
兵庫県営住宅リスト

神戸市

神戸市東灘区

1 神戸市 東灘区 住吉台鉄筋 658-0062 東灘区住吉台６、７、８

2 神戸市 東灘区 深江北鉄筋 658-0013 東灘区深江北町３丁目１０−２２

3 神戸市 東灘区 深江鉄筋 658-0013 東灘区深江北町１丁目、２丁目

4 神戸市 東灘区 青木（オウギ）高層・鉄筋 658-0014 東灘区北青木１丁目２、２−５

5 神戸市 東灘区 青木第２鉄筋 658-0014 東灘区北青木２丁目３

6 神戸市 東灘区 本山南町鉄筋 658-0015 東灘区本山南町２丁目１４

7 神戸市 東灘区 深江本町高層 658-0021 東灘区深江本町３丁目４−４

8 神戸市 東灘区 本庄高層（ホンジョウ） 658-0012 東灘区本庄町２丁目１２−２３

9 神戸市 東灘区 深江北町高層 658-0013 東灘区深江北町３丁目７

10 神戸市 東灘区 魚崎南高層 658-0025 東灘区魚崎南町５丁目３１９

11 神戸市 東灘区 深江北町第２住宅 658-0013 東灘区深江北町５丁目５

神戸市灘区

12 神戸市 灘区 篠原北町鉄筋 657-0068 灘区篠原北町４丁目

13 神戸市 灘区 楠丘高層（クスガオカ） 657-0024 灘区楠丘町３丁目１

14 神戸市 灘区 灘の浜高層 657-0855 灘区摩耶海岸通２丁目３

　 　 神戸市中央区

15 神戸市 中央区 大日高層（ダイニチ） 651-0064 中央区大日通１丁目２－１０

16 神戸市 中央区 大倉山高層 650-0011 中央区下山手通７丁目１８

17 神戸市 中央区 脇の浜高層 651-0073 中央区脇浜海岸通３丁目２−１０

神戸市兵庫区

18 神戸市 兵庫区 大開高層 652-0803 兵庫区大開通８丁目２

19 神戸市 兵庫区 明和高層 652-0883 兵庫区明和通２丁目１−１

神戸市須磨区

20 神戸市 須磨区 白川台東高層・鉄筋 654-0103 須磨区白川台４丁目２８

神戸市垂水区

21 神戸市 垂水区 新多聞第２鉄筋 655-0006 垂水区本多聞２丁目１

22 神戸市 垂水区 下畑高層・鉄筋 655-0861 垂水区下畑町字鷲ヶ尾３０３

23 神戸市 垂水区 桃山台第１鉄筋 655-0854 垂水区桃山台１丁目１

24 神戸市 垂水区 桃山台第２鉄筋 655-0854 垂水区桃山台１丁目１７、１８

25 神戸市 垂水区 桃山台高層 655-0854 垂水区桃山台１丁目１９

26 神戸市 垂水区 桃山台第３鉄筋 655-0854 垂水区桃山台５丁目１７

27 神戸市 垂水区 高丸第２鉄筋 655-0016 垂水区高丸５丁目５

28 神戸市 垂水区 城が山鉄筋 655-0884 垂水区城が山５丁目２−３４

29 神戸市 垂水区 高丸住宅 655-0016 垂水区高丸５丁目６

30 神戸市 垂水区 小束山高層 655-0001 垂水区多聞町字小束山８６８－７８９

31 神戸市 垂水区 明石舞子高層 655-0043 垂水区南多聞台１丁目９

32 神戸市 垂水区 神陵台鉄筋 655-0041 垂水区神陵台５丁目２０

33 神戸市 垂水区 南多聞台第１鉄筋 655-0043 垂水区南多聞台４丁目１１

34 神戸市 垂水区 南多聞台第２鉄筋 655-0043 垂水区南多聞台２丁目２

35 神戸市 垂水区 南多聞台第３鉄筋 655-0043 垂水区南多聞台５丁目６

36 神戸市 垂水区 南多聞台第４住宅 655-0043 垂水区南多聞台６丁目１、２、３、４

37 神戸市 垂水区 南多聞台第５住宅 655-0043 垂水区南多聞台２丁目７

38 神戸市 垂水区 南多聞台第６住宅 655-0043 垂水区南多聞台７丁目１、２、３、５

39 神戸市 垂水区 南多聞台第７住宅 655-0043 垂水区南多聞台４丁目１３

神戸市西区

40 神戸市 西区 玉津王塚鉄筋 651-2135 西区王塚台４丁目、５丁目

41 神戸市 西区 玉津南鉄筋 651-2133 西区枝吉１丁目７５

42 神戸市 西区 玉津出合鉄筋（デアイ） 651-2137 西区玉津町出合１８

43 神戸市 西区 玉津居住高層（イスミ） 651-2145 西区玉津町居住字前田１４２−１

44 神戸市 西区 玉津今津鉄筋 651-2128 西区玉津町今津万願寺、宮ノ西

45 神戸市 西区 赤羽鉄筋 651-2113 西区伊川谷町有瀬１５６７
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46 神戸市 西区 赤羽第２鉄筋 651-2124 西区伊川谷町潤和１２５０

47 神戸市 西区 木幡鉄筋（コバタ） 651-2221 西区押部谷町木幡２

48 神戸市 西区 竜が岡高層（リュウガオカ） 651-2412 西区竜が岡４丁目６

49 神戸市 西区 玉津今津高層 651-2128 西区玉津町今津４３４－３

50 神戸市 西区 伊川谷第２高層 651-2113 西区伊川谷町有瀬１４３−２

51 神戸市 西区 緑が丘鉄筋 651-2201 西区高雄台１１番１，１０番１

神戸市北区

52 神戸市 北区 鹿の子台南鉄筋（カノコ） 651-1514 北区鹿の子台南町６丁目１８

姫路市

53 姫路市 姫路東夢前台鉄筋 670-0064 姫路市東夢前台２丁目６５、６６

54 姫路市 姫路城東鉄筋 670-0812 姫路市睦町４３５−１、１８９−１、５５

55 姫路市 姫路青山鉄筋 671-2223 姫路市青山南３丁目、２丁目

56 姫路市 姫路江鮒鉄筋 679-2124 姫路市豊富町甲丘１丁目１、６

57 姫路市 姫路下手野鉄筋 670-0063 姫路市下手野６丁目５、６

58 姫路市 姫路青山第２鉄筋 671-2223 姫路市青山南１丁目１、２、３、４、５

59 姫路市 姫路大津鉄筋 671-1131 姫路市大津区天神町２丁目９−３

60 姫路市 姫路勝原鉄筋 671-1213 姫路市勝原区宮田２８７−３

61 姫路市 姫路花田鉄筋 671-0255 姫路市花田町小川６５７

62 姫路市 姫路野里鉄筋 670-0811 姫路市野里１４７

63 姫路市 姫路青山第３鉄筋 671-2224 姫路市青山西５丁目１、２

64 姫路市 姫路矢倉鉄筋（ヤグラ） 672-8093 姫路市飾磨区矢倉町２丁目２４

65 姫路市 姫路辻井鉄筋 670-0083 姫路市辻井３丁目３−２５

66 姫路市 姫路神子岡前高層（ﾐｺｵｶﾏｴ） 670-0055 姫路市神子岡前１丁目１０

67 姫路市 姫路田寺鉄筋 670-0081 姫路市田寺東２丁目２２−５

68 姫路市 姫路西夢前台鉄筋 671-1103 姫路市広畑区西夢前台４丁目３５

69 姫路市 姫路土山鉄筋 670-0996 姫路市土山３丁目２−１０、４０

70 姫路市 姫路吉田鉄筋 670-0031 姫路市吉田町４５

71 姫路市 姫路構鉄筋 672-8071 姫路市飾磨区構５丁目１８１

72 姫路市 姫路西庄第２鉄筋 670-0981 姫路市西庄字クボリ甲１３２−１

73 姫路市 姫路英賀清水鉄筋 672-8084 姫路市飾磨区英賀清水町３丁目５３、５４

74 姫路市 姫路白浜第３鉄筋 672-8013 姫路市白浜町宇佐崎北２丁目２２１

75 姫路市 姫路家中高層（ヤナカ） 671-1104 姫路市広畑区才８８５−１

76 姫路市 姫路六角高層 671-2243 姫路市菅生台２

77 姫路市 姫路城山高層 671-1108 姫路市広畑区城山町１−９

78 姫路市 姫路白浜南高層 672-8023 姫路市白浜町甲８４０番地５

79 姫路市 姫路勝原第2鉄筋 671-1201 姫路市勝原区下太田619番地の2、584番地の3

80 姫路市 姫路東阿保鉄筋(ﾋｶﾞｼｱﾎﾞ) 671-0247 姫路市四郷町東阿保395番地の5

81 姫路市 姫路今在家鉄筋 672-8079 姫路市飾磨区今在家４丁目１２

82 姫路市 姫路書写台鉄筋 671-2203 姫路市書写台３丁目１２５

83 姫路市 姫路白浜鉄筋 672-8023 姫路市白浜町甲２２１番地の１

84 姫路市 姫路今在家住宅 672-8079 姫路市飾磨区今在家４丁目１２

85 姫路市 姫路東阿保住宅(ﾋｶﾞｼｱﾎﾞ) 671-0247 姫路市四郷町東阿保３９５番地の５

86 姫路市 姫路東夢前台住宅 670-0064 姫路市東夢前台２丁目６５

87 姫路市 姫路書写台住宅 671-2203 姫路市書写台３丁目１４０番地

88 姫路市 姫路夢前台住宅 671-2214 姫路市広畑区西夢前台５丁目２番地

89 姫路市 姫路日出住宅（ひので） 670-0942 姫路市日出町３丁目１８番地

90 姫路市 姫路日出第２住宅 670-0942 姫路市日出町３丁目２４番地１２

91 姫路市  姫路西庄住宅 670-0981 姫路市西庄甲１７７番地の１

92 姫路市 夢前町 夢前清水谷鉄筋 671-2122 姫路市夢前町置本４３２－２４

93 姫路市 夢前町 夢前清水谷住宅 671-2122 姫路市夢前町置本４２０番地、４３２番地４６

尼崎市

94 尼崎市 尼崎立花北高層・鉄筋 661-0025 尼崎市立花町３丁目２２、２３−１

95 尼崎市 尼崎高田鉄筋 661-0963 尼崎市高田町４

96 尼崎市 尼崎西昆陽鉄筋（ニシコヤ） 661-0047 尼崎市西昆陽１丁目２４

97 尼崎市 尼崎尾浜高層 661-0022 尼崎市尾浜町２丁目２０−１

98 尼崎市 尼崎東難波高層 660-0892 尼崎市東難波町３丁目２５−１

99 尼崎市 尼崎園田北鉄筋 661-0953 尼崎市東園田町４丁目

100 尼崎市 尼崎浜(つばめ)高層 661-0967 尼崎市浜１丁目７−４３

101 尼崎市 尼崎久々知西高層 661-0978 尼崎市久々知西町２丁目４−１５

2



№ 区町名 団　地　名 郵便番号 所　　在　　地市名

102 尼崎市 尼崎長洲高層 660-0803 尼崎市長洲本通１丁目１４−４

103 尼崎市 尼崎今北鉄筋 660-0055 尼崎市稲葉元町３丁目８

104 尼崎市 尼崎御園鉄筋（ミソノ） 661-0984 尼崎市御園３丁目７

105 尼崎市 尼崎園田南鉄筋 661-0953 尼崎市東園田町９丁目

106 尼崎市 尼崎塚口本町鉄筋 661-0001 尼崎市塚口本町７丁目

107 尼崎市 尼崎武庫之荘鉄筋 661-0035 尼崎市武庫之荘８−２３

108 尼崎市 尼崎東難波鉄筋 660-0892 尼崎市東難波町３丁目１０−１３

109 尼崎市 尼崎武庫之荘第２鉄筋 661-0035 尼崎市武庫之荘９丁目２１−２０、１５

110 尼崎市 尼崎尾浜鉄筋 661-0022 尼崎市尾浜町３丁目１、２

111 尼崎市 尼崎南武庫之荘鉄筋 661-0033 尼崎市南武庫之荘９丁目２−１０

112 尼崎市 尼崎東富松鉄筋 661-0014 尼崎市上ノ島町１丁目３６−１、２

113 尼崎市 尼崎常松鉄筋 661-0046 尼崎市常松１丁目１４

114 尼崎市 尼崎上ノ島鉄筋 661-0014 尼崎市上ノ島町２丁目５−１、２

115 尼崎市 尼崎猪名寺高層 661-0981 尼崎市猪名寺３丁目２−２０

116 尼崎市 尼崎武庫高層 661-0044 尼崎市武庫町１丁目５１

117 尼崎市 尼崎小中島鉄筋 661-0972 尼崎市小中島３丁目１２

118 尼崎市 尼崎西昆陽高層 661-0047 尼崎市西昆陽２丁目３８−１１

119 尼崎市 尼崎西川高層 661-0966 尼崎市西川１丁目６

120 尼崎市 尼崎西難波鉄筋 660-0893 尼崎市西難波町６丁目５

121 尼崎市 尼崎食満高層（ケマ） 661-0982 尼崎市食満７丁目９

122 尼崎市 尼崎武庫川高層 660-0085 尼崎市元浜町４丁目５１

123 尼崎市 尼崎大庄高層・鉄筋 660-0081 尼崎市蓬川町３３１番地の４

124 尼崎市 尼崎七松町高層 660-0052 尼崎市七松町３丁目１－１

125 尼崎市 尼崎杭瀬住宅 660-0811 尼崎市常光寺２丁目１２番６

126 尼崎市 尼崎西川住宅 661-0966 尼崎市西川１丁目６番１

127 尼崎市 尼崎西川第２住宅 661-0966 尼崎市西川２丁目３９番１

明石市

128 明石市 明石金ケ崎鉄筋 674-0071 明石市魚住町金ケ崎１４８３−１

129 明石市 明石清水鉄筋 674-0074 明石市魚住町清水３５３−１９

130 明石市 明石大久保南鉄筋 674-0054 明石市大久保町西脇３６４−１

131 明石市 明石金ケ崎第２鉄筋 674-0071 明石市魚住町金ケ崎１４８３−２

132 明石市 明石西二見鉄筋 674-0094 明石市二見町西二見７９５

133 明石市 明石貴崎鉄筋 673-0037 明石市貴崎１丁目、３丁目、４丁目

134 明石市 明石江井島鉄筋 674-0064 明石市大久保町江井島４０１

135 明石市 明石林崎第２鉄筋 673-0033 明石市林崎町３丁目５０２−２

136 明石市 西明石鉄筋 673-0011 明石市西明石町２丁目８−１

137 明石市 明石魚住高層・鉄筋 674-0083 明石市魚住町住吉３丁目７４５－９

138 明石市 明石東二見高層 674-0092 明石市二見町東二見８

139 明石市 明石東二見第２高層 674-0092 明石市二見町東二見４８８−２

140 明石市 明石清水高層 674-0074 明石市魚住町清水１６００−３

141 明石市 明石大久保住宅 674-0056 明石市大久保町山手台２－１２６、１－４１

142 明石市 明石清水第２高層 674-0074 明石市魚住町清水１２６１−１

143 明石市 明石江井島第２鉄筋 674-0064 明石市大久保町江井島６１−２

144 明石市 明石東二見第３高層 674-0092 明石市二見町東二見６８６

145 明石市 明石守池高層 674-0074 明石市魚住町清水６３１

146 明石市 明石南王子住宅 673-0024 明石市南王子町１６番地、１４番地２、３

147 明石市 明石守池住宅 674-0072 明石市魚住町長坂寺１２９７番地

148 明石市 明石松が丘住宅 673-0862 明石市松が丘１丁目２

西宮市

149 西宮市 西宮東鳴尾鉄筋 663-8132 西宮市東鳴尾１丁目５−１５、２３

150 西宮市 西宮笠屋高層 663-8136 西宮市笠屋町１４−１

151 西宮市 西宮南甲子園鉄筋 663-8153 西宮市南甲子園２丁目１５−１、１８−２

152 西宮市 西宮巽高層・鉄筋（タツミ） 663-8223 西宮市今津巽町５−１、２、３

153 西宮市 西宮真砂高層 663-8224 西宮市今津真砂町１

154 西宮市 西宮高須鉄筋 663-8141 西宮市高須町１丁目４

155 西宮市 西宮上之町鉄筋 663-8021 西宮市上之町２

156 西宮市 西宮上ヶ原鉄筋 662-0895 西宮市上ヶ原５番町４

157 西宮市 西宮北口高層 663-8202 西宮市高畑町２

158 西宮市 西宮樋ノ口高層・鉄筋 663-8011 西宮市樋ノ口町２丁目２４

159 西宮市 西宮甲東園鉄筋 662-0813 西宮市上甲東園３丁目１２
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160 西宮市 西宮浜高層 662-0934 西宮市西宮浜４丁目４

161 西宮市 西宮六軒町鉄筋 662-0874 西宮市六軒町４−３

162 西宮市 西宮六軒町第２鉄筋 662-0874 西宮市六軒町１１−２４

163 西宮市 西宮甲子園鉄筋 663-8156 西宮市甲子園網引町９

164 西宮市 西宮今津住宅 663-8227 西宮市今津出在家町１０番１９

165 西宮市 西宮櫨塚住宅 662-0854 西宮市櫨塚町６番５号

洲本市

166 洲本市 洲本上加茂鉄筋（カミガモ） 656-0015 洲本市上加茂７２−１

　 　 芦屋市

167 芦屋市 芦屋浜高層 659-0033 芦屋市高浜町８

168 芦屋市 芦屋浜高層 659-0041 芦屋市若葉町７

169 芦屋市 芦屋大東鉄筋（ダイトウ） 659-0023 芦屋市大東町１５−１４

170 芦屋市 芦屋朝日ヶ丘鉄筋 659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町２３−５、６

171 芦屋市 南芦屋浜高層 659-0034 芦屋市陽光町６

伊丹市

172 伊丹市 伊丹鶴田鉄筋 664-0001 伊丹市荒牧６丁目２５

173 伊丹市 伊丹鶴田高層 664-0001 伊丹市荒牧６丁目２０、２６

174 伊丹市 伊丹西野第２鉄筋 664-0028 伊丹市西野３丁目７６

175 伊丹市 伊丹森本高層 664-0842 伊丹市森本１丁目１−４

176 伊丹市 伊丹西野高層 664-0028 伊丹市西野５丁目３０５

177 伊丹市 伊丹荒牧鉄筋 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１９

178 伊丹市 伊丹西野第３鉄筋 664-0028 伊丹市西野５丁目６９−１

179 伊丹市 伊丹西野第４鉄筋 664-0028 伊丹市西野５丁目３３４

180 伊丹市 伊丹鈴原鉄筋 664-0882 伊丹市鈴原町４丁目４４

181 伊丹市 伊丹荒牧高層 664-0001 伊丹市荒牧５丁目１６−２５

182 伊丹市 伊丹西桑津高層（ﾆｼｸﾜﾂﾞ） 664-0839 伊丹市桑津１丁目２

183 伊丹市 伊丹南町高層 664-0854 伊丹市南町３丁目２８−１

相生市

184 相生市 相生若狭野高層・鉄筋 678-0082 相生市若狭野町八洞３７０番地、３７４番地１

豊岡市

185 豊岡市 豊岡高屋鉄筋 668-0064 豊岡市高屋５７０−２３

186 豊岡市 豊岡今森鉄筋 668-0851 豊岡市今森２８１番地の１

187 豊岡市 日高町 日高国府高層 669-5331 豊岡市日高町上石２３４−１

188 豊岡市 出石町 出石室見台鉄筋（ﾑﾛﾐﾀﾞｲ） 668-0262 豊岡市出石町細見８５０

加古川市

189 加古川市 加古川西鉄筋 675-0036,675-0038 加古川市加古川町西河原、木村

190 加古川市 加古川船頭高層（フナモト） 675-0053 加古川市米田町船頭５３７

191 加古川市 加古川城の宮鉄筋 675-0112 加古川市平岡町山之上６８４−１１

192 加古川市 加古川野口鉄筋 675-0019 加古川市野口町水足２２１、３３３

193 加古川市 加古川粟津鉄筋 675-0039 加古川市加古川町粟津３６

194 加古川市 加古川別府鉄筋 675-0121 加古川市別府町新野辺北町３丁目２３

195 加古川市 加古川神野高層 675-0008 加古川市新神野７丁目２、３

196 加古川市 加古川河原鉄筋 675-0067 加古川市加古川町河原２６９−１

197 加古川市 加古川神野第２高層 675-0008 加古川市新神野２丁目１９－1、20、22

198 加古川市 加古川神野住宅 675-0008 加古川市新神野７丁目２、３番１、５丁目３番

199 加古川市 加古川神野第２住宅 675-0008 加古川市新神野２丁目１９番４、２０番５、６

たつの市

200 たつの市 竜野誉田鉄筋（ホンダ） 679-4134 たつの市誉田町広山１番地の１、１番地１－３

201 たつの市 龍野中臣住宅（ナカジン） 679-4152 たつの市揖保町中臣1330番地の1、1619番地

202 たつの市 新宮町 新宮船渡鉄筋（フナト） 679-4326 たつの市新宮町船渡５７番地の１

203 たつの市 新宮町 新宮中野庄住宅 679-4327 たつの市新宮町中野庄１７７−１

204 たつの市 新宮町 新宮向畑住宅 679-4313 たつの市新宮町新宮１０８８

赤穂市

205 赤穂市 赤穂尾崎鉄筋 678-0221 赤穂市尾崎字本水尾３１０４の５
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206 赤穂市 赤穂中広鉄筋 678-0232 赤穂市中広１０７０、１０７７－３

207 赤穂市 赤穂千鳥高層 678-0232 赤穂市中広１５７６番地の３２，７４

208 赤穂市 赤穂湯ノ内鉄筋 678-0252 赤穂市大津６５２番地の３

西脇市

209 西脇市 西脇鹿野住宅 677-0033 西脇市鹿野町５５４番地の２

210 西脇市 西脇日野ケ丘住宅 677-0012 西脇市富吉南町下ノ山249番地の12

211 西脇市 西脇谷町住宅（タニチョウ） 677-0051 西脇市谷町山王東１０８ー１、３

宝塚市

212 宝塚市 宝塚山本第２鉄筋 665-0815 宝塚市山本丸橋４丁目１５

213 宝塚市 宝塚中筋高層（ナカスジ） 665-0875 宝塚市中筋山手５丁目３

214 宝塚市 宝塚口谷東高層・鉄筋 665-0812 宝塚市口谷東３丁目８

215 宝塚市 宝塚山本野里鉄筋 665-0814 宝塚市山本野里１丁目６

216 宝塚市 宝塚旭町高層 665-0835 宝塚市旭町３丁目２７−１

217 宝塚市 宝塚泉町鉄筋 665-0864 宝塚市泉町１７２−１

218 宝塚市 宝塚切畑住宅 665-0886 宝塚市山手台西４丁目１３

三木市

219 三木市 三木高木鉄筋 673-0435 三木市別所町高木７０

220 三木市 三木大塚第２鉄筋 673-0413 三木市大塚２丁目３−２６

221 三木市 三木朝日ケ丘鉄筋・住宅 673-0441 三木市別所町朝日ヶ丘１－１４１

高砂市

222 高砂市 高砂伊保鉄筋 676-0074 高砂市梅井２丁目５

223 高砂市 高砂米田鉄筋 676-0809 高砂市米田団地

224 高砂市 高砂春日野高層・鉄筋 676-0814 高砂市春日野町１０

225 高砂市 高砂時光寺鉄筋（ジコウジ） 676-0813 高砂市時光寺町３４

226 高砂市 高砂鉄筋 676-0025 高砂市西畑３丁目１

227 高砂市 高砂伊保崎南鉄筋 676-0075 高砂市伊保崎南２６−１０、１１

228 高砂市 高砂松波町高層 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０－３１

229 高砂市 高砂竜山鉄筋 676-0811 高砂市竜山１丁目７

川西市

230 川西市 川西東多田鉄筋 666-0124 川西市多田桜木１丁目７

231 川西市 川西清和台鉄筋 666-0142 川西市清和台東２丁目１−５

232 川西市 川西けやき坂高層 666-0145 川西市けやき坂５丁目５−１

233 川西市 川西清和台東高層 666-0142 川西市清和台東２丁目４－１４

234 川西市 川西下加茂高層（シタカモ） 666-0022 川西市下加茂２丁目４

小野市

235 小野市 小野田園町鉄筋（ﾃﾞﾝｴﾝﾁｮｳ）・住宅 675-1338 小野市田園町８５９番地の１

三田市

236 三田市 三田高次鉄筋（タカスギ） 669-1512 三田市高次２丁目２０−７

237 三田市 三田狭間が丘鉄筋 669-1545 三田市狭間ヶ丘５−２

238 三田市 三田富士が丘高層 669-1547 三田市富士が丘３丁目

239 三田市 三田大池高層 669-1537 三田市西山１丁目１０番１

240 三田市 三田大池住宅 669-1537 三田市西山１丁目１０番２

241 三田市 三田加茂住宅 669-1311 三田市加茂４１２

川辺郡

猪名川町

242 川辺郡 猪名川町 猪名川白金鉄筋（シロガネ） 666-0257 川辺郡猪名川町白金１丁目１−７

加東市

243 加東市 社町 社上中鉄筋（カミナカ） 673-1464 加東市上中２丁目１６

多可郡

多可町

244 多可郡 多可町 八千代下野間住宅 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間３３番地３４９
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加西市

245 加西市 加西北条鉄筋 675-2312 加西市北条町北条４５２−３

246 加西市 加西段下（ダンゲ） 675-2241 加西市段下町字開き

247 加西市 加西東高室高層・鉄筋 675-2321 加西市北条町東高室１１６１−１

加古郡

稲美町

248 加古郡 稲美町 稲美国安鉄筋（クニヤス） 675-1114 加古郡稲美町国安９７４－１，９９５－１

249 加古郡 稲美町 稲美上新田高層 675-1105 加古郡稲美町加古１８４０−１

250 加古郡 稲美町 稲美上新田住宅 675-1105 加古郡稲美町加古１８３６番地の２

播磨町

251 加古郡 播磨町 播磨野添鉄筋（ノゾエ） 675-0157 加古郡播磨町上野添１丁目７

神崎郡

神河町

252 神崎郡 神河町 大河内新野鉄筋（ニイノ） 679-3114 神崎郡神河町新野８９２番地の４

宍粟市

253 宍粟市 山崎町 山崎三谷鉄筋（ミタニ） 671-2524 宍粟市山崎町三谷向山５７−７、５７−４

254 宍粟市 山崎町 山崎横須鉄筋 671-2518 宍粟市山崎町横須１０２

255 宍粟市 一宮町 一宮須行名鉄筋（ｽｷﾞｮｳﾒ） 671-4133 宍粟市一宮町須行名866番地203

養父市

256 養父市 八鹿町 八鹿伊佐鉄筋 667-0012 養父市八鹿町伊佐３３５

257 養父市 養父町 養父広谷上箇鉄筋（アゲ） 667-0115 養父市上箇宮ノ前４４８－２

篠山市

258 丹波篠山市 篠山吹上鉄筋 669-2344 丹波篠山市吹上７０−２

259 丹波篠山市 篠山乾新町鉄筋 669-2335 丹波篠山市乾新町１７５−１

260 丹波篠山市 篠山糯ケ坪住宅(ﾓﾁｶﾞﾂﾎﾞ） 669-2437 丹波篠山市糯ケ坪赤早瀬甲５７番

淡路市

261 淡路市             津名中田鉄筋 656-2163 淡路市中田５０−２

262 淡路市 北淡育波鉄筋（イクハ） 656-1602 淡路市育波２０９２

263 淡路市 北淡浅野南鉄筋 656-1741 淡路市浅野南５９−１

264 淡路市 一宮北山鉄筋 656-1512 淡路市北山字寺谷９６８−１

265 淡路市 一宮北山第２鉄筋 656-1512 淡路市北山１０−１

266 淡路市 一宮尾崎鉄筋 656-1501 淡路市尾崎１７４３−１

267 淡路市 東浦久留麻鉄筋（クルマ） 656-2311 淡路市久留麻１８－３

268 淡路市 東浦久留麻第２鉄筋 656-2311 淡路市久留麻３１−１９

南あわじ市

269 南あわじ市 緑広田鉄筋 656-0131 南あわじ市広田中筋字森ヶ内６７９−４

270 南あわじ市 緑倭文鉄筋（シトオリ） 656-0152 南あわじ市倭文長田２８１−１

271 南あわじ市 三原榎列鉄筋（エナミ） 656-0405 南あわじ市榎列松田７４８−１

272 南あわじ市 西淡志知鉄筋（シチ） 656-0326 南あわじ市志知南４−１

273 南あわじ市 南淡賀集鉄筋（カシュウ） 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬３−２

6


