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４ 急性期搬送 30 分圏内カバー率 
 
 ・各疾患に対応する病院への自動車搬送に 30 分以上を要する範囲を示す。 

・ドクターヘリ及び県消防防災ヘリの運用を加味すれば、県下全域で 30 分以内の医療開始

が可能となっている。 

 

（１）脳卒中の急性期医療を担う医療機関から自動車 30 分圏に含まれない地域 
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神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区

三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市

芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市

西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市

伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市

宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市

川西市川西市川西市川西市川西市川西市川西市川西市川西市

豊中市豊中市豊中市豊中市豊中市豊中市豊中市豊中市豊中市

吹田市吹田市吹田市吹田市吹田市吹田市吹田市吹田市吹田市

大阪市東淀川区大阪市東淀川区大阪市東淀川区大阪市東淀川区大阪市東淀川区大阪市東淀川区大阪市東淀川区大阪市東淀川区大阪市東淀川区

摂津市摂津市摂津市摂津市摂津市摂津市摂津市摂津市摂津市

守口市守口市守口市守口市守口市守口市守口市守口市守口市

寝屋川市寝屋川市寝屋川市寝屋川市寝屋川市寝屋川市寝屋川市寝屋川市寝屋川市

箕面市箕面市箕面市箕面市箕面市箕面市箕面市箕面市箕面市 高槻市高槻市高槻市高槻市高槻市高槻市高槻市高槻市高槻市

茨木市茨木市茨木市茨木市茨木市茨木市茨木市茨木市茨木市

加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市

三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市

川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町

豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町

豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町

亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市

三田市民病院

宝塚第一病院

伊丹恒生脳神経外科病院

ベリタス病院

20 km20 km20 km20 km20 km20 km20 km20 km20 km

技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

宝塚市立病院

加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町

明石市明石市明石市明石市明石市明石市明石市明石市明石市

神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区

高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市

加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町

加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市

小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市

神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区

神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区

神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区

三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市

順心病院

高砂市民病院

加古川西市民病院

大西脳神経外科病院

明石市立市民病院

10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km

技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

明舞中央病院

県立加古川医療センター

たずみ病院

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 0.4％ 

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 0.7％ 
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【北播磨圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中播磨圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町

高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市

姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市

加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町

加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市

小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市

神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区

三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市

芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市

西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市

伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市

宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市

川西市川西市川西市川西市川西市川西市川西市川西市川西市

池田市池田市池田市池田市池田市池田市池田市池田市池田市

たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市

宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市

神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町

神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町

加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市 加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市

多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町

西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市

神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町

三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市

川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町

豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町

丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市

篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市

市立西脇病院

30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km

技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町

備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市
赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市

赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町

相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市
揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町

加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町

明石市明石市明石市明石市明石市明石市明石市明石市明石市

神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区

高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市

姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市

加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町

加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市

小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市

神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区神戸市垂水区

神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区神戸市須磨区
神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区

神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区
神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区

神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区

神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区

三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市

芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市

西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市西宮市

佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町

たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市

美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市

英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村
宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市

神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町

神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町

加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市 加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市

多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町

西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市

神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町

三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市

丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市

篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市

長久病院

30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km

技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

姫路赤十字病院

県立姫路循環器病センター入江病院

製鉄記念広畑病院

姫路医療センター

ツカザキ病院
姫路中央病院

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 12.2％ 

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 11.9％ 
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【西播磨圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【但馬圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市

和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町

久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町

久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町

勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町

苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町

勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町

津山市津山市津山市津山市津山市津山市津山市津山市津山市

備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市 赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市

赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町

相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市
揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町

加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町 神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区

高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市

姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市

加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町

加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市

小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市
三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市

佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町

たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市

美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市

英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村 宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市

神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町

神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町

加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市 加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市

多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町

西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市

神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町

八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町
朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市

丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市

福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市

30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km

技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

赤穂市民病院

赤穂中央病院

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府

勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町

勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町

鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市

美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市

英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村 宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市

多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町

神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町

八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町

八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町

八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町

岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町

美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町

朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市

養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市

豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市

丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市

篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市

船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町

福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市

綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市

与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町
宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市

舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市

美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町
京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市

公立豊岡病院

30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km

技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 30.7％ 

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 61.4％ 


