
【参考】南海トラフ地震防災対策計画を作成すべき者に係る区域 

 本資料は、兵庫県南海トラフ巨大地震津波浸水想定図で、水深30cm以上の浸水が想定され

る区域を網羅的に記載したものです。 

 管理する施設等が対象区域に含まれるかどうかは、兵庫県ＣＧハザードマップ等でご確認く

ださい。 

神戸市東灘区 魚崎西町１丁目、魚崎西町２丁目、魚崎中町２丁目、魚崎中町３丁目、

魚崎南町１丁目、魚崎南町２丁目、魚崎南町３丁目、魚崎南町４丁目、

魚崎南町５丁目、魚崎南町６丁目、魚崎南町７丁目、魚崎南町８丁目、

魚崎浜町、御影石町１丁目、御影塚町１丁目、御影塚町３丁目、御影浜

町、御影本町１丁目、御影本町３丁目、御影本町５丁目、御影本町７丁

目、向洋町西１丁目、向洋町西２丁目、向洋町西３丁目、向洋町西６丁

目、向洋町中１丁目、向洋町中２丁目、向洋町中３丁目、向洋町中５丁

目、向洋町中９丁目、向洋町東１丁目、向洋町東２丁目、向洋町東３丁

目、向洋町東４丁目、住吉南町１丁目、住吉南町４丁目、住吉浜町、深

江南町１丁目、深江南町２丁目、深江南町３丁目、深江南町４丁目、深

江南町５丁目、深江浜町、深江北町４丁目、深江北町５丁目、深江本町

３丁目、深江本町４丁目、青木１丁目、青木２丁目、青木３丁目、青木

４丁目、青木５丁目、青木６丁目、北青木３丁目、北青木４丁目 
神戸市灘区 摩耶埠頭、摩耶海岸通１丁目、灘浜町、灘浜東町、味泥町、新在家南町

４丁目、新在家南町５丁目、新在家南町３丁目、浜田町１丁目、浜田町

４丁目、新在家南町１丁目、新在家南町２丁目 
神戸市兵庫区 芦原通１丁目、磯之町、永沢町２丁目、遠矢町１丁目、遠矢町２丁目、

遠矢浜町、笠松通５丁目、笠松通６丁目、笠松通７丁目、笠松通８丁目、

笠松通９丁目、笠松通１０丁目、吉田町１丁目、吉田町２丁目、吉田町

３丁目、御崎町１丁目、御崎本町１丁目、御崎本町２丁目、御崎本町３

丁目、御崎本町４丁目、今出在家町１丁目、今出在家町２丁目、今出在

家町３丁目、今出在家町４丁目、佐比江町、材木町、三石通１丁目、三

石通２丁目、三石通３丁目、七宮町１丁目、七宮町２丁目、出在家町１

丁目、出在家町２丁目、小河通１丁目、小河通２丁目、小河通３丁目、

小河通４丁目、小河通５丁目、小松通２丁目、小松通３丁目、小松通４

丁目、小松通５丁目、小松通６丁目、松原通１丁目、松原通２丁目、松

原通３丁目、上庄通１丁目、上庄通２丁目、上庄通３丁目、神明町、須

佐野通１丁目、須佐野通２丁目、須佐野通３丁目、須佐野通４丁目、西

出町、西出町１丁目、西出町２丁目、切戸町、船大工町、鍛冶屋町１丁

目、鍛冶屋町２丁目、築地町、中之島１丁目、中之島２丁目、島上町１

丁目、島上町２丁目、東出町１丁目、東出町２丁目、東出町３丁目、東

柳原町、南逆瀬川町、南仲町、入江通１丁目、入江通２丁目、入江通３



丁目、浜崎通、浜山通１丁目、浜山通２丁目、浜山通３丁目、浜山通４

丁目、浜山通５丁目、浜山通６丁目、浜中町１丁目、兵庫町１丁目、兵

庫町２丁目、北逆瀬川町、本町１丁目、本町２丁目、湊町１丁目、湊町

２丁目、和田宮通２丁目、和田宮通３丁目、和田宮通４丁目、和田宮通

５丁目、和田宮通６丁目、和田宮通７丁目、和田宮通８丁目、和田崎町

１丁目、和田崎町２丁目、和田崎町３丁目 
神戸市長田区 海運町８丁目、苅藻通７丁目、苅藻島町１丁目、苅藻島町２丁目、苅藻

島町３丁目、駒ヶ林町１丁目、駒ヶ林町２丁目、駒ヶ林町３丁目、駒ヶ

林町４丁目、駒ヶ林町５丁目、駒ヶ林町６丁目、駒ヶ林南町、駒栄町４

丁目、東尻池新町、南駒栄町、浜添通８丁目、本庄町８丁目、野田町９

丁目 
神戸市須磨区 一ノ谷町５丁目(JR 線南に限る)、若宮町１丁目、須磨浦通１丁目、須磨

浦通２丁目(JR 線南に限る)、須磨浦通３丁目(JR 線南に限る)、須磨浦通

４丁目(JR 線南に限る)、須磨浦通５丁目(JR 線南に限る)、須磨浦通６丁

目(JR 線南に限る)、西須磨(JR 線南に限る)、外浜町２丁目 

神戸市垂水区 塩屋町１丁目(JR 線南に限る)、海岸通、宮本町、狩口台７丁目(JR 線南

に限る)、西舞子１丁目、平磯１丁目、平磯２丁目、平磯３丁目 
神戸市中央区 伊藤町、磯辺通１丁目、磯辺通２丁目、磯辺通３丁目、磯辺通４丁目、

栄町通１丁目、栄町通２丁目、栄町通３丁目、栄町通４丁目、栄町通５

丁目、栄町通６丁目、栄町通７丁目、加納町６丁目、海岸通、海岸通１

丁目、海岸通２丁目、海岸通３丁目、海岸通４丁目、海岸通５丁目、海

岸通６丁目、京町、元町通１丁目、元町通２丁目、元町通３丁目、元町

通４丁目、元町通５丁目、元町通６丁目、古湊通１丁目、江戸町、港島

１丁目、港島２丁目、港島３丁目、港島４丁目、港島５丁目、港島６丁

目、港島７丁目、港島８丁目、港島９丁目、港島中町１丁目、港島中町

２丁目、港島中町４丁目、港島中町５丁目、港島中町７丁目、港島中町

８丁目、港島南町３丁目、港島南町４丁目、港島南町７丁目、三宮町３

丁目、小野浜町、新港町、神戸空港、西町、前町、相生町１丁目、相生

町２丁目、相生町３丁目、相生町４丁目、相生町５丁目、多聞通２丁目、

中町通２丁目、東川崎町１丁目、東川崎町２丁目、東川崎町３丁目、東

川崎町４丁目、東川崎町５丁目、東川崎町６丁目、東川崎町７丁目、東

町、播磨町、波止場町、浜辺通２丁目、浜辺通３丁目、浜辺通４丁目、

浜辺通５丁目、浜辺通６丁目、弁天町、明石町、浪花町、脇浜海岸通１

丁目、脇浜海岸通３丁目、脇浜海岸通４丁目 
尼崎市 開明町１丁目、開明町２丁目、開明町３丁目、梶ケ島、丸島町、宮内町

１丁目、宮内町２丁目、宮内町３丁目、琴浦町、金楽寺町１丁目、金楽

寺町２丁目、建家町、玄番南之町、玄番北之町、戸ノ内町２丁目、戸ノ



内町３丁目、戸ノ内町４丁目、戸ノ内町５丁目、戸ノ内町６丁目、御園

町、杭瀬寺島１丁目、杭瀬寺島２丁目、杭瀬南新町１丁目、杭瀬南新町

２丁目、杭瀬南新町３丁目、杭瀬南新町４丁目、杭瀬北新町１丁目、杭

瀬北新町２丁目、杭瀬北新町３丁目、杭瀬北新町４丁目、杭瀬本町１丁

目、杭瀬本町２丁目、杭瀬本町３丁目、高田町、今福１丁目、今福２丁

目、寺町、次屋１丁目、次屋２丁目、次屋３丁目、次屋４丁目、汐町、

昭和通１丁目、昭和通２丁目、昭和通３丁目、昭和通４丁目、昭和通５

丁目、昭和通６丁目、昭和通７丁目、昭和通８丁目、昭和通９丁目、昭

和南通３丁目、昭和南通４丁目、昭和南通５丁目、昭和南通６丁目、昭

和南通７丁目、昭和南通８丁目、昭和南通９丁目、常光寺１丁目、常光

寺２丁目、常光寺４丁目、神崎町、神田中通１丁目、神田中通２丁目、

神田中通３丁目、神田中通４丁目、神田中通５丁目、神田中通６丁目、

神田中通７丁目、神田中通８丁目、神田中通９丁目、神田南通１丁目、

神田南通２丁目、神田南通３丁目、神田南通４丁目、神田南通５丁目、

神田南通６丁目、神田北通１丁目、神田北通２丁目、神田北通３丁目、

神田北通４丁目、神田北通５丁目、神田北通６丁目、神田北通７丁目、

神田北通８丁目、神田北通９丁目、水明町、崇徳院２丁目、崇徳院３丁

目、西御園町、西向島町、西高洲町、西桜木町、西松島町、西川１丁目、

西川２丁目、西大物町、西長洲町２丁目、西長洲町３丁目、西難波町２

丁目、西難波町３丁目、西難波町４丁目、西難波町５丁目、西本町１丁

目、西本町２丁目、西本町３丁目、西本町４丁目、西本町５丁目、西本

町６丁目、西本町７丁目、西本町８丁目、西本町北通３丁目、西本町北

通４丁目、西本町北通５丁目、扇町、大高洲町、大物町１丁目、大物町

２丁目、築地２丁目、築地３丁目、築地４丁目、築地５丁目、竹谷町１

丁目、竹谷町２丁目、竹谷町３丁目、中在家町１丁目、中在家町２丁目、

中在家町３丁目、中在家町４丁目、長洲西通１丁目、長洲西通２丁目、

長洲中通２丁目、長洲中通３丁目、長洲東通３丁目、長洲本通１丁目、

長洲本通２丁目、長洲本通３丁目、鶴町、東園田町８丁目、東海岸町、

東向島西之町、東向島東之町、東高洲町、東桜木町、東初島町、東松島

町、東大物町１丁目、東大物町２丁目、東難波町２丁目、東難波町３丁

目、東難波町４丁目、東難波町５丁目、東浜町、東本町１丁目、東本町

２丁目、東本町３丁目、東本町４丁目、道意町１丁目、道意町２丁目、

道意町３丁目、道意町４丁目、道意町５丁目、道意町６丁目、道意町７

丁目、南七松町２丁目、南初島町、南城内、南竹谷町１丁目、南竹谷町

２丁目、南竹谷町３丁目、浜２丁目、浜３丁目、浜田町４丁目、扶桑町、

武庫川町１丁目、平左衛門町、蓬川荘園、蓬川町、北初島町、北城内、

北大物町、北竹谷町１丁目、北竹谷町２丁目、北竹谷町３丁目、末広町

１丁目、末広町２丁目、額田町、戸ノ内町１丁目、東園田町７丁目 



西宮市 鞍掛町(２番から１０番)、下葭原町、学文殿町１丁目(６番から１０番)、 
学文殿町２丁目６番、笠屋町、久保町(１番、９番から１５番)、宮前町、

建石町、古川町、甲子園浦風町(１番から３番、１１番)、甲子園九番町、

甲子園高潮町(１番、２番、７番)、甲子園七番町(７番、１３番から２２

番)、甲子園洲鳥町(１番から３番、５番、７番から１０番)、甲子園町(２
番から６番、８番、１２番から２４番、２６番から３０番)、甲子園八番

町(１番から７番)、甲子園浜１丁目２番地１、甲子園浜２丁目２３番地、

甲子園浜田町(２番から４番、１１番から１３番、１５番)、甲子園網引町、

荒戎町、高須町１丁目(１番、２番、５番から７番)、高須町２丁目１番、

今津久寿川町、今津港町、今津山中町８番、今津社前町、今津出在家町、

今津曙町、今津真砂町、今津水波町、今津西浜町、今津大東町(１番から

４番、６番、７番)、今津巽町、今津二葉町、枝川町、小松西町１丁目(２
番から４番)、小松西町２丁目、小松町１丁目(７番から９番)、小松町２

丁目、小松東町２丁目(１番、１５番、１６番)、小松東町３丁目(１番、

２番、４番から９番)、小松南町１丁目、小松南町２丁目、小松南町３丁

目、小松北町２丁目８番、上田西町、上田中町、上田東町、上鳴尾町(１
番から５番、１２番から１４番、２４番から２７番)、上葭原町、西宮浜

４丁目(８番地、１５番地、１６番地)、西波止町、石在町(８番から１０

番、１８番、１９番)、川添町、川東町(２番、３番、５番から８番)、泉

町、前浜町、大浜町、池開町、中浜町(３番、４番、７番)、中葭原町、朝

凪町、津門住江町(１番から１３番、１５番)、津門西口町(９番、１０番)、
津門川町(５番、６番、８番、１０番から１３番)、津門宝津町(１番、２

番、８番、１２番)、東町１丁目(４番、８番、１０番から１４番)、東町

２丁目、東浜町、東鳴尾町１丁目、東鳴尾町２丁目、南甲子園１丁目(１
番から１２番、１４番から２２番)、南甲子園２丁目、南甲子園３丁目、

浜甲子園１丁目、浜甲子園２丁目、浜甲子園３丁目、浜甲子園４丁目、

浜松原町、浜町(１番、３番から１５番)、浜脇町、武庫川町、堀切町(４
番から７番)、鳴尾町１丁目、鳴尾町２丁目、鳴尾町３丁目、鳴尾町４丁

目、鳴尾町５丁目、鳴尾浜１丁目６番地、鳴尾浜２丁目、鳴尾浜３丁目(９
番地５、１０番地１、１６番地、１７番地２、２２番地６)、用海町(１番、

４番)、里中町１丁目、里中町２丁目、里中町３丁目(２番から１３番) 
芦屋市 伊勢町、海洋町(海岸部分に限る)、呉川町(８～９番に限る)、高浜町(６番

の一部および海岸部に限る)、松浜町(北西部を除く)、新浜町(海岸部分の

一部に限る)、西蔵町(９～１３号に限る)、大東町、潮見町(海岸部分に限

る)、南宮町、南浜町(潮芦屋ビ－チ及び海岸部分に限る)、浜芦屋町(９番

の一部に限る)、浜町、浜風町(３０番の一部及び海岸部分に限る)、平田

町(７，８番の一部に限る)、陽光町(海岸部分に限る)、涼風町(海岸部分に

限る)、緑町(海岸部分に限る) 



明石市 魚住町西岡(防潮堤外の区域に限る)、魚住町中尾(防潮堤外の区域に限る)、
港町(防潮堤外の区域に限る)、材木町(防潮堤外の区域に限る)、松江(防潮

堤外の区域に限る)、船上町(防潮堤外の区域に限る)、大観町(防潮堤外の

区域に限る)、大久保町江井島(防潮堤外の区域に限る)、大久保町西島(防
潮堤外の区域に限る)、大久保町谷八木(防潮堤外の区域に限る)、大久保

町八木(防潮堤外の区域に限る)、大蔵海岸通１丁目(防潮堤外の区域に限

る)、大蔵海岸通２丁目(防潮堤外の区域に限る)、鍛治屋町(防潮堤外の区

域に限る)、中崎１丁目(防潮堤外の区域に限る)、中崎２丁目(防潮堤外の

区域に限る)、藤江(防潮堤外の区域に限る)、二見町西二見(防潮堤外の区

域に限る)、二見町東二見(防潮堤外の区域に限る)、二見町南二見(防潮堤

外の区域に限る)、本町１丁目(防潮堤外の区域に限る)、本町２丁目(防潮

堤外の区域に限る)、岬町(防潮堤外の区域に限る)、林１丁目(防潮堤外の

区域に限る)、林２丁目(防潮堤外の区域に限る)、林３丁目(防潮堤外の区

域に限る)、林崎町３丁目(防潮堤外の区域に限る) 
加古川市 尾上町養田(養田川下流から県道明石・高砂線までの養田川沿いの区域、

泊川、養田川、主要地方道加古川・高砂線、市道養田開拓地５号線、９

号線、２４号線で囲まれる区域に限る)、尾上町養田１丁目(養田川沿いの

区域に限る)、別府町港町(沿岸部岸壁沿い及び別府川沿いの区域に限る)、
別府町新野辺北町１丁目(別府川沿いの区域に限る)、別府町新野辺北町２

丁目(別府川沿いの区域に限る)、別府町西脇(水田川沿いの区域に限る)、
別府町西脇３丁目(水田川沿いの区域に限る)、別府町中島町(新別橋の周

囲に限る)、別府町東町(別府川沿いの区域に限る) 、別府町本町２丁目（別

府大橋の周囲に限る) 
高砂市 高砂町東宮町(堀川沿いの区域に限る)、高砂町藍屋町(堀川沿いの区域に

限る)、高須(高須緑地周辺の区域に限る)、曽根町(曽根小学校周辺及び山

陽電車線路から南の区域に限る)、梅井１丁目(伊保南小学校以南の一部の

区域に限る)、梅井２丁目(伊保南小学校以南の一部の区域に限る)、梅井

３丁目(梅井西公園周辺の一部の区域に限る)、北浜町西浜(西浜川流域の

一部の区域に限る) 
播磨町 宮西(防潮堤外の区域に限る)、古宮(防潮堤外の区域に限る)、新島(防潮堤

外の区域に限り、ふ頭を除く)、本荘(防潮堤外の区域に限る)、本荘２丁

目(防潮堤外の区域に限る) 
姫路市 網干区興浜(揖保川左岸で網干臨海大橋以南の区域に限る)、網干区新在家

(網干なぎさ公園に限る)、大津区勘兵衛町１丁目、大津区勘兵衛町２丁目

(市道大津８９号線以東の区域、市道大津８９号線以西で市道大津７４号

線以南で市道大津９１号線以東の区域)、大津区勘兵衛町４丁目(３３番地

－１に限る)、大津区吉美、大津区恵美酒町１丁目(市道大津９１号線以東



の区域に限る)、大津区恵美酒町２丁目(国道２５０線以北で市道大津９１

号線以東の区域、市道大津９３号線以西で市道大津５８号線以北の区域

に限る)、大津区新町２丁目、大津区長松(市道大津２４２号線と市道大津

２２５号線に囲まれた区域に限る)、大津区天神町１丁目、大津区天神町

２丁目、大津区平松(山陽電鉄網干線以南の区域、国道２５０線以北で県

道大江島太子線以東の区域及び県道大江島太子線以西で市道大津１４０

号線以北の区域に限る)、飾磨区英賀(市道幹第１２号線以南の区域に限

る)、飾磨区英賀東町２丁目(市道英賀１２３号線以東で市道英賀１１８号

線以南の区域に限る)、飾磨区下野田２丁目(市道幹第６号線以西の区域に

限る)、飾磨区宮(市道飾磨７６号線以東の区域に限る)、飾磨区玉地(野田

川右岸で市道飾磨３号線以南の区域に限る)、飾磨区御幸(市道飾磨２６号

線・２７号線・２８号線以南の区域に限る)、飾磨区今在家(国道２５０線

以北で市道英賀２２５号線以南で県道田寺今在家線以西の区域、国道２

５０線以南で市道幹第１２号線以西の区域及び県道田寺今在家線・市道

飾磨３２３号線・市道飾磨２２０号線・市道１０８号線・国道２５０線

に囲まれた区域に限る)、飾磨区今在家４丁目(市道飾磨１３０号線以南の

区域に限る)、飾磨区今在家５丁目、飾磨区妻鹿(国道２５０号線以南で市

道妻鹿５５号線・４２号線以西の区域に限る)、飾磨区細江(国道２５０号

線以南で市道飾磨６２号線以西で市道飾磨６５号線以北の区域、市道飾

磨６５号線以南で浜手緑地以北の区域に限る)、飾磨区須加(市道飾磨７４

号線以東の区域に限る)、飾磨区清水３丁目(市道幹第６号線以東の区域に

限る)、飾磨区西浜町１丁目、飾磨区西浜町２丁目、飾磨区西浜町３丁目、

飾磨区大浜(市道飾磨７４号線以東の区域に限る)、飾磨区中島(国道２５

０線以北で市道飾磨１１号線及び市道飾磨１２号線以西の区域、国道２

５０号線以南で市道飾磨１１６号線以西で市道飾磨１４８号線以北の区

域、市道白浜３１３号線以南で市道幹第６９号線及び市道幹第７５号線

以東の区域)、飾磨区中浜町１丁目、飾磨区中浜町２丁目、飾磨区東堀、

四郷町明田(市道四郷９３号線以南の区域に限る)、東山(県道北原八家線、

八家川、市道白浜２０５号線、市道白浜２７号線に囲まれた区域)、継(市
道糸引２１号線以南で市道白浜２７号線以東の区域に限る)、白浜町(市道

白浜１５０号線・白浜２２２号線・白浜２４８号線以南で市道白浜２２

１号線以東で市道２８２号線以北の区域に限る。)、八家(糸引３３号線・

国道２５０号線・八木１０号線以西の区域に限る)、木場(市道八木１６号

線以南で八木１０号線以西の区域、市道八木９号線以北で八木１０号線

以西の区域に限る)、的形町的形(姫路福泊海浜公園海水浴場、的形海水浴

場、市道的形１５号線以東の区域及び１９２１番地及び１９２３番地に

限る)、的形町福泊(市道的形２７号線・３２号線以南の区域に限る)、大



塩町(山陽電鉄本線以北で市道大塩２１号線以西で国道２５０号線以南の

区域に限る)、家島町宮(２１６６－１ 男鹿青井ノ浜海水浴場に限る)、
家島町真浦(２９３番地、２３３番地、３０９番地－１、３１１番地、３

１２番地、３１３番地、３１６番地－１、２３１番地に限る)、家島町坊

勢（字東尾友６８８に限る） 
相生市 旭１丁目(一部区域に限る)、旭２丁目(一部区域に限る)、旭３丁目、桜ケ

丘町(一部区域に限る)、千尋町(１～１１、１９、２０に限る)、相生（海

岸部分に限る）、相生１丁目(一部山側区域を除く)、相生２丁目(１～１３

に限る)、相生３丁目(１、４、５、８～１１に限る)、相生４丁目(一部山

側区域を除く)、相生６丁目、大島町(１～９に限る)、那波西本町(１～３

に限る)、那波大浜町、那波南本町(１～４、８、９、１１に限る)、那波

本町(１、５～８、１０～１３、１５、１６に限る)、野瀬(国道２５０号

線付近の区域に限る) 
たつの市 朝臣（一部区域に限る）、岩見（一部区域に限る）、釜屋（一部区域に限

る）、黒崎（一部区域に限る）、苅屋（一部区域に限る）、中島（一部区域

に限る）、室津（一部区域に限る） 
赤穂市 磯浜町、塩屋(字中水尾、字中浜、字大手濱及び字シダ島の各区域に限る)、

加里屋(字西沖、字東沖手、字磯、字沖、字浜田、字北組及び字南組の各

区域に限る)、加里屋南、古浜町、御崎(字大塚、字万五郎谷、字東福浦、

字西町、字唐船槨及び大槨の各区域に限る)、黒崎町、坂越(字小島及び字

大黒の各区域に限る)、上仮屋、上仮屋南、上仮屋北、城西町、新田、正

保橋町、折方(字大土手、字シダ嶋及び字石ヶ崎の各区域に限る)、大津、

中広(字東沖の区域に限る)、朝日町、農神町、福浦(字綱崎、字五渡鼻、

字入電、字八軒屋、字潮遊、字砂田、字野道、字横灘、字五軒家前、字

宮崎、字五反田、字堀場、字稗田及び字古池の各区域に限る)、六百目町、

鷆和(字恋ノ濱、字藤原新田、字沖銭島、字戸嶋、字天神、字寝猫、字前

田、字野々内及び字古濱の各区域に限る)、平成町、三樋町 
洲本市 安乎町平安浦、宇山１丁目、宇山２丁目、宇山３丁目、栄町１丁目、栄

町２丁目、栄町３丁目、栄町４丁目、塩屋１丁目、塩屋２丁目、塩屋３

丁目、海岸通１丁目、海岸通２丁目、港、山手１丁目、山手２丁目、山

手３丁目、小路谷(県道７６号線洲本灘賀集線から海側の区域に限る）、相

川組、中川原町厚浜、中津川組、鳥飼浦、鳥飼中、都志、都志角川、都

志万歳、畑田組、物部１丁目、物部２丁目、物部３丁目、本町１丁目、

本町２丁目、本町３丁目、本町４丁目、本町５丁目、本町６丁目、本町

７丁目、本町８丁目、由良１丁目、由良２丁目、由良３丁目、由良４丁

目、由良町内田、由良町由良、炬口(国道２８号から海側の区域に限る)、
炬口１丁目、炬口２丁目 



南あわじ市 阿那賀志知川、阿那賀西路、阿那賀、阿万塩屋町、阿万下町、阿万吹上

町、阿万西町、阿万東町、松帆塩浜、松帆慶野、松帆古津路、松帆江尻、

松帆高屋、松帆志知川、松帆西路、松帆北浜、松帆北方、松帆脇田、松

帆櫟田、沼島、灘仁頃、灘地野、灘円実、灘土生、灘油谷、灘城方、灘

山本、灘吉野、灘惣川、灘黒岩、灘白崎、灘来川、福良、湊里、湊、津

井、志知北、志知 
淡路市 育波、浦、塩田新島、塩尾、下司、下田、仮屋、釜口、岩屋、久留麻、

郡家、江井、佐野、志筑、志筑新島、室津、小磯、深草、生穂、浅野神

田、浅野南、草香、草香北、多賀、大磯、大谷、谷、斗ノ内、南、楠本、

尾崎、富島、明神、野島江崎、野島轟木、野島大川、野島平林、野島蟇

浦、里 
 


