父市 八鹿町八木 宝林 0.10
222-009 高柳(1) 養父市 八鹿町高柳 切サコ 0.03
222-010 高柳(2) 養父市 八鹿町高柳 オオサコ 0.25
222-011 石原 養父市 八鹿町石原 家ノ奥 0.19
222-012 小佐(1) 養父市 八鹿町小佐 広垣 0.10
222-013 小佐(2) 養父市 八鹿町小佐 広垣 0.08
222-014 小佐(3) 養父市 八鹿町小佐 奥ヶ口 0.57
222-015 九鹿(1) 養父市 八鹿町九鹿 落谷 0.28
222-016 九鹿(2) 養父市 八鹿町九鹿 西山 0.11
222-017 九鹿(3) 養父市 八鹿町九鹿 大桜谷 0.07
222-018 九鹿(4) 養父市 八鹿町九鹿 九鹿谷 0.09
222-019 九鹿(5) 養父市 八鹿町九鹿 九鹿谷 0.08
222-020 九鹿(6) 養父市 八鹿町九鹿 九鹿谷 0.02
222-021 九鹿(7) 養父市 八鹿町九鹿 九鹿谷 0.04
222-022 八鹿(1) 養父市 八鹿町八鹿 猿山 0.01
222-023 八鹿(2) 養父市 八鹿町八鹿 猿山 0.04
222-024 八鹿(3) 養父市 八鹿町八鹿 猿山 0.07
222-025 八鹿(4) 養父市 八鹿町八鹿 大明神 0.55
222-026 八鹿(5) 養父市 八鹿町八鹿 家ノ下 0.05
222-027 八鹿(6) 養父市 八鹿町八鹿 家ノ下 0.32
222-028 八鹿(7) 養父市 八鹿町八鹿 家ノ下 0.34
222-029 八鹿(8) 養父市 八鹿町八鹿 大森 0.36
222-030 下小田 養父市 八鹿町下小田 北谷 0.04
222-031 宿南(1) 養父市 八鹿町宿南 東堤谷 0.18
222-032 宿南(2) 養父市 八鹿町宿南 東谷 0.05
222-033 宿南(3) 養父市 八鹿町宿南 館ノ上 0.07
222-034 宿南(4) 養父市 八鹿町宿南 館ノ上 0.05
222-035 宿南(5) 養父市 八鹿町宿南 北ウナバ 0.23
222-036 宿南(6) 養父市 八鹿町宿南 竹谷 0.72
222-037 三谷(1) 養父市 八鹿町三谷 家ノ上 0.09
222-038 三谷(2) 養父市 八鹿町三谷 ロクロ谷 0.90
222-039 小佐(4) 養父市 八鹿町小佐 梅垣 0.09
222-040 朝倉(5) 養父市 八鹿町朝倉 田路 0.01
222-041 九鹿(8) 養父市 八鹿町九鹿 福地 0.07
222-042 宿南 養父市 八鹿町宿南 渕谷 0.13
222-043 坂本 養父市 八鹿町坂本 茗ヶ谷 0.47
222-044 奥米地(1) 養父市 奥米地 高中 0.14
222-045 奥米地(2) 養父市 奥米地 滝谷 0.27
222-046 奥米地(3) 養父市 奥米地 笹山 0.01
222-047 鉄屋米地(1) 養父市 鉄屋米地 江コゴ 0.58
222-048 鉄屋米地(2) 養父市 鉄屋米地 ハセガイ 0.42
222-049 鉄屋米地(3) 養父市 鉄屋米地 ハセガイ 0.12
222-050 養父市場(1) 養父市 養父市場 入谷 0.83
222-051 大塚 養父市 大塚 村奥 0.70
222-052 堀畑 養父市 堀畑 尻木谷 0.59
222-053 養父市場(2) 養父市 養父市場 池ヶ谷 0.13
222-054 養父市場(3) 養父市 養父市場 浦山 0.16
222-055 養父市場(4) 養父市 養父市場 浦山 0.09
222-056 小城(1) 養父市 小城 谷奥 0.17
222-057 小城(2) 養父市 小城 野尾谷 0.10
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222-058 上野(1) 養父市 上野 吉ヶ谷 0.40
222-059 上野(2) 養父市 上野 池ヶ谷 0.34
222-060 上野(3) 養父市 上野 百合山 0.06
222-061 十二所(1) 養父市 十二所 下ノ奥 0.16
222-062 稲津 養父市 稲津 大谷 0.65
222-063 畑(1) 養父市 畑 奥ノ谷 0.18
222-064 畑(2) 養父市 畑 小畑奥 0.46
222-065 船谷 養父市 船谷 袖谷 0.27
222-066 三谷(1) 養父市 三谷 モロス 0.04
222-067 三谷(2) 養父市 三谷 モロス 0.58
222-068 三谷(3) 養父市 三谷 モロス 0.08
222-069 森(1) 養父市 森 石ヶ堂 0.15
222-070 森(2) 養父市 森 石ヶ堂 0.03
222-071 森(3) 養父市 森 石ヶ堂 1.01
222-072 建屋(1) 養父市 建屋 正町野 0.04
222-073 建屋(2) 養父市 建屋 砂原 0.03
222-074 建屋(3) 養父市 建屋 ゴゼ谷 0.02
222-075 建屋(4) 養父市 建屋 下村谷 0.13
222-076 建屋(5) 養父市 建屋 水ノ年 0.04
222-077 建屋(6) 養父市 建屋 建興寺奥 0.06
222-078 建屋(7) 養父市 建屋 奥山 1.06
222-079 長野(1) 養父市 長野 東山 0.01
222-080 長野(2) 養父市 長野 東山 0.02
222-081 長野(3) 養父市 長野 長の山 0.58
222-082 長野(4) 養父市 長野 ヤゲン谷 0.41
222-083 長野(5) 養父市 長野 小杉 0.17
222-084 長野(6) 養父市 長野 大谷山 0.34
222-085 長野(7) 養父市 長野 大谷山 0.09
222-086 長野(8) 養父市 長野 大谷山 0.11
222-087 長野(9) 養父市 長野 大谷山 0.02
222-088 長野(10) 養父市 長野 内山 0.94
222-089 建屋(8) 養父市 建屋 口入谷 0.16
222-090 餅耕地 養父市 餅耕地 ヒナタ 0.35
222-091 森(4) 養父市 森 滝 0.09
222-092 森(5) 養父市 森 イノ谷 0.04
222-093 森(6) 養父市 森 桐ヶ谷 0.12
222-094 森(7) 養父市 森 サイ谷 1.99
222-095 森(8) 養父市 森 ｶｶﾅﾍﾞ北側 0.16
222-096 森(9) 養父市 森 ｶｶﾅﾍﾞ北側 0.09
222-097 森(10) 養父市 森 ｶｶﾅﾍﾞ北側 0.07
222-098 森(11) 養父市 森 ｶｶﾅﾍﾞ北側 0.08
222-099 森(12) 養父市 森 才木南側 0.02
222-100 森(13) 養父市 森 才木南側 0.35
222-101 三谷(4) 養父市 三谷 フクロ 0.40
222-102 三谷(5) 養父市 三谷 フクロ 0.04
222-103 三谷(6) 養父市 三谷 三谷北側 0.03
222-104 三谷(7) 養父市 三谷 池山 1.30
222-105 大坪 養父市 大坪 オオサコ 0.06
222-106 新津 養父市 新津 一ノ谷 0.47
222-107 左近山(1) 養父市 左近山 大谷 0.91
222-108 左近山(2) 養父市 左近山 大谷 0.04
222-109 十二所(2) 養父市 十二所 官ノ谷 0.25
222-110 十二所(3) 養父市 十二所 大谷 0.03
222-111 上箇(1) 養父市 上箇 才谷 0.15
222-112 上箇(2) 養父市 上箇 須賀谷 0.47
222-113 上箇(3) 養父市 上箇 小林 0.09
222-114 上箇(4) 養父市 上箇 池ノ谷 0.17
222-115 藪崎(1) 養父市 藪崎 向山 0.07
222-116 藪崎(2) 養父市 藪崎 向山 0.03
222-117 藪崎(3) 養父市 藪崎 向山 0.04
222-118 藪崎 養父市 藪崎 向山 0.86
222-119 藪崎(5) 養父市 藪崎 向山 0.01
222-120 畑(3) 養父市 畑 小ウジ 0.09
222-121 建屋(9) 養父市 建屋 水ノ手 0.28
222-122 養父市場(5) 養父市 養父市場 浦山 0.20
222-123 三谷(8) 養父市 三谷 モロス 0.10
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222-124 餅耕地(2) 養父市 餅耕地 ササ 1.38
222-125 建屋（9） 養父市 建屋 水ノ手 0.17
222-126 奥米地 養父市 奥米地 坂ノ谷 0.30
222-127 養父市場(6) 養父市 養父市場 浦山 0.16
222-128 三谷(9) 養父市 三谷 モロス 0.06
222-129 三谷(10) 養父市 三谷 三谷南側 0.92
222-130 三谷(11) 養父市 三谷 添谷 0.08
222-131 養父市場 養父市 養父市場 金ヶ谷 0.39
222-132 奥米地 養父市 奥米地 クヨ 0.49
222-133 宮垣(1) 養父市 大屋町宮垣 サイザン 0.08
222-134 宮垣(2) 養父市 大屋町宮垣 城山 0.96
222-135 門野 養父市 大屋町門野 上屋垣地 0.78
222-136 中村 養父市 大屋町中 寺の下 0.02
222-137 中 養父市 大屋町由良 由良奥 0.13
222-138 由良(1) 養父市 大屋町由良 由良奥 0.13
222-139 由良(2) 養父市 大屋町由良 奥谷 2.50
222-140 夏梅(1) 養父市 大屋町夏梅 家の奥 0.14
222-141 夏梅(2) 養父市 大屋町夏梅 家の奥 0.22
222-142 宮本(1) 養父市 大屋町宮本 高取 0.04
222-143 宮本(2) 養父市 大屋町宮本 浅谷 0.08
222-144 宮本(3) 養父市 大屋町宮本 直田 0.15
222-145 宮本(4) 養父市 大屋町宮本 黒田 0.74
222-146 宮本(5) 養父市 大屋町宮本 黒田 4.53
222-147 宮本(6) 養父市 大屋町宮本 鳥穴 0.22
222-148 宮本(7) 養父市 大屋町宮本 家ノ向 0.09
222-149 宮本(8) 養父市 大屋町宮本 大行谷 0.91
222-150 宮本(9) 養父市 大屋町宮本 小行谷 0.23
222-151 宮本(10) 養父市 大屋町宮本 砂門 0.13
222-152 和田(1) 養父市 大屋町和田 田渕 0.25
222-153 和田(2) 養父市 大屋町和田 富士野谷 1.56
222-154 和田(3) 養父市 大屋町和田 西側 0.04
222-155 和田４ 養父市 大屋町和田 森ノ本 0.06
222-156 和田(5) 養父市 大屋町和田 宮ノ側 0.44
222-157 和田(6) 養父市 大屋町和田 安川 0.11
222-158 糸原(1) 養父市 大屋町糸原 新宮 0.18
222-159 糸原(2) 養父市 大屋町糸原 芝 0.05
222-160 糸原(3) 養父市 大屋町糸原 向山 0.04
222-161 山路 養父市 大屋町山路 寺ノ浦 0.09
222-162 大杉 養父市 大屋町大杉 ヲヤ谷 0.10
222-163 蔵垣 養父市 大屋町蔵垣 奥山 1.93
222-164 若杉(1) 養父市 大屋町若杉 犬小路 2.60
222-165 若杉(2) 養父市 大屋町若杉 犬小路 1.93
222-166 若杉(3) 養父市 大屋町若杉 奥山 0.68
222-167 若杉(4) 養父市 大屋町若杉 奥山 2.60
222-168 若杉(5) 養父市 大屋町若杉 奥谷 0.96
222-169 若杉(6) 養父市 大屋町若杉 向山 0.41
222-170 横行(1) 養父市 大屋町横行 中山 1.99
222-171 横行(2) 養父市 大屋町横行 井ノ原 0.08
222-172 横行(3) 養父市 大屋町横行 中山 0.09
222-173 横行(4) 養父市 大屋町横行 中山 0.09
222-174 横行(5) 養父市 大屋町横行 向山 0.26
222-175 中間 養父市 大屋町中間 片山 0.01
222-176 筏(1) 養父市 大屋町筏 天谷 3.17
222-177 樽見 養父市 大屋町樽見 嘉平林 0.58
222-178 宮垣(4) 養父市 大屋町宮垣 天満山 0.10
222-179 加保 養父市 大屋町加保 加保 2.28
222-180 蔵垣 養父市 大屋町蔵垣 大磯 0.02
222-181 和田(7) 養父市 大屋町和田 芦谷 0.09
222-182 中間(2) 養父市 大屋町中間 瓜畑 0.07
222-183 大杉 養父市 大屋町大杉 奥山 0.76
222-184 夏梅(3) 養父市 大屋町夏梅 倉見峪 0.02
222-185 大屋町由良 養父市 大屋町由良 ツルノオ 0.09
222-186 向三宅 養父市 三宅 草詰 0.29
222-187 出合(1) 養父市 出合 丹ノ田 1.24
222-188 出合(2) 養父市 出合 ゴウロ 3.53
222-189 出合(3) 養父市 出合 ヌタケナル 4.14
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222-190 奈良尾 養父市 奈良尾 水尾 0.40
222-191 草出(1) 養父市 草出 ホウキ 0.09
222-192 草出(2) 養父市 草出 イケン田 0.36
222-193 出合(4) 養父市 出合 シオ木 1.85
222-194 関宮(1) 養父市 関宮 宝引 1.92
222-195 関宮(2) 養父市 関宮 横次 2.58
222-196 関宮(3) 養父市 関宮 魚留 1.33
222-197 尾崎 養父市 尾崎 上山 6.74
222-198 万久里 養父市 万久里 草谷 0.11
222-199 大谷(1) 養父市 大谷 西奥村 0.11
222-200 大谷(2) 養父市 大谷 末広 1.75
222-201 大谷(3) 養父市 大谷 ミビラ 0.34
222-202 三宅（1） 養父市 三宅 滝本 0.44
222-203 三宅(2) 養父市 三宅 大ヒヨ 0.36
222-204 三宅(3) 養父市 三宅 桑ザコ 0.41
222-205 三宅(4) 養父市 三宅 桑ザコ 0.68
222-206 三宅(5) 養父市 三宅 早詰 1.33
222-207 出合(5) 養父市 轟 摺鉢 0.35
222-208 奈良尾 養父市 奈良尾 要山 0.09
222-209 奈良尾 養父市 奈良尾 要山 0.05
222-210 大屋町和田 養父市 大屋町和田 南良辺 0.26
222-211 上野 養父市 上野 南峠 0.05
222-212 上野 養父市 上野 梅ヶ谷 0.41
222-213 伊豆 養父市 伊豆 今谷 0.81
222-214 葛畑 養父市 葛畑 城谷 0.40
222-216 長野（１１） 養父市 長野 坂ノ谷 0.10
222-217 八鹿町大江10 養父市 八鹿町大江 ムカイヤマ 0.04
222-218 小城(3) 養父市 小城 野尾谷 0.04
222-219 外野 養父市 外野 末谷 0.09
222-220 筏(2) 養父市 大屋町筏 法師ヶ畑 0.14
222-221 畑(3) 養父市 畑 柳サコ 0.02
222-222 鵜縄 養父市 鵜縄 栃原 0.09
222-223 小城(4) 養父市 小城 野尾谷 0.05
222-224 筏(3) 養父市 大屋町筏 神田山 0.09
222-225 須西(1) 養父市 大屋町須西 仕納 0.02
222-226 丹戸 養父市 丹戸 寺尾 0.66
222-227 口米地 養父市 口米地 中尾ほか 0.46
222-228 大屋町明延4 養父市 大屋町明延 西側 0.18
222-230 長野(12) 養父市 長野 尾ノ上 0.37
222-231 石原（２） 養父市 八鹿町石原 ウドノ 0.01
222-232 横行(6) 養父市 大屋町横行 中山 1.30
222-234 畑 養父市 畑 ダン山 0.45
222-235 上野４ 養父市 上野 池ヶ谷 0.04
222-236 八鹿町八鹿１ 養父市 八鹿町八鹿 大森 0.06
222-237 葛畑１ 養父市 葛畑 向カイチ 0.09
222-238 安井１ 養父市 安井 午房谷 0.26
222-239 森２ 養父市 森 滝 0.05
222-240 出合２ 養父市 出合 タビコロ 0.11
222-241 外野２ 養父市 外野 小屋ナン谷口 0.47
222-242 出合３ 養父市 出合 松谷 0.50
222-243 上野５ 養父市 上野 池ヶ谷 0.14
222-244 八鹿町八木１ 養父市 八鹿町八木 向ムラ 0.97
222-245 八鹿町八木２ 養父市 八鹿町八木 向山 0.86
222-246 上野６ 養父市 上野 佛ヶ谷 0.20
222-247 八鹿町九鹿１ 養父市 八鹿町九鹿 横尾 0.31
222-248 大屋町加保１ 養父市 大屋町加保 向山 0.16
222-249 八鹿町九鹿２ 養父市 八鹿町九鹿 西山 0.12
222-250 八鹿町青山１ 養父市 八鹿町青山 城山 0.30
222-251 大藪１ 養父市 大藪 向ツラ 0.75
222-252 八鹿町浅間２ 養父市 八鹿町浅間 田口 0.18
222-253 玉見１ 養父市 玉見 赤尾 1.03
222-254 外野３ 養父市 外野 岩ヶハナ 1.50
222-255 大屋町宮垣１ 養父市 大屋町宮垣 天満山 1.25
222-256 吉井２ 養父市 吉井 足阪林 2.45
222-257 葛畑４ 養父 葛畑 上ミ大将 4.16
222-258 建屋１ 養父 建屋 下村谷 1.37
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222-259 大屋町筏１ 養父 大屋町筏 佐治見 5.19
222-260 大屋町横行 養父 大屋町横行 向狭間山 7.64
222-261 八鹿町大江２ 養父 八鹿町大江 小高 0.63
222-262 葛畑２ 養父 葛畑 神場 0.35
222-263 外野４ 養父 外野 野 1.40
222-264 八鹿町石原１ 養父 八鹿町石原 鎌谷 1.99
222-265 関宮１ 養父 関宮 上山 0.56
222-266 関宮２ 養父 関宮 魚留 1.57
222-267 吉井３ 養父 吉井 栃山林 3.09
222-268 関宮３ 養父 関宮 伊丹谷 2.74
222-269 出合４ 養父 出合 鹿倉 2.84
222-270 川原場１ 養父 川原場 壱本梨 0.21
222-271 鵜縄２ 養父 鵜縄 大原 7.39
222-272 鵜縄３ 養父 鵜縄 岸谷 0.80
222-274 八鹿町大江３ 養父 八鹿町大江 小高 2.23
222-275 八鹿町朝倉１ 養父 八鹿町朝倉 坂 1.46
222-276 大坪２ 養父 大坪 小谷 0.14
222-277 大坪３ 養父 大坪 カナガ谷 2.77
222-278 長野１ 養父 長野 柴山 0.65
222-279 玉見２ 養父 玉見 赤尾 3.28
222-280 八鹿町高柳１ 養父 八鹿町高柳 上山田 0.29
222-281 八鹿町八木３ 養父 八鹿町八木 下ノ谷 0.87
222-282 奥米地３ 養父 奥米地 ヲカイ谷 1.29
222-283 上野７ 養父 上野 堂ノ奥 0.32
222-285 森３ 養父 森 原ノ上 0.07
222-286 八鹿町高柳２ 養父 八鹿町高柳 上山田 3.91
222-287 八鹿町八木４ 養父 八鹿町八木 田ブチ 0.48
222-288 大屋町上山１ 養父 大屋町上山 熊野 1.42
222-289 大屋町樽見 養父 大屋町樽見 椿本 1.40
222-290 大屋町中１ 養父 大屋町中 東京奥山 3.37
222-291 大屋町糸原 養父 大屋町糸原 家ノ奥 0.55
222-292 大屋町中２ 養父 大屋町中 東京奥山 3.70
222-293 大屋町大杉１ 養父 大屋町大杉 ヲヤ谷 0.82
222-294 大屋町和田２ 養父 大屋町和田 宮ノ側 0.09
222-295 八鹿町青山２ 養父 八鹿町青山 荒神 1.85
222-296 八鹿町三谷１ 養父 八鹿町三谷 神田 0.09
222-297 八鹿町宿南１ 養父 八鹿町宿南 片山 0.04
222-298 八鹿町宿南２ 養父 八鹿町宿南 ヨウジ 1.03
222-299 八鹿町大江４ 養父 八鹿町大江 スガマチ 2.14
222-300 八鹿町宿南３ 養父 八鹿町宿南 ヨウジ 1.19
222-301 八鹿町八鹿２ 養父 八鹿町八鹿 大森 0.19
222-302 八鹿町九鹿３ 養父 八鹿町九鹿 寺坂奥 0.73
222-303 吉井４ 養父 吉井 堂ヶ谷山 1.25
222-304 上野８ 養父 上野 吉ヶ谷 0.61
222-305 上野９ 養父 上野 藤三ヶ谷 0.24
222-306 十二所１ 養父 十二所 小谷 0.09
222-307 畑２ 養父 畑 セト谷 0.08
222-308 畑３ 養父 畑 梅ヶ谷 0.21
222-309 三谷 養父 三谷 モロス 0.05
222-310 森４ 養父 森 石ヶ堂 5.17
222-311 建屋2 養父 建屋 正町野 0.09
222-312 建屋３ 養父 建屋 ウルシ谷 0.13
222-313 長野２ 養父 長野 長ノ山 0.35
222-314 長野３ 養父 長野 長ノ山 0.28
222-315 藪崎２ 養父 藪崎 堂ノ上 0.09
222-316 藪崎３ 養父 藪崎 アンノ谷 0.11
222-317 八鹿町舞狂 養父 八鹿町舞狂 奥谷 1.34
222-318 大藪２ 養父 大藪 下モ山 2.19
222-319 大藪３ 養父 大藪 向ツラ 0.91
222-320 藪崎４ 養父 藪崎 向山 0.32
222-321 藪崎５ 養父 藪崎 アンノ谷 0.09
222-322 藪崎６ 養父 藪崎 向山 0.30
222-323 上野１０ 養父 上野 末谷 0.08
222-324 十二所２ 養父 十二所 庄谷 0.62
222-325 十二所３ 養父 十二所 小山 0.51
222-326 畑４ 養父 畑 向イ 0.32
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大字 字
危険地区
面積

222-327 畑５ 養父 畑 中ノ谷 0.08
222-328 畑６ 養父 畑 早見 0.30
222-329 森５ 養父 森 石ヶ堂 2.11
222-330 森６ 養父 森 女谷 0.09
222-331 能座１ 養父 能座 奥山 3.58
222-334 餅耕地２ 養父 餅耕地 ミナミ 0.15
222-335 長野４ 養父 長野 西山 0.13
222-336 上野12 養父市 上野 末谷 0.12
222-337 浅野 養父 浅野 奥山 0.34
222-338 左近山 養父 左近山 向山 0.09
222-339 大屋町宮垣２ 養父 大屋町宮垣 コイダハ 0.86
222-340 大塚２ 養父 大塚 池ヶ谷 0.17
222-341 養父市場２ 養父 養父市場 小谷 0.06
222-342 大塚３ 養父 大塚 宮ノ上 0.05
222-343 八鹿町宿南４ 養父 八鹿町宿南 見谷 0.47
222-344 大屋町若杉１ 養父 大屋町若杉 大久保 0.27
222-345 大屋町和田３ 養父 大屋町和田 南良辺 0.09
222-346 安井２ 養父 安井 午房谷 0.07
222-347 大屋町中３ 養父 大屋町中 由良奥 0.20
222-348 大屋町中４ 養父 大屋町中 東京奥山 0.18
222-349 大屋町大屋市場 養父 大屋町大屋市場 宮ノ谷 0.09
222-350 大屋町門野 養父 大屋町門野 上屋垣地 0.05
222-351 大屋町筏２ 養父 大屋町筏 佐治見 0.69
222-352 大屋町和田４ 養父 大屋町和田 古屋 0.35
222-353 大屋町筏３ 養父 大屋町筏 杉谷 0.09
222-354 大屋町若杉２ 養父 大屋町若杉 犬小路 2.65
222-355 大屋町若杉３ 養父 大屋町若杉 ミクグリ 0.01
222-356 大屋町若杉４ 養父 大屋町若杉 ミクグリ 0.09
222-357 大屋町若杉５ 養父 大屋町若杉 大久保 0.50
222-358 大屋町宮垣３ 養父 大屋町宮垣 城山 0.11
222-359 大屋町宮垣４ 養父 大屋町宮垣 大戸地 0.09
222-360 大屋町上山２ 養父 大屋町上山 奥ノ谷 0.10
222-361 大屋町上山３ 養父 大屋町上山 奥ノ谷 0.16
222-362 大屋町中５ 養父 大屋町中 俵谷 0.54
222-363 大屋町中６ 養父 大屋町中 サルザコ 0.37
222-364 大屋町夏梅 養父 大屋町夏梅 越山 0.18
222-365 大屋町加保２ 養父 大屋町加保 ヒシロ 0.06
222-366 大屋町加保３ 養父 大屋町加保 ヒシロ 0.20
222-367 大屋町加保４ 養父 大屋町加保 段 0.09
222-368 浅野2 養父市 浅野 実山谷 0.10
222-369 大屋町笠谷 養父 大屋町笠谷 栃谷 0.35
222-370 大屋町加保５ 養父 大屋町加保 向山 0.12
222-371 大屋町宮本 養父 大屋町宮本 ヲウシデ 1.16
222-372 大屋町大杉２ 養父 大屋町大杉 ヲヤ谷 0.72
222-373 大屋町和田５ 養父 大屋町和田 南良辺 0.09
222-374 大屋町和田６ 養父 大屋町和田 古屋 1.54
222-375 大屋町明延１ 養父 大屋町明延 東側 0.44
222-376 大屋町明延２ 養父 大屋町明延 東側 0.10
222-377 大屋町明延３ 養父 大屋町明延 東側 0.09
222-378 大屋町大杉３ 養父 大屋町大杉 ヲヤ谷 3.10
222-379 大屋町大杉４ 養父 大屋町大杉 ヲヤ谷 2.88
222-380 大屋町蔵垣 養父 大屋町蔵垣 黒谷山 0.29
222-381 大屋町筏４ 養父 大屋町筏 杉谷 0.09
222-382 大屋町若杉６ 養父 大屋町若杉 大谷 4.02
222-383 長野13 養父市 長野 宿南 0.09
222-384 大屋町若杉７ 養父 大屋町若杉 ウソフ谷 0.25
222-385 大屋町若杉８ 養父 大屋町若杉 奥山 0.02
222-386 万久里２ 養父 万久里 梅ヶナル 0.09
222-387 轟１ 養父 轟 轟野 2.40
222-388 出合５ 養父 出合 鹿倉 0.85
222-389 出合６ 養父 出合 鹿倉 0.50
222-390 梨ヶ原 養父 梨ヶ原 向山 1.64
222-391 三宅４ 養父 三宅 桑ザコ 0.09
222-392 三宅５ 養父 三宅 ケンザコ 0.12
222-393 八鹿町石原２ 養父 八鹿町石原 鎌谷口後 1.91
222-394 関宮４ 養父 関宮 上山 0.59
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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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大字 字
危険地区
面積

222-395 関宮５ 養父 関宮 伊丹谷 0.58
222-396 安井３ 養父 安井 七々畑 0.38
222-397 鵜縄４ 養父 鵜縄 岸谷 0.94
222-398 川原場２ 養父 川原場 空山 1.98
222-399 外野５ 養父 外野 野 0.26
222-400 外野６ 養父 外野 野 0.81
222-401 八鹿町三谷２ 養父 八鹿町三谷 上東山 0.86
222-402 八鹿町岩崎２ 養父 八鹿町岩崎 西谷 0.17
222-403 八鹿町坂本１ 養父 八鹿町坂本 茗ヶ谷 0.28
222-404 八鹿町大江５ 養父 八鹿町大江 ウエヤマ 0.08
222-405 八鹿町大江６ 養父 八鹿町大江 森ノ上 0.20
222-406 八鹿町今滝寺 養父 八鹿町今滝寺 段畑 0.62
222-407 八鹿町坂本２ 養父 八鹿町坂本 ヨカイ山 0.78
222-408 八鹿町大江７ 養父 八鹿町大江 小高 0.48
222-409 八鹿町大江８ 養父 八鹿町大江 小高 0.58
222-410 八鹿町上小田 養父 八鹿町上小田 タキ谷 0.16
222-411 八鹿町九鹿４ 養父 八鹿町九鹿 寺坂奥 0.34
222-412 八鹿町九鹿５ 養父 八鹿町九鹿 九鹿 0.09
222-413 八鹿町小佐１ 養父 八鹿町小佐 阿弥陀堂 0.21
222-414 八鹿町高柳3 養父 八鹿町高柳 奥ノ谷 1.78
222-415 八鹿町小佐２ 養父 八鹿町小佐 竹ヶ端 0.26
222-416 八鹿町小佐３ 養父 八鹿町小佐 新道 0.71
222-417 八鹿町日畑 養父 八鹿町日畑 雪深谷 0.01
222-418 八鹿町朝倉２ 養父 八鹿町朝倉 田路 0.23
222-419 八鹿町八鹿３ 養父 八鹿町八鹿 沖田 0.13
222-420 八鹿町米里 養父 八鹿町米里 三ツ尾 2.40
222-421 八鹿町高柳４ 養父 八鹿町高柳 奥ノ谷 0.18
222-422 八鹿町高柳５ 養父 八鹿町高柳 奥ノ谷 0.09
222-423 新津２ 養父 新津 番城寺 0.39
222-424 八鹿町八木５ 養父 八鹿町八木 城山 0.01
222-425 大屋町筏５ 養父 大屋町筏 佐治見 1.40
222-426 堀畑２ 養父 堀畑 大左近 0.05
222-427 奥米地４ 養父 奥米地 唐川 1.43
222-428 八鹿町宿南５ 養父 八鹿町宿南 ソチ 0.47
222-429 八鹿町大江９ 養父 八鹿町大江 森ノ上 2.19
222-430 八鹿町小佐５ 養父 八鹿町小佐 小巻原 1.95
222-431 八鹿町青山３ 養父 八鹿町青山 ﾀﾞﾝｺﾞﾔﾏ 0.72
222-432 八鹿町小佐４ 養父 八鹿町小佐 一ツ栗 0.81
222-433 八鹿町日畑２ 養父 八鹿町日畑 雪深谷 1.13
222-434 八鹿町日畑３ 養父 八鹿町日畑 一ノ奥 0.12
222-435 堀畑３ 養父市 堀畑 寺ノ奥 0.29
222-436 奥米地５ 養父市 奥米地 高地 1.58
222-437 能座２ 養父 能座 大谷 1.33
222-438 畑７ 養父 畑 梅ヶ谷 1.01
222-439 能座３ 養父 能座 奥山 5.32
222-440 葛畑５ 養父 葛畑 堤ノ尾 8.43
222-441 八鹿町石原３ 養父 八鹿町石原 妙見 4.20
222-442 草出３ 養父 草出 細迫 4.29
222-443 上箇(5) 養父市 上箇 下モ山 0.38
222-444 大屋町明延6 養父市 大屋町明延 大銅 0.19
222-445 朝倉 養父市 八鹿町朝倉 田路 0.12
222-446 八鹿町大江11 養父市 八鹿町大江 ムカイヤマ 0.22
222-447 中間3 養父市 大屋町中間 使谷 0.09
222-448 奥米地9 養父市 奥米地 荒垣 0.35
222-449 新津 養父市 新津 福松 0.66
222-450 丹戸1 養父市 丹戸 寺尾 6.13
222-451 吉井1 養父市 吉井 カネイバ 0.56
222-452 福定1 養父市 福定 上野 0.22
222-453 建屋7 養父市 建屋 ウルシ谷 0.81
222-454 大屋町横行8 養父 大屋町横行 中山 1.47
222-455 八鹿町浅間3 養父市 八鹿町浅間 八坂 1.02
222-456 八鹿町宿南6 養父市 八鹿町宿南 北ソゲ田 0.14
222-457 養父市 大屋町明延 東側 0.09
222-458 大屋町山路2 養父市 大屋町山路 寺ノ浦 0.05
222-459 堀畑4 養父市 堀畑 上山 0.04
222-460 森7 養父市 堀畑 上山 0.20

(52)



予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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

222-461 建屋8 養父市 建屋 ツキダシ 0.09
222-462 建屋9 養父市 建屋 シツクイ 0.09
222-463 大屋町中8 養父市 大屋町中 向山 2.86
222-464 大屋町夏梅2 養父市 大屋町夏梅 地蔵谷 0.09
222-465 大屋町夏梅3 養父市 大屋町夏梅 西の谷 0.15
222-466 大屋町夏梅4 養父市 大屋町夏梅 奥ノ谷 0.17
222-467 大屋町須西2 養父市 大屋町須西 棚畑 0.47
222-468 関宮8 養父市 関宮 湯ノ奥 0.09
222-469 八鹿町浅間4 養父市 八鹿町浅間 八坂 0.05
222-470 八鹿町浅間5 養父市 八鹿町浅間 八坂 0.18
222-471 八鹿町米里2 養父市 八鹿町米里 大徳 1.03
222-472 八鹿町八木7 養父市 八鹿町八木 田ブチ 0.24
222-473 八鹿町舞狂2 養父市 八鹿町舞狂 北谷 0.78
222-474 八鹿町舞狂3 養父市 八鹿町舞狂 奥谷 0.60
222-475 大藪4 養父市 大藪 西ノ岡 0.79
222-476 大屋町中9 養父市 大屋町中 平石 0.13
222-477 八鹿町岩崎2 養父市 八鹿町岩崎 マヲク 1.27
222-478 奥米地12 養父市 奥米地 山中 0.06
222-479 畑11 養父市 畑 西谷 0.09
222-480 森8 養父市 森 寺山 0.07
222-481 鵜縄5 養父市 鵜縄 草谷 0.46
222-482 鵜縄6 養父市 鵜縄 ヲシノ谷 0.86
222-483 大屋町筏9 養父市 大屋町筏 寺ノ上 0.09
222-484 三谷13 養父市 三谷 三谷北側 0.09
222-485 餅耕地4 養父市 餅耕地 ミナミ 0.09
222-486 餅耕地5 養父市 餅耕地 ミナミ 0.09
222-487 長野5 養父市 長野 柴山 0.65
222-488 鵜縄5 養父市 鵜縄 大原 0.09
222-489 中間4 養父市 大屋町中間 山井田 0.09
223-001 柏原 丹波市 柏原町柏原 高谷 0.18
223-002 柏原２ 丹波市 柏原町柏原 高谷 0.04
223-003 南多田１ 丹波市 柏原町南多田 藤ノ目 1.16
223-004 柏原３ 丹波市 柏原町柏原 藤ノ目 0.79
223-005 上小倉 丹波市 柏原町上小倉 獅子山 0.14
223-006 上小倉２ 丹波市 柏原町上小倉 室地 0.31
223-007 上小倉３ 丹波市 柏原町上小倉 二重山 1.62
223-008 上小倉４ 丹波市 柏原町上小倉 南金ヶ山 1.51
223-009 上小倉５ 丹波市 柏原町上小倉 才坂 0.68
223-010 上小倉６ 丹波市 柏原町下小倉 大部谷 1.96
223-011 上小倉７ 丹波市 柏原町下小倉 森ヶ谷 0.91
223-012 上小倉８ 丹波市 柏原町下小倉 シダ 0.43
223-013 上小倉９ 丹波市 柏原町下小倉 シダ 0.78
223-014 北中 丹波市 柏原町北中 堂ノ奥 2.77
223-015 北中２ 丹波市 柏原町北中 三原 0.52
223-016 柏原４ 丹波市 柏原町柏原 坊ノ奥 1.72
223-017 柏原５ 丹波市 柏原町柏原 坊ノ奥 1.13
223-018 挙田 丹波市 柏原町挙田 チゴラ 2.01
223-019 挙田２ 丹波市 柏原町挙田 西山 0.72
223-020 鴨野 丹波市 柏原町鴨野 東谷 0.95
223-021 柏原４ 丹波市 柏原町柏原 坊ノ奥 0.36
223-022 大新屋 丹波市 柏原町大新屋 坪ヶ谷 1.38
223-023 柏原５ 丹波市 柏原町柏原 柏原 0.19
223-024 柏原６ 丹波市 柏原町柏原 藤の目 0.57
223-025 東奥 丹波市 柏原町東奥 藤の目 0.26
223-026 柏原７ 丹波市 柏原町柏原 高谷 0.29
223-027 柏原８ 丹波市 柏原町柏原 藤ノ目 0.32
223-028 小野 丹波市 氷上町小野 岩ヶ谷 0.56
223-029 小野２ 丹波市 氷上町小野 奥山 0.48
223-030 谷村 丹波市 氷上町谷村 西野 0.87
223-031 新郷 丹波市 氷上町新郷 赤井 2.04
223-032 新郷２ 丹波市 氷上町新郷 西方 1.01
223-033 柿柴 丹波市 氷上町柿柴 木戸 0.34
223-034 大谷 丹波市 氷上町大谷 勘谷 0.23
223-035 大谷２ 丹波市 氷上町大谷 天王谷 0.52
223-036 三原 丹波市 氷上町三原 常小山 0.12
223-037 三原２ 丹波市 氷上町三原 向山 2.97
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223-038 三原３ 丹波市 氷上町三原 向山 2.10
223-039 三原４ 丹波市 氷上町三原 向山 1.61
223-040 中野 丹波市 氷上町中野 滝谷 0.29
223-041 三方 丹波市 氷上町三方 船坂 1.08
223-042 三方２ 丹波市 氷上町三方 郷付 0.92
223-043 三方３ 丹波市 氷上町三方 所谷 1.44
223-044 上新庄 丹波市 氷上町上新庄 西山 1.91
223-045 下新庄 丹波市 氷上町下新庄 内山 0.94
223-046 常楽 丹波市 氷上町常楽 西山 0.52
223-047 賀茂 丹波市 氷上町賀茂 ヒロキダニ 1.32
223-048 賀茂２ 丹波市 氷上町賀茂 下大林 0.33
223-049 井中 丹波市 氷上町井中 平田 1.22
223-050 御油 丹波市 氷上町御油 マガリ 0.60
223-051 沼 丹波市 氷上町沼 マガリ 0.82
223-052 小谷 丹波市 氷上町小谷 ウトウ 0.39
223-053 鴨内 丹波市 氷上町鴨内 阿弥陀ノ本 0.69
223-054 伊佐口 丹波市 氷上町伊佐口 清水谷 2.28
223-055 伊佐口２ 丹波市 氷上町伊佐口 長尾谷 0.73
223-056 香良 丹波市 氷上町香良 延蔵谷 0.73
223-057 香良２ 丹波市 氷上町香良 タキナメラ 1.35
223-058 絹山 丹波市 氷上町絹山 立山 1.03
223-059 北油良2 丹波市 氷上町北油良 アイ山 1.36
223-060 南油良1 丹波市 氷上町南油良 上ノカイチ 0.46
223-061 氷上 丹波市 氷上町氷上 東山 1.32
223-062 市辺 丹波市 氷上町市辺 奥ノ森 0.88
223-063 石生 丹波市 氷上町石生 滝山 0.17
223-064 北野 丹波市 氷上町北野 石風呂 0.67
223-065 石生２ 丹波市 氷上町石生 フカサカ 0.89
223-066 稲畑 丹波市 氷上町稲畑 泉山 0.24
223-067 稲畑2 丹波市 氷上町稲畑 中林 0.45
223-068 佐野 丹波市 氷上町佐野 東山 1.84
223-069 朝阪 丹波市 氷上町朝阪 大清水 0.58
223-070 朝阪２ 丹波市 氷上町朝阪 大清水 1.03
223-071 福田 丹波市 氷上町福田 押谷 0.20
223-072 朝阪３ 丹波市 氷上町朝阪 内山 0.95
223-073 井中２ 丹波市 氷上町井中 甲谷 3.56
223-074 谷村２ 丹波市 氷上町谷村 界縄沢 0.11
223-075 賀茂３ 丹波市 氷上町賀茂 下大林 1.05
223-076 栗住野 丹波市 青垣町栗住野 長ズエ 4.07
223-077 栗住野２ 丹波市 青垣町栗住野 西倉ノ上 1.25
223-078 西芦田 丹波市 青垣町西芦田 桂ヶ谷 0.49
223-079 西芦田２ 丹波市 青垣町西芦田 カヤマチ 2.52
223-080 西芦田３ 丹波市 青垣町西芦田 イゲ 1.65
223-081 西芦田４ 丹波市 青垣町西芦田 イゲ 0.47
223-082 西芦田５ 丹波市 青垣町西芦田 雉ヶタワ 3.52
223-083 小倉 丹波市 青垣町小倉 大戸 1.38
223-084 小倉2 丹波市 青垣町小倉 森上山 0.68
223-085 桧倉 丹波市 青垣町桧倉 カリガ谷 3.17
223-086 桧倉２ 丹波市 青垣町桧倉 アヤサコ谷 7.80
223-087 大名草 丹波市 青垣町大名草 ゼナガ 0.09
223-088 大名草２ 丹波市 青垣町大名草 ゼナガ 1.80
223-089 大名草３ 丹波市 青垣町大名草 モミジ 0.09
223-090 大名草４ 丹波市 青垣町大名草 高畑 0.93
223-091 大稗 丹波市 青垣町大稗 奥ノ谷 1.02
223-092 小稗 丹波市 青垣町小稗 矢ノ谷 1.38
223-093 稲土 丹波市 青垣町稲土 猿山 1.22
223-094 稲土２ 丹波市 青垣町稲土 奥山 2.63
223-095 市原 丹波市 青垣町市原 奥山 0.92
223-096 山垣 丹波市 青垣町山垣 奥の山 1.93
223-097 山垣２ 丹波市 青垣町山垣 奥ノ山 0.99
223-098 遠阪 丹波市 青垣町遠阪 黒美 0.57
223-099 遠阪２ 丹波市 青垣町遠阪 コシキ谷 0.75
223-100 遠阪３ 丹波市 青垣町遠阪 深山 2.33
223-101 遠阪４ 丹波市 青垣町遠阪 皮田 0.65
223-102 遠阪５ 丹波市 青垣町遠阪 太平 1.25
223-103 中佐治 丹波市 青垣町中佐治 七廻り 1.11
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223-104 中佐治２ 丹波市 青垣町中佐治 東寺 1.30
223-105 沢野 丹波市 青垣町沢野 寺山 1.44
223-106 沢野２ 丹波市 青垣町沢野 矢ノ内谷 0.22
223-107 奥塩久 丹波市 青垣町奥塩久 西ノ奥 0.41
223-108 口塩久 丹波市 青垣町口塩久 コバタ 1.46
223-109 田井縄 丹波市 青垣町田井繩 親見谷 0.79
223-110 東芦田 丹波市 青垣町東芦田 楽昌寺奥 3.56
223-111 東芦田２ 丹波市 青垣町東芦田 上道 0.94
223-112 東芦田３ 丹波市 青垣町東芦田 殿谷 0.62
223-113 文室 丹波市 青垣町文室 中ノ谷 0.27
223-114 大名草５ 丹波市 青垣町大名草 小野原１ 0.09
223-115 大名草６ 丹波市 青垣町大名草 小野原２ 4.62
223-116 口塩久２ 丹波市 青垣町口塩久 牛ヶ首 1.01
223-117 東芦田４ 丹波市 青垣町東芦田 大野 0.03
223-118 東芦田５ 丹波市 青垣町東芦田 稗田奥 0.96
223-119 東芦田６ 丹波市 青垣町東芦田 青木畑 0.25
223-120 東芦田７ 丹波市 青垣町東芦田 稗田奥 0.99
223-121 東芦田８ 丹波市 青垣町東芦田 亀房 0.10
223-122 牛河内 丹波市 春日町牛河内 糀谷 1.68
223-123 牛河内２ 丹波市 春日町牛河内 東山浄銭谷 1.75
223-124 山田 丹波市 春日町山田 滝ヶ谷 0.13
223-125 古河 丹波市 春日町古河 氏亀 0.24
223-126 稲塚 丹波市 春日町稲塚 坂ノ谷 1.78
223-127 稲塚２ 丹波市 春日町稲塚 ササダニ 0.49
223-128 稲塚３ 丹波市 春日町稲塚 東山 0.90
223-129 黒井 丹波市 春日町黒井 成山 0.33
223-130 黒井2 丹波市 春日町黒井 鳥ノ奥 0.09
223-131 多田 丹波市 春日町多田 岩ヶ谷 1.13
223-132 鹿場 丹波市 春日町鹿場 堂川 2.64
223-133 下三井庄 丹波市 春日町下三井庄 丸山東横尾 0.98
223-134 上三井庄 丹波市 春日町上三井庄 高谷 0.12
223-135 上三井庄２ 丹波市 春日町上三井庄 念仏岩 0.24
223-136 上三井庄３ 丹波市 春日町上三井庄 宮ノ谷 0.09
223-137 上三井庄４ 丹波市 春日町上三井庄 大谷 1.73
223-138 上三井庄５ 丹波市 春日町上三井庄 宮ノ谷 0.09
223-139 上三井庄６ 丹波市 春日町上三井庄 大谷 0.24
223-140 上三井庄７ 丹波市 春日町上三井庄 大谷 0.17
223-141 上三井庄８ 丹波市 春日町上三井庄 コウノス 0.13
223-142 上三井庄９ 丹波市 春日町上三井庄 キヨツ 0.14
223-143 広瀬 丹波市 春日町広瀬 福西 0.14
223-144 上三井庄１０ 丹波市 春日町上三井庄 箕谷 0.78
223-145 栢野 丹波市 春日町栢野 横山 0.09
223-146 栢野２ 丹波市 春日町栢野 横山 0.85
223-147 上三井庄１１ 丹波市 春日町上三井庄 隆竜寺オオタニ 0.25
223-148 栢野３ 丹波市 春日町栢野 渋谷 0.31
223-149 野瀬 丹波市 春日町野瀬 片山 0.03
223-150 野瀬２ 丹波市 春日町野瀬 寺の奥 1.67
223-151 野瀬３ 丹波市 春日町野瀬 アカツチ 0.12
223-152 野瀬４ 丹波市 春日町野瀬 中山 0.08
223-153 野瀬５ 丹波市 春日町野瀬 中山 0.72
223-154 野瀬６ 丹波市 春日町野瀬 赤土 0.64
223-155 野瀬７ 丹波市 春日町野瀬 赤土 0.09
223-156 野瀬８ 丹波市 春日町野瀬 ツバ 0.09
223-157 野瀬９ 丹波市 春日町野瀬 タキノジリ 0.14
223-158 野瀬１０ 丹波市 春日町野瀬 タキノジリ 0.21
223-159 野瀬１１ 丹波市 春日町野瀬 滝ノ尻 0.45
223-160 野瀬１２ 丹波市 春日町野瀬 滝ノ尻 0.84
223-161 野瀬１３ 丹波市 春日町野瀬 滝ノ尻 0.15
223-162 野瀬１４ 丹波市 春日町野瀬 ゴザイショ 1.08
223-163 野瀬１５ 丹波市 春日町野瀬 御在所 0.56
223-164 栢野４ 丹波市 春日町栢野 西後在所 0.20
223-165 栢野５ 丹波市 春日町栢野 尾谷西後在所 1.68
223-166 栢野６ 丹波市 春日町栢野 高坂 1.30
223-167 中山 丹波市 春日町中山 鏡 1.56
223-168 松森 丹波市 春日町松森 間谷 1.76
223-169 中山２ 丹波市 春日町中山 三ツ尾 1.62
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223-170 東中 丹波市 春日町東中 池ノ谷 0.20
223-171 国領 丹波市 春日町国領 西山中山三ツ尾 0.82
223-172 朝日 丹波市 春日町朝日 丹波口 0.77
223-173 歌道谷 丹波市 春日町歌道谷 池ノ上 1.19
223-174 山田 丹波市 春日町山田 大山 0.41
223-175 棚原 丹波市 春日町棚原 門前 0.76
223-176 小畑 丹波市 山南町小畑 猿部谷 0.77
223-177 西谷 丹波市 山南町西谷 ヲトガタワ 2.30
223-178 応地 丹波市 山南町応地 北山 0.82
223-179 若林 丹波市 山南町若林 城谷 0.86
223-180 和田 丹波市 山南町和田 大谷 0.16
223-181 和田２ 丹波市 山南町和田 城の谷 1.18
223-182 北和田 丹波市 山南町北和田 北林 0.71
223-183 岩屋 丹波市 山南町岩屋 都谷イシヤラ 0.57
223-184 岩屋２ 丹波市 山南町岩屋 イシヤラ 1.08
223-185 岩屋３ 丹波市 山南町岩屋 ヨ谷 1.41
223-186 金屋 丹波市 山南町金屋 石楠花 0.82
223-187 玉巻 丹波市 山南町玉巻 寺谷黒鼠寺 0.82
223-188 畑内 丹波市 山南町畑内 カシハゲ 0.06
223-189 篠場 丹波市 山南町篠場 ウチカ子 1.01
223-190 篠場２ 丹波市 山南町篠場 坂東谷 1.43
223-191 下滝 丹波市 山南町下滝 堂山 0.45
223-192 下滝２ 丹波市 山南町下滝 永谷大黒丸 1.37
223-193 上滝 丹波市 山南町上滝 大石持 1.03
223-194 上滝２ 丹波市 山南町上滝 才坂 1.11
223-195 上滝３ 丹波市 山南町上滝 落倉 0.73
223-196 上滝４ 丹波市 山南町上滝 広畑（イヤン谷） 2.04
223-197 上滝５ 丹波市 山南町上滝 トチノキヒロハタ 2.67
223-198 阿草 丹波市 山南町上滝 サルバ 0.76
223-199 阿草２ 丹波市 山南町阿草 大谷（ナメラ） 0.30
223-200 阿草３ 丹波市 山南町阿草 大谷 1.13
223-201 阿草４ 丹波市 山南町阿草 山中 0.76
223-202 阿草５ 丹波市 山南町阿草 山中 2.49
223-203 阿草６ 丹波市 山南町阿草 山中 1.76
223-204 阿草７ 丹波市 山南町阿草 赤尾 0.19
223-205 阿草８ 丹波市 山南町阿草 赤尾 0.22
223-206 阿草９ 丹波市 山南町阿草 シコベ 2.23
223-207 阿草１０ 丹波市 山南町阿草 奥山（シコベ） 3.06
223-208 阿草１１ 丹波市 山南町阿草 クワガタニフトタニ 1.87
223-209 阿草１２ 丹波市 山南町阿草 西平 1.41
223-210 阿草１３ 丹波市 山南町阿草 西平 0.77
223-211 阿草１４ 丹波市 山南町阿草 井ノ上 1.32
223-212 阿草１５ 丹波市 山南町阿草 フトタニ 0.63
223-213 青田 丹波市 山南町青田 ハツバラ 1.72
223-214 太田 丹波市 山南町太田 ヨンノク 1.20
223-215 太田２ 丹波市 山南町太田 ガクショ 1.78
223-216 太田３ 丹波市 山南町太田 奥林 0.41
223-217 大谷 丹波市 山南町大谷 桧木谷 0.69
223-218 谷川 丹波市 山南町谷川 奥山 0.62
223-219 谷川２ 丹波市 山南町谷川 テツオ 0.40
223-220 谷川３ 丹波市 山南町谷川 肥谷 0.24
223-221 小畑 丹波市 山南町小畑 松尾 0.27
223-222 戸平 丹波市 市島町戸平 岩谷 0.72
223-223 戸平２ 丹波市 市島町戸平 奥の谷 0.10
223-224 戸平３ 丹波市 市島町戸平 風呂ヶ谷 0.77
223-225 戸平４ 丹波市 市島町戸平 アゾウ 1.22
223-226 戸平５ 丹波市 市島町戸平 老の奥 0.14
223-227 戸平６ 丹波市 市島町戸平 新行 0.72
223-228 乙河内 丹波市 市島町乙河内 勘太次 0.34
223-229 酒梨 丹波市 市島町酒梨 モッコク 0.99
223-230 市島 丹波市 市島町市島 サイノフジ 1.90
223-231 市島２ 丹波市 市島町市島 姥田 0.56
223-232 矢代 丹波市 市島町矢代 大畑 0.50
223-233 徳尾 丹波市 市島町徳尾 寺奥 1.30
223-234 中竹田 丹波市 市島町中竹田 友政 0.23
223-235 中竹田２ 丹波市 市島町中竹田 友政 0.03
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223-236 上竹田 丹波市 市島町上竹田 大谷 1.09
223-237 上垣 丹波市 市島町上垣 太平井 1.33
223-238 喜多 丹波市 市島町喜多 子森 0.22
223-239 岩戸 丹波市 市島町岩戸 観音山 1.53
223-240 岩戸２ 丹波市 市島町岩戸 カヤノ 0.77
223-241 岩戸３ 丹波市 市島町岩戸 湯の谷 0.21
223-242 岩戸４ 丹波市 市島町岩戸 湯の谷 0.59
223-243 北奥 丹波市 市島町北奥 奥ノ谷 1.84
223-244 北奥２ 丹波市 市島町北奥 末谷 0.48
223-245 北奥３ 丹波市 市島町北奥 久保ヶ坂 1.27
223-246 北奥４ 丹波市 市島町北奥 猪の谷 0.94
223-247 北奥５ 丹波市 市島町北奥 堂の尾 1.09
223-248 北奥６ 丹波市 市島町北奥 石沢 0.14
223-249 多利 丹波市 市島町多利 妙高 0.94
223-250 喜多２ 丹波市 市島町喜多 猪谷奥 0.99
223-251 徳尾２ 丹波市 市島町徳尾 猪ノ谷 3.54
223-252 上鴨阪 丹波市 市島町上鴨阪 荒谷 7.20
223-253 与戸 丹波市 市島町与戸 長尾谷 0.49
223-254 北奥７ 丹波市 市島町北奥 北奥樋ノ尾 0.16
223-255 与戸2 丹波市 市島町与戸 長尾谷 0.42
223-256 大名草７ 丹波市 青垣町大名草 シリキ 0.20
223-257 東芦田９ 丹波市 青垣町東芦田 紙屋奥 0.29
223-258 多利 丹波市 春日町多利 東山 0.10
223-259 南多田２ 丹波市 柏原町南多田 小岩尾 0.23
223-260 大名草8 丹波市 青垣町大名草 三国ヶ嶽 1.37
223-261 大名草９ 丹波市 青垣町大名草 芦谷 0.09
223-262 東芦田１０ 丹波市 青垣町東芦田 殿谷 0.07
223-263 惣持 丹波市 青垣町惣持 大サコ 0.16
223-264 村森 丹波市 山南町村森 大谷 0.14
223-265 西芦田６ 丹波市 青垣町西芦田 ハナベラ 0.11
223-266 大名草１０ 丹波市 青垣町大名草 アケ 0.14
223-267 大稗2 丹波市 青垣町大稗 奥ノ谷 0.08
223-269 惣持2 丹波市 青垣町惣持 吉谷 0.08
223-270 中竹田 丹波市 市島町中竹田 大谷 0.41
223-271 朝阪 丹波市 氷上町朝阪 宮ノ谷 0.23
223-272 北岡本 丹波市 市島町北岡本 篭畑 0.56
223-273 御油 丹波市 氷上町御油 堂ヶ谷 0.22
223-274 大新屋2 丹波市 柏原町大新屋 龍ヶ谷 0.61
223-275 上竹田2 丹波市 市島町上竹田 浄光庵 0.06
223-276 上竹田3 丹波市 市島町上竹田 浄光庵 0.09
223-277 上竹田4 丹波市 市島町上竹田 浄光庵 0.09
223-278 上竹田5 丹波市 市島町上竹田 浄光庵 0.05
223-279 中竹田4 丹波市 市島町中竹田 大谷 0.38
223-280 中竹田5 丹波市 市島町中竹田 大谷 0.19
223-281 中竹田6 丹波市 市島町中竹田 岩倉 0.20
223-282 中竹田7 丹波市 市島町中竹田 岩倉 0.20
223-283 中竹田8 丹波市 市島町中竹田 中山 0.04
223-284 中竹田9 丹波市 市島町中竹田 中山 0.09
223-285 中竹田10 丹波市 市島町中竹田 大谷 0.13
223-286 中竹田11 丹波市 市島町中竹田 鍋倉 0.23
223-287 絹山2 丹波市 氷上町絹山 東山 0.31
223-288 絹山3 丹波市 氷上町絹山 東山 0.09
223-289 上鴨阪2 丹波市 市島町上鴨阪 谷 0.08
223-290 乙河内2 丹波市 市島町乙河内 勘大次 0.33
223-291 乙河内3 丹波市 市島町乙河内 舟ヶ谷 0.11
223-292 乙河内4 丹波市 市島町乙河内 舟ヶ谷 0.02
223-293 下鴨阪 丹波市 市島町下鴨阪 上ノ山 0.63
223-294 下鴨阪2 丹波市 市島町下鴨阪 大谷 0.33
223-295 徳尾3 丹波市 市島町徳尾 風呂ノ奥 0.09
223-296 徳尾4 丹波市 市島町徳尾 東山 0.11
223-297 下竹田 丹波市 市島町下竹田 友政(表) 0.11
223-298 香良3 丹波市 氷上町香良 エンゾ谷 0.09
223-299 香良4 丹波市 氷上町香良 エンゾ谷 0.09
223-300 野山 丹波市 春日町野山 ヲッケバ 0.17
223-301 段宿 丹波市 市島町上竹田 段宿 0.04
223-302 立会山 丹波市 市島町徳尾 立会山 0.09
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223-303 上ノ谷 丹波市 山南町上滝 上ノ谷 0.28
223-304 二須賀峯 丹波市 山南町谷川 二須賀峯 1.18
223-305 山南町玉巻 丹波市 山南町玉巻 大谷 0.09
223-306 山南町岡本 丹波市 山南町岡本 畑ノ谷 0.14
223-307 氷上町鴨内１ 丹波市 氷上町鴨内 梶川原 1.09
223-308 氷上町上成松 丹波市 氷上町上成松 京ノ尾山 0.08
223-309 野村 丹波市 春日町野村 市才 0.39
223-310 市原１ 丹波市 青垣町市原 大見山ノ下 0.16
223-311 徳尾１ 丹波市 市島町徳尾 相原 2.04
223-312 大稗１ 丹波市 青垣町大稗 大木 0.53
223-313 徳尾２ 丹波市 市島町徳尾 猪ノ谷 4.44
223-314 大稗２ 丹波市 青垣町大稗 木ノ実谷 0.65
223-315 山南町小野尻１ 丹波市 山南町小野尻 三組尾 0.50
223-316 草部 丹波市 山南町草部 観音寺 0.09
223-317 朝阪 丹波市 氷上町朝阪 奥ノ谷口 0.04
223-318 新郷 丹波市 氷上町新郷 赤井 0.26
223-319 北油良１ 丹波市 氷上町北油良 東周田 0.10
223-320 絹山 丹波市 氷上町絹山 南山 0.09
223-321 鴨内２ 丹波市 氷上町鴨内 矢ノ上 0.09
223-322 上新庄 丹波市 氷上町上新庄 南後山 0.09
223-323 井中 丹波市 氷上町井中 奥山 1.88
223-324 清住２ 丹波市 氷上町清住 東山 0.04
223-325 三方１ 丹波市 氷上町三方 船坂 0.49
223-326 三方２ 丹波市 氷上町三方 瀧ケ谷 0.09
223-327 三方３ 丹波市 氷上町三方 親父畔 0.54
223-328 三方４ 丹波市 氷上町三方 安田 0.09
223-329 三方５ 丹波市 氷上町三方 安田 0.06
223-330 油利 丹波市 氷上町油利 北山 0.54
223-331 北油良２ 丹波市 氷上町北油良 東周田 0.41
223-332 伊佐口 丹波市 氷上町伊佐口 長尾谷 0.62
223-333 賀茂 丹波市 氷上町賀茂 賀茂 0.14
223-334 井中 丹波市 氷上町井中 下シ 0.20
223-335 御油 丹波市 氷上町御油 北谷 0.01
223-336 沼 丹波市 氷上町沼 ツツホミ 0.17
223-337 下新庄 丹波市 氷上町下新庄 風呂ノ西 0.43
223-338 三原１ 丹波市 氷上町三原 左門四郎 0.81
223-339 三原２ 丹波市 氷上町三原 左門四郎 0.04
223-340 三方６ 丹波市 氷上町三方 堂ケ谷奥 0.08
223-341 三方７ 丹波市 氷上町三方 樫谷 0.09
223-342 三方８ 丹波市 氷上町三方 安田 0.09
223-343 下小倉 丹波市 柏原町下小倉 今石 0.05
223-344 見長 丹波市 柏原町見長 森ノ上 0.09
223-345 上小倉２ 丹波市 柏原町上小倉 大高杖 0.18
223-346 柏原１ 丹波市 柏原町柏原 譲権現 0.27
223-347 国領 丹波市 春日町国領 西山 0.44
223-348 大新屋 丹波市 柏原町大新屋 新山 0.34
223-349 柏原２ 丹波市 柏原町柏原 坊ノ奥 0.38
223-350 挙田 丹波市 柏原町挙田 西山 0.63
223-351 柏原３ 丹波市 柏原町柏原 三原 0.24
223-352 柏原４ 丹波市 柏原町柏原 藤の目 0.63
223-353 柏原５ 丹波市 柏原町柏原 藤の目 0.23
223-354 上小倉３ 丹波市 柏原町上小倉 宮ノ尾 0.37
223-355 上小倉４ 丹波市 柏原町上小倉 大高杖 0.11
223-356 東芦田 丹波市 青垣町東芦田 榎原野 0.04
223-357 東芦田1 丹波市 青垣町東芦田 芦生 0.17
223-358 東芦田２ 丹波市 青垣町東芦田 井戸 0.03
223-359 青垣町口塩久１ 丹波市 青垣町口塩久 ドウ谷 0.15
223-360 奥塩久 丹波市 青垣町奥塩久 イクサ 0.01
223-361 小倉１ 丹波市 青垣町小倉 小倉奥 0.06
223-362 小倉２ 丹波市 青垣町小倉 森上山 0.01
223-363 大名草１ 丹波市 青垣町大名草 ツヅラ 0.09
223-364 大名草２ 丹波市 青垣町大名草 綿谷 0.79
223-365 惣持１ 丹波市 青垣町惣持 ヤスカイ 0.10
223-366 惣持２ 丹波市 青垣町惣持 北田中 0.10
223-367 青垣町大稗３ 丹波市 青垣町大稗 奥ノ谷 0.01
223-368 稲土１ 丹波市 青垣町稲土 稲坂 0.26
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223-369 稲土１２ 丹波市 青垣町稲土 奥山 3.92
223-370 稲土２ 丹波市 青垣町稲土 小谷 0.13
223-371 稲土 丹波市 青垣町稲土 弥二郎山 0.09
223-372 沢野 丹波市 青垣町沢野 クラタニ 0.09
223-373 山垣１ 丹波市 青垣町山垣 小谷口 0.01
223-374 山垣２ 丹波市 青垣町山垣 萬歳 0.03
223-375 中佐治 丹波市 青垣町中佐治 応相寺 0.09
223-376 遠阪１ 丹波市 青垣町遠阪 ヲトシ 2.31
223-377 遠阪２ 丹波市 青垣町遠阪 コシマエ 0.25
223-378 遠阪３ 丹波市 青垣町遠阪 船座 0.03
223-379 青垣町遠阪４ 丹波市 青垣町遠阪 ケンナ 0.02
223-380 東芦田３ 丹波市 青垣町東芦田 栗住 0.70
223-381 東芦田４ 丹波市 青垣町東芦田 殿谷 0.05
223-382 東芦田５ 丹波市 青垣町東芦田 竹ノ内 0.12
223-383 東芦田 丹波市 青垣町東芦田 コムロ 0.25
223-384 口塩久３ 丹波市 青垣町口塩久 ドウ谷 0.01
223-385 市原 丹波市 青垣町市原 大見山ノ下 0.22
223-386 佐治 丹波市 青垣町佐治 小隅 0.20
223-387 小倉 丹波市 青垣町小倉 小倉奥 0.58
223-388 大名草３ 丹波市 青垣町大名草 ウトント 0.24
223-389 大名草４ 丹波市 青垣町大名草 砂後 0.53
223-390 文室２ 丹波市 青垣町文室 東ノ谷 0.20
223-391 文室 丹波市 青垣町文室 西ノ谷 0.28
223-392 惣持４ 丹波市 青垣町惣持 ヤスカイ 0.06
223-393 惣持 丹波市 青垣町惣持 稲木 1.22
223-394 小稗２ 丹波市 青垣町小稗 坊ノ谷 0.03
223-395 小稗３ 丹波市 青垣町小稗 センゾク 1.97
223-396 小稗 丹波市 青垣町小稗 大谷 1.91
223-397 大稗５ 丹波市 青垣町大稗 イヤノ谷 0.46
223-398 大稗６ 丹波市 青垣町大稗 高谷 1.70
223-399 稲土４ 丹波市 青垣町稲土 滝ヶ谷 0.07
223-400 稲土 丹波市 青垣町稲土 西山奥 0.53
223-401 稲土５ 丹波市 青垣町稲土 大林 0.03
223-402 青垣町稲土６ 丹波市 青垣町稲土 大林 0.48
223-403 稲土７ 丹波市 青垣町稲土 明号 0.44
223-404 稲土８ 丹波市 青垣町稲土 明号 0.35
223-405 中佐治 丹波市 青垣町中佐治 日後 0.31
223-406 中佐治 丹波市 青垣町中佐治 上之壇ノ上 0.17
223-407 山垣 丹波市 青垣町山垣 大見山 0.07
223-408 山垣 丹波市 青垣町山垣 大谷 0.57
223-409 遠阪 丹波市 青垣町遠阪 竹ノ下 1.03
223-410 遠阪５ 丹波市 青垣町遠阪 朱銀ノ奥 0.07
223-411 遠阪６ 丹波市 青垣町遠阪 コシキ谷 0.04
223-412 野瀬１ 丹波市 春日町野瀬 武蔵 0.03
223-413 野上野 丹波市 春日町野上野 コエラ 0.12
223-414 下三井庄１ 丹波市 春日町下三井庄 丸山東横尾 0.22
223-415 上三井庄１ 丹波市 春日町上三井庄 向谷坪 0.24
223-416 野瀬２ 丹波市 春日町野瀬 細首 0.09
223-417 市辺 丹波市 氷上町市辺 奥ノ森 0.18
223-418 多利 丹波市 春日町多利 二間塚 0.10
223-419 下三井庄２ 丹波市 春日町下三井庄 天神坪横尾 0.49
223-420 上三井庄２ 丹波市 春日町上三井庄 西山 0.09
223-421 石生 丹波市 氷上町石生 蛙子 0.86
223-422 戸平１ 丹波市 市島町戸平 奥ノ谷 0.36
223-423 戸平２ 丹波市 市島町戸平 風呂谷 0.08
223-424 戸平３ 丹波市 市島町戸平 新行 0.23
223-425 戸平４ 丹波市 市島町戸平 新行 0.09
223-426 岩戸１ 丹波市 市島町岩戸 越洞 0.04
223-427 南 丹波市 市島町南 北松尾 0.09
223-428 岩戸２ 丹波市 市島町岩戸 ホウシガ坂 0.05
223-429 上竹田 丹波市 市島町上竹田 尾ノ鼻 1.26
223-430 徳尾３ 丹波市 市島町徳尾 風呂ノ奥 0.28
223-431 中竹田13 丹波市 市島町中竹田 小倉 0.08
223-432 中竹田 丹波市 市島町中竹田 大谷 0.20
223-433 上牧 丹波市 市島町上牧 地蔵院 0.03
223-434 北奥１ 丹波市 市島町北奥 七廻り 0.19
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223-435 北奥２ 丹波市 市島町北奥 寒谷 0.26
223-436 下竹田 丹波市 市島町下竹田 高谷 0.45
223-437 与戸3 丹波市 市島町与戸 長尾 0.45
223-438 矢代 丹波市 市島町矢代 大畑 0.66
223-439 北岡本 丹波市 市島町北岡本 尾平 0.09
223-440 乙河内１ 丹波市 市島町乙河内 舟ヶ谷 0.70
223-441 乙河内２ 丹波市 市島町乙河内 森ヶ元 0.65
223-442 徳尾５ 丹波市 市島町徳尾 大杉谷 0.36
223-443 山南町阿草１ 丹波市 山南町阿草 大谷 0.09
223-444 谷川１ 丹波市 山南町谷川 二須ヶ峯 0.87
223-445 谷川２ 丹波市 山南町谷川 奥山 2.04
223-446 山南町金屋１ 丹波市 山南町金屋 西山 0.09
223-447 山南町阿草２ 丹波市 山南町阿草 奥山 0.31
223-448 山南町金屋２ 丹波市 山南町金屋 西山 0.04
223-449 長野１ 丹波市 山南町長野 尾野谷 0.03
223-450 北太田１ 丹波市 山南町北太田 マタニ 0.32
223-451 畑内 丹波市 山南町畑内 カシハゲ 0.17
223-452 上滝３ 丹波市 山南町上滝 ハシケ谷 0.08
223-453 上滝４ 丹波市 山南町上滝 石持 0.28
223-454 小新屋１ 丹波市 山南町小新屋 上ノ山 0.02
223-455 山南町小野尻２ 丹波市 山南町小野尻 三組尾 0.04
223-456 小野尻３ 丹波市 山南町小野尻 西山 0.04
223-457 西谷 丹波市 山南町西谷 西の上 0.01
223-458 山南町小畑１ 丹波市 山南町小畑 丑寅谷 0.09
223-459 小野尻４ 丹波市 山南町小野尻 上山 0.09
223-460 北和田 丹波市 山南町北和田 大谷 0.01
223-461 谷川３ 丹波市 山南町谷川 古木山 0.57
223-462 谷川４ 丹波市 山南町谷川 式垣内 0.32
223-463 青田 丹波市 山南町青田 丸山 0.22
223-464 山南町阿草３ 丹波市 山南町阿草 シンカノモト 0.04
223-465 野坂 丹波市 山南町野坂 鳶ノ巣 0.58
223-466 山南町金屋３ 丹波市 山南町金屋 西山 0.38
223-467 金屋４ 丹波市 山南町金屋 石楠花 0.16
223-468 長野２ 丹波市 山南町長野 柿ガ谷 0.05
223-469 北太田２ 丹波市 山南町北太田 マタニ 0.18
223-470 北太田３ 丹波市 山南町北太田 マタニ 0.04
223-471 北太田４ 丹波市 山南町北太田 ウス谷 0.22
223-472 山南町篠場 丹波市 山南町篠場 フカト口 0.52
223-473 山南町下滝 丹波市 山南町下滝 西ノ谷 0.33
223-474 上滝５ 丹波市 山南町上滝 大林 0.01
223-475 小野尻５ 丹波市 山南町小野尻 三組尾 0.24
223-476 小野尻６ 丹波市 山南町小野尻 三組尾 0.01
223-477 山南町小畑２ 丹波市 山南町小畑 猿部谷 0.04
223-478 山南町応地 丹波市 山南町応地 奥山 0.02
223-479 谷川５ 丹波市 山南町谷川 弓貫 1.42
223-480 谷川６ 丹波市 山南町谷川 平石 0.90
223-481 山南町小新屋２ 丹波市 山南町小新屋 深谷 0.28
223-482 野瀬４ 丹波市 春日町野瀬 滝ノ尻 0.48
223-483 野瀬３ 丹波市 春日町野瀬 菅原 0.82
223-484 広瀬 丹波市 春日町広瀬 小屋谷 0.87
223-485 栢野 丹波市 春日町栢野 高坂 0.07
223-486 栢野２ 丹波市 春日町栢野 大門 0.70
223-487 西谷2 丹波市 山南町西谷 大谷 0.65
223-488 上鴨阪3 丹波市 市島町上鴨阪 曼田良 0.78
223-489 鴨野2 丹波市 柏原町鴨野 髙見城西谷 1.19
223-490 東芦田2 丹波市 青垣町東芦田 芦生 0.69
223-491 与戸4 丹波市 市島町与戸 長尾 1.09
223-492 山田 丹波市 春日町山田 船ヶ谷 0.41
223-493 中竹田 丹波市 市島町中竹田 小倉 0.18
223-494 与戸5 丹波市 市島町与戸 長尾 0.04
223-495 酒梨 丹波市 市島町酒梨 入江 0.20
223-496 南由良2 丹波市 氷上町南油良 上ノカイチ 0.15
223-497 中竹田 丹波市 市島町中竹田 友政 0.46
223-498 油利 丹波市 氷上町油利 小原 2.79
223-499 玉巻 丹波市 山南町玉巻 八丁寺 0.58
223-500 朝阪 丹波市 氷上町朝阪 桜谷 1.38
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223-501 三方 丹波市 氷上町三方 三ｯヶ谷 1.22
223-502 西芦田 丹波市 青垣町西芦田 ｶｸﾚ谷 1.53
223-503 大名草 丹波市 青垣町大名草 芦谷 0.12
223-504 大名草 丹波市 青垣町大名草 ﾂﾂﾞﾗ 0.13
223-505 三原 丹波市 氷上町三原 向山 6.34
223-506 三原 丹波市 氷上町三原 細見 1.80
223-507 上成松 丹波市 氷上町上成松 木戸 1.47
223-508 上三井庄 丹波市 春日町上三井庄 宮ﾉ谷 0.48
223-509 乙河内 丹波市 市島町乙河内 勘大次 0.79
223-510 徳尾 丹波市 市島町徳尾 東山 0.60
223-511 田井縄 丹波市 青垣町田井縄 親見谷 0.55
223-512 大名草 丹波市 青垣町大名草 坂無 1.08
223-513 北和田 丹波市 山南町北和田 大畑 0.77
223-514 絹山 丹波市 氷上町絹山 東山 0.28
223-515 福田 丹波市 氷上町福田 大国谷 0.26
223-516 稲畑 丹波市 氷上町稲畑 堂ヶ谷 0.04
223-517 小野 丹波市 氷上町小野 上山 0.09
223-518 油利 丹波市 氷上町油利 北山 0.03
223-519 油利 丹波市 氷上町油利 北山 0.13
223-520 谷村 丹波市 氷上町谷村 後谷 1.68
223-521 新郷 丹波市 氷上町新郷 赤井 0.09
223-522 黒田 丹波市 氷上町黒田 南山 0.02
223-523 中 丹波市 氷上町中 大谷 0.09
223-524 小野 丹波市 氷上町小野 奥山 0.13
223-525 油利 丹波市 氷上町油利 北山 0.09
223-526 横田 丹波市 氷上町横田 吉右ェ門谷 0.02
223-527 南油良3 丹波市 氷上町南油良 下道 1.16
223-528 北油良 丹波市 氷上町北油良 アイ山 0.82
223-529 井中 丹波市 氷上町井中 コシヤタ 0.48
223-530 井中 丹波市 氷上町井中 奥山 0.02
223-531 清水 丹波市 氷上町清水 立身山 0.46
223-532 大新屋 丹波市 柏原町大新屋 新山 0.51
223-533 大新屋 丹波市 柏原町大新屋 新山 0.35
223-534 鴨野 丹波市 柏原町鴨野 出仕己谷 0.29
223-535 南多田 丹波市 柏原町南多田 小次郎ヶ市 0.06
223-536 見長 丹波市 柏原町見長 南谷 0.22
223-537 大新屋 丹波市 柏原町大新屋 新山 1.67
223-538 柚津 丹波市 春日町柚津 小坂谷 0.01
223-539 鹿場 丹波市 春日町鹿場 浦下 0.11
223-540 長王1 丹波市 春日町長王 カタギ谷 0.21
223-541 長王2 丹波市 春日町長王 湯屋ノ谷 0.02
223-542 国領 丹波市 春日町国領 奥山 1.15
223-543 国領 丹波市 春日町国領 東山口 0.42
223-544 東中 丹波市 春日町東中 黒坪 0.92
223-545 中山 丹波市 春日町中山 桂 0.19
223-546 柚津 丹波市 春日町柚津 奥山口 0.08
223-547 鹿場 丹波市 春日町鹿場 堀西 0.34
223-548 上三井庄 丹波市 春日町上三井庄 高谷 0.16
223-549 棚原 丹波市 春日町棚原 蛇ヶ谷 0.13
223-550 棚原 丹波市 春日町棚原 大谷 0.15
223-551 野村 丹波市 春日町野村 西野々 0.31
223-552 平松 丹波市 春日町平松 コクゾ 0.31
223-553 平松 丹波市 春日町平松 コクゾ 0.25
223-554 朝日 丹波市 春日町朝日 丹波口 0.65
223-555 石才 丹波市 春日町石才 東山 0.09
223-556 北奥 丹波市 市島町北奥 タコ畑 0.22
223-557 徳尾 丹波市 市島町徳尾 東大杉 0.24
223-558 白毫寺 丹波市 市島町白毫寺 天神ヶ峯 1.68
223-559 酒梨 丹波市 市島町酒梨 杉山 0.05
223-560 矢代 丹波市 市島町矢代 大畑 0.27
223-561 谷川 丹波市 山南町谷川 平石 2.88
223-562 谷川 丹波市 山南町谷川 ニスガミネ 0.03
223-563 阿草 丹波市 山南町阿草 フト谷 0.09
223-564 阿草 丹波市 山南町阿草 奥山 0.43
223-565 奥 丹波市 山南町奥 大谷 0.38
223-566 岡本 丹波市 山南町岡本 畑ノ谷 0.15
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223-567 奥野々 丹波市 山南町奥野々 立目 0.21
223-568 北太田 丹波市 山南町北太田 奥林 0.09
223-569 山本 丹波市 山南町山本 南谷 0.72
223-570 応地 丹波市 山南町応地 奥山 0.01
223-571 谷川 丹波市 山南町谷川 奥山 0.45
223-572 谷川 丹波市 山南町谷川 奥山 0.18
223-573 南中 丹波市 山南町南中 奥山 2.64
223-574 岩屋 丹波市 山南町岩屋 大戸 0.09
223-575 岩屋 丹波市 山南町岩屋 大戸 0.25
223-576 岩屋 丹波市 山南町岩屋 ダン 0.11
223-577 玉巻 丹波市 山南町玉巻 柏マチ 0.72
223-578 玉巻 丹波市 山南町玉巻 寺谷黒鼠寺 0.29
223-579 池谷 丹波市 山南町池谷 奥林 0.20
223-580 大河 丹波市 山南町大河 八ノ瀬 0.23
223-581 小野 丹波市 山南町小野 三組尾 0.32
223-582 小野尻 丹波市 山南町小野尻 北糸谷 0.03
223-583 小野尻 丹波市 山南町小野尻 三組尾 0.11
223-584 西谷 丹波市 山南町西谷 段の谷 0.11
223-585 小野尻 丹波市 山南町小野尻 堂ヶ谷 0.05
223-586 応地 丹波市 山南町応地 奥山 0.07
223-587 徳尾 丹波市 市島町徳尾 二股倉 0.86
223-588 佐治 丹波市 青垣町佐治 大丸山 0.09
223-589 北油良 丹波市 氷上町北油良 下山 0.02
223-590 御油 丹波市 氷上町御油 牛ノ尾 0.04
223-591 中佐治 丹波市 青垣町中佐治 東寺 0.09
223-592 野瀬 丹波市 春日町野瀬 ヒシロ 0.19
223-593 松森 丹波市 春日町松森 寺谷 0.32
223-594 岩戸 丹波市 市島町岩戸 上通路 0.76
223-595 徳尾 丹波市 市島町徳尾 風呂ノ奥 0.34
223-596 太田 丹波市 山南町太田 柚木谷 0.09
223-597 奥野々 丹波市 山南町奥野々 狼谷 0.30
223-598 長王3 丹波市 春日町長王 大山 0.34
223-599 下竹田（才田） 丹波市 市島町下竹田 西谷 1.20
223-600 横田2 丹波市 氷上町横田 吉右衛門谷 0.01
223-601 氷上 丹波市 氷上町氷上 多田野 0.13
223-602 南由良 丹波市 氷上町南由良 坂谷 0.10
223-603 下竹田 丹波市 市島町下竹田 西谷 0.31
223-604 中佐治 丹波市 青垣町中佐治 上之檀ノ上 0.18
224-001 上條(1) 南あわじ市 倭文長田 上條 0.19
224-002 原田 南あわじ市 倭文長田 原田 0.22
224-003 上條(2) 南あわじ市 倭文長田 上條 0.14
224-004 上條(3) 南あわじ市 倭文長田 上條 0.06
224-005 細谷東(2) 南あわじ市 中条広田 細谷東 0.24
224-006 内ヶ谷 南あわじ市 広田広田 内ヶ谷 0.21
224-007 細谷東(3) 南あわじ市 中条広田 細谷東 0.14
224-008 細谷東(1) 南あわじ市 中条広田 細谷東 0.09
224-009 やまなみ苑 南あわじ市 広田広田 熊ノ谷 0.13
224-010 北山 南あわじ市 倭文長田 北山 0.31
224-011 鷺之巣 南あわじ市 倭文土井 鷺之巣 0.13
224-012 倭文土井 南あわじ市 倭文土井 宝手来 0.35
224-013 油谷 南あわじ市 中条徳原 油谷 0.31
224-014 鳴海 南あわじ市 中条中筋 鳴海 0.68
224-015 千田原 南あわじ市 中条中筋 千田原 1.20
224-016 初尾ダム上 南あわじ市 中条中筋 西ノ谷 1.23
224-017 伊加利 南あわじ市 伊加利 皿池 0.10
224-018 阿那賀北栄 南あわじ市 阿那賀 阿那賀 0.41
224-019 相曽 南あわじ市 伊加利 相曽 0.41
224-020 間河瀬池 南あわじ市 志知奥 東谷 0.55
224-021 間河瀬池 南あわじ市 志知奥 壺ヶ谷 0.20
224-022 南山 南あわじ市 志知奥 南山 0.19
224-023 道添谷 南あわじ市 志知奥 道添谷 0.11
224-024 盗人谷 南あわじ市 志知奥 盗人谷 0.09
224-025 児守神社 南あわじ市 志知口 北山 0.10
224-026 河原谷 南あわじ市 志知南 河原谷 0.48
224-027 志知南 南あわじ市 志知南 消毛 0.41
224-028 国清寺 南あわじ市 志知北 国清寺 0.74
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224-029 坂谷 南あわじ市 志知南 坂谷 0.04
224-030 柿ノ木谷 南あわじ市 伊加利 太唐原 1.22
224-031 真谷 南あわじ市 津井 真谷 0.23
224-032 柿ノ木谷川 南あわじ市 湊里 今谷 0.31
224-033 柿ノ木谷川 南あわじ市 湊里 深谷 0.61
224-034 杉谷橋上流 南あわじ市 湊 坂ヶ谷 0.86
224-035 西路(1) 南あわじ市 阿那賀 西路 0.18
224-036 西路(2) 南あわじ市 阿那賀 西路 0.35
224-037 西路(3) 南あわじ市 阿那賀 西路 0.29
224-038 西ノ山 南あわじ市 阿那賀 西ノ山 0.80
224-039 レンガ工場横 南あわじ市 阿那賀 西ノ山 0.54
224-040 阿那賀 南あわじ市 阿那賀 高瀬 0.26
224-041 論刷羽河内 南あわじ市 神代浦壁 論鶴羽河内 0.67
224-042 赤井八幡神社 南あわじ市 神代浦壁 論鶴羽河内 0.46
224-043 論鶴羽ダム上 南あわじ市 神代浦壁 論鶴羽河内 5.58
224-044 上田河内〔1〕 南あわじ市 神代社家 上田河内 1.74
224-045 上田河内〔２〕 南あわじ市 神代社家 上田河内 2.96
224-046 成相谷(1) 南あわじ市 八木天野馬廻 後相谷 3.88
224-047 兜中丸 南あわじ市 八木天野馬廻 兜中丸 2.93
224-048 梅ノ木谷 南あわじ市 八木天野馬廻 梅ノ木谷 0.27
224-049 大谷 南あわじ市 八木天野大久保 大谷 0.17
224-050 東谷 南あわじ市 八木養宜上 東谷 0.39
224-051 小学校裏 南あわじ市 志知佐礼尾 馬場谷 0.13
224-052 保育園裏 南あわじ市 志知佐礼尾 小乙谷 0.20
224-053 志知高校裏 南あわじ市 志知佐礼尾 谷山 0.16
224-054 コヅラ谷 南あわじ市 阿万東町 ユヅラ谷 0.12
224-055 牛倉 南あわじ市 阿万東町 牛倉 0.05
224-056 葛原 南あわじ市 阿万上町 葛原 0.21
224-057 阿万上町 南あわじ市 阿万上町 奥河内 0.85
224-058 灘土生 南あわじ市 灘土生 ニジリ谷 0.99
224-059 新田北 南あわじ市 新田北 奥河内 0.81
224-060 灘道 南あわじ市 新田北 灘道 1.16
224-061 ニジリ谷 南あわじ市 新田北 ニジリ谷 2.21
224-062 灘城方 南あわじ市 灘城方 三本杉 0.56
224-063 神社下 南あわじ市 灘山本 志ようが越 0.01
224-064 机谷川 南あわじ市 灘惣川 村上 0.26
224-065 姫里郷川 南あわじ市 灘黒岩 ハゲノ尾 1.36
224-066 モミ 南あわじ市 灘吉野 モミ 0.81
224-067 とりが上 南あわじ市 灘白崎 とりが上 0.96
224-068 東谷川 南あわじ市 灘白崎 箱木 0.97
224-069 青(1) 南あわじ市 灘来川 青 0.25
224-070 谷又 南あわじ市 賀集牛内 谷又 0.62
224-071 論谷 南あわじ市 賀集牛内 論谷 1.00
224-072 黒松 南あわじ市 賀集生子 黒松 0.56
224-073 北向 南あわじ市 賀集福井 北向 0.21
224-074 長見山水源（東） 南あわじ市 福良 長見山 0.21
224-075 岩川 南あわじ市 福良 岩川 0.74
224-076 原田水源地横 南あわじ市 福良 原田 0.51
224-077 原田 南あわじ市 福良 原田 0.35
224-078 福良 南あわじ市 福良 仁尾 0.80
224-079 北山(2) 南あわじ市 志知口 北山 0.26
224-080 浅谷（1） 南あわじ市 八木天野馬廻 浅谷 0.23
224-081 浅谷（２） 南あわじ市 八木天野馬廻 浅谷 0.10
224-082 頭行 南あわじ市 八木天野馬廻 頭行 0.41
224-083 柏谷 南あわじ市 八木天野馬廻 柏谷 0.15
224-084 菖蒲谷 南あわじ市 志知奥 菖蒲谷 1.59
224-085 中島 南あわじ市 賀集長原 中島 0.05
224-086 清水 南あわじ市 灘山本 清水 0.09
224-087 青(2) 南あわじ市 灘来川 青 0.16
224-088 芝谷 南あわじ市 賀集八幡南 芝谷 0.09
224-089 宮林 南あわじ市 広田広田 宮林 0.01
224-090 法月 南あわじ市 福良 法月 0.08
224-091 福良２ 南あわじ市 福良 大刈藻 0.53
224-092 灘来川 南あわじ市 灘来川 青 0.19
224-093 賀集八幡北１ 南あわじ市 賀集八幡北 木原 0.41
224-094 阿万上町２ 南あわじ市 阿万上町 花ノ木谷 1.25
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224-095 阿万上町３ 南あわじ市 阿万上町 花ノ木谷 1.32
224-096 阿万上町４ 南あわじ市 阿万上町 葛原 1.50
224-097 阿万上町５ 南あわじ市 阿万上町 花ノ木谷 3.06
224-098 灘白崎 南あわじ市 灘白崎 塔ケ上 1.44
224-099 灘城方２ 南あわじ市 灘城方 小家ヶ谷 4.07
224-100 新田北２ 南あわじ市 新田北 左ヶ谷 4.49
224-101 新田北３ 南あわじ市 新田北 奥風呂谷 0.46
224-102 灘払川 南あわじ市 灘払川 本山 0.09
224-103 灘土生２ 南あわじ市 灘土生 赤松 0.71
224-104 阿万下町 南あわじ市 阿万下町 北谷 1.09
224-105 伊賀野 南あわじ市 伊賀野 比毛ヶ谷 1.27
224-106 福良３ 南あわじ市 福良 長美山 0.96
224-107 神代浦壁 南あわじ市 神代浦壁 白土 0.89
224-108 阿那賀２ 南あわじ市 阿那賀 松ヶ谷 1.35
224-109 八木養宜上 南あわじ市 八木養宜上 伊笹 0.09
224-110 倭文土井２ 南あわじ市 倭文土井 犬塚 0.10
224-111 賀集八幡北２ 南あわじ市 賀集八幡北 木原 0.30
224-112 賀集八幡 南あわじ市 賀集八幡 百合割谷 0.62
224-113 湊里 南あわじ市 湊里 中山 0.47
224-114 広田広田 南あわじ市 広田広田 大谷 0.95
224-115 山添 南あわじ市 山添 唐フト 0.30
224-116 阿那賀 南あわじ市 阿那賀 2.61
224-117 伊加利２ 南あわじ市 伊加利 皿池 1.50
224-118 加集八幡北３ 南あわじ市 加集八幡北 木原 0.24
224-119 細谷東（４） 南あわじ市 中条広田 細谷東 0.09
224-120 倭文土井３ 南あわじ市 倭文土井 大日 0.09
224-121 阿万東町 南あわじ市 阿万東町 山ノ神 0.81
224-122 阿万伊賀野 南あわじ市 阿万伊賀野 大谷 1.51
224-123 北阿万稲田南１ 南あわじ市 北阿万稲田南 真谷 3.83
224-124 福良４ 南あわじ市 福良 馬宿 0.09
224-125 福良５ 南あわじ市 福良 丹賀 0.30
224-126 津井１ 南あわじ市 津井 惣田 1.70
224-127 志知北 南あわじ市 志知北 寺谷 0.53
224-128 北阿万稲田南２ 南あわじ市 北阿万稲田南 孫谷 1.09
224-129 福良６ 南あわじ市 福良 居神 0.26
224-130 賀集八幡２ 南あわじ市 賀集八幡 わらび谷 0.94
224-131 福良７ 南あわじ市 福良 原田 0.55
224-132 福良８ 南あわじ市 福良 原田 0.70
224-133 福良９ 南あわじ市 福良 原田 0.43
224-134 阿那賀４ 南あわじ市 阿那賀 榎木谷 1.00
224-135 津井２ 南あわじ市 津井 的場 0.57
224-136 伊加利３ 南あわじ市 伊加利 宮ノ谷 1.35
224-137 針ノ木 南あわじ市 中条中筋 針ノ木 0.09
224-138 志知中島 南あわじ市 志知中島 才谷 0.62
224-139 北阿万稲田南３ 南あわじ市 北阿万稲田南 角棒谷 0.63
224-140 福良１０ 南あわじ市 福良 丹賀 0.50
224-141 長坂 南あわじ市 中条広田 長坂 0.80
224-142 沼島 南あわじ市 沼島 沼島山 0.07
224-143 福良１１ 南あわじ市 福良 原田 0.43
224-144 賀集八幡中 南あわじ市 賀集八幡中 炭屋 0.09
224-145 賀集鍛冶屋１ 南あわじ市 賀集鍛治屋 石ヶ谷 0.42
224-146 賀集鍛冶屋２ 南あわじ市 賀集鍛治屋 細谷 0.09
224-147 賀集牛内 南あわじ市 賀集牛内 六蔵谷 0.26
224-148 賀集鍛冶屋３ 南あわじ市 賀集鍛治屋 崩 0.09
224-149 賀集鍛冶屋４ 南あわじ市 賀集鍛治屋 背戸ヶ谷 0.09
224-150 阿万塩谷町 南あわじ市 阿万塩屋町 古屋敷 1.27
224-151 福良１２ 南あわじ市 福良 小助谷 0.36
224-152 八木養宜上２ 南あわじ市 八木養宜上 宝稔寺 0.09
224-153 伊加利４ 南あわじ市 伊加利 宮ノ谷 0.09
224-154 松帆櫟田 南あわじ市 松帆櫟田 中尾 2.42
225-001 生野町栃原8 朝来市 生野町栃原 寺ノ谷 0.33
225-002 生野町栃原9 朝来市 生野町栃原 奥田 0.50
225-003 生野町栃原10 朝来市 生野町栃原 西田郎 2.90
225-004 生野町栃原11 朝来市 生野町栃原 丸磯 0.53
225-005 生野町栃原7 朝来市 生野町栃原 遠磨峰 1.99
225-006 生野町栃原12 朝来市 生野町栃原 向井山 0.09
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225-007 円山(1) 朝来市 生野町円山 下塚 0.84
225-008 円山(2) 朝来市 生野町円山 小田和奥 1.33
225-009 円山(3) 朝来市 生野町円山 シモガ谷 0.03
225-010 円山(4) 朝来市 生野町円山 石谷 1.15
225-011 円山(5) 朝来市 生野町円山 内尾谷 1.19
225-012 銀谷 朝来市 生野町口銀谷 古城山 0.30
225-013 竹原野(1) 朝来市 生野町竹原野 漆谷 0.77
225-014 黒川(1) 朝来市 生野町黒川 ダケ 0.26
225-015 黒川(2) 朝来市 生野町黒川 寺谷 0.49
225-016 竹原野(2) 朝来市 生野町竹原野 段兵衛 0.25
225-017 猪野々(1) 朝来市 生野町猪野々 十珠道 0.28
225-018 上生野 朝来市 生野町上生野 青草 0.98
225-019 猪野々(2) 朝来市 生野町猪野々 川向 0.37
225-020 猪野々(3) 朝来市 生野町猪野々 浦ヶ谷 0.13
225-021 口銀谷 朝来市 生野町口銀谷 絶峰 0.10
225-022 真弓(1) 朝来市 生野町真弓 漆谷 0.30
225-023 真弓(2) 朝来市 生野町真弓 南上山 1.04
225-024 生野町栃原13 朝来市 生野町栃原 石フラ谷 0.07
225-025 生野町栃原6 朝来市 生野町栃原 向井山 0.65
225-026 林垣 朝来市 和田山町林垣 西ヶ谷 0.58
225-027 高生田 朝来市 和田山町高生田 鎌山 0.17
225-028 市場(1) 朝来市 和田山町市場 大鎌谷 0.05
225-029 市場(2) 朝来市 和田山町市場 大鎌谷 0.05
225-030 市場(3) 朝来市 和田山町市場 日谷 1.08
225-031 和田 朝来市 和田山町和田 和田谷山 0.28
225-032 竹内(1) 朝来市 和田山町竹ノ内 床ノ尾 2.17
225-033 竹内(2) 朝来市 和田山町竹ノ内 床ノ尾 1.74
225-034 内海(1) 朝来市 和田山町内海 南炭山谷 2.85
225-035 内海(2) 朝来市 和田山町内海 東呑南 0.77
225-036 内海(3) 朝来市 和田山町内海 南木戸 2.64
225-037 寺谷(1) 朝来市 和田山町寺谷 奥谷 0.41
225-038 寺谷(2) 朝来市 和田山町寺谷 上ミ山 0.07
225-039 柳原 朝来市 和田山町柳原 上ﾉ山 0.04
225-040 久田和 朝来市 和田山町久田和 池ノ谷 0.22
225-041 宝興寺 朝来市 和田山町法興寺 法谷 0.04
225-042 比治 朝来市 和田山町比治 東山 0.31
225-043 加都(1) 朝来市 和田山町加都 上山 0.05
225-044 加都(2) 朝来市 和田山町加都 上山 0.60
225-045 竹田(1) 朝来市 和田山町竹田 朝来山 0.94
225-046 竹田(2) 朝来市 和田山町竹田 朝来山 1.16
225-047 久世田(1) 朝来市 和田山町久世田 相ノ谷 0.18
225-048 安井 朝来市 和田山町安井 白屋 0.52
225-049 三波(1) 朝来市 和田山町三波 段山 0.22
225-050 三波(2) 朝来市 和田山町三波 日後山 0.30
225-051 久留引 朝来市 和田山町久留引 ヤゲン谷 0.35
225-052 枚田(1) 朝来市 和田山町枚田 上ミ山 0.09
225-053 枚田(2) 朝来市 和田山町枚田 上エ山 0.07
225-054 和田山 朝来市 和田山町和田山 西山 0.03
225-055 西土田 朝来市 和田山町土田 間谷 0.37
225-056 土田 朝来市 和田山町土田 長ヶ谷 0.22
225-057 宮田(1) 朝来市 和田山町宮田 仏徳寺 0.22
225-058 宮田(2) 朝来市 和田山町宮田 峠ノ下タ 0.32
225-059 岡 朝来市 和田山町岡 投山 0.09
225-060 和田(2) 朝来市 和田山町和田 上江山 0.33
225-061 加都(3) 朝来市 和田山町加都 連願寺 0.13
225-062 竹田(3) 朝来市 和田山町竹田 金梨山 0.43
225-063 竹田(4) 朝来市 和田山町竹田 金梨山 0.19
225-064 寺内 朝来市 和田山町寺内 大明神 0.22
225-065 竹田 朝来市 和田山町竹田 古城山 0.18
225-066 加都 朝来市 和田山町加都 上山 0.47
225-067 内海 朝来市 和田山町内海 ワラゴ 0.28
225-068 高生田 朝来市 和田山町高生田 上道山 1.65
225-069 大内 朝来市 山東町大内 奥山 0.91
225-070 新堂 朝来市 山東町新堂 中村 0.73
225-071 早田 朝来市 山東町早田 醫王山 0.39
225-072 柴(1) 朝来市 山東町柴 別久 0.13
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225-073 柴(2) 朝来市 山東町柴 日向山 0.04
225-074 柴(3) 朝来市 山東町柴 相谷 0.41
225-075 三保(1) 朝来市 山東町三保 大熊 0.85
225-076 三保(2) 朝来市 山東町三保 大谷 0.40
225-077 与布土(1) 朝来市 山東町与布土 大谷 0.09
225-078 与布土(2) 朝来市 山東町与布土 菩薩 0.09
225-079 与布土(3) 朝来市 山東町与布土 奥山 4.75
225-080 与布土(4) 朝来市 山東町与布土 奥山 1.08
225-081 与布土(5) 朝来市 山東町与布土 宗君 0.01
225-082 与布土(6) 朝来市 山東町与布土 宗君 0.22
225-083 迫間(1) 朝来市 山東町迫間 松尾 0.27
225-084 迫間(2) 朝来市 山東町迫間 朝来山 0.83
225-085 迫間(3) 朝来市 山東町迫間 朝来山 0.28
225-086 柊木 朝来市 山東町柊木 官ノ谷 0.03
225-087 大垣 朝来市 山東町大垣 大谷 0.05
225-088 大内 朝来市 山東町大内 タカ林 0.16
225-089 一品 朝来市 山東町一品 天王 0.08
225-090 与布土(7) 朝来市 山東町与布土 奥山 0.32
225-091 与布土 朝来市 山東町与布土 奥山 0.15
225-092 粟鹿 朝来市 山東町粟鹿 滝ノ口 1.67
225-093 三保(3) 朝来市 山東町三保 東山 0.85
225-094 与布土 朝来市 山東町与布土 奥山 1.93
225-095 山東町柴 朝来市 山東町柴 田ノ内 0.78
225-096 与布土 朝来市 山東町与布土 新京 0.09
225-097 沢 朝来市 沢 青谷下ﾓ山 1.50
225-098 山内(1) 朝来市 山内 北山 0.09
225-099 山内(2) 朝来市 山内 北山 0.09
225-100 山内(3) 朝来市 山内 北山 1.25
225-101 山内(4) 朝来市 山内 サケヂ 3.32
225-102 納座(1) 朝来市 納座 仲山 0.23
225-103 納座(2) 朝来市 納座 仲山 0.04
225-104 山内(5) 朝来市 山内 ヨウト 0.88
225-105 納座(3) 朝来市 納座 田倉 1.40
225-106 多々良木(1) 朝来市 多々良木 松尾 0.22
225-107 多々良木(2) 朝来市 多々良木 松尾 0.30
225-108 多々良木(3) 朝来市 多々良木 見才 2.27
225-109 多々良木(4) 朝来市 多々良木 見才 0.23
225-110 山内(6) 朝来市 山内 コツ 1.78
225-111 多々良木(5) 朝来市 多々良木 大谷 1.95
225-112 多々良木(6) 朝来市 多々良木 タコタ 0.09
225-113 多々良木(7) 朝来市 多々良木 上山 0.11
225-114 立野(1) 朝来市 立野 上田 0.40
225-115 立野(2) 朝来市 立野 奥ノ谷 0.65
225-116 立野(3) 朝来市 立野 奥ノ谷 0.14
225-117 立野(4) 朝来市 立野 岡谷 1.03
225-118 立野(5) 朝来市 立野 小坂尾 0.45
225-119 山口 朝来市 山口 東山 0.10
225-120 岩津(1) 朝来市 岩津 北谷 0.49
225-121 岩津(2) 朝来市 岩津 野ノ谷 0.40
225-122 岩津(3) 朝来市 岩津 野ノ谷 0.12
225-123 岩津(4) 朝来市 岩津 中山 0.02
225-124 田路19 朝来市 田路 谷山 0.49
225-125 田路18 朝来市 田路 竹花 0.09
225-126 田路17 朝来市 田路 漆山 0.11
225-127 田路16 朝来市 田路 エノジ 8.22
225-128 田路15 朝来市 田路 桝谷 2.45
225-129 田路14 朝来市 田路 カイジリ 0.09
225-130 田路13 朝来市 田路 カイジリ 0.17
225-131 田路12 朝来市 田路 フドノ 0.16
225-132 羽渕(1) 朝来市 羽淵 谷の上 0.16
225-133 羽渕(2) 朝来市 羽淵 西井山 0.14
225-134 田路11 朝来市 田路 漆山 0.06
225-135 佐嚢(1) 朝来市 佐嚢 大スゴ 0.11
225-136 佐嚢(2) 朝来市 佐嚢 向山 0.08
225-137 佐嚢(3) 朝来市 佐嚢 南口山 0.18
225-138 佐嚢(4) 朝来市 佐嚢 南本谷 2.04
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225-139 佐嚢(5) 朝来市 佐嚢 老中山 1.03
225-140 佐嚢(6) 朝来市 佐嚢 大桝谷 4.82
225-141 佐嚢(7) 朝来市 佐嚢 向山 0.09
225-142 佐嚢(8) 朝来市 佐嚢 谷ノ奥 1.78
225-143 佐嚢(9) 朝来市 佐嚢 鳥ノ奥 0.50
225-144 佐嚢(10) 朝来市 佐嚢 カンダニ 0.67
225-145 佐嚢(11) 朝来市 佐嚢 王呂 0.69
225-146 佐嚢(12) 朝来市 佐嚢 王呂 0.23
225-147 佐嚢(13) 朝来市 佐嚢 ババ山 0.09
225-148 佐嚢(14) 朝来市 佐嚢 アイ山 0.14
225-149 佐嚢(15) 朝来市 佐嚢 土肥上山 0.36
225-150 佐嚢(16) 朝来市 佐嚢 山田奥 0.54
225-151 佐嚢(17) 朝来市 佐嚢 糸谷 1.56
225-152 佐嚢(18) 朝来市 佐嚢 今井谷 0.04
225-153 八代(1) 朝来市 八代 門岶 0.14
225-154 八代(2) 朝来市 八代 下タ山 0.30
225-155 上八代(1) 朝来市 上八代 朝谷 0.82
225-156 上八代(2) 朝来市 上八代 原畑 0.29
225-157 上八代(3) 朝来市 上八代 今谷 1.46
225-158 新井(1) 朝来市 新井 神谷 0.09
225-159 新井(2) 朝来市 新井 下谷 0.07
225-160 新井(3) 朝来市 新井 青坂 0.09
225-161 立脇(1) 朝来市 立脇 赤溝 0.09
225-162 立脇(2) 朝来市 立脇 音谷 0.51
225-163 立脇(3) 朝来市 立脇 菅谷 0.24
225-164 桑市(1) 朝来市 桑市 裏山 0.74
225-165 桑市(2) 朝来市 桑市 名ツ屋 0.14
225-166 桑市(3) 朝来市 桑市 満谷 0.27
225-167 物部(1) 朝来市 物部 木之内 0.70
225-168 物部(2) 朝来市 物部 宮ヶ谷 0.09
225-169 物部(3) 朝来市 物部 宮ヶ谷 0.09
225-170 物部(4) 朝来市 物部 寺加谷 0.47
225-171 物部(5) 朝来市 物部 賀久志谷 2.17
225-172 物部(6) 朝来市 物部 静ヶ瀬 0.35
225-173 田路10 朝来市 田路 尾坂 0.09
225-174 朝来町 朝来市 佐嚢 コド石 0.52
225-175 佐嚢(19) 朝来市 佐嚢 スリガ峯 18.60
225-176 田路9 朝来市 田路 助ヶ谷 0.16
225-177 佐嚢(20) 朝来市 佐嚢 不動橋 0.72
225-178 佐嚢(21) 朝来市 佐嚢 平野南山 0.09
225-179 田路8 朝来市 田路 竹花 0.09
225-180 田路7 朝来市 田路 カイジリ 0.10
225-181 川上 朝来市 川上 大戸 0.31
225-182 川上 朝来市 川上 大尾 0.37
225-183 羽渕(3) 朝来市 羽淵 奥山 0.16
225-184 佐嚢（22） 朝来市 佐嚢 坂 0.92
225-185 佐嚢(23) 朝来市 佐嚢 間歩谷 2.59
225-186 佐嚢(24) 朝来市 佐嚢 向山 0.09
225-187 柳原 朝来市 和田山町柳原 堂の下 0.21
225-188 与布土 朝来市 山東町与布土 奥山 0.07
225-189 多々良木 朝来市 多々良木 タコタ 0.66
225-190 山内② 朝来市 山内 本谷 1.47
225-191 竹ノ内 朝来市 和田山町竹ノ内 山ノ内 0.23
225-192 澤 朝来市 澤 岩風呂 0.09
225-193 高生田 朝来市 和田山町高生田 高生田 0.10
225-194 田路25 朝来市 田路 南垣 0.01
225-195 田路20 朝来市 田路 南垣 0.09
225-196 佐嚢(25) 朝来市 佐嚢 ソトハ 0.67
225-197 田路21 朝来市 田路 漆山 0.13
225-198 田路22 朝来市 田路 漆山 0.01
225-199 田路23 朝来市 田路 漆山 0.16
225-200 八代(3) 朝来市 八代 下タ山 0.02
225-201 八代(4) 朝来市 八代 寺ノ奥 0.08
225-202 佐嚢(26) 朝来市 佐嚢 平野北山 0.09
225-203 佐嚢(27) 朝来市 佐嚢 村坂 0.46
225-204 佐嚢(28) 朝来市 佐嚢 村坂 0.06
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225-205 田路24 朝来市 田路 漆山 0.04
225-206 佐嚢(29) 朝来市 佐嚢 ソトハ 0.02
225-207 佐嚢(30) 朝来市 佐嚢 ソトハ 0.09
225-208 佐嚢(31) 朝来市 佐嚢 坂 0.52
225-209 佐嚢(32) 朝来市 佐嚢 平野南山 0.23
225-210 佐嚢(33) 朝来市 佐嚢 寺カイチ 0.09
225-211 羽渕(4) 朝来市 羽渕 西井山 0.13
225-212 上八代(4) 朝来市 上八代 宇田輪 1.29
225-213 八代(5) 朝来市 八代 門岶 0.29
225-214 市場(4) 朝来市 和田山町市場 ワル谷 0.13
225-215 殿 朝来市 和田山町殿 カマ谷 0.99
225-216 立野(6) 朝来市 立野 上田 0.09
225-217 久世田(2) 朝来市 和田山町久世田 大路日向 0.75
225-218 納座(4) 朝来市 納座 仲山 0.09
225-219 羽渕(5) 朝来市 羽淵 西井山 0.17
225-220 金浦 朝来市 山東町金浦 村奥山 0.14
225-221 田路6 朝来市 田路 尾坂 0.09
225-222 平野北山 朝来市 佐嚢 平野北山 0.05
225-223 向山 朝来市 佐嚢 向山 0.16
225-224 石フラ谷2 朝来市 生野町栃原 石フラ谷 0.43
225-225 山東町新堂 朝来市 山東町新堂 見ノ尾 2.15
225-226 和田山町内海１ 朝来市 和田山町内海 ワラゴ 0.10
225-227 和田山町寺谷１ 朝来市 和田山町寺谷 菖蒲谷 0.89
225-228 和田山町久田和１ 朝来市 和田山町久田和 池谷口 0.09
225-229 和田山町寺谷２ 朝来市 和田山町寺谷 松ノ本 0.04
225-230 山内１ 朝来市 山内 北山 0.05
225-231 羽淵１ 朝来市 羽淵 奥山 0.23
225-232 山東町早田１ 朝来市 山東町早田 奥谷 0.51
225-233 多々良木２ 朝来市 多々良木 和谷 0.13
225-234 生野町黒川１ 朝来市 生野町黒川 長モク 0.17
225-235 和田山町竹田１ 朝来市 和田山町竹田 出作大谷 0.23
225-236 岩津１ 朝来市 岩津 奥谷 0.58
225-237 生野町黒川２ 朝来市 生野町黒川 下モ田 0.53
225-238 山内２ 朝来市 山内 権現谷 1.01
225-239 山東町早田２ 朝来市 山東町早田 奥谷 0.76
225-240 生野町奥銀谷１ 朝来市 生野町奥銀谷 裏向山 0.50
225-241 奥米地６ 朝来市 奥米地 坂ノ谷 0.29
225-242 和田山町法道寺１ 朝来市 和田山町法道寺 中山 1.39
225-243 建屋４ 朝来市 建屋 奥山 1.29
225-244 和田山町竹ノ内３ 朝来市 和田山町竹ノ内 滝谷 4.04
225-245 竹ノ内 朝来市 和田山町竹ノ内 山ノ内 0.15
225-247 生野町栃原１ 朝来 生野町栃原 丸磯 0.25
225-248 佐嚢１ 朝来 佐嚢 山田奥 0.33
225-249 岩津２ 朝来 岩津 奥谷 2.62
225-250 上野１１ 朝来 上野 奥山 0.99
225-251 和田山町和田１ 朝来 和田山町和田 和谷 3.92
225-252 山東町喜多垣 朝来 山東町喜多垣 宮ノ奥 0.52
225-253 生野町真弓１ 朝来 生野町真弓 道順山 0.57
225-254 淵 朝来 淵 真名谷川 4.92
225-255 川上３ 朝来 川上 ハラジ 5.02
225-256 上八代 朝来 上八代 原畑 0.05
225-257 山東町与布土 朝来 山東町与布土 奥山 1.44
225-258 山東町滝田１ 朝来 山東町滝田 大谷 0.63
225-259 山東町大内 朝来 山東町大内 奥山 0.36
225-261 山東町早田３ 朝来 山東町早田 医王山 2.11
225-263 和田山町久田和２ 朝来 和田山町久田和 メケン上蓮池 2.38
225-264 和田山町藤和１ 朝来 和田山町藤和 前谷 0.35
225-265 畑８ 朝来 畑 川尻 0.96
225-266 和田山町寺内１ 朝来 和田山町寺内 大明神 0.83
225-267 和田山町朝日 朝来 和田山町朝日 前谷 5.12
225-270 新堂2 朝来市 山東町新堂 峠 0.18
225-271 和田山町東谷 朝来 和田山町東谷 コヤガ谷 0.09
225-272 岡3 朝来市 和田山町岡 投山 0.09
225-273 和田山町枚田１ 朝来 和田山町枚田 北山 0.11
225-274 和田山町宮１ 朝来 和田山町宮 小川 0.58
225-275 生野町栃原２ 朝来 生野町栃原 柏ヶ谷 0.57
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225-276 和田山町宮２ 朝来 和田山町宮 小川 0.89
225-277 和田山町桑原１ 朝来 和田山町桑原 門倉 0.88
225-278 和田山町枚田２ 朝来 和田山町枚田 北山 1.94
225-279 佐嚢２ 朝来 佐嚢 向山 0.42
225-280 田路5 朝来 田路 助ヶ谷 0.23
225-281 佐嚢３ 朝来 佐嚢 平野北山 0.33
225-282 生野町円山１ 朝来 生野町円山 屋敷 4.16
225-283 桑市 朝来 桑市 赤道 1.30
225-284 佐嚢４ 朝来 佐嚢 南口山 0.93
225-285 岩津３ 朝来 岩津 高畑 4.02
225-286 生野町円山２ 朝来 生野町円山 屋敷 3.98
225-287 生野町口銀谷１ 朝来 生野町口銀谷 泉谷 0.76
225-288 生野町栃原３ 朝来 生野町栃原 向井山 0.64
225-289 生野町竹原野１ 朝来 生野町竹原野 段兵衛 2.49
225-290 山東町大垣 朝来 山東町大垣 大垣谷 0.48
225-291 山東町塩田 朝来 山東町塩田 ヒシカイ 0.82
225-292 山東町越田 朝来 山東町越田 尾花 4.25
225-293 柴4 朝来市 山東町柴 日向山 1.00
225-294 納座１ 朝来 納座 カナリ 0.91
225-295 納座２ 朝来 納座 赤田 0.09
225-296 多々良木３ 朝来 多々良木 見才 0.82
225-297 川上４ 朝来 川上 大尾 0.14
225-298 多々良木４ 朝来 多々良木 タコタ 0.34
225-299 多々良木５ 朝来 多々良木 塚原 0.09
225-300 佐嚢５ 朝来 佐嚢 向山 0.09
225-301 佐嚢６ 朝来 佐嚢 老中山 0.23
225-302 神子畑 朝来市 神子畑 マブ谷 0.09
225-303 佐嚢７ 朝来 佐嚢 松ノ向 0.76
225-304 岩津４ 朝来 岩津 井谷 0.09
225-305 田路3 朝来 田路 助ヶ谷 0.09
225-306 田路2 朝来 田路 カイジリ 0.05
225-307 岩津５ 朝来 岩津 高畑 0.09
225-308 羽渕2 朝来市 山口 奥山 0.09
225-309 岩津６ 朝来 岩津 サデ 0.77
225-310 物部 朝来 物部 木之内 0.09
225-311 立野 朝来 立野 北川 0.34
225-312 多々良木６ 朝来 多々良木 大谷 0.63
225-313 生野町黒川３ 朝来 生野町黒川 ナオ谷 0.99
225-314 山口２ 朝来 山口 宮下 1.13
225-315 田路1 朝来 田路 カイジリ 0.85
225-317 佐嚢８ 朝来 佐嚢 藤高山 0.02
225-318 佐嚢９ 朝来 佐嚢 平野北山 0.09
225-319 羽淵３ 朝来 羽淵 奥山 0.09
225-320 生野町円山３ 朝来 生野町円山 石谷 0.50
225-321 生野町円山４ 朝来 生野町円山 西山 1.31
225-322 生野町円山５ 朝来 生野町円山 中嶋 0.09
225-323 生野町栃原４ 朝来 生野町栃原 達磨峰 1.07
225-324 生野町円山６ 朝来 生野町円山 屋敷 1.52
225-325 生野町真弓２ 朝来 生野町真弓 道順山 0.23
225-326 生野町口銀谷２ 朝来 生野町口銀谷 泉谷 0.15
225-327 生野町真弓３ 朝来 生野町真弓 高畑 0.75
225-328 生野町小野１ 朝来 生野町小野 大谷筋 0.32
225-329 生野町竹原野２ 朝来 生野町竹原野 井ノ尻 0.34
225-330 生野町黒川４ 朝来 生野町黒川 中山 0.04
225-331 生野町黒川５ 朝来 生野町黒川 藤ヶ坂 0.04
225-332 生野町円山７ 朝来 生野町円山 石谷 0.41
225-333 生野町栃原５ 朝来 生野町栃原 ホキ 0.09
225-334 生野町黒川６ 朝来 生野町黒川 石橋 0.06
225-335 和田山町藤和２ 朝来 和田山町藤和 竹谷 0.13
225-336 和田山町法道寺２ 朝来 和田山町法道寺 東林 0.15
225-337 畑９ 朝来 畑 川尻 0.73
225-339 奥米地７ 朝来 奥米地 黒谷 0.28
225-340 和田山町内海２ 朝来 和田山町内海 北木戸 0.14
225-341 畑１０ 朝来 畑 大谷 0.33
225-342 和田山町藤和３ 朝来 和田山町藤和 前谷 0.40
225-343 和田山町藤和４ 朝来 和田山町藤和 前谷 0.36
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225-344 建屋５ 朝来 建屋 奥山 0.81
225-345 建屋６ 朝来 建屋 奥山 0.90
225-347 和田山町宮内１ 朝来 和田山町宮内 石和谷 0.15
225-348 和田山町宮内２ 朝来 和田山町宮内 石和谷 0.04
225-349 和田山町岡１ 朝来 和田山町岡 大倉部 0.80
225-350 和田山町岡2 朝来市 和田山町岡 大倉部 3.02
225-351 和田山町寺内２ 朝来 和田山町寺内 大明神 0.08
225-352 和田山町寺内3 朝来 和田山町寺内 大明神 0.79
225-353 奥米地８ 朝来 奥米地 ユブネ 0.34
225-354 和田山町高生田 朝来 和田山町高生田 上道山 2.58
225-355 和田山町和田２ 朝来 和田山町和田 上山 0.28
225-357 和田山町和田３ 朝来 和田山町和田 上山 0.50
225-358 和田山町内海３ 朝来 和田山町内海 北木戸 0.09
225-359 和田山町竹ノ内４ 朝来 和田山町竹ノ内 中山 0.09
225-360 和田山町内海４ 朝来 和田山町内海 一ノ倉 0.42
225-363 和田山町寺谷３ 朝来 和田山町寺谷 菖蒲谷 0.03
225-366 和田山町寺谷４ 朝来 和田山町寺谷 松ノ本 0.08
225-367 和田山町野村 朝来 和田山町野村 ニシ山 0.09
225-368 和田山町和田４ 朝来 和田山町和田 和谷 1.63
225-369 和田山町宮３ 朝来 和田山町宮 小川 0.05
225-370 和田山町久田和３ 朝来 和田山町久田和 池谷口 0.10
225-371 和田山町宮４ 朝来 和田山町宮 小川 0.69
225-372 和田山町中 朝来 和田山町中 奥山 0.58
225-373 和田山町白井 朝来 和田山町白井 高谷山 1.58
225-374 和田山町枚田岡 朝来 和田山町枚田岡 宮ノ谷 0.09
225-375 和田山町桑原２ 朝来 和田山町桑原 門倉 2.13
225-377 山東町滝田２ 朝来 山東町滝田 大谷 0.78
225-382 山東町滝田３ 朝来 山東町滝田 居野辺 0.40
225-383 山東町野間 朝来 山東町野間 奥山 0.05
225-385 山東町早田４ 朝来 山東町早田 医王山 0.24
225-387 山内３ 朝来 山内 ミタチ 0.39
225-388 和田山町和田山 朝来 和田山町和田山 西山 0.09
225-389 和田山町枚田３ 朝来 和田山町枚田 北山 0.24
225-390 和田山町枚田４ 朝来 和田山町枚田 北山 0.22
225-391 和田山町竹田２ 朝来 和田山町竹田 古城山 0.31
225-392 和田山町竹田３ 朝来 和田山町竹田 古城山 0.26
225-393 三波(3) 朝来市 和田山町三波 ドウソ 0.27
225-394 和田山町竹田４ 朝来 和田山町竹田 古城山 0.06
225-395 和田山町竹田５ 朝来 和田山町竹田 古城山 0.09
225-396 和田山町竹田６ 朝来 和田山町竹田 古城山 0.09
225-397 生野町円山８ 朝来 生野町円山 口垣内 0.67
225-398 生野町真弓４ 朝来 生野町真弓 高畑 0.81
225-399 生野町小野２ 朝来 生野町小野 大谷筋 0.76
225-400 生野町奥銀谷２ 朝来 生野町奥銀谷 内山道下 0.07
225-401 生野町上生野１ 朝来 生野町上生野 滝道ノ下 1.67
225-402 生野町円山９ 朝来 生野町円山 中嶋 0.09
225-403 山東町一品 朝来 山東町一品 鯨 0.92
225-404 和田山町土田 朝来 和田山町土田 向山 0.06
225-407 和田山町法興寺 朝来 和田山町法興寺 水井 0.51
225-408 生野町黒川７ 朝来 生野町黒川 弥六ガマ 0.36
225-409 山東町柴２ 朝来 山東町柴 西柴 0.66
225-410 田路4 朝来 田路 絵本 37.82
225-411 金浦2 朝来市 山東町金浦 下モ山 0.08
225-412 三波（4） 朝来市 和田山町三波 日後山 0.38
225-413 山東町滝田4 朝来市 山東町滝田 金屋谷 0.82
225-414 生野町栃原14 朝来市 生野町栃原 達磨峰 0.09
225-415 田路26 朝来市 田路 カイジリ 0.28
225-416 和田山岡田1 朝来市 和田山岡田 奥山 0.59
225-417 和田山町岡2 朝来市 和田山町岡 大倉部 1.06
225-418 和田山宮内3 朝来市 和田山宮内 梅ヶサコ 1.81
225-419 和田山町寺内5 朝来市 和田山町寺内 西谷 0.04
225-420 物部8 朝来市 物部 倉谷 1.79
225-421 多々良木8 朝来市 多々良木 松尾 0.28
225-422 多々良木9 朝来市 多々良木 松尾 0.32
225-423 多々良木10 朝来市 多々良木 松尾 0.16
225-424 物部9 朝来市 物部 宮ヶ谷 0.26
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225-425 田路27 朝来市 田路 カイジリ 0.16
225-426 岩津7 朝来市 岩津 奥谷 0.09
225-427 生野町新町1 朝来市 生野町新町 向山 0.09
225-428 生野町新町2 朝来市 生野町新町 向山 0.09
225-429 生野町奥銀谷3 朝来市 生野町奥銀谷 扇山 0.52
225-430 和田山町岡田2 朝来市 和田山町岡田 谷神高神 0.55
225-431 和田山町桑原3 朝来市 和田山町桑原 奥山 1.15
225-432 山東町迫間4 朝来市 山東町迫間 下山 0.26
225-433 和田山町枚田7 朝来市 和田山町枚田 北山 0.32
225-434 和田山町三波5 朝来市 和田山町三波 段山 0.44
225-435 生野町真弓7 朝来市 生野町真弓 桂谷 0.50
225-436 生野町新町3 朝来市 生野町新町 二本松 0.02
225-437 生野町新町4 朝来市 生野町新町 二本松 0.04
225-438 多々良木7 朝来市 多々良木 タコタ 0.07
225-439 桑市 朝来市 桑市 中ツ尾 0.09
225-440 和田山町平野1 朝来市 和田山町平野 鳥ノ奥 0.44
225-441 山東町野間3 朝来市 山東町野間 宮ノ奥 0.09
225-442 和田山町竹ノ内7 朝来市 和田山町竹ノ内 森屋谷 0.37
225-443 山東町柴7 朝来市 山東町柴 上ヶ谷 0.34
225-444 山東町野間2 朝来市 山東町野間 宮ノ奥 0.15
225-445 山東町与布土13 朝来市 山東町与布土 岡 0.03
225-446 和田山町土田2 朝来市 和田山町土田 ヒヤケ 0.09
225-447 和田山町土田3 朝来市 和田山町土田 ヒヤケ 0.09
225-448 和田山町平野2 朝来市 和田山町平野 鳥ノ奥 0.36
225-449 和田山町平野3 朝来市 和田山町平野 林ヶ谷 0.09
225-450 和田山町東谷2 朝来市 和田山町東谷 コヤガ谷 0.21
225-451 山東町大月1 朝来市 山東町大月 東南山 0.12
225-452 山東町楽音寺1 朝来市 山東町楽音寺 上山 0.58
225-453 佐嚢10 朝来市 佐嚢 土肥上山 0.09
225-454 佐嚢11 朝来市」 佐嚢 風呂ヶ谷 0.09
225-455 和田山町室尾1 朝来市 和田山町室尾 サラギ 0.09
225-456 和田山町法道寺 朝来市 和田山町法道寺 西林 0.07
225-457 和田山町和田7 朝来市 和田山町和田 上江山 0.15
225-458 和田山町平野4 朝来市 和田山町平野 サコガ谷 0.09
225-459 和田山町平野5 朝来市 和田山町平野 髙尾 0.03
225-460 和田山町東谷 朝来市 和田山町東谷 桧谷 0.09
225-461 和田山町東谷4 朝来市 和田山町東谷 僧運谷 0.09
225-462 和田山町桑原4 朝来市 和田山町桑原 水谷 0.17
225-463 山東町矢名瀬町1 朝来市 山東町矢名瀬町 空山 0.09
225-464 山東町早田6 朝来市 山東町早田 奥谷 0.38
225-465 山東町粟鹿2 朝来市 山東町粟鹿 滝ノ口 0.09
225-466 山東町楽音寺2 朝来市 山東町楽音寺 上山 0.09
225-467 八代(6) 朝来市 八代 下タ山 0.22
225-468 田路27 朝来市 田路 助ヶ谷 0.02
226-001 城ヶ谷 淡路市 塩尾 城ヶ谷 0.14
226-002 北山 淡路市 下司 北山 0.13
226-003 神原 淡路市 佐野 神原 0.23
226-004 千石谷 淡路市 佐野 千石谷 0.10
226-005 円浄寺裏 淡路市 佐野 円浄寺 1.16
226-006 経ノ岡 淡路市 興隆寺 経ノ岡 0.21
226-007 道久 淡路市 興隆寺 道久 0.11
226-008 延命寺裏 淡路市 野田尾 西山 1.43
226-009 先の郷 淡路市 大町上 上処谷 0.09
226-010 逢坂 淡路市 佐野 逢坂 0.54
226-011 高風呂 淡路市 岩屋 高風呂 0.10
226-012 高尾 淡路市 岩屋 高尾 0.20
226-013 茶間 淡路市 岩屋 茶間 0.03
226-014 青谷 淡路市 育波 青谷 0.68
226-015 土橋 淡路市 育波 土橋 0.17
226-016 近江ノ谷 淡路市 育波 近江ノ谷 1.12
226-017 菖浦ヶ瀬 淡路市 斗ノ内 菖浦ヶ瀬 1.06
226-018 宝蔵寺裏(1) 淡路市 生田畑 北谷 0.07
226-019 宝蔵寺裏(2) 淡路市 生田畑 滝ノ平 0.58
226-020 大戸 淡路市 黒谷 大戸 0.16
226-021 常隆寺横 淡路市 久野々 谷山 0.04
226-022 隠ヶ里 淡路市 小田 隠ヶ里 1.03
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226-023 左右谷 淡路市 富島 左右谷 0.08
226-024 小松原(1) 淡路市 野島蟇浦 小松原 0.09
226-025 小松原(2) 淡路市 野島蟇浦 小松原 0.15
226-026 野島蟇浦 淡路市 野島蟇浦 炭釜 0.03
226-027 大谷(1) 淡路市 野島轟木 大谷 0.09
226-028 大谷(2) 淡路市 野島轟木 大谷 0.04
226-029 大谷(3) 淡路市 野島轟木 大谷 0.47
226-030 大谷(4) 淡路市 野島江崎 大谷 0.26
226-031 小磯 淡路市 野島江崎 小磯 0.42
226-032 野島江崎 淡路市 野島江崎 野島江崎 0.09
226-033 常隆寺(1) 淡路市 久野々 常隆寺 3.90
226-034 常隆寺(2) 淡路市 久野々 常隆寺 0.32
226-035 文蔵 淡路市 新村 文蔵 0.08
226-036 穴口 淡路市 尾崎 穴口 0.77
226-037 大木谷 淡路市 尾崎 大木谷 0.32
226-038 枯木(2) 淡路市 尾崎 枯木 0.35
226-039 枯木(1) 淡路市 尾崎 枯木 0.09
226-040 枯木 淡路市 尾崎 枯木 0.20
226-041 小井 淡路市 釜口 小井 1.53
226-042 野田 淡路市 釜口 野田 0.36
226-043 上畑 淡路市 釜口 上畑 0.85
226-044 里(1) 淡路市 釜口 里 0.92
226-045 里(2) 淡路市 釜口 里 0.10
226-046 里(3) 淡路市 釜口 里 0.18
226-047 楠本東 淡路市 楠本 美良谷 0.10
226-048 美良谷 淡路市 楠本 美良谷 0.34
226-049 大阪 淡路市 楠本 大阪 0.49
226-050 小磯(2) 淡路市 野島江崎 小磯 0.44
226-051 箱石 淡路市 室津 箱石 0.07
226-052 撫 淡路市 室津 撫 0.10
226-053 本四（４） 淡路市 尾崎 枯木 0.28
226-054 本四（7） 淡路市 尾崎 枯木 0.33
226-055 本四（8） 淡路市 尾崎 枯木 0.09
226-056 穴口（２） 淡路市 尾崎 穴口 0.14
226-057 榎ヶ谷 淡路市 木曾上畑 榎ヶ谷 0.21
226-058 枯木川 淡路市 尾崎 枯木 0.15
226-059 釜口１ 淡路市 釜口 上畑 0.39
226-060 遠田１ 淡路市 遠田 滝川 0.66
226-061 釜口２ 淡路市 釜口 野田 0.76
226-062 黒谷１ 淡路市 黒谷 大戸 1.15
226-063 小田１ 淡路市 小田 隠ケ里 0.91
226-064 野田尾１ 淡路市 野田尾 寒風 0.85
226-069 興隆寺１ 淡路市 興隆寺 芋谷 0.12
226-072 河内 淡路市 河内 小池谷 0.91
226-073 深草 淡路市 深草 大溝 1.18
226-074 大町下 淡路市 大町下 胡麻畑 0.84
226-076 長沢 淡路市 長沢 根来 0.07
226-079 生田畑１ 淡路市 生田畑 榎垣 3.93
226-080 興隆寺２ 淡路市 興隆寺 朝霧山 0.63
226-081 興隆寺３ 淡路市 興隆寺 芋谷 0.10
226-082 佐野２ 淡路市 佐野 小井山 0.19
226-083 釜口３ 淡路市 釜口 小井 0.18
226-084 釜口4 淡路市 釜口 小井 0.58
226-085 釜口５ 淡路市 釜口 野田 0.38
226-086 釜口６ 淡路市 釜口 野田 2.16
226-087 浦 淡路市 浦 南 0.10
226-088 楠本 淡路市 楠本 栗谷 0.61
226-089 生穂 淡路市 生穂 長谷川原 1.75
226-090 尾崎２ 淡路市 尾崎 穴口 2.07
226-091 遠田２ 淡路市 遠田 笹山 0.63
226-092 遠田３ 淡路市 遠田 黒松 0.62
226-093 下司 淡路市 下司 東中ノ倉 0.24
226-094 野田尾２ 淡路市 野田尾 小谷 0.09
226-095 興隆寺４ 淡路市 興隆寺 道久 2.47
226-096 生田田尻 淡路市 生田田尻 中倉 3.07
226-097 生田畑２ 淡路市 生田畑 所吉 2.78
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226-098 小田２ 淡路市 小田 笹谷 0.62
226-099 黒谷２ 淡路市 黒谷 大戸 2.16
226-100 黒谷３ 淡路市 黒谷 源蔵 0.57
226-101 久野々 淡路市 久野々 生房谷 3.54
226-102 野島蟇浦２ 淡路市 野島蟇浦 愛宕 0.98
226-103 野島常盤 淡路市 野島常盤 薮田 1.25
226-104 野島江崎２ 淡路市 野島江崎 大原 0.25
226-105 野島江崎３ 淡路市 野島江崎 小磯 0.31
226-106 野島大川 淡路市 野島大川 鴫ヶ谷 1.28
226-107 野田尾３ 淡路市 野田尾 0.44
226-108 淡路市 佐野 逢坂 0.09
226-109 野島江崎４ 淡路市 野島江崎 池ノ尻 0.97
226-110 野島江崎５ 淡路市 野島江崎 赤猪ノ子 0.42
226-111 岩屋１ 淡路市 岩屋 サセブ 0.54
226-112 里(4) 淡路市 釜口 里 0.92
226-113 久留麻 淡路市 久留麻 千本 1.30
226-114 野田尾４ 淡路市 野田尾 藤ノ実 2.68
226-115 淡路市 楠本 栗谷 0.30
226-116 野島江崎６ 淡路市 野島江崎 0.74
226-117 楠本２ 淡路市 楠本 大阪 0.80
226-118 尾崎３ 淡路市 尾崎 大木谷 1.22
226-119 尾崎４ 淡路市 尾崎 穴口 0.30
226-120 塩尾 淡路市 塩尾 撫 0.42
226-121 生穂２ 淡路市 生穂 東 1.87
226-122 室津１ 淡路市 室津 焼山 0.31
226-123 淡路市 岩屋 大谷 0.62
226-124 大谷(5) 淡路市 野島轟木 浅谷 0.78
226-125 岩屋２ 淡路市 岩屋 1.54
226-126 岩屋３ 淡路市 岩屋 3.54
226-127 野島江崎７ 淡路市 野島江崎 馬道 2.78
226-128 岩屋４ 淡路市 岩屋 0.51
226-129 薄木 淡路市 薄木 0.24
226-130 佐野２ 淡路市 佐野 0.06
226-131 生田畑３ 淡路市 生田畑 0.31
227-001 下谷 宍粟市 山崎町下比地 下谷 0.21
227-002 子の谷 宍粟市 山崎町下比地 子の谷 0.11
227-003 湯屋ヶ口 宍粟市 山崎町下比地 湯屋ヶ口 0.16
227-004 砂理谷 宍粟市 山崎町上比地 砂理谷 0.67
227-005 亀ヶ尾 宍粟市 山崎町金谷 亀ヶ尾 0.02
227-006 観音谷 宍粟市 山崎町段 観音谷 0.10
227-007 鎌谷 宍粟市 山崎町春安 鎌谷 0.18
227-008 大谷 宍粟市 山崎町春安 大谷 0.42
227-009 北水ヶ谷 宍粟市 山崎町木谷 北水ヶ谷 0.71
227-010 保工１ 宍粟市 山崎町高下 保工 0.15
227-011 間所 宍粟市 山崎町高下 間所 0.14
227-012 平 宍粟市 山崎町高下 平 0.26
227-013 皆森 宍粟市 山崎町高下 皆森 0.32
227-014 助森(1) 宍粟市 山崎町高下 助森 0.26
227-015 助森(2) 宍粟市 山崎町高下 助森 0.58
227-016 若狭 宍粟市 山崎町青木 若狭 0.72
227-017 大谷 宍粟市 山崎町土万 大谷 0.26
227-018 デンショボ 宍粟市 山崎町塩山 デンショボ 0.37
227-019 平１ 宍粟市 山崎町塩山 平 0.07
227-020 谷ノ奥 宍粟市 山崎町大沢 谷ノ奥 0.94
227-021 差の谷 宍粟市 山崎町大沢 差の谷 1.32
227-022 神子谷 宍粟市 山崎町塩山 神子谷 0.94
227-023 カトロ 宍粟市 山崎町土万 カトロ 0.34
227-024 高尾上山 宍粟市 山崎町土万 高尾上山 0.16
227-025 キノミ 宍粟市 山崎町土万 キノミ 0.72
227-026 ゴンゲン 宍粟市 山崎町土万 ゴンゲン 0.18
227-027 小矢野東平 宍粟市 山崎町葛根 小矢野東平 0.58
227-028 峠 宍粟市 山崎町葛根 峠 1.99
227-029 向ノ谷 宍粟市 山崎町青木 向ノ谷 0.22
227-030 井塚 宍粟市 山崎町青木 井塚 6.12
227-031 宮ノ谷 宍粟市 山崎町青木 宮ノ谷 0.37
227-032 角ヶ谷 宍粟市 山崎町青木 角ヶ谷 0.23
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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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大字 字
危険地区
面積

227-033 大谷 宍粟市 山崎町高下 大谷 0.32
227-034 広岡 宍粟市 山崎町高下 広岡 0.12
227-035 谷 宍粟市 山崎町高下 谷 0.16
227-036 米山 宍粟市 山崎町高下 米山 0.19
227-037 百枝月 宍粟市 山崎町市場 百枝月 0.18
227-038 外輪谷山 宍粟市 山崎町加生 外輪谷山 0.13
227-039 上ノ山(1) 宍粟市 山崎町加生 上ノ山 0.09
227-040 上ノ山(2) 宍粟市 山崎町門前 上ノ山 0.20
227-041 雨ヶ鼻 宍粟市 山崎町上寺 雨ヶ鼻 0.01
227-042 コニケ谷 宍粟市 山崎町下町 コニケ谷 0.23
227-043 高下 宍粟市 山崎町上牧谷 高下 0.75
227-044 西田 宍粟市 山崎町東下野 西田 0.27
227-045 矢柄 宍粟市 山崎町中野 矢柄 0.23
227-046 宮ノ元 宍粟市 山崎町中野 宮ノ元 0.17
227-047 小和田 宍粟市 山崎町上ノ 小和田 0.33
227-048 白井谷 宍粟市 山崎町上ノ 白井谷 1.13
227-049 明延 宍粟市 山崎町上ノ 明延 1.73
227-050 山ノ上 宍粟市 山崎町中野 山ノ上 1.33
227-051 権現 宍粟市 山崎町中野 権現 0.66
227-052 ナサラベ 宍粟市 山崎町東下野 ナサラベ 1.33
227-053 北畑 宍粟市 山崎町大谷 北畑 2.13
227-054 山根 宍粟市 山崎町片山 山根 0.08
227-055 谷口 宍粟市 山崎町宇野 谷口 0.48
227-056 東山 宍粟市 山崎町宇野 東山 0.11
227-057 西法師ヶ谷 宍粟市 山崎町生谷 西法師ヶ谷 1.74
227-058 西山 宍粟市 山崎町梯 西山 0.26
227-059 北山 宍粟市 山崎町梯 北山 0.13
227-060 宮山 宍粟市 山崎町五十波 宮山 0.07
227-061 奥谷 宍粟市 山崎町与位 奥谷 0.82
227-062 頃谷山 宍粟市 山崎町与位 頃谷山 2.83
227-063 北山 宍粟市 山崎町与位 北山 0.29
227-064 黒尾山 宍粟市 山崎町与位 黒尾山 1.16
227-065 トンゴネ 宍粟市 山崎町母栖 トンゴネ 1.27
227-066 本谷 宍粟市 山崎町野々上 本谷 1.14
227-067 寺谷 宍粟市 山崎町野々上 寺谷 0.84
227-068 妙見谷 宍粟市 山崎町野々上 妙見谷 0.34
227-069 カシ谷 宍粟市 山崎町岸田 カシ谷 0.06
227-070 森谷(1) 宍粟市 山崎町神谷 森谷 0.85
227-071 森谷(2) 宍粟市 山崎町神谷 森谷 0.20
227-072 寺谷 宍粟市 山崎町三谷 寺谷 2.04
227-073 ツヅラ谷 宍粟市 山崎町三谷 ツヅラ谷 0.53
227-074 上ノ山 宍粟市 山崎町川戸 上ノ山 0.14
227-075 禪師ヶ谷 宍粟市 山崎町宇原 禪師ヶ谷 0.68
227-076 西山 宍粟市 山崎町高下 西山 0.83
227-077 木野見 宍粟市 山崎町塩山 木野見 0.52
227-078 下町(1) 宍粟市 山崎町下町 戸敷 0.11
227-079 三谷(3) 宍粟市 山崎町三谷 淡路 0.75
227-080 塩田Ⅰ 宍粟市 山崎町塩田 籠桶 0.57
227-081 下町(2) 宍粟市 山崎町下町 与泰寺 0.77
227-082 木ノ谷 宍粟市 山崎町木ノ谷 畑ノ谷 0.08
227-083 両歩谷 宍粟市 山崎町土万 両歩谷 0.02
227-084 市場 宍粟市 山崎町土万 市場 0.06
227-085 西山 宍粟市 山崎町段 西山 0.83
227-086 権現 宍粟市 山崎町下町 権現 0.02
227-087 丸山 宍粟市 山崎町大沢 丸山 0.36
227-088 平２ 宍粟市 山崎町塩山 平 0.44
227-089 小矢野東平 宍粟市 山崎町葛根 小矢野東平 0.05
227-090 坂手 宍粟市 山崎町大谷 坂手 0.09
227-091 川戸 宍粟市 山崎町川戸 川戸 0.03
227-092 三尾 宍粟市 一宮町閏賀 三尾 1.45
227-093 上ケ市山(1) 宍粟市 一宮町西安積 上ケ市山 0.26
227-094 上ケ市山(2) 宍粟市 一宮町西安積 上ケ市山 0.28
227-095 大道山 宍粟市 一宮町西安積 大道山 1.95
227-096 松崎山 宍粟市 一宮町深河谷 松崎山 0.94
227-097 金山末 宍粟市 一宮町深河谷 金山末 0.47
227-098 下河原 宍粟市 一宮町深河谷 下河原 0.09
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（令和４年４月１日現在） （農林水産部治山課）
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227-099 池田 宍粟市 一宮町西深 池田 0.37
227-100 下上ノ山 宍粟市 一宮町西深 下上ノ山 0.52
227-101 岡常 宍粟市 一宮町西深 岡常 0.30
227-102 テラタニ 宍粟市 一宮町福野 テラタニ 0.20
227-103 ウエヤマ 宍粟市 一宮町福野 ウエヤマ 0.56
227-104 西奥 宍粟市 一宮町河原田 西奥 1.26
227-105 段 宍粟市 一宮町河原田 段 0.08
227-106 石飛 宍粟市 一宮町河原田 石飛 0.05
227-107 上高下 宍粟市 一宮町公文 上高下 0.39
227-108 大畑ケ 宍粟市 一宮町公文 大畑ケ 0.18
227-109 肥土 宍粟市 一宮町公文 肥土 0.06
227-110 月谷 宍粟市 一宮町横山 月谷 0.09
227-111 青菜 宍粟市 一宮町倉床 青菜 4.88
227-112 生身 宍粟市 一宮町倉床 生身 1.78
227-113 奥太谷 宍粟市 一宮町黒原 奥太谷 1.31
227-114 松山 宍粟市 一宮町黒原 松山 0.16
227-115 東坂谷 宍粟市 一宮町黒原 東坂谷 0.29
227-116 丑ノ谷 宍粟市 一宮町黒原 丑ノ谷 1.48
227-117 戸谷 宍粟市 一宮町上岸田 戸谷 1.13
227-118 坂ノ谷 宍粟市 一宮町百千家満 坂ノ谷 0.70
227-119 地獄谷 宍粟市 一宮町三方町 地獄谷 0.59
227-120 井ノ谷 宍粟市 一宮町三方町 井ノ谷 0.20
227-121 大谷 宍粟市 一宮町千町 大谷 8.90
227-122 高取り 宍粟市 一宮町福知 高取り 0.29
227-123 藪 宍粟市 一宮町福知 藪 4.41
227-124 東 宍粟市 一宮町福知 東 2.26
227-125 空 宍粟市 一宮町福知 空 2.02
227-126 梶原 宍粟市 一宮町生栖 梶原 0.97
227-127 平石 宍粟市 一宮町生栖 平石 0.68
227-128 ユリ 宍粟市 一宮町生栖 ユリ 2.56
227-129 本谷 宍粟市 一宮町安積 本谷 1.14
227-130 平戸 宍粟市 一宮町下野田 平戸 0.22
227-131 山根 宍粟市 一宮町能倉 山根 1.20
227-132 西山 宍粟市 一宮町能倉 西山 1.71
227-133 堂ケ市 宍粟市 一宮町東河内 山田堂ケ市 0.53
227-134 岡ノ上 宍粟市 一宮町東河内 山田岡ノ上 2.83
227-135 林 宍粟市 一宮町東河内 林 5.38
227-136 中山(1) 宍粟市 一宮町東河内 中山 0.85
227-137 中山(2) 宍粟市 一宮町東河内 中山 2.20
227-138 秋曽 宍粟市 一宮町東河内 秋曽 0.24
227-139 湯ノ郷 宍粟市 一宮町安黒 湯ノ郷 0.14
227-140 福野(3) 宍粟市 一宮町福野 ヲウエガイチ 0.04
227-141 黒原(5) 宍粟市 一宮町黒原 東坂谷 0.10
227-142 東河内(4) 宍粟市 一宮町東河内 日城 0.13
227-143 千町 宍粟市 一宮町千町 奥田谷 0.94
227-144 板屋 宍粟市 一宮町横山 板屋 0.15
227-145 下金屋 宍粟市 一宮町公文 下金屋 0.15
227-146 塚ノ元 宍粟市 一宮町生栖 塚ノ元 0.21
227-147 林 宍粟市 一宮町千町 林 0.26
227-148 東坂谷(3) 宍粟市 一宮町黒原 東坂谷 1.17
227-149 岡城山 宍粟市 一宮町東市場 岡城山 0.42
227-150 能倉(2) 宍粟市 一宮町能倉 打呑口 0.32
227-151 アカタマ 宍粟市 波賀町小野 アカタマ 0.66
227-152 井ノ谷 宍粟市 波賀町小野 井ノ谷 0.21
227-153 白滝 宍粟市 波賀町安賀 白滝 0.57
227-154 一ノ谷 宍粟市 波賀町安賀 一ノ谷 0.16
227-155 ソマ谷 宍粟市 波賀町斉木 ソマ谷 0.89
227-156 宮ノ谷 宍粟市 波賀町原 宮ノ谷 0.17
227-157 三久安 宍粟市 波賀町引原 三久安 0.82
227-158 トチサコ 宍粟市 波賀町原 トチサコ 0.33
227-159 植木 宍粟市 波賀町鹿伏 植木 0.13
227-160 セイキ 宍粟市 波賀町鹿伏 セイキ 2.13
227-161 スガ町 宍粟市 波賀町戸倉 スガ町 0.33
227-162 六朗谷 宍粟市 波賀町道谷 六朗谷 2.08
227-163 町通り 宍粟市 波賀町道谷 町通り 2.27
227-164 アリヤス 宍粟市 波賀町道谷 アリヤス 0.37
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227-165 惣屋敷 宍粟市 波賀町道谷 惣屋敷 1.34
227-166 奥山 宍粟市 波賀町鹿伏 奥山 1.52
227-167 モミヤマ 宍粟市 波賀町鹿伏 平桑モミヤマ 0.26
227-168 トチサコ 宍粟市 波賀町原 トチサコ 0.08
227-169 大谷 宍粟市 波賀町皆木 大谷 0.47
227-170 徳長 宍粟市 波賀町上野 徳長 1.34
227-171 大榎 宍粟市 波賀町上野 大榎 0.41
227-172 南垣内 宍粟市 波賀町上野 南垣内 0.75
227-173 溝野山 宍粟市 波賀町谷 溝野山 0.42
227-174 平桑(1) 宍粟市 波賀町鹿伏 平桑 2.55
227-175 平桑(2) 宍粟市 波賀町鹿伏 平桑 0.25
227-176 戸倉(2) 宍粟市 波賀町戸倉 宮ノ後 0.09
227-177 上野 宍粟市 波賀町上野 下滝ヶ畑 0.09
227-178 原 宍粟市 波賀町原 大将 0.09
227-179 斉木(2) 宍粟市 波賀町斉木 ハカサカ 0.41
227-180 原(5) 宍粟市 波賀町原 ウツノミ 0.09
227-181 ウルシ谷 宍粟市 波賀町原 ウルシ谷 0.05
227-182 三久安 宍粟市 波賀町引原 三久安 0.09
227-183 西谷 宍粟市 千種町七野 西谷 4.39
227-184 清水 宍粟市 千種町室 清水 0.77
227-185 岩吹 宍粟市 千種町西山 岩吹 1.65
227-186 上ノ山 宍粟市 千種町西河内 上ノ山 0.39
227-187 寺谷 宍粟市 千種町西河内 寺谷 0.88
227-188 千ノ尾 宍粟市 千種町西河内 千ノ尾 0.25
227-189 寺谷 宍粟市 千種町河内 寺谷 0.67
227-190 テラタニ 宍粟市 千種町河内 テラタニ 1.03
227-191 川井 宍粟市 千種町河内 川井 0.26
227-192 山平 宍粟市 千種町河呂 山平 0.19
227-193 岩野辺高谷 宍粟市 千種町岩野辺 高谷 0.09
227-194 室谷 宍粟市 千種町岩野辺 室谷 0.63
227-195 荒尾 宍粟市 千種町岩野辺 荒尾 0.35
227-196 揃木 宍粟市 千種町下河野 揃木 0.68
227-197 岡 宍粟市 千種町下河野 岡 0.80
227-198 下田 宍粟市 千種町下河野 下田 0.14
227-199 阿踏 宍粟市 千種町下河野 阿踏 0.23
227-200 保工２ 宍粟市 山崎町高下 保工 0.16
227-201 池ノ谷 宍粟市 山崎町高下 池ノ谷 0.02
227-202 トチガクボ 宍粟市 一宮町杉田 トチガクボ 1.26
227-203 五十波 宍粟市 山崎町五十波 大畑 0.21
227-204 伊和 宍粟市 一宮町伊和 滝ノ内 0.95
227-205 戌ヶ谷 宍粟市 千種町下河野 戌ヶ谷 0.67
227-206 下モ田 宍粟市 一宮町三方町 下モ田 0.41
227-207 猶原 宍粟市 千種町下河野 猶原 0.09
227-208 竹内 宍粟市 千種町下河野 竹内 0.09
227-209 青木 宍粟市 一宮町百千家満 青木 0.38
227-210 菖蒲ヶ谷 宍粟市 一宮町百千家満 菖蒲ヶ谷 0.73
227-211 大サコ山 宍粟市 一宮町深河谷 大サコ山 0.05
227-212 水船 宍粟市 一宮町横山 水船 0.18
227-213 キドコ山１ 宍粟市 一宮町福中 キドコ山１ 0.09
227-214 キドコ山２ 宍粟市 一宮町福中 キドコ山 0.22
227-215 宮ノ下 宍粟市 千種町下河野 宮ノ下 0.37
227-216 寺ノ前 宍粟市 千種町七野 寺ノ前 0.13
227-217 アガタ 宍粟市 山崎町上牧谷 アガタ 0.07
227-218 鐘鋳場１ 宍粟市 一宮町上岸田 鐘鋳場 0.09
227-219 鐘鋳場２ 宍粟市 一宮町上岸田 鐘鋳場 0.04
227-220 鐘鋳場３ 宍粟市 一宮町上岸田 鐘鋳場 0.05
227-221 ヲソゴエ 宍粟市 一宮町千町 ヲソゴエ 0.13
227-222 奥田谷 宍粟市 一宮町千町 奥田谷 0.67
227-223 丑神1 宍粟市 一宮町東公文 丑神 0.04
227-224 丑神2 宍粟市 一宮町東公文 丑神 0.06
227-225 寺ノ前２ 宍粟市 千種町七野 寺ノ前 1.22
227-226 高下 宍粟市 千種町河呂 高下 0.07
227-227 クソ原 宍粟市 一宮町井内 クソ原 0.14
227-228 ヨシノ 宍粟市 一宮町福知 ヨシノ 0.03
227-229 大坪 宍粟市 一宮町横山 大坪 0.02
227-230 塚ノ元 宍粟市 一宮町生栖 塚ノ元 0.17
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227-231 柴 宍粟市 一宮町生栖 柴 0.46
227-232 向ヒ 宍粟市 一宮町千町 向ヒ 0.05
227-233 向林 宍粟市 山崎町大谷 向林 0.08
227-234 板屋 宍粟市 一宮町倉床 板屋 0.13
227-235 山出 宍粟市 一宮町黒原 山出 0.13
227-236 一ノ谷 宍粟市 一宮町黒原 一ノ谷 0.40
227-237 下モ金屋 宍粟市 一宮町公文 下モ金屋 0.13
227-238 三尾2 宍粟市 一宮町閏賀 三尾2 0.07
227-239 平桑 宍粟市 波賀町鹿伏 平桑 0.02
227-240 下モ田 宍粟市 一宮町三方町 下モ田 0.09
227-241 三津 宍粟市 山崎町三津 瀧谷 0.11
227-242 下牧谷 宍粟市 山崎町下牧谷 三本榎 0.57
227-243 横須 宍粟市 山崎町横須 岩ヶ谷 0.25
227-244 上野田３ 宍粟市 一宮町上野田 志水ヶ谷 0.02
227-245 横山 宍粟市 一宮町横山 三谷 2.02
227-246 才ノ元 宍粟市 山崎町五十波 才ノ元 0.13
227-247 井の口 宍粟市 千種町下河野 神原 0.12
227-248 安積 宍粟市 一宮町安積 小林 0.37
227-249 山崎町五十波４ 宍粟市 山崎町五十波 大畑 0.13
227-250 山崎町上牧谷２ 宍粟市 山崎町上牧谷 有谷 0.29
227-251 一宮町倉床 宍粟市 一宮町倉床 板屋 0.02
227-252 一宮町黒原 宍粟市 一宮町黒原 中山 0.32
227-254 山崎町塩山 宍粟市 山崎町塩山 荒神ノ上 0.49
227-255 一宮町深河谷１ 宍粟市 一宮町深河谷 大サコ山 0.65
227-256 波賀町上野１ 宍粟市 波賀町上野 上滝ヶ畑 0.58
227-257 峡 宍粟市 一宮町公文 峡 1.20
227-258 一宮町三方町１ 宍粟市 一宮町三方町 井ノ田 0.09
227-259 中山 宍粟市 波賀町谷 中山 0.09
227-260 千種町下河野 宍粟市 千種町下河野 戌ヶ谷 0.02
227-261 千種町黒土１ 宍粟市 千種町黒土 奥ノ垣内 0.09
227-262 千種町黒土２ 宍粟市 千種町黒土 奥ノ垣内 0.35
227-263 千種町黒土３ 宍粟市 千種町黒土 奥ノ垣内 0.47
227-264 千種町室 宍粟市 千種町室 清水 1.75
227-265 千種町西山１ 宍粟市 千種町西山 妙見谷 0.18
227-266 千種町河呂１ 宍粟市 千種町河呂 大坪 0.48
227-267 千種町西山２ 宍粟市 千種町西山 苦竹 3.19
227-268 千種町西山３ 宍粟市 千種町西山 広石 4.40
227-269 千種町河呂２ 宍粟市 千種町河呂 宝谷 0.42
227-270 千種町河呂３ 宍粟市 千種町河呂 山平 1.09
227-271 千種町千草 宍粟市 千種町千草 上谷 2.44
227-272 千種町岩野辺１ 宍粟市 千種町岩野辺 小河 0.47
227-273 千種町黒土４ 宍粟市 千種町黒土 祢リ木 2.13
227-274 千種町河呂４ 宍粟市 千種町河呂 明地野 6.26
227-275 岩野辺森脇 宍粟市 千種町岩野辺 森脇 0.09
227-276 千種町岩野辺３ 宍粟市 千種町岩野辺 徳久 0.68
227-277 千種町岩野辺４ 宍粟市 千種町岩野辺 荒尾 0.26
227-278 波賀町斉木１ 宍粟市 波賀町斉木 ハカサカ 1.96
227-279 千種町岩野辺５ 宍粟市 千種町岩野辺 高谷 8.09
227-280 波賀町斉木２ 宍粟市 波賀町斉木 ハカサカ 0.69
227-281 波賀町斉木３ 宍粟市 波賀町斉木 ナメラ谷 1.63
227-282 千種町河呂５ 宍粟市 千種町河呂 鍋坂 0.89
227-283 千種町河呂６ 宍粟市 千種町河呂 宝谷 0.46
227-284 千種町河呂７ 宍粟市 千種町河呂 岡 0.39
227-285 千種町河呂８ 宍粟市 千種町河呂 高下 0.09
227-286 千種町河内１ 宍粟市 千種町河内 川井 0.53
227-287 千種町河内２ 宍粟市 千種町河内 大谷 0.10
227-288 千種町河内３ 宍粟市 千種町河内 空山 0.50
227-289 千種町河内４ 宍粟市 千種町河内 空山 0.84
227-290 千種町河内５ 宍粟市 千種町河内 空山 0.57
227-291 千種町河内６ 宍粟市 千種町河内 寺谷 0.72
227-292 千種町西河内１ 宍粟市 千種町西河内 寺谷 0.67
227-293 千種町西河内２ 宍粟市 千種町西河内 久保田 0.28
227-294 千種町西河内３ 宍粟市 千種町西河内 久保田 0.09
227-295 千種町西河内４ 宍粟市 千種町西河内 寺谷 2.34
227-296 千種町西河内５ 宍粟市 千種町西河内 樋谷 1.13
227-297 山崎町金谷１ 宍粟市 山崎町金谷 ダケノ谷 0.54
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227-298 山崎町金谷２ 宍粟市 山崎町金谷 長柄 1.03
227-299 山崎町金谷３ 宍粟市 山崎町金谷 曽谷 0.07
227-300 山崎町金谷４ 宍粟市 山崎町金谷 曽谷 0.07
227-301 山崎町段 宍粟市 山崎町段 山根 0.28
227-302 山崎町青木１ 宍粟市 山崎町青木 天神ヶ谷 0.51
227-303 山崎町青木２ 宍粟市 山崎町青木 梅ノ木谷 0.46
227-305 山崎町塩田１ 宍粟市 山崎町塩田 段 0.81
227-306 山崎町塩田２ 宍粟市 山崎町塩田 段 0.53
227-307 山崎町塩田３ 宍粟市 山崎町塩田 段 0.25
227-308 山崎町葛根１ 宍粟市 山崎町葛根 矢野 0.24
227-309 山崎町葛根２ 宍粟市 山崎町葛根 松元 0.36
227-311 山崎町小茅野１ 宍粟市 山崎町小茅野 白口 0.14
227-312 山崎町小茅野２ 宍粟市 山崎町小茅野 大戸 0.03
227-313 山崎町中比地 宍粟市 山崎町中比地 六反畑 0.21
227-314 山崎町宇原１ 宍粟市 山崎町宇原 奥山 0.75
227-315 山崎町宇原２ 宍粟市 山崎町宇原 奥山 1.31
227-316 山崎町須賀沢２ 宍粟市 山崎町須賀沢 非尻谷 0.04
227-317 山崎町須賀沢３ 宍粟市 山崎町須賀沢 非尻谷 0.09
227-318 山崎町須賀沢４ 宍粟市 山崎町須賀沢 垣内 0.17
227-319 山崎町川戸 宍粟市 山崎町川戸 大フゴ 0.18
227-320 山崎町須賀沢５ 宍粟市 山崎町須賀沢 小上 1.71
227-321 山崎町須賀沢６ 宍粟市 山崎町須賀沢 小上 1.30
227-322 山崎町高所 宍粟市 山崎町高所 鍛治屋谷 0.97
227-323 山崎町三谷 宍粟市 山崎町三谷 応治ヶ谷 0.29
227-326 山崎町神谷１ 宍粟市 山崎町神谷 寺谷 0.16
227-327 三谷字道上 宍粟市 山崎町三谷 道上 0.28
227-328 山崎町上寺 宍粟市 山崎町上寺 水ヶ谷 0.12
227-329 山崎町市場 宍粟市 山崎町市場 堂ノ下 0.17
227-330 山崎町高下１ 宍粟市 山崎町高下 吉藤 0.23
227-331 山崎町高下２ 宍粟市 山崎町高下 広岡 0.12
227-332 山崎町宇野 宍粟市 山崎町宇野 天子 0.51
227-333 山崎町高下３ 宍粟市 山崎町高下 大谷 0.78
227-334 山崎町片山 宍粟市 山崎町片山 山根 1.99
227-335 山崎町上牧谷 宍粟市 山崎町上牧谷 高下 0.06
227-336 山崎町塩田４ 宍粟市 山崎町塩田 九鬼 1.40
227-337 山崎町大谷１ 宍粟市 山崎町大谷 広畑 0.55
227-338 山崎町大谷２ 宍粟市 山崎町大谷 向林 2.31
227-339 山崎町中野 宍粟市 山崎町中野 宿 0.28
227-340 山崎町塩田５ 宍粟市 山崎町塩田 段 0.34
227-341 山崎町塩田６ 宍粟市 山崎町塩田 丸山 0.97
227-342 山崎町上ノ１ 宍粟市 山崎町上ノ 明延 1.47
227-343 山崎町大沢 宍粟市 山崎町大沢 エマン谷 2.27
227-344 山崎町上ノ２ 宍粟市 山崎町上ノ 小部 0.33
227-345 山崎町上ノ３ 宍粟市 山崎町上ノ 岸ノ下 0.64
227-346 山崎町上ノ４ 宍粟市 山崎町上ノ 岸ノ下 2.04
227-347 山崎町上ノ５ 宍粟市 山崎町上ノ 岸ノ下 0.09
227-348 山崎町生谷 宍粟市 山崎町生谷 西法師ヶ谷 0.38
227-349 山崎町下町 宍粟市 山崎町下町 與泰寺 0.10
227-350 山崎町大谷３ 宍粟市 山崎町大谷 広畑 2.40
227-352 山崎町五十波１ 宍粟市 山崎町五十波 坂手 0.19
227-353 山崎町五十波２ 宍粟市 山崎町五十波 大畑 0.45
227-354 山崎町大谷４ 宍粟市 山崎町大谷 向林 0.47
227-355 山崎町梯１ 宍粟市 山崎町梯 落蔵 0.27
227-356 山崎町梯２ 宍粟市 山崎町梯 焼ノ谷 0.51
227-357 山崎町大谷５ 宍粟市 山崎町大谷 向林 0.21
227-358 山崎町神谷３ 宍粟市 山崎町神谷 寺谷 0.31
227-359 山崎町野々上 宍粟市 山崎町野々上 塚谷 0.14
227-361 山崎町五十波３ 宍粟市 山崎町五十波 大畑 0.41
227-362 山崎町田井 宍粟市 山崎町田井 福城谷 0.40
227-363 山崎町杉ヶ瀬１ 宍粟市 山崎町杉ヶ瀬 上ノ谷 0.24
227-364 山崎町与位 宍粟市 山崎町与位 奥谷 0.19
227-365 山崎町杉ヶ瀬２ 宍粟市 山崎町杉ヶ瀬 クシガ谷 0.38
227-366 山崎町母栖１ 宍粟市 山崎町母栖 クシホリ谷 0.71
227-367 山崎町母栖２ 宍粟市 山崎町母栖 番所谷 1.35
227-368 波賀町原 宍粟市 波賀町原 防垣内山 0.21
227-369 波賀町飯見 宍粟市 波賀町飯見 大サコ 0.28
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227-370 波賀町上野２ 宍粟市 波賀町上野 上滝ヶ畑 0.13
227-371 波賀町上野３ 宍粟市 波賀町上野 上東山 0.86
227-372 一宮町河原田１ 宍粟市 一宮町河原田 大段 1.72
227-373 一宮町河原田２ 宍粟市 一宮町河原田 大段 2.45
227-374 波賀町上野４ 宍粟市 波賀町上野 南垣内 0.32
227-375 波賀町上野５ 宍粟市 波賀町上野 南垣内 0.02
227-376 波賀町斉木４ 宍粟市 波賀町斉木 方平 0.22
227-377 波賀町斉木５ 宍粟市 波賀町斉木 セドケ谷 1.66
227-378 波賀町斉木６ 宍粟市 波賀町斉木 セドケ谷 1.37
227-379 波賀町斉木７ 宍粟市 波賀町斉木 流田東 0.86
227-381 波賀町斉木８ 宍粟市 波賀町斉木 流田東 0.70
227-382 波賀町斉木９ 宍粟市 波賀町斉木 大谷 0.20
227-383 波賀町斉木１０ 宍粟市 波賀町斉木 ハカサカ 1.01
227-385 波賀町斉木１１ 宍粟市 波賀町斉木 ハカサカ 1.10
227-386 波賀町斉木１２ 宍粟市 波賀町斉木 坂口 0.27
227-387 波賀町斉木１３ 宍粟市 波賀町斉木 坂口 0.70
227-388 波賀町斉木１４ 宍粟市 波賀町斉木 ホウトチ 0.65
227-389 波賀町斉木１５ 宍粟市 波賀町斉木 ゴソロ 1.04
227-390 波賀町斉木１６ 宍粟市 波賀町斉木 瀧谷 0.47
227-391 波賀町安賀 宍粟市 波賀町安賀 空林 1.13
227-392 波賀町今市１ 宍粟市 波賀町今市 大畑 0.08
227-393 波賀町今市２ 宍粟市 波賀町今市 大畑 0.36
227-394 波賀町斉木１７ 宍粟市 波賀町斉木 ナメラ谷 5.27
227-395 波賀町小野１ 宍粟市 波賀町小野 大谷 4.01
227-396 波賀町小野２ 宍粟市 波賀町小野 大谷 1.13
227-397 一宮町深河谷２ 宍粟市 一宮町深河谷 アカハゲ山 8.00
227-398 一宮町深河谷３ 宍粟市 一宮町深河谷 松ノ崎山 0.52
227-399 波賀町谷１ 宍粟市 波賀町谷 東山 0.29
227-400 波賀町谷２ 宍粟市 波賀町谷 東山 0.13
227-401 波賀町谷３ 宍粟市 波賀町谷 東山 0.68
227-402 一宮町安積 宍粟市 一宮町安積 岩谷山 1.01
227-403 一宮町西安積 宍粟市 一宮町西安積 上ヶ市山 0.27
227-404 一宮町閏賀 宍粟市 一宮町閏賀 三尾 0.23
227-405 一宮町東河内１ 宍粟市 一宮町東河内 岡ノ上 0.06
227-406 一宮町東河内２ 宍粟市 一宮町東河内 黒岩 0.09
227-407 一宮町生栖１ 宍粟市 一宮町生栖 ユリ 1.53
227-408 一宮町能倉 宍粟市 一宮町能倉 垣内 0.22
227-409 一宮町上野田１ 宍粟市 一宮町上野田 杤倉 0.03
227-410 一宮町上野田２ 宍粟市 一宮町上野田 志水ヶ谷 0.17
227-411 一宮町深河谷４ 宍粟市 一宮町深河谷 アカハゲ山 3.15
227-412 一宮町深河谷５ 宍粟市 一宮町深河谷 シデノ谷山 3.95
227-413 一宮町深河谷６ 宍粟市 一宮町深河谷 コエンド 2.23
227-414 一宮町生栖２ 宍粟市 一宮町生栖 大ミ山 0.14
227-415 一宮町西深 宍粟市 一宮町西深 池田 0.09
227-416 一宮町生栖３ 宍粟市 一宮町生栖 平石 0.01
227-417 一宮町深河谷7 宍粟市 一宮町深河谷 コエンド 5.98
227-418 福知津羅 宍粟市 一宮町福知 津羅 0.09
227-419 一宮町河原田３ 宍粟市 一宮町河原田 大段 4.97
227-420 一宮町河原田４ 宍粟市 一宮町河原田 上三田 0.30
227-421 一宮町公文１ 宍粟市 一宮町公文 浅後 0.20
227-422 一宮町公文２ 宍粟市 一宮町公文 上金屋 0.41
227-423 一宮町公文３ 宍粟市 一宮町公文 下タ垣内 0.78
227-424 一宮町公文４ 宍粟市 一宮町公文 唐野 0.32
227-425 一宮町公文５ 宍粟市 一宮町公文 林ノ前 0.17
227-427 一宮町公文６ 宍粟市 一宮町公文 林ノ前 0.54
227-428 一宮町公文７ 宍粟市 一宮町公文 宮ノ前 0.08
227-429 一宮町三方町２ 宍粟市 一宮町三方町 下モ田 0.22
227-430 一宮町福野1 宍粟市 一宮町福野 西ヨコズミ 0.30
227-431 一宮町福野２ 宍粟市 一宮町福野 西ヨコズミ 0.38
227-432 一宮町百千家満１ 宍粟市 一宮町百千家満 菖蒲ヶ谷 1.07
227-433 一宮町百千家満２ 宍粟市 一宮町百千家満 青木 0.76
227-434 一宮町千町２ 宍粟市 一宮町千町 向ヒ 0.88
227-435 一宮町百千家満３ 宍粟市 一宮町百千家満 青木 0.10
227-436 一宮町百千家満４ 宍粟市 一宮町百千家満 青木 1.56
227-437 一宮町百千家満５ 宍粟市 一宮町百千家満 本谷 0.47
227-439 一宮町上岸田１ 宍粟市 一宮町上岸田 芋子段 0.48
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227-441 一宮町黒原１ 宍粟市 一宮町黒原 奥山 1.13
227-442 一宮町黒原２ 宍粟市 一宮町黒原 奥山 0.28
227-443 一宮町河原田５ 宍粟市 一宮町河原田 大段 1.58
227-445 一宮町上岸田２ 宍粟市 一宮町上岸田 糞原 1.56
227-447 一宮町黒原３ 宍粟市 一宮町黒原 奥山 2.96
227-448 一宮町黒原４ 宍粟市 一宮町黒原 奥山 0.09
227-449 一宮町黒原５ 宍粟市 一宮町黒原 奥太谷 1.36
227-451 一宮町井内１ 宍粟市 一宮町井内 寺畠 0.13
227-452 一宮町井内２ 宍粟市 一宮町井内 西垣内 0.11
227-453 一宮町上岸田３ 宍粟市 一宮町上岸田 滝山 0.16
227-455 一宮町上岸田４ 宍粟市 一宮町上岸田 コジコミ 0.48
227-457 一宮町公文８ 宍粟市 一宮町公文 水上 0.81
227-458 一宮町公文９ 宍粟市 一宮町公文 水上 4.00
227-460 一宮町公文10 宍粟市 一宮町公文 川向ヒ 0.05
227-461 一宮町公文11 宍粟市 一宮町公文 井ノナル 0.20
227-462 一宮町河原田６ 宍粟市 一宮町河原田 阿舎利 0.14
227-463 波賀町引原１ 宍粟市 波賀町引原 三久安 3.57
227-464 波賀町引原２ 宍粟市 波賀町引原 三久安 2.57
227-465 波賀町鹿伏１ 宍粟市 波賀町鹿伏 奥山 0.85
227-466 波賀町鹿伏２ 宍粟市 波賀町鹿伏 宮中 2.34
227-467 波賀町戸倉 宍粟市 波賀町戸倉 赤谷 2.78
227-468 波賀町鹿伏３ 宍粟市 波賀町鹿伏 清木 3.83
227-470 山崎町上比地１ 宍粟市 山崎町上比地 上ノ段 0.35
227-471 山崎町上比地２ 宍粟市 山崎町上比地 源ノ段 0.61
227-472 山崎町下比地 宍粟市 山崎町下比地 大谷 0.28
227-473 山崎町宇原３ 宍粟市 山崎町宇原 前谷 0.97
227-474 千種町室２ 宍粟市 千種町室 城見 4.84
227-475 山崎町青木３ 宍粟市 山崎町青木 梅ヶ屹 0.68
227-476 山崎町塩山２ 宍粟市 山崎町塩山 金谷 1.00
227-477 山崎町大沢２ 宍粟市 山崎町大沢 立ゴモ 0.27
227-478 山崎町大沢３ 宍粟市 山崎町大沢 立ゴモ 0.34
227-479 天神谷 宍粟市 山崎町野々上 天神谷 0.14
227-480 上ミ岡 宍粟市 山崎町土万 上ミ岡 0.03
227-481 七野字山根 宍粟市 千種町七野 山根 0.24
227-482 ヌタノ尾 宍粟市 山崎町木谷 ヌタノ尾 0.20
227-483 牧谷 宍粟市 山崎町市場 牧谷 0.21
227-484 赤坂 宍粟市 山崎町塩山 赤坂 0.35
227-485 無妙谷 宍粟市 山崎町須賀沢 無妙谷 0.39
227-486 本谷 宍粟市 山崎町高所 本谷 0.98
227-487 コジコミ 宍粟市 一宮町上岸田 コジコミ 0.38
227-488 鍛冶屋谷３ 宍粟市 山崎町高所 鍛冶屋谷 0.92
227-489 下牧谷 宍粟市 山崎町下牧谷 谷 0.06
227-490 コラサコ 宍粟市 山崎町三津 コラサコ 0.12
227-491 毛刺 宍粟市 山崎町梯 毛刺 0.14
227-492 毛刺２ 宍粟市 山崎町梯 毛刺 0.81
227-493 北谷 宍粟市 山崎町与位 北谷 1.13
227-494 大谷 宍粟市 波賀町斎木 大谷 6.44
227-495 浜廻 宍粟市 一宮町倉床 浜廻 0.01
227-496 門付 宍粟市 一宮町公文 門付 0.09
227-497 上ノ山 宍粟市 山崎町元山崎 上ノ山 0.04
227-498 杉谷前 宍粟市 千種町西山 杉谷前 0.82
227-499 庵谷 宍粟市 山崎町青木 庵谷 0.71
227-500 明字 宍粟市 山崎町塩田 明字 0.05
227-501 上ノ山２ 宍粟市 山崎町川戸 上ノ山 0.05
227-502 石ヶ谷 宍粟市 山崎町須賀沢 石ヶ谷 0.53
227-503 戸敷 宍粟市 山崎町下町 戸敷 0.29
227-504 澤田垣内 宍粟市 一宮町公文 澤田垣内 0.13
227-505 入江 宍粟市 一宮町倉床 入江 0.10
227-506 上ノ山（３） 宍粟市 山崎町門前 上ノ山 0.09
227-507 カキノトウ 宍粟市波賀町 原 カキノトウ 0.09
227-508 別所 宍粟市 千種町鷹巣 別所 0.44
227-509 成岡 宍粟市 山崎町塩田 成岡 0.34
227-510 山根 宍粟市 山崎町土万 山根 0.20
227-511 道上 宍粟市 山崎町三谷 道上 0.15
227-512 応治ヶ谷 宍粟市 山崎町三谷 応治ヶ谷 0.19
227-513 大畑 宍粟市 山崎町五十波 大畑 0.09
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227-514 横谷 宍粟市 山崎町野々上 横谷 0.15
227-515 百町 宍粟市 波賀町斎木 百町 0.09
227-516 ソマ谷 宍粟市 波賀町斎木 ソマ谷 0.19
227-517 銭神 宍粟市 一宮町公文 銭神 0.09
227-518 芋山 宍粟市 一宮町百千家満 芋山 0.07
227-519 一ノ谷 宍粟市 一宮町黒原 一ノ谷 0.23
227-520 芋子段 宍粟市 一宮町上岸田 芋子段 0.09
227-521 奥山 宍粟市 一宮町黒原 奥山 0.09
227-522 堂ノ谷 宍粟市 一宮町黒原 堂ノ谷 0.37
227-523 権現２ 宍粟市 山崎町下町 権現 0.09
227-524 中野 宍粟市 山崎町中野 一ノ久保 0.18
228-001 馬瀬 加東市 馬瀬 北山 1.05
228-002 上鴨川(3) 加東市 上鴨川 西山ノ北 0.11
228-003 上鴨川（1） 加東市 上鴨川 北山ノ北 1.88
228-004 上鴨川(2) 加東市 上鴨川 北山 2.29
228-005 平木(1) 加東市 平木 御防伏山 0.68
228-006 平木(5) 加東市 平木 御嶽山 0.09
228-007 平木(3) 加東市 平木 御嶽山 0.48
228-008 平木(2) 加東市 平木 御嶽山 0.72
228-009 平木(4) 加東市 平木 御嶽山 0.65
228-010 下鴨川(2) 加東市 下鴨川 北山 0.26
228-011 下鴨川(1) 加東市 下鴨川 西山 0.30
228-012 上三草 加東市 上三草 0.85
228-013 下滝野(2) 加東市 下滝野 大谷 0.20
228-014 下滝野(1) 加東市 下滝野 高倉 0.59
228-015 上滝野 加東市 上滝野 奥ノ谷 1.73
228-016 曽我 加東市 曾我 鍋子 0.28
228-017 平木７ 加東市 平木 御嶽山 0.57
228-018 平木１ 加東市 平木 御嶽山 0.05
228-019 平木２ 加東市 平木 御嶽山 0.08
228-020 平野町 加東市 平野町 ヌカツカ 0.29
228-021 上鴨川１ 加東市 上鴨川 東山 0.01
228-022 平木３ 加東市 平木 御嶽山 0.09
228-023 平木４ 加東市 平木 御嶽山 0.19
228-024 平木５ 加東市 平木 御嶽山 0.07
228-025 下滝野(3) 加東市 下滝野 高倉ほか 0.31
228-027 平木６ 加東市 平木 御嶽山 0.07
228-028 上鴨川２ 加東市 上鴨川 北山 0.50
228-029 小倉ノ谷A 加東市 秋津 小倉ノ谷 0.35
228-030 北山ノ北A 加東市 上鴨川 北山ノ北 0.32
228-031 北山ノ北A 加東市 上鴨川 北山ノ北 2.32
228-032 西鹿野A 加東市 下久米 西鹿野 0.08
228-033 御嶽山A 加東市 平木 御嶽山 0.10
228-034 太郎ケ谷A 加東市 大畑 太郎ケ谷 0.36
228-035 太郎ケ谷A 加東市 大畑 太郎ケ谷 0.32
228-036 岩ヶ谷A 加東市 新定 岩ヶ谷 0.16
228-037 御嶽山A 加東市 平木 御嶽山 0.23
228-038 御嶽山A 加東市 平木 御嶽山 0.09
228-039 御嶽山A 加東市 平木 御嶽山 0.49
228-040 前坂A 加東市 秋津 前坂 5.50
228-041 北山A 加東市 上鴨川 北山 0.08
228-042 北山A 加東市 上鴨川 北山 0.07
228-043 ヌタノA 加東市 栄枝 ヌタノ 0.27
228-044 御嶽山A 加東市 平木 御嶽山 0.08
228-045 御嶽山A 加東市 平木 御嶽山 0.94
228-046 北山A 加東市 下鴨川 北山 0.09
228-047 北山ノ北A 加東市 上鴨川 北山ノ北 0.96
228-048 西山ノ北A 加東市 上鴨川 西山ノ北 0.11
228-049 西山A 加東市 下鴨川 西山 0.07
228-050 西鹿野A 加東市 下久米 西鹿野 0.02
228-051 二ノ谷A 加東市 森 二ノ谷 0.45
228-052 大福谷A 加東市 新定 大福谷 0.09
228-053 中山A 加東市 久米 中山 0.19
228-054 中山A 加東市 久米 中山 0.04
228-055 北山A 加東市 上鴨川 北山 0.39
228-056 田中A 加東市 下久米 田中 0.08
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228-057 御嶽山A 加東市 平木 御嶽山 0.05
228-058 北山A 加東市 藤田 北山 0.11
228-059 ニカキ谷A 加東市 岩屋 ニカキ谷 0.29
228-060 社町平木B 加東市 社町平木 御嶽山 0.12
229-001 播磨塚 たつの市 揖西町竹原 播磨塚 0.50
229-002 三ノ谷 たつの市 揖西町長尾 三ノ谷 0.59
229-003 鹿ヶ谷 たつの市 揖西町長尾 鹿ヶ谷 0.54
229-004 大蔵内奥山(1) たつの市 揖西町小犬丸 大蔵内奥山 0.63
229-005 大蔵内中谷 たつの市 揖西町小犬丸 大蔵内中谷 0.43
229-006 大蔵内奥山(2) たつの市 揖西町小犬丸 大蔵内奥山 0.44
229-007 大行奥山 たつの市 揖西町小犬丸 大行奥山 0.52
229-008 野山 たつの市 龍野町北龍野 野山 0.80
229-009 東山(1) たつの市 龍野町島田 東山 0.31
229-010 東山(2) たつの市 龍野町島田 東山 0.13
229-011 東垣内 たつの市 龍野町中井 東垣内 0.28
229-012 小神 たつの市 揖西町小神 東山 0.13
229-013 スゲノ谷 たつの市 新宮町下莇原 スゲノ谷 0.35
229-014 笠谷 たつの市 新宮町下莇原 笠谷 0.27
229-015 向山 たつの市 新宮町角亀 向山 0.48
229-016 南谷 たつの市 新宮町善定 南谷 0.28
229-017 栃原 たつの市 新宮町栗町 栃原 2.35
229-018 山本 たつの市 新宮町牧 山本 0.23
229-019 イラ谷 たつの市 新宮町奥小屋 イラ谷 1.60
229-020 桃木谷 たつの市 新宮町牧 桃木谷 0.09
229-021 鎌 たつの市 新宮町鍛冶屋 鎌 0.52
229-022 西河内北山 たつの市 新宮町千本 西河内北山 0.77
229-023 北山 たつの市 新宮町千本 北山 0.09
229-024 朝山 たつの市 新宮町平野 朝山 0.27
229-025 大寺 たつの市 新宮町宮内 大寺 0.40
229-026 入住 たつの市 新宮町上笹 入住 1.25
229-027 北山 たつの市 新宮町下笹 北山 1.06
229-028 東山(1) たつの市 新宮町下笹 東山 0.65
229-029 東山(2) たつの市 新宮町下野 東山 0.61
229-030 小松谷 たつの市 新宮町牧 小松谷 0.68
229-031 沢田谷 たつの市 新宮町牧 沢田谷 0.12
229-032 坂口 たつの市 新宮町牧 坂口 0.56
229-033 赤イ谷 たつの市 新宮町牧 赤イ谷 0.49
229-034 西山 たつの市 新宮町牧 西山 0.04
229-035 奥山(2) たつの市 揖保川町馬場 奥山 0.53
229-036 奥山(1) たつの市 揖保川町馬場 奥山 1.22
229-037 山王 たつの市 揖保川町正条 山王 0.23
229-038 中山 たつの市 揖保川町山津屋 中山 0.20
229-039 西溝ヶ谷 たつの市 御津町岩見 西溝ヶ谷 0.29
229-040 荒戸 たつの市 御津町室津 荒戸 0.34
229-041 尼谷 たつの市 御津町室津 尼谷 0.26
229-042 笹谷 たつの市 新宮町牧 笹谷 0.78
229-043 入野 たつの市 神岡町入野 奥山 0.58
229-044 福田 たつの市 誉田町福田 笹山 0.38
229-045 中垣内 たつの市 揖西町中垣内 奥池乙 0.26
229-046 能地 たつの市 新宮町能地 横松山 0.10
229-047 三石山 たつの市 揖西町中垣内 三石山 0.11
229-048 下シ たつの市 揖西町新宮 下シ 0.10
229-049 新宮町篠首３ たつの市 新宮町篠首 才樫 0.36
229-053 揖西町土師 たつの市 揖西町土師 清水川 0.23
229-054 揖西町長尾1 たつの市 揖西町長尾 薬師山 0.05
229-057 揖西町小犬丸１ たつの市 揖西町小犬丸 奥山 0.12
229-058 揖西町小犬丸２ たつの市 揖西町小犬丸 奥山 0.12
229-059 揖西町小犬丸３ たつの市 揖西町小犬丸 大谷奥山 0.10
229-060 揖西町小犬丸４ たつの市 揖西町小犬丸 佐水奥山 0.06
229-061 揖西町長尾２ たつの市 揖西町長尾 鹿ヶ谷 0.21
229-062 揖西町小犬丸５ たつの市 揖西町小犬丸 大蔵内奥山 0.15
229-063 揖西町小犬丸６ たつの市 揖西町小犬丸 ウルスベ 0.06
229-064 揖西町小犬丸７ たつの市 揖西町小犬丸 ウルスベ 0.12
229-067 揖西町新宮 たつの市 揖西町新宮 下シ 0.71
229-068 龍野町北龍野 たつの市 龍野町北龍野 野山 0.41
229-069 揖西町中垣内１ たつの市 揖西町中垣内 オオクラヤマ 0.38
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229-070 揖西町中垣内２ たつの市 揖西町中垣内 オオクラヤマ 0.17
229-071 揖西町中垣内３ たつの市 揖西町中垣内 オオクラヤマ 0.89
229-072 揖西町中垣内４ たつの市 揖西町中垣内 中垣内 0.14
229-074 神岡町追分４ たつの市 神岡町追分 東山 0.16
229-076 新宮町上莇原 たつの市 新宮町上莇原 一ノ谷 0.09
229-077 新宮町佐野 たつの市 新宮町佐野 岩谷 0.34
229-078 新宮町市野保 たつの市 新宮町市野保 蔵谷 0.48
229-079 新宮町曾我井 たつの市 新宮町曾我井 大谷 1.10
229-080 新宮町下野 たつの市 新宮町下野 築口 1.50
229-081 新宮町篠首４ たつの市 新宮町篠首 大船 0.94
229-082 新宮町篠首５ たつの市 新宮町篠首 坊垣内 0.09
229-083 新宮町篠首６ たつの市 新宮町篠首 坊垣内 0.27
229-084 新宮町篠首７ たつの市 新宮町篠首 西谷 0.30
229-085 新宮町篠首８ たつの市 新宮町篠首 才樫 0.34
229-086 新宮町篠首９ たつの市 新宮町篠首 才樫 0.05
229-087 新宮町篠首１０ たつの市 新宮町篠首 上円 1.38
229-088 新宮町篠首１１ たつの市 新宮町篠首 大谷 0.79
229-089 新宮町篠首１２ たつの市 新宮町篠首 大谷 0.13
229-090 新宮町篠首１３ たつの市 新宮町篠首 大谷 0.49
229-091 新宮町篠首１４ たつの市 新宮町篠首 十谷 0.23
229-092 新宮町篠首１５ たつの市 新宮町篠首 大谷 0.56
229-093 新宮町篠首１６ たつの市 新宮町篠首 尾ノ鼻 0.01
229-094 新宮町香山２ たつの市 新宮町香山 北山 0.11
229-095 新宮町香山３ たつの市 新宮町香山 北山 0.09
229-096 新宮町篠首１７ たつの市 新宮町篠首 尾ノ鼻 0.19
229-097 新宮町香山４ たつの市 新宮町香山 北山 0.28
229-098 新宮町篠首１８ たつの市 新宮町篠首 石坂 0.50
229-099 新宮町平野 たつの市 新宮町平野 焼山 0.57
229-100 新宮町大屋 たつの市 新宮町大屋 市谷 0.27
229-101 新宮町善定１ たつの市 新宮町善定 桜谷 0.40
229-102 新宮町善定２ たつの市 新宮町善定 小屋ノ谷 0.30
229-103 新宮町篠首１９ たつの市 新宮町篠首 西谷 1.99
229-104 新宮町善定３ たつの市 新宮町善定 タブチ 0.51
229-105 新宮町篠首２０ たつの市 新宮町篠首 西ノ山 0.64
229-106 新宮町千本１ たつの市 新宮町千本 東河内東山 1.13
229-107 新宮町千本２ たつの市 新宮町千本 東河内東山 0.37
229-108 新宮町栗町１ たつの市 新宮町栗町 栃原 2.13
229-109 新宮町千本３ たつの市 新宮町千本 東河内東山 0.73
229-110 新宮町千本４ たつの市 新宮町千本 倉瀬山 0.09
229-111 新宮町栗町２ たつの市 新宮町栗町 宗附 0.39
229-112 新宮町栗町３ たつの市 新宮町栗町 宗附 0.14
229-113 新宮町角亀 たつの市 新宮町角亀 築原大谷 0.57
229-114 新宮町千本５ たつの市 新宮町千本 西河内 0.53
229-115 新宮町下莇原 たつの市 新宮町下莇原 西谷 0.19
229-117 新宮町千本６ たつの市 新宮町千本 東河内東山 0.62
229-118 新宮町牧１ たつの市 新宮町牧 小屋口 1.34
229-119 新宮町牧２ たつの市 新宮町牧 中山 0.22
229-120 大浦 たつの市 御津町室津 大浦 0.29
229-121 亀甲 たつの市 御津町室津 亀甲 0.70
229-122 亀甲２ たつの市 御津町室津 亀甲 0.78
229-123 片越 たつの市 御津町室津 片越 0.09
229-124 七曲り たつの市 御津町室津 七曲り 0.09
229-125 七曲り２ たつの市 御津町室津 七曲り 0.09
229-126 向山 たつの市 揖西町構 向山 0.20
229-127 西大門 たつの市 御津町岩見 西大門 0.21
229-128 奥山（３） たつの市 揖保川町馬場 奥山 0.09
229-129 奥山（４） たつの市 揖保川町馬場 奥山 0.09
229-130 寺山 たつの市 揖保川町金剛山 寺山 0.47
229-131 浦山 たつの市 揖保川町黍田 浦山 0.29
229-132 見附 たつの市 揖保川町黍田 見附 0.50
229-133 東山 たつの市 揖保川町原 東山 0.01
229-134 佛谷 たつの市 揖保川町原 佛谷 0.42
229-135 谷ノ坊 たつの市 揖保川町大門 谷ノ坊 0.11
229-136 西谷 たつの市 揖保川町野田 西谷 0.09
229-137 大陣原 たつの市 揖西町土師 大陣原 0.09
229-138 播磨塚２ たつの市 揖西町竹原 播磨塚 0.16
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229-139 井ノハカ たつの市 揖西町菖蒲谷 井ノハカ 1.99
229-140 大浄寺 たつの市 揖西町小神 大浄寺 1.31
229-141 上楽寺 たつの市 揖西町小神 上楽寺 0.40
229-142 上楽寺２ たつの市 揖西町小神 上楽寺 1.28
229-143 東光寺 たつの市 揖西町新宮 東光寺 0.30
229-144 東山 たつの市 揖西町中垣内 東山 0.06
229-145 上ノ山 たつの市 新宮町上莇原 上ノ山 0.09
229-146 脇ノ谷 たつの市 新宮町北村 脇ノ谷 0.07
229-147 水谷 たつの市 新宮町曽我井 水谷 0.27
229-148 城谷 たつの市 新宮町新宮 城谷 0.98
229-149 東山（３） たつの市 新宮町下野 東山 0.18
229-150 南山 たつの市 新宮町下笹 南山 0.09
229-151 南山（２） たつの市 新宮町下笹 南山 0.12
229-152 新宮町篠首２１ たつの市 新宮町篠首 大船 0.46
229-153 新宮町篠首２２ たつの市 新宮町篠首 大船 0.70
229-154 新宮町善定４ たつの市 新宮町善定 小屋ノ谷 0.69
229-155 奥山(3) たつの市 揖保川町馬場 奥山 0.46
229-156 サノ谷 たつの市 新宮町牧 サノ谷 0.38
229-157 西山 たつの市 新宮町二柏野 西山 0.44
229-158 石坂 たつの市 新宮町篠首 石坂 1.74
229-159 横松山 たつの市 新宮町能地 横松山 0.02
229-160 東河内西山 たつの市 新宮町千本 東河内西山 0.09
229-161 見谷 たつの市 新宮町牧 見谷 0.09
229-162 紺屋谷 たつの市 揖保川町二塚 紺屋谷 0.05
229-163 乙城山 たつの市 揖西町佐江 乙城山 0.02
229-164 池ノ谷 たつの市 揖西町竹万 池ノ谷 0.14
229-165 住吉谷 たつの市 揖西町住吉 住吉谷 0.09
301-001 差組 川辺郡猪名川町 差組 0.08
301-002 登尾川 川辺郡猪名川町 肝川 1.22
301-003 一ノ谷 川辺郡猪名川町 銀山 0.35
301-004 川床川(1) 川辺郡猪名川町 万善 0.11
301-005 川床川(2) 川辺郡猪名川町 万善 0.57
301-006 林川 川辺郡猪名川町 木津 0.03
301-007 前谷川 川辺郡猪名川町 清水 0.72
301-008 尾花橋 川辺郡猪名川町 清水東 0.11
301-009 松山寺 川辺郡猪名川町 島 0.14
301-010 島川 川辺郡猪名川町 島 1.66
301-011 西軽井沢 川辺郡猪名川町 杉生 大野 0.19
301-012 不動橋下 川辺郡猪名川町 杉生 奥山 0.11
301-013 杉生新田(1) 川辺郡猪名川町 杉生 奥山 0.23
301-014 杉生新田(2) 川辺郡猪名川町 杉生 奥山 0.34
301-015 杉生新田(3) 川辺郡猪名川町 杉生 奥山 2.25
301-016 西方寺 川辺郡猪名川町 清水東 0.49
301-017 笹尾 川辺郡猪名川町 笹尾 0.85
301-018 栃原 川辺郡猪名川町 栃原 0.09
301-019 仁部 川辺郡猪名川町 槻並 0.66
301-020 普賢寺 川辺郡猪名川町 上阿古谷 0.13
301-021 民田(1) 川辺郡猪名川町 民田 0.09
301-022 民田(2) 川辺郡猪名川町 民田 0.09
301-023 千軒橋 川辺郡猪名川町 民田 0.41
301-024 愛宕(1) 川辺郡猪名川町 仁頂寺 愛宕 0.18
301-025 旭ヶ丘(1) 川辺郡猪名川町 仁頂寺 愛宕 0.04
301-026 旭ヶ丘(2) 川辺郡猪名川町 仁頂寺 愛宕 0.06
301-027 香合新田２ 川辺郡猪名川町 香合新田 東林 0.25
301-028 民田 川辺郡猪名川町 民田 北浦山 0.47
301-029 内馬場 川辺郡猪名川町 内馬場 川浦 0.63
301-030 一庫 川辺郡猪名川町 一庫 越ノ山 0.21
301-031 後川上２ 川辺郡猪名川町 後川上 中南山 1.64
301-032 藤ヶ谷 川辺郡猪名川町 上阿古谷 0.32
301-033 猪名川町西峠-03 川辺郡猪名川町 杉生 0.15
301-034 猪名川町尼岡ノ下 川辺郡猪名川町 尼岡下 0.94
301-035 猪名川町柏原-04 川辺郡猪名川町 柏原 0.17
301-036 猪名川町西軽井沢-04川辺郡猪名川町 杉生 0.50
301-037 猪名川町槻並-01 川辺郡猪名川町 槻並 0.36
301-038 猪名川町西軽井沢-02川辺郡猪名川町 杉生 0.07
301-039 猪名川町杉生-19 川辺郡猪名川町 杉生 0.70
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301-040 猪名川町柏原-03 川辺郡猪名川町 柏原 0.10
301-041 猪名川町鎌倉-03 川辺郡猪名川町 鎌倉 0.54
301-042 猪名川町杉生-17 川辺郡猪名川町 杉生 0.15
301-043 猪名川町西峠-02 川辺郡猪名川町 杉生 0.12
301-044 猪名川町杉生-16 川辺郡猪名川町 杉生 0.70
301-045 猪名川町槻並-04 川辺郡猪名川町 槻並 0.23
301-046 猪名川町杉生新田-02川辺郡猪名川町 杉生 0.24
301-047 猪名川銀山-07 川辺郡猪名川町 広根 0.39
301-048 猪名川民田-03 川辺郡猪名川町 民田 0.25
301-049 猪名川町栃原-02 川辺郡猪名川町 栃原 0.10
301-050 猪名川町栃原-01 川辺郡猪名川町 栃原 0.43
301-051 猪名川町清水-08 川辺郡猪名川町 清水 0.71
301-052 猪名川町仁頂寺 川辺郡猪名川町 仁頂寺 1.13
301-053 猪名川町清水-06 川辺郡猪名川町 清水 0.29
301-054 猪名川町清水-04 川辺郡猪名川町 清水 0.07
301-055 猪名川銀山-03 川辺郡猪名川町 銀山 0.11
301-056 猪名川銀山-04 川辺郡猪名川町 銀山 0.40
301-057 猪名川銀山-05 川辺郡猪名川町 南田原 0.56
301-058 猪名川町伏見台四丁目川辺郡猪名川町 内馬場 0.15
301-059 猪名川町槻並-03 川辺郡猪名川町 槻並 0.43
301-060 猪名川町杉生-14 川辺郡猪名川町 杉生 0.26
301-061 猪名川町南山-02 川辺郡猪名川町 鎌倉 0.15
301-062 猪名川町南山-03 川辺郡猪名川町 鎌倉 0.21
301-063 猪名川町清水-09 川辺郡猪名川町 笹尾大田 0.21
301-064 猪名川町清水-10 川辺郡猪名川町 清水 0.14
301-065 猪名川町島-02 川辺郡猪名川町 島 0.11
301-066 猪名川町島-01 川辺郡猪名川町 島 0.09
301-067 猪名川町西畑-01 川辺郡猪名川町 西畑 0.49
301-068 猪名川町長尾 川辺郡猪名川町 西畑 0.22
301-069 猪名川町柏原-05 川辺郡猪名川町 柏原 0.41
301-070 猪名川町西畑-02 川辺郡猪名川町 西畑 0.16
301-071 猪名川町杉生-10 川辺郡猪名川町 杉生 0.26
301-072 猪名川差組-02 川辺郡猪名川町 差組 0.32
301-073 猪名川町槻並-02 川辺郡猪名川町 槻並 0.13
301-074 猪名川町杉生-09 川辺郡猪名川町 杉生 0.09
301-075 猪名川町笹尾-02 川辺郡猪名川町 笹尾 1.01
365-001 曽我井（4） 多可郡多可町 中区曾我井 徳部野原 1.22
365-002 曽我井(3) 多可郡多可町 中区曾我井 フロカ谷 0.91
365-003 曽我井(2) 多可郡多可町 中区曾我井 大谷 0.52
365-004 曽我井(1) 多可郡多可町 中区曾我井 ススガ谷 0.21
365-005 茂利 多可郡多可町 中区茂利 小屋ノ谷 0.15
365-006 徳畑(3) 多可郡多可町 中区徳畑 水木谷 0.57
365-007 徳畑(1) 多可郡多可町 中区徳畑 シャノ谷 1.08
365-008 徳畑（2） 多可郡多可町 中区徳畑 長尾谷 0.45
365-009 徳畑(4) 多可郡多可町 中区徳畑 栃谷 0.19
365-010 徳畑(5) 多可郡多可町 中区徳畑 池ノ谷 0.08
365-011 徳畑（6） 多可郡多可町 中区徳畑 ヌタの谷 0.10
365-012 奥中(1) 多可郡多可町 中区奥中 トシノ奥 0.36
365-013 奥中(2) 多可郡多可町 中区奥中 ドフドコ山 0.09
365-014 奥中(3) 多可郡多可町 中区奥中 トスノシリ 0.57
365-015 高岸(2) 多可郡多可町 中区高岸 茨谷 1.51
365-016 高岸（1） 多可郡多可町 中区高岸 西山 0.56
365-017 東山 多可郡多可町 中区東山 村上西山 0.23
365-018 安楽田 多可郡多可町 中区安楽田 妙見山 3.60
365-019 牧野(2) 多可郡多可町 中区牧野 入角山 2.21
365-020 牧野(1) 多可郡多可町 中区牧野 入角山 0.69
365-021 牧野(3) 多可郡多可町 中区牧野 入角山 2.21
365-022 牧野(4) 多可郡多可町 中区牧野 入角山 0.92
365-023 牧野（5） 多可郡多可町 中区牧野 入角山 0.48
365-024 鍛冶屋(1) 多可郡多可町 中区鍛冶屋 ヨコサカ 3.06
365-025 鍛冶屋(2) 多可郡多可町 中区鍛冶屋 ヨコサカ 0.14
365-026 間子(1) 多可郡多可町 中区岸上 妙法寺 0.50
365-027 間子(2) 多可郡多可町 中区間子 浅香山 1.33
365-028 西安田(1) 多可郡多可町 中区西安田 宮ヶ谷山 0.79
365-031 西安田(4) 多可郡多可町 中区西安田 西ヶ音 3.10
365-032 中安田(2) 多可郡多可町 中区中安田 田音ヶ山 1.61
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365-033 西安田(5) 多可郡多可町 中区西安田 東音ヶ山 2.30
365-034 中安田（2） 多可郡多可町 中区中安田 東北山 0.46
365-035 東安田(2) 多可郡多可町 中区東安田 西北山 0.29
365-036 東安田(1) 多可郡多可町 中区東安田 豊倉 3.06
365-037 森本 多可郡多可町 中区森本 大谷 1.99
365-038 牧野（6） 多可郡多可町 中区牧野 入角山 0.32
365-039 牧野（7） 多可郡多可町 中区牧野 入角山 0.23
365-040 山野部(2) 多可郡多可町 加美区山野部 蛭谷 0.80
365-041 山野部(7) 多可郡多可町 加美区山野部 井船山 2.52
365-042 山野部(6) 多可郡多可町 加美区山野部 東山 0.37
365-043 山野部（5） 多可郡多可町 加美区山野部 東山 0.19
365-044 山野部（4） 多可郡多可町 加美区山野部 東山 1.06
365-045 山野部(3) 多可郡多可町 加美区山野部 南谷 1.80
365-046 山野部(1) 多可郡多可町 加美区山野部 南谷 1.22
365-047 西脇(3) 多可郡多可町 加美区西脇 北高屋 0.38
365-048 西脇(2) 多可郡多可町 加美区西脇 老のホトコロ 0.68
365-049 西脇(1) 多可郡多可町 加美区西脇 老のホトコロ 0.07
365-050 的場（1） 多可郡多可町 加美区的場 大谷 1.65
365-051 的場(2) 多可郡多可町 加美区的場 山の畑 0.69
365-052 奥荒田(5) 多可郡多可町 加美区奥荒田 岩ノ部 0.22
365-053 奥荒田（6） 多可郡多可町 加美区奥荒田 三シ森 0.65
365-054 奥荒田（7） 多可郡多可町 加美区奥荒田 防田 1.01
365-055 奥荒田(4) 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山 1.14
365-056 奥荒田(3) 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山 2.23
365-057 奥荒田（2） 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山 0.86
365-058 奥荒田（1） 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山 0.09
365-059 奥山(2) 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山（２） 0.41
365-060 奥山（1） 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山（１） 1.02
365-061 奥荒田(8) 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山 3.14
365-062 多田(1) 多可郡多可町 加美区多田 宮前 6.45
365-063 棚釜(3) 多可郡多可町 加美区棚釜 東山 0.54
365-064 棚釜(2) 多可郡多可町 加美区棚釜 東山 0.17
365-065 棚釜(1) 多可郡多可町 加美区棚釜 東山 0.48
365-066 岩座神(2) 多可郡多可町 加美区岩座神 西山 1.31
365-067 岩座神(1) 多可郡多可町 加美区岩座神 東山 2.42
365-068 三谷(1) 多可郡多可町 加美区三谷 惣山 4.02
365-069 三谷(2) 多可郡多可町 加美区三谷 大谷八幡山 0.56
365-070 市原 多可郡多可町 加美区市原 西の山 2.64
365-071 西山 多可郡多可町 加美区西山 滝谷 0.51
365-072 轟 多可郡多可町 加美区轟 深谷山 2.65
365-073 清水(3) 多可郡多可町 加美区清水 大小谷 0.24
365-074 清水(2) 多可郡多可町 加美区清水 崎船山 7.16
365-075 清水(1) 多可郡多可町 加美区清水 崎船山 1.51
365-076 鳥羽(2) 多可郡多可町 加美区鳥羽 森垣内 1.12
365-077 鳥羽(1) 多可郡多可町 加美区鳥羽 えり松 2.48
365-078 山寄上(2) 多可郡多可町 加美区山寄上 オリト 0.70
365-079 山寄上(1) 多可郡多可町 加美区山寄上 オリト 2.73
365-080 山寄上(5) 多可郡多可町 加美区山寄上 オリト 0.57
365-081 山寄上（7） 多可郡多可町 加美区山寄上 下島 0.77
365-082 山寄上(3) 多可郡多可町 加美区山寄上 下島 4.85
365-083 山寄上(6) 多可郡多可町 加美区山寄上 下島 0.28
365-084 山寄上(4) 多可郡多可町 加美区山寄上 下島 0.46
365-085 鳥羽(3) 多可郡多可町 加美区鳥羽 火の谷 3.21
365-086 鳥羽(4) 多可郡多可町 加美区鳥羽 火の谷 1.89
365-087 鳥羽(5) 多可郡多可町 加美区鳥羽 竜ヶ谷 1.38
365-088 小町 多可郡多可町 加美区鳥羽 小町 0.79
365-089 清水(4) 多可郡多可町 加美区清水 湯風呂谷 4.83
365-090 丹治（1） 多可郡多可町 加美区丹治 上道 6.87
365-091 箸荷(1) 多可郡多可町 加美区箸荷 小野山 0.74
365-092 箸荷(2) 多可郡多可町 加美区箸荷 小野山 0.88
365-093 門村(1) 多可郡多可町 加美区門村 楽師田 0.53
365-094 門村（2） 多可郡多可町 加美区門村 楽師田 0.66
365-095 奥豊部 多可郡多可町 加美区奥豊部 垣内 0.51
365-096 観音寺(1) 多可郡多可町 加美区観音寺 北山 0.89
365-097 観音寺(2) 多可郡多可町 加美区観音寺 坪ヶ谷 1.10
365-098 豊部（1） 多可郡多可町 加美区豊部 奥垣内 1.46
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365-099 豊部(2) 多可郡多可町 加美区豊部 柏谷 0.77
365-100 豊部(3) 多可郡多可町 加美区豊部 兵谷口 0.50
365-101 豊部(4) 多可郡多可町 加美区豊部 寺谷口 0.89
365-102 豊部(5) 多可郡多可町 加美区豊部 桧堂 0.09
365-103 多田(2) 多可郡多可町 加美区多田 久留寿 0.14
365-104 多田(3) 多可郡多可町 加美区多田 久留寿 0.96
365-105 豊部(6) 多可郡多可町 加美区豊部 久保ヶ谷 0.16
365-106 豊部(7) 多可郡多可町 加美区豊部 久保ヶ谷 0.09
365-107 豊部(8) 多可郡多可町 加美区豊部 フショ谷 2.16
365-108 熊野部 多可郡多可町 加美区熊野部 向山 1.44
365-109 多田（4） 多可郡多可町 加美区多田 宮前 0.18
365-110 奥荒田（9） 多可郡多可町 加美区奥荒田 奥山 0.04
365-111 多田（5） 多可郡多可町 加美区多田 宮前 0.11
365-112 丹治（2） 多可郡多可町 加美区丹治 上道 0.15
365-113 豊部（9） 多可郡多可町 加美区豊部 案田河原 0.39
365-114 山寄上（8） 多可郡多可町 加美区山寄上 オリト 0.13
365-115 箸荷（３） 多可郡多可町 加美区箸荷 小野山 0.09
365-116 多田（6） 多可郡多可町 加美区多田 宮前 1.52
365-117 柳山寺（3） 多可郡多可町 八千代区大和 柳山寺　梨谷 0.69
365-118 柳山寺(2) 多可郡多可町 八千代区大和 柳山寺町谷 0.28
365-119 柳山寺(1) 多可郡多可町 八千代区大和 柳山寺政鍛冶屋 0.73
365-120 下三原(1) 多可郡多可町 八千代区下三原 東山 0.66
365-121 大和（6） 多可郡多可町 八千代区大和 観音山 0.03
365-122 駐在所前 多可郡多可町 八千代区大和 柳山寺 0.33
365-123 大和(5) 多可郡多可町 八千代区大和 太郎大夫谷 0.29
365-124 大和（4） 多可郡多可町 八千代区大和 東内脇 0.26
365-125 大和(3) 多可郡多可町 八千代区大和 社谷 0.23
365-126 中三原(2) 多可郡多可町 八千代区大和 中三原東谷 0.10
365-127 中三原(1) 多可郡多可町 八千代区大和 中三原西谷 0.44
365-128 大和(2) 多可郡多可町 八千代区大和 北垣内 0.43
365-129 大和(1) 多可郡多可町 八千代区大和 スソン谷 0.57
365-130 大屋(5) 多可郡多可町 八千代区大屋 笠形山 3.02
365-131 大屋(6) 多可郡多可町 八千代区大屋 西内山 0.21
365-132 大屋(2) 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 3.39
365-133 大屋（3） 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 0.61
365-134 大屋(4) 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 1.11
365-135 大屋(7) 多可郡多可町 八千代区大屋 東長野山 0.58
365-136 大屋(8) 多可郡多可町 八千代区大屋 東長野山 0.43
365-137 大屋(9) 多可郡多可町 八千代区大屋 東長野山 0.43
365-138 大屋(10) 多可郡多可町 八千代区大屋 東内山 0.40
365-139 坂本(1) 多可郡多可町 八千代区坂本 カイゾウ林 0.56
365-140 坂本(2) 多可郡多可町 八千代区坂本 宮床林 1.39
365-141 下村(1) 多可郡多可町 八千代区下村 南スゴ谷 2.16
365-142 中村 多可郡多可町 八千代区中村 西ノ垣内 0.26
365-143 下村(2) 多可郡多可町 八千代区下村 西山 0.77
365-144 下村（3） 多可郡多可町 八千代区下村 オリイ谷 1.22
365-145 下村（4） 多可郡多可町 八千代区下村 オリイ谷 0.36
365-146 門田 多可郡多可町 八千代区門田 野原 3.54
365-147 赤坂(2) 多可郡多可町 八千代区赤坂 奥山 1.99
365-148 赤坂(1) 多可郡多可町 八千代区赤坂 谷ノ口 0.61
365-149 俵田(2) 多可郡多可町 八千代区俵田 西林 0.46
365-150 俵田(1) 多可郡多可町 八千代区俵田 亀ヶ谷 0.20
365-151 仕出原(1) 多可郡多可町 八千代区仕出原 水木谷 0.65
365-152 仕出原(2） 多可郡多可町 八千代区仕出原 大谷 1.50
365-153 中野間(1) 多可郡多可町 八千代区中野間 門下 0.48
365-154 下三原(2) 多可郡多可町 八千代区大和 下三原平ヶ谷 0.49
365-155 川西 多可郡多可町 八千代区中野間 川西 0.53
365-156 下野間(1) 多可郡多可町 八千代区下野間 野田 0.45
365-157 下野間(2) 多可郡多可町 八千代区下野間 野田 0.74
365-158 下野間（3） 多可郡多可町 八千代区下野間 野口 0.37
365-159 下野間（4） 多可郡多可町 八千代区下野間 深田 0.42
365-160 下野間(5) 多可郡多可町 八千代区下野間 亀ヶ谷 0.82
365-161 善光寺 多可郡多可町 中区東安田 善光寺山 0.14
365-162 赤坂(3) 多可郡多可町 八千代区赤坂 川原田 0.29
365-163 西安田(6) 多可郡多可町 中区西安田 長野東 0.32
365-164 大袋 多可郡多可町 加美区大袋 ヲウヘラ 0.09
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365-165 坂本 多可郡多可町 八千代区坂本 橋谷 0.29
365-166 的場(1) 多可郡多可町 加美区的場 西山 0.25
365-167 的場(2) 多可郡多可町 加美区的場 ヲサマ 0.58
365-168 下村(5) 多可郡多可町 八千代区下村 南スゴ谷 4.29
365-169 多田（７） 多可郡多可町 加美区多田 宮前 0.16
365-170 岩座神（３） 多可郡多可町 加美区岩座神 北山 0.14
365-171 八千代区大屋９ 多可郡多可町 八千代区大屋 東長野山 0.02
365-172 八千代区仕出原１ 多可郡多可町 八千代区仕出原 板ヶ谷 0.09
365-173 加美区西脇 多可郡多可町 加美区西脇 姥ノホトコロ 0.06
365-174 加美区箸荷１ 多可郡多可町 加美区箸荷 佛ヶ谷 0.18
365-175 八千代区大屋１ 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 0.29
365-176 八千代区下村 多可郡多可町 八千代区下村 オイソ 0.63
365-177 中区間子 多可郡多可町 中区間子 浅香山 0.27
365-178 加美区豊部 多可郡多可町 加美区豊部 フショ谷山 0.48
365-179 多田（８） 多可郡多可町 加美区多田 宮前 0.42
365-180 八千代区俵田１ 多可郡多可町 八千代区俵田 竹谷山 0.20
365-181 加美区箸荷２ 多可郡多可町 加美区箸荷 小野山 0.30
365-182 加美区山野部１ 多可郡多可町 加美区山野部 井船谷 0.31
365-183 八千代区大屋２ 多可郡多可町 八千代区大屋 東長野山 0.63
365-184 中区曾我井 多可郡多可町 中区曾我井 フロカ谷 1.06
365-185 加美区箸荷３ 多可郡多可町 加美区箸荷 佛ヶ谷 0.27
365-186 中区鍛冶屋 多可郡多可町 中区鍛冶屋 ヲコサカ 0.89
365-187 中区徳畑 多可郡多可町 中区徳畑 ヌタの谷 0.07
365-188 永坂・東谷・中所 多可郡多可町 大和 永坂ほか 1.30
365-189 八千代区下三原 多可郡多可町 八千代区下三原 谷 0.28
365-190 八千代区大和２ 多可郡多可町 八千代区大和 観音山 0.23
365-191 加美区山寄上１ 多可郡多可町 加美区山寄上 下島 0.09
365-192 加美区山寄上２ 多可郡多可町 加美区山寄上 下島 0.02
365-193 加美区山寄上３ 多可郡多可町 加美区山寄上 下島 0.80
365-194 八千代区仕出原２ 多可郡多可町 八千代区仕出原 黒フク 0.09
365-195 八千代区仕出原３ 多可郡多可町 八千代区仕出原 奥原 0.04
365-196 八千代区赤坂 多可郡多可町 八千代区赤坂 川原田 0.33
365-197 八千代区門田１ 多可郡多可町 八千代区門田 向山 1.81
365-198 加美区山野部２ 多可郡多可町 加美区山野部 蛭谷 0.30
365-199 加美区山野部３ 多可郡多可町 加美区山野部 蛭谷 0.22
365-200 八千代区中野間１ 多可郡多可町 八千代区中野間 門下 0.21
365-201 八千代区俵田２ 多可郡多可町 八千代区俵田 釜ヶ谷 0.37
365-202 加美区鳥羽１ 多可郡多可町 加美区鳥羽 上ノ山 0.18
365-203 加美区鳥羽２ 多可郡多可町 加美区鳥羽 上ノ山 0.06
365-204 八千代区大屋３ 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 0.10
365-205 八千代区大屋４ 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 0.08
365-206 八千代区大屋５ 多可郡多可町 八千代区大屋 山ノ下 0.17
365-207 八千代区大屋６ 多可郡多可町 八千代区大屋 西内山 0.24
365-208 桑坂 多可郡多可町 八千代区大和 桑坂 0.06
365-209 八千代区大屋７ 多可郡多可町 八千代区大屋 西内山 0.22
365-210 八千代区坂本 多可郡多可町 八千代区坂本 北畑林 0.02
365-211 八千代区中野間２ 多可郡多可町 八千代区中野間 門下 0.08
365-212 八千代区中野間３ 多可郡多可町 八千代区中野間 門下 0.09
365-213 八千代区大和３ 多可郡多可町 八千代区大和 観音山 0.08
365-214 八千代区大和４ 多可郡多可町 八千代区大和 太郎太夫谷 0.21
365-215 八千代区大和５ 多可郡多可町 八千代区大和 井ノ上 0.05
365-216 八千代区大和６ 多可郡多可町 八千代区大和 井ノ上 0.10
365-217 八千代区横屋 多可郡多可町 八千代区横屋 桑谷 0.28
365-218 八千代区大和７ 多可郡多可町 八千代区大和 西谷 0.09
365-219 中区牧野 多可郡多可町 中区牧野 入角山 0.36
365-220 加美区観音寺 多可郡多可町 加美区観音寺 奥郷 0.15
365-221 加美区箸荷４ 多可郡多可町 加美区箸荷 佛ヶ谷 0.23
365-222 加美区大袋 多可郡多可町 加美区大袋 堂谷 0.53
365-223 加美区奥豊部 多可郡多可町 加美区奥豊部 垣内 0.04
365-224 加美区多田２ 多可郡多可町 加美区多田 宮前 0.19
365-225 加美区的場１ 多可郡多可町 加美区的場 山ノ畑 0.08
365-226 中区安楽田 多可郡多可町 中区安楽田 城裏 1.87
365-227 八千代区仕出原４ 多可郡多可町 八千代区仕出原 水木谷 0.07
365-228 八千代区仕出原５ 多可郡多可町 八千代区仕出原 奥原 0.09
365-229 門田（２） 多可郡多可町 八千代区門田 野原 0.12
365-230 八千代区下野間１ 多可郡多可町 八千代区下野間 亀ケ谷 0.65

(88)



予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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

365-231 加美区箸荷５ 多可郡多可町 加美区箸荷 佛ヶ谷 0.09
365-232 八千代区大屋8 多可郡多可町 八千代区大屋 東内山 0.09
365-233 加美区丹治 多可郡多可町 加美区丹治 遊船 0.31
365-234 加美区三谷 多可郡多可町 加美区三谷 馬門 0.66
365-235 加美区門村 多可郡多可町 加美区門村 立道 0.96
365-237 岩座神（４） 多可郡多可町 加美区岩座神 西山 0.65
365-238 多田（７） 多可郡多可町 加美区多田 上野 0.69
365-239 加美区的場２ 多可郡多可町 加美区的場 西山 0.01
365-240 八千代区下野間２ 多可郡多可町 八千代区下野間 中ノ坪 0.22
365-241 八千代区下野間３ 多可郡多可町 八千代区下野間 中ノ坪 0.24
365-242 八千代区仕出原６ 多可郡多可町 八千代区仕出原 大谷 0.09
365-243 八千代区下野間４ 多可郡多可町 八千代区下野間 保木 0.41
365-244 八千代区門田２ 多可郡多可町 八千代区門田 小屋谷 0.07
365-245 山寄上（９） 多可郡多可町 加美区山寄上 上下島 1.07
365-246 多田 多可郡多可町 加美町 多田 0.92
365-247 大和 多可郡多可町 八千代町 大和 0.39
365-248 山寄上 多可郡多可町 加美町 山寄上 0.35
365-249 山寄上 多可郡多可町 加美区 山寄上 0.13
365-250 山寄上 多可郡多可町 加美町 山寄上 1.57
365-251 鳥羽 多可郡多可町 加美区 鳥羽 0.08
365-253 山口 多可郡多可町 加美町 山口 0.24
365-254 牧野 多可郡多可町 中町 牧野 0.49
365-255 牧野 多可郡多可町 中町 牧野 0.57
365-256 山野部 多可郡多可町 加美区 山野部 0.35
365-257 曾我井 多可郡多可町 中区曽我井 曾我井 1.80
365-258 下三原 多可郡多可町 八千代町 下三原 0.18
365-259 栃谷A 多可郡多可町 中区徳畑 栃谷 0.19
365-260 寺所A 多可郡多可町 中区鍛冶屋 寺所 0.09
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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 摩耶摩耶山 6.30
281026-2 神戸市 灘区 摩耶摩耶山 0.68
281069-1 神戸市 長田区 西山梅ノ木畑 0.59
281069-2 神戸市 長田区 林山町梅ノ木畑 0.30
282014-1 姫路市 飾東町 豊国城山 0.30
282014-2 姫路市 書写書写山 4.95
282014-3 姫路市 書写書写山 0.90
282014-4 姫路市 書写書写山 0.90
282014-5 姫路市 別所谷 0.36
282014-6 姫路市 別所谷 0.90
282014-7 姫路市 林田町 道蓮寺山 0.68
282049-1 西宮市 剣谷町 剣谷 1.35
282049-2 西宮市 柏堂町 剣谷 0.45
282049-3 西宮市 柏堂町 剣谷 1.13
282049-4 西宮市 鷲林寺剣谷 0.30
282057-1 洲本市 由良町 天川谷由良 7.05
282057-2 洲本市 鮎屋鮎屋 2.10
282065-1 芦屋市 朝日ヶ丘町 剱谷 1.58
282065-2 芦屋市 山芦屋町 城山 0.30
282065-3 芦屋市 剣谷町 剱谷 0.68
282103-1 加古川市 志方町 荒神谷 0.60
282146-1 宝塚市 中山寺北中山 5.40
282146-2 宝塚市 清荒神北中山 1.80
282154-1 三木市 細川町 上芝原蓮花寺山 0.30
282154-2 三木市 福井三木山 0.15
282154-3 三木市 三木山 0.15
282189-1 小野市 山田町 中山田南山 0.45
282189-2 小野市 下来住町 山寄前山 0.75
282197-1 三田市 母子永沢寺山 0.02
282219-1 篠山市 八上高城山 1.20
282219-2 篠山市 野々垣高城山 0.68
282219-3 篠山市 文保寺松尾山 2.40
282219-4 篠山市 真南条上太平山 2.16
282219-5 篠山市 真南条上太平山 0.54
282219-6 篠山市 真南条上太平山 0.53
282235-1 丹波市 山南町 五ヶ野篠ヶ峰 1.58
282235-2 丹波市 山南町 西谷篠ヶ峰 2.25
282235-3 丹波市 市島町 塚原妙高 0.75
282278-1 宍粟市 山崎町 梯河原山 3.39
282278-2 宍粟市 山崎町 上ノ河原山 4.50
282278-3 宍粟市 山崎町 上ノ河原山 2.63
282278-4 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 2.86
282278-5 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 1.86
282278-6 宍粟市 一宮町 公文阿舎利 4.50
282278-7 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 0.15
282278-8 宍粟市 波賀町 戸倉坂ノ谷 3.21
282278-9 宍粟市 波賀町 野尻マンガ谷 2.57
282278-10 宍粟市 波賀町 赤西 17.70
282278-11 宍粟市 波賀町 音水 6.48
282278-12 宍粟市 波賀町 野尻滝谷 1.17
282278-13 宍粟市 波賀町 音水音水 1.80
282278-14 宍粟市 波賀町 引原マンガ谷 2.16
282278-15 宍粟市 波賀町 引原音水 0.14
282278-16 宍粟市 波賀町 引原音水 0.14
282278-17 宍粟市 波賀町 引原音水 1.68
282278-18 宍粟市 波賀町 引原音水 0.12
282278-19 宍粟市 波賀町 引原音水 0.78
282278-20 宍粟市 波賀町 原赤西 0.09
282278-21 宍粟市 波賀町 戸倉蛇豆谷 0.15
282278-22 宍粟市 千種町 河内三室 2.10
282278-23 宍粟市 千種町 河内三室 2.48
282278-24 宍粟市 千種町 河内三室 0.24
282278-25 宍粟市 千種町 河内三室 0.57
282286-1 加東市 畑朝光山 1.13
282286-2 加東市 馬瀬三草山 6.12
282286-3 加東市 馬瀬三草山 0.75
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予３－１－４　崩壊土砂流出危険地区（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

282294-1 たつの市 龍野町 中霞城鶏龍山 0.08
282294-2 たつの市 龍野町 上霞城鶏龍山 0.03
282294-3 たつの市 龍野町 北竜野鶏龍山 0.21
285854-1 香美町 秋岡 桑ヶ仙 9.45
285862-1 新温泉町 岸田 畑ヶ平 3.84
285862-2 新温泉町 岸田 畑ヶ平 5.70
285862-3 新温泉町 岸田 畑ヶ平 6.24
285862-4 新温泉町 岸田 畑ヶ平 0.45
285862-5 新温泉町 岸田 畑ヶ平 1.32
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