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兵庫県告示第1228号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

土地改良区の名称 認可年月日 

篠山川沿岸土地改良区 令和２年11月13日 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和２年11月27日 金曜日  第 161 号 
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寺内土地改良区   同  月16日 

五斗長土地改良区 同 

 

 

兵庫県告示第1229号 

漁業法の一部を改正する等の法律（平成30年法律第95号）附則第３条第１項の規定に基づき、同法第１条の

規定による改正後の漁業法（昭和24年法律第267号）第14条第１項の規定の例により兵庫県資源管理方針を次の

ように定めたので、同条第６項の規定の例により公表する。 

令和２年11月27日  

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県資源管理方針 

第１ 資源管理に関する基本的な事項 

１ 漁業の状況 

本県は瀬戸内海と日本海に面し、それぞれの海域特性に応じた多様な漁船漁業及び養殖業が営まれてい

る。平成31年の生産量は121,327ｔ（瀬戸内海109,889ｔ、日本海11,437ｔ）、生産額は523億円（瀬戸内海

423億円、日本海100億円）で、生産量が全国順位の上位を占める水産物も多く、京阪神等へ水産物を供給

する重要な基地となっているほか、貴重な地域資源として各地域の観光業や水産加工業の活性化にも寄与

している。 

このように水産業は、地域経済の発展にも極めて重要な産業であり、今後とも水産業の発展を図ってい

くためには、水産資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。 

２ 本県の責務 

本県は、漁業法（以下「法」という。）第６条の規定に基づき、国とともに、資源管理を適切に実施する

責務を有する。このため、国と協力しつつ、本県の管轄する水面の資源調査、資源評価及び資源管理を行

うとともに、法第10条第１項の規定に基づき、必要と認めるときは、国に対し、資源評価が行われていな

い水産資源について資源評価の要請を行う。 

第２ 特定水産資源ごとの知事管理区分 

１ 定義 

(1) 特定水産資源 

 漁獲可能量による管理を行う水産資源 

(2) 知事管理区分 

特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、県が設定する管理区分 

２ 知事管理区分に定める事項 

(1) 水域 

(2) 対象とする漁業 

(3) 漁獲可能期間 

第３ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理量の知事管理区分への配分の基準 

１ 漁獲可能量 

漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基礎とし、当該特定水産資源を漁獲対象とす

る漁業の実態その他の事情を勘案して、特定水産資源ごとに定める。 

２ 留保枠の設定 

年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊に対応するため、特定水産資源ごとに漁獲可能量に留

保枠を設けることができる。 

３ 数量の融通 

年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生じる、それぞれの知事管理区分に配分した

数量の過不足が、漁業者及び関連業者に与える影響を緩和するため、上記１及び２の規定に基づく配分後

の知事管理区分ごとの知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間における数量の融通を

可能な範囲で行い、それぞれの知事管理区分に配分することで、当該影響の緩和に努める。 
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第４ 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法 

知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理を基本とする。それ以外の知事管理

区分については、漁獲量の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄積、漁獲量等の報告体制の整備が整った

ものから、順次、漁獲割当てによる管理に移行する。 

第５ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

１ 特定水産資源 

特定水産資源については、資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982号）に即して、当該特定

水産資源ごとの資源管理の目標の達成に効果があると認める場合には、小型魚の漁獲を避けるための網目

等の漁具の制限等、漁獲可能量による管理以外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み合わせ

て資源管理を行う。 

２ 特定水産資源以外の水産資源 

特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針に即して、当該水産資源ごとの資源管理の

目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管理を適切に行うために、

必要と考えられる資源管理の手法による管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。法第11条第２

項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていない場合には、当該資源評価

が行われるまでの間は、利用可能な科学的知見を用いて資源管理の方向性を設定する。 

３ 漁業者自身による自主的な取組 

県は、漁業者による法第124条第１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協

定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結

果の県への報告が行われるよう指導を行う。 

第６ その他資源管理に関する重要事項  

１ 漁獲量等の情報の収集 

(1) 漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が資源に与える影響等を把握するために有益

であり、資源評価の精度を上げるために重要である。また、資源管理措置の遵守状況のモニタリング等、

適切な資源管理を行うためにも重要である。 

(2)  漁獲量等の情報は、法第26条第１項又は第30条第１項の規定による漁獲可能量による管理として行う

もののほか、知事許可漁業の許可を受けた者による資源管理の状況等の報告（法第58条において準用す

る法第52条第１項）、漁業権者による資源管理の状況等の報告（法第90条第１項）においても報告が義務

づけられている。これらの報告により収集した情報を国へ報告し、国及び県が相互に漁獲量等の情報を

共有することにより適切な資源管理に向けてこれらの情報を活用していく。 

(3)  また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性を踏まえて、より迅速にかつ効率的に情報

を収集することができるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業協同組合、市場等から漁獲量等の情報を

電子的に収集・蓄積するシステムの構築を進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じて編

集・処理することで適切な資源管理に向けてこれらの情報の活用が図られるようにする。 

２ 種苗放流等の取組及び資源管理の進め方 

水産資源の維持増大にむけて、種苗生産・放流・育成管理（以下「種苗放流等」という。）の取組を推進

する。 

今後も資源管理と種苗放流等の相互の取組の連携を図ることとし、新たな資源管理の推進に当たっては、

漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上で、着実に実行していく。 

第７ 兵庫県資源管理方針の検討 

法第14条第８項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を

勘案して、おおむね５年ごとに、この資源管理方針についての検討を行うとともに、この資源管理方針に

記載されている個別の水産資源についても少なくとも５年ごとに見直しを行う。 

 

兵庫県告示第1230号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 
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   公共測量（現地測量） 

２ 作業期間 

令和２年10月15日から同年12月25日まで 

３ 作業地域 

佐用町宗行地内 

 

兵庫県告示第1231号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和２年11月16日から同年12月28日まで 

３ 作業地域 

西宮市樋之池町地内 

 

兵庫県告示第1232号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、芦屋市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（数値写真撮影、写真地図作成及び数値地形図データ更新） 

２ 作業期間 

令和２年11月25日から令和３年３月31日まで 

３ 作業地域 

芦屋市全域 

 

兵庫県告示第1233号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（街区多角点の復旧測量（再設）） 

２ 作業期間 

令和２年９月23日から同年10月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市今津二葉町地内 

 

兵庫県告示第1234号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の

規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

アチ口(1)Ⅰ-２ 

（101050232） 
神戸市須磨区妙法寺（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

堂ノ下Ⅰ-２ 

（101050233） 
神戸市須磨区妙法寺（別図２のとおり） 急傾斜地の崩壊 

円満林(1)Ⅰ-２ 

（101050234） 
神戸市須磨区妙法寺（別図３のとおり） 急傾斜地の崩壊 

筆前Ⅰ-２ 

（101050235） 
神戸市須磨区妙法寺（別図４のとおり） 急傾斜地の崩壊 

明神町(1)Ⅰ-２ 

（101050236） 
神戸市須磨区明神町３丁目（別図５のとおり） 急傾斜地の崩壊 

板宿(1)Ⅰ-２ 

（101050237） 
神戸市須磨区板宿町３丁目（別図６のとおり） 急傾斜地の崩壊 

上細沢(1)Ⅰ-２ 

（101050238） 
神戸市須磨区奥山畑町（別図７のとおり） 急傾斜地の崩壊 

西脇Ⅰ-２ 

（101050239） 
神戸市須磨区車（別図８のとおり） 急傾斜地の崩壊 

白川Ⅰ-２ 

（101050240） 
神戸市須磨区白川（別図９のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図１から別図９までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、神戸県民センター神戸土木事務所及び

神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1235号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の

規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

多田Ⅱ 

（102010454） 
姫路市山田町多田（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

豊富(1)Ⅱ 

（102010455） 
姫路市豊富町豊富（別図２のとおり） 急傾斜地の崩壊 

佐良和Ⅱ 

（102010456） 
姫路市飾東町佐良和（別図３のとおり） 急傾斜地の崩壊 

志吹Ⅰ-２ 

（102010457） 
姫路市飾東町志吹（別図４のとおり） 急傾斜地の崩壊 

八重畑Ⅰ-２ 

（102010458） 
姫路市飾東町八重畑（別図５のとおり） 急傾斜地の崩壊 
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城見台(2)Ⅰ-２ 

（102010459） 
姫路市城見台一丁目（別図６のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図１から別図６までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所及

び姫路市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1236号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の

規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

猿田彦谷(2)Ⅰ 

（235000100） 
神崎郡市川町美佐（別図１のとおり） 土石流 

（別図１は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所及び市

川町役場建設課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1237号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の

規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

三宅(1)Ⅰ-２ 

（123040088） 
養父市三宅（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

三宅(2)Ⅰ-２ 

（123040089） 
養父市三宅（別図２のとおり） 急傾斜地の崩壊 

草出Ⅰ-２ 

（123040090） 
養父市草出（別図３のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図１から別図３までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び養父市

役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1238号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の

規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 



令和２年11月27日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 161 号 

7 

 

母坪Ⅰ-２ 

（124010072） 
丹波市柏原町母坪（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

母坪(2)Ⅰ-２ 

（124010073） 
丹波市柏原町母坪（別図２のとおり） 急傾斜地の崩壊 

田路Ⅰ-２ 

（124010074） 
丹波市柏原町田路（別図３のとおり） 急傾斜地の崩壊 

田路(3)Ⅰ-２ 

（124010075） 
丹波市柏原町田路（別図４のとおり） 急傾斜地の崩壊 

北山(2)Ⅰ-２ 

（124010076） 
丹波市柏原町北山（別図５のとおり） 急傾斜地の崩壊 

北山Ⅰ-２ 

（124010077） 
丹波市柏原町北山（別図６のとおり） 急傾斜地の崩壊 

南多田Ⅰ-２ 

（124010078） 
丹波市柏原町南多田（別図７のとおり） 急傾斜地の崩壊 

上小倉(2)Ⅰ-２ 

（124010079） 
丹波市柏原町上小倉（別図８のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図１から別図８までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波市

役所柏原支所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1239号 

 平成23年兵庫県告示第804号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

アチラムキ(1)Ⅰ（101050001）の項中別図１、アチ口(1)Ⅰ（101050011）の項中別図11、樫原(2)Ⅰ（101050017）

の項中別図16、堂ヶ谷Ⅰ（101050021）の項中別図20、中田(2)Ⅰ（101050033）の項中別図27、乗越Ⅰ（101050036）

の項中別図30、明神町(1)Ⅰ（101050051）の項中別図43、上細沢(1)Ⅰ（101050065）の項中別図55、西脇Ⅰ

（101050087）の項中別図65、白川Ⅰ（101050131）の項中別図85、北落合(2)Ⅰ（101050137）の項中別図89、

若草Ⅰ（101050172）の項中別図103、潮見台Ⅰ（101050177）の項中別図106、奥西山Ⅱ（101050201）の項中別

図124を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、神戸県民センター神戸土木事務所及び神戸市役所

に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1240号 

 平成25年兵庫県告示第540号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

樫原(1)Ⅰ（101050016）の項中別図１、堂ノ下Ⅰ（101050023）の項中別図２、円満林(1)Ⅰ（101050025）の

項中別図４、筆前Ⅰ（101050037）の項中別図７、板宿(1)Ⅰ（101050056）の項中別図９、北落合(1)Ⅰ（101050136）

の項中別図45を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、神戸県民センター神戸土木事務所及び神戸市役所

に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1241号 
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 平成22年兵庫県告示第790号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

志吹Ⅰ（102010189）の項中別図22、八重畑Ⅰ（102010201）の項中別図31、豊富Ⅱ（102010234）の項中別図

64、城見台(2)Ⅰ（102010244）の項中別図74を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所及び姫路市役

所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1242号 

 平成20年兵庫県告示第979号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

屋形Ⅲ（135000051）の項中別図３、東小畑(1)Ⅱ（135000054）の項中別図６、東小畑Ⅰ（135000057）の項

中別図９、奥御舟(2)Ⅱ（135000066）の項中別図18、鬼谷Ⅱ（135000099）の項中別図51、東川辺(1)Ⅱ（135000105）

の項中別図57、谷(1)Ⅱ（135000117）の項中別図69、田中Ⅱ（135000123）の項中別図75、奥Ⅱ（135000125）

の項中別図77、甘地Ⅲ（135000127）の項中別図79、西田中Ⅰ（135000128）の項中別図80、下瀬加四角ヶ谷Ⅰ

（235000065）の項中別図116を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所及

び市川町役場建設課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1243号 

 平成19年兵庫県告示第1063号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

尾ノ瀬川Ⅰ（234020007）の項中別図32を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所及

び神河町役場建設課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1244号 

 平成20年兵庫県告示第1089号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

中村Ⅰ（134010092）の項中別図54、吉冨(6)Ⅱ（134010095）の項中別図57を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所及

び神河町役場建設課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1245号 

 平成20年兵庫県告示第1090号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

本村(2)Ⅰ（134020035）の項中別図10、大河(1)Ⅰ（134020070）の項中別図45、大河(2)Ⅰ（134020071）の

項中別図46、鍛治(2)Ⅰ（134020078）の項中別図53を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所及

び神河町役場建設課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1246号 

 平成21年兵庫県告示第541号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 
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令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

三宅(1)Ⅰ（123040003）の項中別図３、耳堂(3)Ⅱ（123040004）の項中別図４、三宅(2)Ⅰ（123040005）の

項中別図５、大谷(3)Ⅰ（123040010）の項中別図10、奥村Ⅰ（123040013）の項中別図13、万久里(1)Ⅰ（123040015）

の項中別図15、万久里(2)Ⅱ（123040016）の項中別図16、万久里(1)Ⅱ（123040017）の項中別図17、尾崎Ⅰ

（123040020）の項中別図20、片岡Ⅰ（123040021）の項中別図21、八木谷Ⅰ（123040028）の項中別図28、吉井

Ⅰ（123040030）の項中別図30、 畑(3)Ⅱ（123040052）の項中別図52、安井(2)Ⅱ（123040058）の項中別図58、

出合(1)Ⅱ（123040063）の項中別図63、草出Ⅰ（123040073）の項中別図73、草出(1)Ⅱ（123040074）の項中別

図74を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び養父市役所に備え

置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1247号 

 平成23年兵庫県告示第717号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

母坪Ⅰ（124010001）の項中別図１、母坪(2)Ⅰ（124010002）の項中別図２、田路Ⅰ（124010004）の項中別

図４、田路(3)Ⅰ（124010005）の項中別図５、北山(2)Ⅰ（124010007）の項中別図７、北山Ⅰ（124010008）の

項中別図８、東鴨野(2)Ⅰ（124010010）の項中別図10、大新屋Ⅰ（124010011）の項中別図11、南多田Ⅰ（124010014）

の項中別図14、小南Ⅰ（124010029）の項中別図29、柏原(10)Ⅰ（124010031）の項中別図31、上小倉(2)Ⅰ（124010036）

の項中別図36、上小倉(4)Ⅱ（124010050）の項中別図50、口石戸川Ⅰ（224010001）の項中別図72、室地川Ⅰ

（224010004）の項中別図75、鴨野川Ⅰ（224010033）の項中別図104を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波市役所柏原支

所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1248号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

アチラムキ(1)Ⅰ 

（101050001） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

１のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

アチラムキ(2)Ⅰ 

（101050002） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

２のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

上ノ界Ⅰ 

（101050003） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

３のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

岩山Ⅰ 

（101050004） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

４のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

二重苅Ⅰ 

（101050005） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

５のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 
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女夫岩(2)Ⅰ 

（101050007） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

６のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

禿山Ⅰ 

（101050008） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

７のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

野路山Ⅰ 

（101050009） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

８のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

アチ口(1)Ⅰ 

（101050011） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

９のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

アチ口(2)Ⅰ 

（101050012） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

10のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

アチ口(4)Ⅰ 

（101050014） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

11のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

樫原(1)Ⅰ 

（101050016） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

12のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

樫原(2)Ⅰ 

（101050017） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

13のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

大門Ⅰ 

（101050018） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

14のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

岡Ⅰ 

（101050019） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

15のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

堂ヶ谷Ⅰ 

（101050021） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

16のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

堂ノ下Ⅰ 

（101050023） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

17のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

界地Ⅰ 

（101050024） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

18のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

円満林(1)Ⅰ 

（101050025） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

19のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

円満林(2)Ⅰ 

（101050026） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

20のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

中田(1)Ⅰ 

（101050032） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

21のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

中田(2)Ⅰ 

（101050033） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

22のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

毘沙門山(1)Ⅰ 

（101050034） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

23のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

毘沙門山(2)Ⅰ 

（101050035） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

24のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

乗越Ⅰ 

（101050036） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

25のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 
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筆前Ⅰ 

（101050037） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

26のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

谷野(2)Ⅰ 

（101050039） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

27のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

禅昌寺(3)Ⅰ 

（101050042） 

神戸市須磨区禅昌寺町１丁

目（別図28のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

禅昌寺(5)Ⅰ 

（101050044） 

神戸市須磨区禅昌寺町１丁

目（別図29のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

禅昌寺(6)Ⅰ 

（101050045） 

神戸市須磨区禅昌寺町２丁

目（別図30のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

禅昌寺(7)Ⅰ 

（101050046） 

神戸市須磨区禅昌寺町２丁

目（別図31のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

禅昌寺(8)Ⅰ 

（101050047） 

神戸市須磨区禅昌寺町１丁

目（別図32のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

禅昌寺(9)Ⅰ 

（101050048） 

神戸市須磨区禅昌寺町１丁

目（別図33のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

永楽(2)Ⅰ 

（101050050） 

神戸市須磨区永楽町３丁目

（別図34のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

明神町(1)Ⅰ 

（101050051） 

神戸市須磨区明神町３丁目

（別図35のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

明神町(4)Ⅰ 

（101050054） 

神戸市須磨区明神町４丁目

（別図36のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

明神町(5)Ⅰ 

（101050055） 

神戸市須磨区明神町３丁目

（別図37のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

板宿(1)Ⅰ 

（101050056） 

神戸市須磨区板宿町３丁目

（別図38のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

板宿(3)Ⅰ 

（101050058） 

神戸市須磨区板宿町３丁目

（別図39のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

上細沢(1)Ⅰ 

（101050065） 

神戸市須磨区奥山畑町（別

図40のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

上細沢(5)Ⅰ 

（101050068） 

神戸市須磨区上細沢町（別

図41のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

高尾台(3)Ⅰ 

（101050071） 

神戸市須磨区上細沢町（別

図42のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

高尾台(4)Ⅰ 

（101050072） 

神戸市須磨区奥山畑町（別

図43のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

高尾台(6)Ⅰ 

（101050074） 

神戸市須磨区東須磨（別図

44のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

奥山畑Ⅰ 

（101050075） 

神戸市須磨区水野町（別図

45のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 
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杓子山Ⅰ 

（101050078） 

神戸市須磨区東須磨（別図

46のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

青山Ⅰ 

（101050079） 

神戸市須磨区東須磨（別図

47のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

口中ノ尾Ⅰ 

（101050083） 

神戸市須磨区車（別図48の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

奥道谷Ⅰ 

（101050084） 

神戸市須磨区車（別図49の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

清ノ下(1)Ⅰ 

（101050085） 

神戸市須磨区車（別図50の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

清ノ下(2)Ⅰ 

（101050086） 

神戸市須磨区車（別図51の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

西脇Ⅰ 

（101050087） 

神戸市須磨区車（別図52の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

松ヶ原Ⅰ 

（101050088） 

神戸市須磨区車（別図53の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 

清水台Ⅰ 

（101050089） 

神戸市須磨区清水台（別図

54のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

横尾(4)Ⅰ 

（101050095） 

神戸市須磨区横尾１丁目

（別図55のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

離宮西(1)Ⅰ 

（101050097） 

神戸市須磨区離宮西町２丁

目（別図56のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 

須磨寺Ⅰ 

（101050099） 

神戸市須磨区須磨寺町３丁

目（別図57のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 

高倉台(1)Ⅰ 

（101050100） 

神戸市須磨区西須磨（別図

58のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 

高倉町Ⅰ 

（101050102） 

神戸市須磨区高倉町１丁目

（別図59のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

潮見台(1)Ⅰ 

（101050103） 

神戸市須磨区潮見台町１丁

目（別図60のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 

一ノ谷(4)Ⅰ 

（101050110） 

神戸市須磨区一ノ谷町１丁

目（別図61のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

一ノ谷(6)Ⅰ 

（101050112） 

神戸市須磨区西須磨（別図

62のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図62のとおり 

一の谷(7)Ⅰ 

（101050113） 

神戸市須磨区一ノ谷町１丁

目（別図63のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図63のとおり 

一ノ谷(8)Ⅰ 

（101050114） 

神戸市須磨区西須磨（別図

64のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図64のとおり 

鉄拐山(2)Ⅰ 

（101050121） 

神戸市須磨区西須磨（別図

65のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図65のとおり 
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白川台(5)Ⅰ 

（101050128） 

神戸市須磨区白川台５丁目

（別図66のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図66のとおり 

白川台(6)Ⅰ 

（101050129） 

神戸市須磨区白川台５丁目

（別図67のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図67のとおり 

白川台(7)Ⅰ 

（101050130） 

神戸市須磨区東白川台５丁

目（別図68のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図68のとおり 

白川Ⅰ 

（101050131） 

神戸市須磨区白川（別図69

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図69のとおり 

樋詰(1)Ⅰ 

（101050132） 

神戸市須磨区白川（別図70

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図70のとおり 

平丁Ⅰ 

（101050134） 

神戸市須磨区白川（別図71

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図71のとおり 

池尻Ⅰ 

（101050135） 

神戸市須磨区北落合６丁目

（別図72のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図72のとおり 

北落合(1)Ⅰ 

（101050136） 

神戸市須磨区北落合６丁目

（別図73のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図73のとおり 

北落合(2)Ⅰ 

（101050137） 

神戸市須磨区北落合５丁目

（別図74のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図74のとおり 

北落合(4)Ⅰ 

（101050139） 

神戸市須磨区北落合２丁目

（別図75のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図75のとおり 

北落合(5)Ⅰ 

（101050140） 

神戸市須磨区北落合３丁目

（別図76のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図76のとおり 

北落合(6)Ⅰ 

（101050141） 

神戸市須磨区北落合３丁目

（別図77のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図77のとおり 

山神Ⅰ 

（101050144） 

神戸市須磨区友が丘３丁目

（別図78のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図78のとおり 

多井畑南(1)Ⅰ 

（101050146） 

神戸市須磨区多井畑南町

（別図79のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図79のとおり 

多井畑南(2)Ⅰ 

（101050147） 

神戸市須磨区多井畑南町

（別図80のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図80のとおり 

友が丘(1)Ⅰ 

（101050148） 

神戸市須磨区友が丘９丁目

（別図81のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図81のとおり 

友が丘(2)Ⅰ 

（101050149） 

神戸市須磨区友が丘９丁目

（別図82のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図82のとおり 

友が丘(3)Ⅰ 

（101050150） 

神戸市須磨区友が丘８丁目

（別図83のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図83のとおり 

友が丘(4)Ⅰ 

（101050151） 

神戸市須磨区友が丘８丁目

（別図84のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図84のとおり 

友が丘(6)Ⅰ 

（101050153） 

神戸市須磨区友が丘９丁目

（別図85のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図85のとおり 
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西落合Ⅰ 

（101050155） 

神戸市須磨区西落合２丁目

（別図86のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図86のとおり 

菅の台(1)(1)Ⅰ 

（101050156） 

神戸市須磨区菅の台６丁目

（別図87のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図87のとおり 

菅の台(2)(1)Ⅰ 

（101050157） 

神戸市須磨区菅の台６丁目

（別図88のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図88のとおり 

菅の台(3)Ⅰ 

（101050158） 

神戸市須磨区菅の台５丁目

（別図89のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図89のとおり 

菅の台(5)Ⅰ 

（101050160） 

神戸市須磨区菅の台１丁目

（別図90のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図90のとおり 

神の谷(2)Ⅰ 

（101050163） 

神戸市須磨区神の谷６丁目

（別図91のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図91のとおり 

高尾台Ⅰ 

（101050168） 

神戸市須磨区上細沢町（別

図92のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図92のとおり 

火ノ谷Ⅰ 

（101050169） 

神戸市須磨区東須磨（別図

93のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図93のとおり 

青山(1)Ⅰ 

（101050170） 

神戸市須磨区東須磨（別図

94のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図94のとおり 

若草Ⅰ 

（101050172） 

神戸市須磨区若草町１丁目

（別図95のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図95のとおり 

北落合Ⅰ 

（101050181） 

神戸市須磨区北落合４丁目

（別図96のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図96のとおり 

高取山Ⅱ 

（101050186） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

97のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図97のとおり 

アチラムキⅡ 

（101050187） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

98のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図98のとおり 

アチ口Ⅱ 

（101050190） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

99のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図99のとおり 

上ノ池Ⅱ 

（101050193） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

100のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図100のとおり 

禅昌寺Ⅱ 

（101050194） 

神戸市須磨区禅昌寺町２丁

目（別図101のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図101のとおり 

大手(1)Ⅱ 

（101050195） 

神戸市須磨区大手（別図102

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図102のとおり 

大手(2)Ⅱ 

（101050196） 

神戸市須磨区大手（別図103

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図103のとおり 

若草町(2)Ⅱ 

（101050198） 

神戸市須磨区車（別図104の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図104のとおり 

奥西山Ⅱ 

（101050201） 

神戸市須磨区車（別図105の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図105のとおり 
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側ノ下Ⅱ 

（101050202） 

神戸市須磨区車（別図106の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図106のとおり 

西須磨Ⅱ 

（101050204） 

神戸市須磨区西須磨（別図

107のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図107のとおり 

高倉町(1)Ⅱ 

（101050205） 

神戸市須磨区高倉町２丁目

（別図108のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図108のとおり 

高倉町(3)Ⅱ 

（101050207） 

神戸市須磨区西須磨（別図

109のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図109のとおり 

菅の台(2)Ⅲ 

（101050208） 

神戸市須磨区菅の台１丁目

（別図110のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図110のとおり 

白川台Ⅱ 

（101050212） 

神戸市須磨区白川台５丁目

（別図111のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図111のとおり 

堂ノ東Ⅱ 

（101050213） 

神戸市須磨区白川（別図112

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図112のとおり 

平丁Ⅱ 

（101050214） 

神戸市須磨区白川（別図113

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図113のとおり 

西小屋Ⅱ 

（101050215） 

神戸市須磨区白川（別図114

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図114のとおり 

不計(1)Ⅱ 

（101050217） 

神戸市須磨区白川（別図115

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図115のとおり 

不計(2)Ⅱ 

（101050218） 

神戸市須磨区北落合６丁目

（別図116のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図116のとおり 

多井畑南Ⅱ 

（101050223） 

神戸市須磨区多井畑南町

（別図117のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図117のとおり 

車Ⅲ 

（101050227） 

神戸市須磨区車（別図118の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図118のとおり 

須磨寺町Ⅲ 

（101050228） 

神戸市須磨区須磨寺町４丁

目（別図119のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図119のとおり 

菅の台(1)Ⅲ 

（101050230） 

神戸市須磨区菅の台１丁目

（別図120のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図120のとおり 

妙法寺川右支Ⅱ 

（201050056） 

神戸市須磨区妙法寺（別図

121のとおり） 
土石流 別図121のとおり 

妙法寺川左支(1)Ⅱ 

（201050057） 

神戸市須磨区車（別図122の

とおり） 
土石流 別図122のとおり 

竹之下右支渓Ⅰ 

（201050060） 

神戸市須磨区白川（別図123

のとおり） 
土石流 別図123のとおり 

西古家Ⅱ 

（201050062） 

神戸市須磨区白川（別図124

のとおり） 
土石流 別図124のとおり 

右支渓弓場内Ⅰ 

（201050064） 

神戸市須磨区多井畑（別図

125のとおり） 
土石流 別図125のとおり 
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（別図１から別図125までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、神戸県民センター神戸土木事務所及び

神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1249号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

大釜(2)Ⅰ 

（102010169） 

姫路市飾東町大釜（別図１

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

小原(1)Ⅰ 

（102010170） 

姫路市飾東町小原（別図２

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

小原(2)Ⅰ 

（102010171） 

姫路市飾東町小原（別図３

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

小原(3)Ⅰ 

（102010172） 

姫路市飾東町小原（別図４

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

小原Ⅲ 

（102010173） 

姫路市飾東町小原（別図５

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

小原新Ⅰ 

（102010174） 

姫路市飾東町小原新（別図

６のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

小原新Ⅲ 

（102010175） 

姫路市飾東町小原新（別図

７のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

北野(1)Ⅲ 

（102010176） 

姫路市飾東町北野（別図８

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

北野(2)Ⅲ 

（102010177） 

姫路市飾東町北野（別図９

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

清住(1)Ⅱ 

（102010182） 

姫路市飾東町清住（別図10

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

清住(2)Ⅱ 

（102010183） 

姫路市飾東町清住（別図11

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

清住Ⅲ 

（102010185） 

姫路市飾東町清住（別図12

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

塩崎(1)Ⅲ 

（102010187） 

姫路市飾東町塩崎（別図13

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

塩崎(2)Ⅲ 

（102010188） 

姫路市飾東町塩崎（別図14

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

志吹Ⅰ 

（102010189） 

姫路市飾東町志吹（別図15

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 
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唐端新Ⅰ 

（102010190） 

姫路市飾東町唐端新（別図

16のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

唐端新(2)Ⅱ 

（102010192） 

姫路市飾東町唐端新（別図

17のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

唐端新(4)Ⅱ 

（102010194） 

姫路市飾東町志吹（別図18

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

唐端新(3)Ⅲ 

（102010198） 

姫路市飾東町唐端新（別図

19のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

豊国(1)Ⅰ 

（102010199） 

姫路市飾東町豊国（別図20

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

豊国Ⅲ 

（102010200） 

姫路市飾東町豊国（別図21

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

八重畑Ⅰ 

（102010201） 

姫路市飾東町八重畑（別図

22のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

八重畑(3)Ⅰ 

（102010203） 

姫路市飾東町八重畑（別図

23のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

八重畑Ⅱ 

（102010204） 

姫路市飾東町八重畑（別図

24のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

八重畑(2)Ⅲ 

（102010206） 

姫路市飾東町八重畑（別図

25のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

山崎Ⅱ 

（102010207） 

姫路市飾東町山崎（別図26

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

夕陽ヶ丘(1)Ⅰ 

（102010208） 

姫路市飾東町夕陽ヶ丘（別

図27のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

夕陽ヶ丘(3)Ⅰ 

（102010210） 

姫路市飾東町夕陽ヶ丘（別

図28のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

夕陽ヶ丘(4)Ⅰ 

（102010211） 

姫路市飾東町夕陽ヶ丘（別

図29のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

御蔭Ⅰ 

（102010227） 

姫路市豊富町御蔭（別図30

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

御蔭Ⅱ 

（102010228） 

姫路市豊富町御蔭（別図31

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

御蔭(1)Ⅲ 

（102010230） 

姫路市豊富町御蔭（別図32

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

御蔭(2)Ⅲ 

（102010231） 

姫路市豊富町御蔭（別図33

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

神谷(2)Ⅱ 

（102010232） 

姫路市豊富町神谷（別図34

のとおり 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

神谷Ⅲ 

（102010233） 

姫路市豊富町神谷（別図35

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 
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豊富Ⅱ 

（102010234） 

姫路市豊富町豊富（別図36

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

多田Ⅲ 

（102010237） 

姫路市山田町多田（別図37

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

東多田Ⅰ 

（102010238） 

姫路市山田町多田（別図38

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

西山田Ⅰ 

（102010240） 

姫路市山田町西山田（別図

39のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

南山田Ⅲ 

（102010241） 

姫路市山田町南山田（別図

40のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

福地Ⅱ 

（102010242） 

姫路市山田町南山田（別図

41のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

城見台(2)Ⅰ 

（102010244） 

姫路市城見台一丁目（別図

42のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

城見台(3)Ⅰ 

（102010245） 

姫路市城見台三丁目（別図

43のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

城見台(4)Ⅰ 

（102010246） 

姫路市城見台二丁目（別図

44のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

城見台(5)Ⅰ 

（102010247） 

姫路市城見台二丁目（別図

45のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

多田Ⅱ 

（102010454） 

姫路市山田町多田（別図46

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

豊富(1)Ⅱ 

（102010455） 

姫路市豊富町豊富（別図47

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

佐良和Ⅱ 

（102010456） 

姫路市飾東町佐良和（別図

48のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

北野川Ⅰ 

（202010089） 

姫路市飾東町北野（別図49

のとおり） 
土石流 別図49のとおり 

庄川第２Ⅰ 

（202010093） 

姫路市飾東町豊国（別図50

のとおり） 
土石流 別図50のとおり 

佐土川Ⅱ 

（202010100） 

姫路市飾東町山崎（別図51

のとおり） 
土石流 別図51のとおり 

城山東谷Ⅰ 

（202010106） 

姫路市豊富町豊富（別図52

のとおり） 
土石流 別図52のとおり 

金竹東Ⅱ 

（202010110） 

姫路市豊富町御蔭（別図53

のとおり） 
土石流 別図53のとおり 

金竹奥Ⅱ 

（202010111） 

姫路市豊富町御蔭（別図54

のとおり） 
土石流 別図54のとおり 

生野谷Ⅱ 

（202010112） 

姫路市豊富町御蔭（別図55

のとおり） 
土石流 別図55のとおり 
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（別図１から別図55までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所及

び姫路市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1250号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

唐端新(2)Ⅲ 

（102010197） 

姫路市飾東町唐端新 

加古川市志方町西牧（別図

１のとおり） 

急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

（別図１は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、東播磨県民局加古川土木事務所、中播磨県民センター

姫路土木事務所、加古川市役所及び姫路市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1251号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

糸井(1)Ⅰ 

（137000012） 

揖保郡太子町糸井 

姫路市勝原区朝日谷（別図

１のとおり） 

急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

糸井(2)Ⅰ 

（137000013） 

揖保郡太子町糸井 

姫路市網干区和久（別図２

のとおり） 

急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

（別図１及び別図２は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所、西播

磨県民局龍野土木事務所、姫路市役所及び太子町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1252号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 
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御室(2)Ⅲ 

（135000047） 

神崎郡市川町上瀬加（別図

１のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

北田中Ⅰ 

（135000049） 

神崎郡市川町北田中（別図

２のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

初鹿野Ⅱ 

（135000050） 

神崎郡市川町屋形（別図３

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

屋形Ⅲ 

（135000051） 

神崎郡市川町屋形（別図４

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

西小畑Ⅰ 

（135000053） 

神崎郡市川町小畑（別図５

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

東小畑(1)Ⅱ 

（135000054） 

神崎郡市川町小畑（別図６

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

西小畑(1)Ⅱ 

（135000055） 

神崎郡市川町小畑（別図７

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

西小畑(2)Ⅱ 

（135000056） 

神崎郡市川町小畑（別図８

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

東小畑Ⅰ 

（135000057） 

神崎郡市川町小畑（別図９

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

東小畑(2)Ⅱ 

（135000059） 

神崎郡市川町小畑（別図10

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

東小畑(3)Ⅱ 

（135000060） 

神崎郡市川町小畑（別図11

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

小畑(2)Ⅱ 

（135000061） 

神崎郡市川町小畑（別図12

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

小畑(3)Ⅱ 

（135000062） 

神崎郡市川町小畑（別図13

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

小畑(1)Ⅱ 

（135000063） 

神崎郡市川町小畑（別図14

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

奥御舟(2)Ⅰ 

（135000064） 

神崎郡市川町小畑（別図15

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

奥御舟(1)Ⅱ 

（135000065） 

神崎郡市川町小畑（別図16

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

奥御舟(2)Ⅱ 

（135000066） 

神崎郡市川町小畑（別図17

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

奥御舟(3)Ⅱ 

（135000067） 

神崎郡市川町小畑（別図18

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

奥御舟(4)Ⅱ 

（135000068） 

神崎郡市川町小畑（別図19

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

下瀬加Ⅲ 

（135000069） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

20のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 
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奥御舟(1)Ⅰ 

（135000070） 

神崎郡市川町小畑（別図21

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

御室(1)Ⅱ 

（135000084） 

神崎郡市川町上瀬加（別図

22のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

御室Ⅰ 

（135000085） 

神崎郡市川町上瀬加（別図

23のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

戸安Ⅱ 

（135000086） 

神崎郡市川町上瀬加（別図

24のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

御舟(2)Ⅱ 

（135000089） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

25のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

御舟Ⅰ 

（135000090） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

26のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

御舟(2)Ⅲ 

（135000092） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

27のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

瓜生田(1)Ⅰ 

（135000093） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

28のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

御舟(3)Ⅲ 

（135000094） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

29のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

瓜生田(1)Ⅱ 

（135000095） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

30のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

瓜生田(2)Ⅱ 

（135000096） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

31のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

鬼谷Ⅰ 

（135000097） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

32のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

鬼谷Ⅲ 

（135000098） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

33のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

鬼谷Ⅱ 

（135000099） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

34のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

加茂地(1)Ⅱ 

（135000100） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

35のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

山添Ⅱ 

（135000101） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

36のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

加茂地(2)Ⅱ 

（135000102） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

37のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

峠Ⅱ 

（135000103） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

38のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

山添Ⅰ 

（135000104） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

39のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

東川辺(1)Ⅱ 

（135000105） 

神崎郡市川町東川辺（別図

40のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 
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東川辺(2)Ⅱ 

（135000106） 

神崎郡市川町東川辺（別図

41のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

東川辺(3)Ⅱ 

（135000107） 

神崎郡市川町東川辺（別図

42のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

東川辺(1)Ⅰ 

（135000108） 

神崎郡市川町東川辺（別図

43のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

東川辺(2)Ⅰ 

（135000109） 

神崎郡市川町東川辺（別図

44のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

西川辺Ⅰ 

（135000111） 

神崎郡市川町西川辺（別図

45のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

小畑Ⅲ 

（135000113） 

神崎郡市川町小畑（別図46

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

浅野Ⅱ 

（135000114） 

神崎郡市川町浅野（別図47

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

浅野Ⅲ 

（135000115） 

神崎郡市川町浅野（別図48

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

浅野Ⅰ 

（135000116） 

神崎郡市川町浅野（別図49

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

谷(1)Ⅱ 

（135000117） 

神崎郡市川町谷（別図50の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

谷(2)Ⅱ 

（135000118） 

神崎郡市川町谷（別図51の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

谷Ⅰ 

（135000119） 

神崎郡市川町谷（別図52の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

谷Ⅲ 

（135000120） 

神崎郡市川町谷（別図53の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 

谷(3)Ⅱ 

（135000121） 

神崎郡市川町谷（別図54の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

田中Ⅲ 

（135000122） 

神崎郡市川町田中（別図55

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

田中Ⅱ 

（135000123） 

神崎郡市川町田中（別図56

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 

近平Ⅲ 

（135000124） 

神崎郡市川町近平（別図57

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 

奥Ⅱ 

（135000125） 

神崎郡市川町奥（別図58の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 

坂戸Ⅲ 

（135000126） 

神崎郡市川町坂戸（別図59

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

甘地Ⅲ 

（135000127） 

神崎郡市川町甘地（別図60

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 
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西田中Ⅰ 

（135000128） 

神崎郡市川町西田中（別図

61のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

保喜(2)Ⅰ 

(135000130） 

神崎郡市川町保喜（別図62

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図62のとおり 

初鹿野(2)Ⅰ 

（235000033） 

神崎郡市川町屋形（別図63

のとおり） 
土石流 別図63のとおり 

諏訪北谷Ⅰ 

（235000039） 

神崎郡市川町美佐（別図64

のとおり） 
土石流 別図64のとおり 

皿池西谷Ⅰ 

（235000041） 

神崎郡市川町神崎（別図65

のとおり） 
土石流 別図65のとおり 

瀬加谷Ⅰ 

（235000050） 

神崎郡市川町上瀬加（別図

66のとおり） 
土石流 別図66のとおり 

瓜生田川Ⅰ 

（235000054） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

67のとおり） 
土石流 別図67のとおり 

瓜生田谷Ⅰ 

（235000055） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

68のとおり） 
土石流 別図68のとおり 

下瀬加出口谷(1)Ⅰ 

（235000058） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

69のとおり） 
土石流 別図69のとおり 

下瀬加殿所Ⅰ 

（235000062） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

70のとおり） 
土石流 別図70のとおり 

下瀬加永谷Ⅰ 

（235000064） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

71のとおり） 
土石流 別図71のとおり 

下瀬加四角ヶ谷Ⅰ 

（235000065） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

72のとおり） 
土石流 別図72のとおり 

追谷川Ⅰ 

（235000073） 

神崎郡市川町小畑（別図73

のとおり） 
土石流 別図73のとおり 

保喜穴宝Ⅰ 

（235000078） 

神崎郡市川町保喜（別図74

のとおり） 
土石流 別図74のとおり 

浅野谷Ⅱ 

（235000081） 

神崎郡市川町浅野（別図75

のとおり） 
土石流 別図75のとおり 

谷山下谷Ⅱ 

（235000082） 

神崎郡市川町谷（別図76の

とおり） 
土石流 別図76のとおり 

横倉山Ⅱ 

（235000083） 

神崎郡市川町谷（別図77の

とおり） 
土石流 別図77のとおり 

奥甘谷Ⅱ 

（235000087） 

神崎郡市川町奥（別図78の

とおり） 
土石流 別図78のとおり 

殿所Ⅱ 

（235000095） 

神崎郡市川町下瀬加（別図

79のとおり） 
土石流 別図79のとおり 

足尾谷Ⅱ 

（235000098） 

神崎郡市川町東川辺（別図

80のとおり） 
土石流 別図80のとおり 
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猿田彦谷(2)Ⅰ 

（235000100） 

神崎郡市川町美佐（別図81

のとおり） 
土石流 別図81のとおり 

（別図１から別図81までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所福

崎事業所及び市川町役場建設課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1253号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

猪篠(1)Ⅰ 

（134010053） 

神崎郡神河町猪篠（別図１

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

奥猪篠(1)Ⅱ 

（134010055） 

神崎郡神河町猪篠（別図２

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

奥猪篠(2)Ⅱ 

（134010056） 

神崎郡神河町猪篠（別図３

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

大山(2)Ⅰ 

（134010058） 

神崎郡神河町大山（別図４

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

大山(1)Ⅰ 

（134010059） 

神崎郡神河町大山（別図５

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

大山(1)Ⅱ 

（134010060） 

神崎郡神河町大山（別図６

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

大山(2)Ⅱ 

（134010061） 

神崎郡神河町大山（別図７

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

中村Ⅰ 

（134010092） 

神崎郡神河町中村（別図８

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

吉冨(1)Ⅱ 

（134010093） 

神崎郡神河町吉冨（別図９

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

吉冨(2)Ⅱ 

（134010094） 

神崎郡神河町吉冨（別図10

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

吉冨(6)Ⅱ 

（134010095） 

神崎郡神河町吉冨（別図11

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

吉冨(4)Ⅱ 

（134010096） 

神崎郡神河町吉冨（別図12

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

吉冨(5)Ⅱ 

（134010097） 

神崎郡神河町吉冨（別図13

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 
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東柏尾(2)Ⅱ 

（134010099） 

神崎郡神河町東柏尾（別図

14のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

東柏尾(3)Ⅱ 

（134010100） 

神崎郡神河町東柏尾（別図

15のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

東柏尾(4)Ⅱ 

（134010101） 

神崎郡神河町東柏尾（別図

16のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

東柏尾(5)Ⅱ 

（134010102） 

神崎郡神河町東柏尾（別図

17のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

柏尾Ⅲ 

（134010104） 

神崎郡神河町柏尾（別図18

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

柏尾(3)Ⅰ 

（134010105） 

神崎郡神河町柏尾（別図19

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

柏尾(1)Ⅰ 

（134010106） 

神崎郡神河町柏尾（別図20

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

柏尾(2)Ⅰ 

（134010107） 

神崎郡神河町柏尾（別図21

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

柏尾(1)Ⅱ 

（134010108） 

神崎郡神河町柏尾（別図22

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

林Ⅰ 

（134020001） 

神崎郡神河町川上（別図23

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

川上(3)Ⅰ 

（134020002） 

神崎郡神河町川上（別図24

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

川上(1)Ⅰ 

（134020003） 

神崎郡神河町川上（別図25

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

川上(2)Ⅰ 

（134020004） 

神崎郡神河町川上（別図26

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

川上(5)Ⅰ 

（134020005） 

神崎郡神河町川上（別図27

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

川上(4)Ⅰ 

（134020006） 

神崎郡神河町川上（別図28

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

片角Ⅲ 

（134020008） 

神崎郡神河町川上（別図29

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

川上Ⅱ 

（134020009） 

神崎郡神河町川上（別図30

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

渕Ⅰ 

（134020026） 

神崎郡神河町渕（別図31の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

渕Ⅱ 

（134020027） 

神崎郡神河町渕（別図32の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

栗Ⅱ 

（134020028） 

神崎郡神河町栗（別図33の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 



令和２年11月27日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 161 号 

26 

 

比ノ原(2)Ⅲ 

（134020030） 

神崎郡神河町栗（別図34の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

長谷(3)Ⅰ 

（134020032） 

神崎郡神河町長谷（別図35

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

長谷(4)Ⅰ 

（134020033） 

神崎郡神河町長谷（別図36

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

大川原Ⅰ 

（134020034） 

神崎郡神河町長谷（別図37

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

本村(2)Ⅰ 

（134020035） 

神崎郡神河町長谷（別図38

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

本村(1)Ⅰ 

（134020037） 

神崎郡神河町長谷（別図39

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

栗Ⅰ 

（134020038） 

神崎郡神河町栗（別図40の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

重行(2)Ⅰ 

（134020039） 

神崎郡神河町長谷（別図41

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

重行(1)Ⅰ 

（134020040） 

神崎郡神河町長谷（別図42

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

為信Ⅰ 

（134020041） 

神崎郡神河町長谷（別図43

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

為信(2)Ⅰ 

（134020042） 

神崎郡神河町長谷（別図44

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

大川原Ⅱ 

（134020043） 

神崎郡神河町長谷（別図45

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

赤田Ⅱ 

（134020044） 

神崎郡神河町栗（別図46の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

長谷(1)Ⅱ 

（134020045） 

神崎郡神河町長谷（別図47

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

為信Ⅱ 

（134020046） 

神崎郡神河町長谷（別図48

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

長谷(2)Ⅱ 

（134020047） 

神崎郡神河町長谷（別図49

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

本村Ⅲ 

（134020048） 

神崎郡神河町長谷（別図50

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

大河(4)Ⅰ 

（134020068） 

神崎郡神河町大河（別図51

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

長谷Ⅰ 

（134020069） 

神崎郡神河町大河（別図52

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

大河(1)Ⅰ 

（134020070） 

神崎郡神河町大河（別図53

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 



令和２年11月27日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 161 号 

27 

 

大河(2)Ⅰ 

（134020071） 

神崎郡神河町大河（別図54

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

鍛治(2)Ⅰ 

（134020078） 

神崎郡神河町鍛治（別図55

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

鍛治(1)Ⅰ 

（134020080） 

神崎郡神河町鍛治（別図56

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 

寺前(1)Ⅰ 

（134020081） 

神崎郡神河町寺前（別図57

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 

南鍛治Ⅰ 

（134020082） 

神崎郡神河町鍛治（別図58

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 

鍛治Ⅱ 

（134020083） 

神崎郡神河町鍛治（別図59

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

新野(2)Ⅰ 

（134020091） 

神崎郡神河町比延（別図60

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 

新野(3)Ⅰ 

（134020092） 

神崎郡神河町新野（別図61

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

新野(1)Ⅰ 

（134020093） 

神崎郡神河町新野（別図62

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図62のとおり 

新野(4)Ⅰ 

（134020094） 

神崎郡神河町新野（別図63

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図63のとおり 

新野(5)Ⅰ 

（134020095） 

神崎郡神河町新野（別図64

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図64のとおり 

追上川北谷Ⅰ 

（234010032） 

神崎郡神河町猪篠（別図65

のとおり） 
土石流 別図65のとおり 

上追上川左支渓Ⅰ 

（234010035） 

神崎郡神河町猪篠（別図66

のとおり） 
土石流 別図66のとおり 

上追上川Ⅰ 

（234010036） 

神崎郡神河町猪篠（別図67

のとおり） 
土石流 別図67のとおり 

今西川Ⅰ 

（234010038） 

神崎郡神河町猪篠（別図68

のとおり） 
土石流 別図68のとおり 

奥猪篠川第二右支渓Ⅰ 

（234010041） 

神崎郡神河町猪篠（別図69

のとおり） 
土石流 別図69のとおり 

奥猪篠川第一左支渓Ⅱ 

（234010046） 

神崎郡神河町猪篠（別図70

のとおり） 
土石流 別図70のとおり 

奥猪篠川第二左支渓Ⅱ 

（234010047） 

神崎郡神河町猪篠（別図71

のとおり） 
土石流 別図71のとおり 

奥猪篠川第三左支渓Ⅱ 

（234010048） 

神崎郡神河町猪篠（別図72

のとおり） 
土石流 別図72のとおり 

下今西川谷Ⅱ 

（234010050） 

神崎郡神河町大山（別図73

のとおり） 
土石流 別図73のとおり 
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大山北谷Ⅰ 

（234010051） 

神崎郡神河町大山（別図74

のとおり） 
土石流 別図74のとおり 

大山下谷Ⅰ 

（234010054） 

神崎郡神河町大山（別図75

のとおり） 
土石流 別図75のとおり 

北山川Ⅱ 

（234010055） 

神崎郡神河町大山（別図76

のとおり） 
土石流 別図76のとおり 

南上川Ⅰ 

（234010057） 

神崎郡神河町杉（別図77の

とおり） 
土石流 別図77のとおり 

中の谷川左支渓Ⅰ 

（234010058） 

神崎郡神河町杉（別図78の

とおり） 
土石流 別図78のとおり 

東柏尾下谷Ⅱ 

（234010095） 

神崎郡神河町東柏尾（別図

79のとおり） 
土石流 別図79のとおり 

犬見川Ⅰ 

（234020003） 

神崎郡神河町川上（別図80

のとおり） 
土石流 別図80のとおり 

川上左谷Ⅰ 

（234020006） 

神崎郡神河町川上（別図81

のとおり） 
土石流 別図81のとおり 

尾ノ瀬川Ⅰ 

（234020007） 

神崎郡神河町川上（別図82

のとおり） 
土石流 別図82のとおり 

渕谷Ⅰ 

（234020017） 

神崎郡神河町栗（別図83の

とおり） 
土石流 別図83のとおり 

長谷左谷Ⅰ 

（234020018） 

神崎郡神河町長谷（別図84

のとおり） 
土石流 別図84のとおり 

足尾川Ⅰ 

（234020020） 

神崎郡神河町長谷（別図85

のとおり） 
土石流 別図85のとおり 

本村谷Ⅰ 

（234020021） 

神崎郡神河町長谷（別図86

のとおり） 
土石流 別図86のとおり 

長谷上谷Ⅱ 

（234020025） 

神崎郡神河町長谷（別図87

のとおり） 
土石流 別図87のとおり 

梅ヶ谷川Ⅱ 

（234020026） 

神崎郡神河町長谷（別図88

のとおり） 
土石流 別図88のとおり 

治耕川Ⅰ 

（234020038） 

神崎郡神河町大河（別図89

のとおり） 
土石流 別図89のとおり 

（別図１から別図89までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、中播磨県民センター姫路土木事務所福

崎事業所及び神河町役場建設課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1254号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

三宅Ⅱ 

（123040001） 

養父市三宅（別図１のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

三宅(3)Ⅰ 

（123040002） 

養父市三宅（別図２のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

三宅(1)Ⅰ 

（123040003） 

養父市三宅（別図３のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

耳堂(3)Ⅱ 

（123040004） 

養父市三宅（別図４のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

三宅(2)Ⅰ 

（123040005） 

養父市三宅（別図５のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

向三宅Ⅱ 

（123040009） 

養父市三宅（別図６のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

大谷(3)Ⅰ 

（123040010） 

養父市大谷（別図７のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

大谷Ⅱ 

（123040011） 

養父市大谷（別図８のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

大谷(1)Ⅰ 

（123040012） 

養父市大谷（別図９のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

奥村Ⅰ 

（123040013） 

養父市大谷（別図10のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

万久里(1)Ⅰ 

（123040015） 

養父市万久里（別図11のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

万久里(1)Ⅱ 

（123040017） 

養父市万久里（別図12のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

万久里(2)Ⅰ 

（123040018） 

養父市万久里（別図13のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

和多田Ⅰ 

（123040019） 

養父市尾崎（別図14のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

尾崎Ⅰ 

（123040020） 

養父市尾崎（別図15のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

片岡Ⅰ 

（123040021） 

養父市関宮（別図16のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

関宮Ⅱ 

（123040022） 

養父市関宮（別図17のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

関宮(1)Ⅰ 

（123040023） 

養父市関宮（別図18のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 
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関宮(2)Ⅰ 

（123040024） 

養父市関宮（別図19のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

相地Ⅰ 

（123040025） 

養父市関宮（別図20のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

八木谷(4)Ⅱ 

（123040026） 

養父市関宮（別図21のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

八木谷(3)Ⅱ 

（123040027） 

養父市関宮（別図22のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

八木谷Ⅰ 

（123040028） 

養父市関宮（別図23のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

八木谷(1)Ⅱ 

（123040029） 

養父市関宮（別図24のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

吉井Ⅰ 

（123040030） 

養父市吉井（別図25のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

吉井Ⅱ 

（123040031） 

養父市吉井（別図26のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

足坂Ⅰ 

（123040036） 

養父市中瀬（別図27のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

摺鉢(4)Ⅱ 

（123040038） 
養父市轟（別図28のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

摺鉢(3)Ⅱ 

（123040039） 
養父市轟（別図29のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

摺鉢(2)Ⅱ 

（123040040） 
養父市轟（別図30のとおり） 急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

尾原Ⅰ 

（123040043） 

養父市出合（別図31のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

尾原(3)Ⅱ 

（123040044） 

養父市出合（別図32のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

尾原(1)Ⅱ 

（123040046） 

養父市出合（別図33のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

出合(1)Ⅰ 

（123040047） 

養父市出合（別図34のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

出合(4)Ⅱ 

（123040048） 

養父市出合（別図35のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

小路頃(2)Ⅰ 

（123040050） 

養父市出合（別図36のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

出合(3)Ⅱ 

（123040051） 

養父市出合（別図37のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

畑(3)Ⅱ 

（123040052） 

養父市 畑（別図38のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 
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畑(3)Ⅰ 

（123040053） 

養父市 畑（別図39のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

畑(1)Ⅰ 

（123040055） 

養父市 畑（別図40のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

安井(3)Ⅱ 

（123040057） 

養父市安井（別図41のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

安井(2)Ⅱ 

（123040058） 

養父市安井（別図42のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

安井(1)Ⅱ 

（123040059） 

養父市安井（別図43のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

安井Ⅰ 

（123040060） 

養父市安井（別図44のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

鵜縄(1)Ⅰ 

（123040061） 

養父市鵜縄（別図45のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

出合(1)Ⅱ 

（123040063） 

養父市出合（別図46のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

川原場(2)Ⅱ 

（123040065） 

養父市川原場（別図47のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

川原場(1)Ⅱ 

（123040067） 

養父市川原場（別図48のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

別宮Ⅰ 

（123040068） 

養父市別宮（別図49のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

別宮Ⅱ 

（123040069） 

養父市別宮（別図50のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

草出(2)Ⅱ 

（123040072） 

養父市草出（別図51のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

草出Ⅰ 

（123040073） 

養父市草出（別図52のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

草出(1)Ⅱ 

（123040074） 

養父市草出（別図53のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 

梨ケ原(2)Ⅰ 

（123040075） 

養父市梨ケ原（別図54のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

梨ケ原(1)Ⅰ 

（123040076） 

養父市梨ケ原（別図55のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

丹戸(1)Ⅰ 

（123040078） 

養父市丹戸（別図56のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 

岡(2)Ⅰ 

（123040079） 

養父市丹戸（別図57のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 

奈良尾(1)Ⅰ 

（123040082） 

養父市奈良尾（別図58のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 
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福定(2)Ⅰ 

（123040083） 

養父市福定（別図59のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

大久保(1)Ⅰ 

（123040085） 

養父市大久保（別図60のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 

大久保Ⅰ 

（123040086） 

養父市大久保（別図61のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

深田川Ⅰ 

（223040003） 

養父市三宅（別図62のとお

り） 
土石流 別図62のとおり 

下高尾谷川Ⅰ 

（223040012） 

養父市万久里（別図63のと

おり） 
土石流 別図63のとおり 

中高尾谷川Ⅰ 

（223040013） 

養父市万久里（別図64のと

おり） 
土石流 別図64のとおり 

宮ノ尾谷川Ⅱ 

（223040014） 

養父市万久里（別図65のと

おり） 
土石流 別図65のとおり 

花盛川Ⅰ 

（223040017） 

養父市尾崎（別図66のとお

り） 
土石流 別図66のとおり 

お大師川Ⅰ 

（223040022） 

養父市関宮（別図67のとお

り） 
土石流 別図67のとおり 

山根川Ⅰ 

（223040023） 

養父市関宮（別図68のとお

り） 
土石流 別図68のとおり 

ムクロジ川Ⅱ 

（223040026） 

養父市関宮（別図69のとお

り） 
土石流 別図69のとおり 

横次川Ⅱ 

（223040028） 

養父市関宮（別図70のとお

り） 
土石流 別図70のとおり 

アワン谷川Ⅰ 

（223040029） 

養父市下吉井（別図71のと

おり） 
土石流 別図71のとおり 

円光寺川Ⅰ 

（223040031） 

養父市吉井（別図72のとお

り） 
土石流 別図72のとおり 

岩屋川Ⅱ 

（223040034） 
養父市轟（別図73のとおり） 土石流 別図73のとおり 

下塩谷川Ⅰ 

（223040035） 

養父市出合（別図74のとお

り） 
土石流 別図74のとおり 

上塩谷川Ⅰ 

（223040036） 

養父市出合（別図75のとお

り） 
土石流 別図75のとおり 

小松川Ⅱ 

（223040040） 

養父市 畑（別図76のとお

り） 
土石流 別図76のとおり 

奥の谷川Ⅰ 

（223040041） 

養父市 畑（別図77のとお

り） 
土石流 別図77のとおり 

神場川Ⅱ 

（223040043） 

養父市 畑（別図78のとお

り） 
土石流 別図78のとおり 
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荒倉川Ⅱ 

（223040044） 

養父市 畑（別図79のとお

り） 
土石流 別図79のとおり 

小谷川Ⅰ 

（223040045） 

養父市安井（別図80のとお

り） 
土石流 別図80のとおり 

廣土川Ⅰ 

（223040047） 

養父市安井（別図81のとお

り） 
土石流 別図81のとおり 

コミノ谷川Ⅰ 

（223040049） 

養父市鵜縄（別図82のとお

り） 
土石流 別図82のとおり 

ヲミノ谷川Ⅰ 

（223040050） 

養父市鵜縄（別図83のとお

り） 
土石流 別図83のとおり 

荒倉谷川Ⅱ 

（223040051） 

養父市鵜縄（別図84のとお

り） 
土石流 別図84のとおり 

イボン谷川Ⅰ 

（223040055） 

養父市草出（別図85のとお

り） 
土石流 別図85のとおり 

古畑下谷川Ⅰ 

（223040060） 

養父市福定（別図86のとお

り） 
土石流 別図86のとおり 

（別図１から別図86までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び養父市

役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1255号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

母坪Ⅰ 

（124010001） 

丹波市柏原町母坪（別図１

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

母坪(2)Ⅰ 

（124010002） 

丹波市柏原町母坪（別図２

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

田路Ⅰ 

（124010004） 

丹波市柏原町田路（別図３

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

田路(3)Ⅰ 

（124010005） 

丹波市柏原町田路（別図４

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

北山(2)Ⅰ 

（124010007） 

丹波市柏原町北山（別図５

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

北山Ⅰ 

（124010008） 

丹波市柏原町北山（別図６

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 
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東鴨野Ⅰ 

（124010009） 

丹波市柏原町鴨野（別図７

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

東鴨野(2)Ⅰ 

（124010010） 

丹波市柏原町鴨野（別図８

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

大新屋Ⅰ 

（124010011） 

丹波市柏原町大新屋（別図

９のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

挙田(2)Ⅰ 

（124010012） 

丹波市柏原町挙田（別図10

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

挙田Ⅰ 

（124010013） 

丹波市柏原町挙田（別図11

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

南多田Ⅰ 

（124010014） 

丹波市柏原町南多田（別図

12のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

南多田(3)Ⅰ 

（124010015） 

丹波市柏原町南多田（別図

13のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

南多田(4)Ⅰ 

（124010016） 

丹波市柏原町南多田（別図

14のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

南多田(2)Ⅰ 

（124010017） 

丹波市柏原町南多田（別図

15のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

柏原(4)Ⅰ 

（124010018） 

丹波市柏原町柏原（別図16

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

柏原(1)Ⅰ 

（124010019） 

丹波市柏原町柏原（別図17

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

柏原(3)Ⅰ 

（124010020） 

丹波市柏原町柏原（別図18

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

柏原(5)Ⅰ 

（124010021） 

丹波市柏原町柏原（別図19

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

柏原(6)Ⅰ 

（124010022） 

丹波市柏原町東奥（別図20

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

東奥(2)Ⅰ 

（124010023） 

丹波市柏原町東奥（別図21

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

東奥(1)Ⅰ 

（124010024） 

丹波市柏原町東奥（別図22

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

柏原(7)Ⅰ 

（124010025） 

丹波市柏原町柏原（別図23

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

柏原(8)Ⅰ 

（124010026） 

丹波市柏原町柏原（別図24

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

見長(2)Ⅰ 

（124010027） 

丹波市柏原町見長（別図25

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

見長(1)Ⅰ 

（124010028） 

丹波市柏原町見長（別図26

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 
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小南Ⅰ 

（124010029） 

丹波市柏原町小南（別図27

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

柏原(9)Ⅰ 

（124010030） 

丹波市柏原町柏原（別図28

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

柏原(10)Ⅰ 

（124010031） 

丹波市柏原町柏原（別図29

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

柏原(2)Ⅰ 

（124010032） 

丹波市柏原町柏原（別図30

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

北中Ⅰ 

（124010033） 

丹波市柏原町北中（別図31

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

下小倉Ⅰ 

（124010034） 

丹波市柏原町下小倉（別図

32のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

上小倉(2)Ⅰ 

（124010036） 

丹波市柏原町上小倉（別図

33のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

上小倉(5)Ⅰ 

（124010037） 

丹波市柏原町上小倉（別図

34のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

上小倉(3)Ⅰ 

（124010038） 

丹波市柏原町上小倉（別図

35のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

田路Ⅱ 

（124010039） 

丹波市柏原町田路（別図36

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

大新屋Ⅱ 

（124010040） 

丹波市柏原町大新屋（別図

37のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

大新屋(2)Ⅱ 

（124010041） 

丹波市柏原町大新屋（別図

38のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

挙田Ⅱ 

（124010042） 

丹波市柏原町挙田（別図39

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

南多田(1)Ⅱ 

（124010043） 

丹波市柏原町南多田（別図

40のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

南多田(2)Ⅱ 

（124010044） 

丹波市柏原町南多田（別図

41のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

見長Ⅱ 

（124010045） 

丹波市柏原町見長（別図42

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

北中Ⅱ 

（124010046） 

丹波市柏原町北中（別図43

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

上小倉(1)Ⅱ 

（124010047） 

丹波市柏原町上小倉（別図

44のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

上小倉(2)Ⅱ 

（124010048） 

丹波市柏原町上小倉（別図

45のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

石戸(7)Ⅲ 

（124010049） 

丹波市柏原町石戸（別図46

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 
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上小倉(4)Ⅱ 

（124010050） 

丹波市柏原町上小倉（別図

47のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

上小倉(5)Ⅱ 

（124010051） 

丹波市柏原町上小倉（別図

48のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

上小倉(6)Ⅱ 

（124010052） 

丹波市柏原町上小倉（別図

49のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

鴨野Ⅲ 

（124010053） 

丹波市柏原町鴨野（別図50

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

大新屋(1)Ⅲ 

（124010054） 

丹波市柏原町大新屋（別図

51のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

大新屋(2)Ⅲ 

（124010055） 

丹波市柏原町大新屋（別図

52のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

北中(2)Ⅲ 

（124010058） 

丹波市柏原町北中（別図53

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 

北中(3)Ⅲ 

（124010059） 

丹波市柏原町北中（別図54

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

下小倉(1)Ⅲ 

（124010060） 

丹波市柏原町下小倉（別図

55のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

下小倉(2)Ⅲ 

（124010062） 

丹波市柏原町下小倉（別図

56のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 

下小倉(3)Ⅲ 

（124010063） 

丹波市柏原町下小倉（別図

57のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 

下小倉(5)Ⅲ 

（124010065） 

丹波市柏原町下小倉（別図

58のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 

石戸(1)Ⅲ 

（124010066） 

丹波市柏原町石戸（別図59

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

石戸(2)Ⅲ 

（124010067） 

丹波市柏原町石戸（別図60

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 

石戸(4)Ⅲ 

（124010069） 

丹波市柏原町石戸（別図61

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

石戸(5)Ⅲ 

（124010070） 

丹波市柏原町石戸（別図62

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図62のとおり 

石戸(6)Ⅲ 

（124010071） 

丹波市柏原町石戸（別図63

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図63のとおり 

口石戸川Ⅰ 

（224010001） 

丹波市柏原町石戸（別図64

のとおり） 
土石流 別図64のとおり 

室地川Ⅰ 

（224010004） 

丹波市柏原町上小倉（別図

65のとおり） 
土石流 別図65のとおり 

上小倉東谷川Ⅰ 

（224010006） 

丹波市柏原町上小倉（別図

66のとおり） 
土石流 別図66のとおり 
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円成寺谷Ⅰ 

（224010007） 

丹波市柏原町下小倉（別図

67のとおり） 
土石流 別図67のとおり 

山田谷Ⅰ 

（224010023） 

丹波市柏原町柏原（別図68

のとおり） 
土石流 別図68のとおり 

大新屋川Ⅰ 

（224010029） 

丹波市柏原町大新屋（別図

69のとおり） 
土石流 別図69のとおり 

高見城谷川Ⅰ 

（224010030） 

丹波市柏原町大新屋（別図

70のとおり） 
土石流 別図70のとおり 

東谷川(2)Ⅰ 

（224010032） 

丹波市柏原町鴨野（別図71

のとおり） 
土石流 別図71のとおり 

鴨野川Ⅰ 

（224010033） 

丹波市柏原町鴨野（別図72

のとおり） 
土石流 別図72のとおり 

柳谷Ⅱ 

（224010036） 

丹波市柏原町石戸（別図73

のとおり） 
土石流 別図73のとおり 

石戸小谷Ⅱ 

（224010038） 

丹波市柏原町石戸（別図74

のとおり） 
土石流 別図74のとおり 

池端谷川Ⅱ 

（224010039） 

丹波市柏原町下小倉（別図

75のとおり） 
土石流 別図75のとおり 

上小倉奥谷Ⅱ 

（224010040） 

丹波市柏原町上小倉（別図

76のとおり） 
土石流 別図76のとおり 

上小倉中谷Ⅱ 

（224010042） 

丹波市柏原町上小倉（別図

77のとおり） 
土石流 別図77のとおり 

（別図１から別図77までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波市

役所柏原支所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1256号 

景観の形成等に関する条例（昭和60年兵庫県条例第17号。以下「条例」という。）第27条の２の７の規定によ

り、次のとおり景観影響評価準備書（以下「準備書」という。）の提出があった。 

ついては、この準備書の写しを条例第27条の３第１項の規定により、次のとおり縦覧に供する。 

なお、この準備書の内容について特定建築物等と地域の景観との調和を図る見地から意見を有する者は、縦

覧の期間の終了する日までに、兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、年齢及びこの準備書についての意見をできるだけ具体的に記

載した文書を兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課に提出すること。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名称 

合同会社ニューツーリズム・トリップベース２号 

代表者の氏名 

代表社員 一般社団法人ニューツーリズム・トリップベース 職務執行者 森 田   威 

住所 

東京都新宿区四谷二丁目９番地15 東京ユナイテッド綜合事務所内 

２ 特定建築物等の名称及び所在地 
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名称 （仮称）NTB兵庫神鍋高原 

所在地 豊岡市日高町栗栖野字皺ケ野59―21他 

３ 準備書の写しの縦覧場所及び縦覧期間 

縦覧場所 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課及び但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第１

課 

縦覧期間 令和２年11月27日から同年12月11日まで 

４ 意見書の提出期間及び提出先 

提出期間 令和２年11月27日から同年12月11日まで 

  提出先 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課 

 

兵庫県告示第1257号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第13条第２項の規定により、次の重要調整池について、同条例

第11条第２項の技術的基準に適合することを確認した。 

  令和２年11月27日 

中播磨県民センター長 小 橋 浩 一  

１ 重要調整池の所在地 

  神崎郡神河町福本1119番他16筆 

２ 重要調整池の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名   称 住   所 代表者の氏名 

神河町長 神崎郡神河町寺前64番地 山 名 宗 悟 

 
 

公 告 

 

令和３年度兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸特別研修受講生の募集 

 兵庫県立淡路景観園芸学校管理規則（平成10年兵庫県規則第69号）第３条第１項の規定により、令和３年度

兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸特別研修の受講生を次のとおり募集する。 

令和２年11月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 研修内容 

  園芸療法に関する研修 

２ 募集人員 

  全寮制コース 若干名 

  通学制コース 若干名 

３ 修業年限 

  全寮制コース １年 

  通学制コース ２年 

４ 受講生の決定方法 

  適性検査、筆記試験及び個人面接・グループワークにより、受講生を決定する。 

５ 試験日及び会場 

(1) 日程 

令和３年１月24日（日） 

(2) 会場 

  淡路市野島常盤954―２ 

兵庫県立淡路景観園芸学校 

６ 応募資格 

  次のいずれかに該当する者 

(1) 大学を卒業した者及び令和３年３月卒業見込みの者 
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(2) 医療、福祉・介護、農業・園芸・造園関連の短期大学、専門学校又は大学校を卒業した者及び令和３年 

３月卒業見込みの者 

(3)   医療、福祉・介護、農業・園芸・造園関連以外の短期大学、専門学校、高等専門学校又は大学校を卒業

した者で医療、福祉・介護、農業・園芸・造園関連の実務経験が２年以上ある者 

(4) 医療、福祉・介護関連の国家資格（医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、保育士、歯

科衛生士、救急救命士、薬剤師、はり師、きゅう師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認

心理師）を有する者 

(5) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第４項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構か

ら学士の学位を授与された者及び令和３年３月31日までに授与される見込みの者 

(6) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者若しくは令和３年３月までに修了見込みの者

又はこれらに準ずる者 

(7) 昭和28年文部省告示第５号により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

(8) 平成29年文部科学省告示第48号により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

(9) その他園芸療法課程の教育を受けることができる水準以上の能力があると県立淡路景観園芸学校におい

て認めた者 

７ 応募手続 

(1) 応募書類 

ア 受講願書 

イ 出願理由書 

(2) 応募書類の配布 

兵庫県立淡路景観園芸学校及び兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課において配布する。 

なお、応募書類を兵庫県立淡路景観園芸学校へ郵便で請求することができる。この場合は、封筒の表に

「園芸療法課程受講生募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（住所、氏名及び郵便番号を明記し、140円分

の切手を貼付した角形２号の封筒）を同封すること。 

(3) 受付期間 

    令和３年１月４日（月）から同月13日（水）まで 

なお、郵送の場合は、簡易書留とし、令和３年１月13日（水）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

(4) 提出先 

〒656-1726 淡路市野島常盤954―２ 

兵庫県立淡路景観園芸学校 

８ 結果発表 

(1) 発表日 

令和３年２月２日（火） 

(2) 発表方法等 

受験者全員に郵便により通知するとともに、結果発表日の午後１時以降、兵庫県立淡路景観園芸学校に

合格者の受験番号を掲示する。 

また、兵庫県立淡路景観園芸学校ホームページに合格者の受験番号を掲載する。 

９ 応募についての問合せ先 

兵庫県立淡路景観園芸学校 

    電話番号（0799）82－3455 
 

正 誤 

 

○令和元年12月10日付け（兵庫県公報号外） 

兵庫県規則第26号（環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部を改正する規則）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

１ 上から２ 令和元年11月29日 令和元年12月10日 
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