
加西市対象区域

区域番号 箇所名称 大字・地番等

① 加西工業団地 加西市繁昌町天神甲529-5

加西市繁昌町天神甲529-54

加西市繁昌町天神甲529-56

加西市繁昌町天神甲529-62

加西市繁昌町山ノ述甲534-1

加西市繁昌町山ノ述甲534-2

加西市繁昌町山ノ述甲534-3

加西市繁昌町山ノ述甲534-8

加西市繁昌町北山甲561-1

加西市繁昌町北山甲561-4

加西市朝妻町ヲトノ山1044-1

加西市朝妻町ヲトノ山1044-2

加西市朝妻町ヲトノ山1044-3

加西市朝妻町ヲトノ山1044-4

加西市朝妻町ヲトノ山1049-2

加西市朝妻町ヲトノ山1049-52

加西市朝妻町ヲトノ山1049-53

加西市朝妻町ヲトノ山1049-54

加西市朝妻町ヲトノ山1049-61

加西市朝妻町与四郎岡1096-2

加西市朝妻町与四郎岡1096-3

加西市朝妻町与四郎岡1096-7

加西市朝妻町与四郎岡1100-4

加西市朝妻町与四郎岡1101-3

加西市朝妻町与四郎岡1101-4

加西市朝妻町与四郎岡1101-5

加西市朝妻町与四郎岡1101-6

加西市朝妻町与四郎岡1103-65

加西市朝妻町与四郎岡1103-71

加西市朝妻町東山1140

加西市朝妻町東山1146-1

加西市朝妻町東山1146-2

加西市朝妻町東山1146-3

加西市朝妻町東山1146-4

加西市朝妻町大蔵裏1161-6

加西市朝妻町大蔵裏1161-10

加西市朝妻町大蔵裏1172-18

加西市朝妻町大蔵裏1172-36

② 鎮岩工業団地 加西市段下町開キ606-1

加西市段下町開キ606-10

加西市段下町開キ606-11

加西市段下町開キ606-12

加西市段下町開キ606-14

加西市段下町開キ606-15

加西市段下町開キ606-16

加西市段下町開キ606-17

加西市段下町開キ606-18

加西市段下町開キ606-19

加西市段下町開キ606-2

加西市段下町開キ606-20

加西市段下町開キ606-21

加西市段下町開キ606-22

加西市段下町開キ606-24

加西市段下町開キ606-28

加西市段下町開キ606-29
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区域番号 箇所名称 大字・地番等

加西市段下町開キ606-31

加西市段下町開キ606-32

加西市段下町開キ606-33

加西市段下町開キ606-34

加西市段下町開キ606-8

加西市段下町開キ606-9

加西市段下町開キ607

加西市段下町戸中755-3

加西市段下町戸中755-30

加西市段下町戸中755-42

加西市段下町戸中755-43

加西市段下町戸中755-44

加西市段下町戸中755-47

加西市段下町戸中755-48

加西市段下町戸中755-49

加西市段下町後ケ谷533-1

加西市段下町後ケ谷533-10

加西市段下町後ケ谷533-11

加西市段下町後ケ谷533-12

加西市段下町後ケ谷533-2

加西市段下町後ケ谷533-3

加西市段下町後ケ谷533-4

加西市段下町後ケ谷533-6

加西市段下町後ケ谷533-8

加西市段下町後ケ谷533-9

加西市段下町小淵578-1

加西市段下町小淵594-2

加西市段下町小淵596-3

加西市段下町小淵596-4

加西市段下町小淵598-1

加西市段下町小淵598-2

加西市段下町小淵599-2

加西市段下町小淵600-2

加西市段下町小淵603-2

加西市段下町小淵604-2

加西市段下町小淵605-10

加西市段下町小淵605-11

加西市段下町小淵605-12

加西市段下町小淵605-13

加西市段下町小淵605-14

加西市段下町小淵605-15

加西市段下町小淵605-16

加西市段下町小淵605-17

加西市段下町小淵605-18

加西市段下町小淵605-19

加西市段下町小淵605-20

加西市段下町小淵605-21

加西市段下町小淵605-8

加西市段下町小淵605-9

加西市段下町池ノ内624-1

加西市段下町池ノ内624-3

加西市段下町池ノ内636-1

加西市段下町池ノ内636-3

加西市段下町池ノ内636-5

加西市鎮岩町コブチ183

加西市鎮岩町コブチ194-4

加西市鎮岩町コブチ194-5

加西市鎮岩町コブチ194-7
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加西市鎮岩町コブチ196-6

加西市鎮岩町コブチ197-3

加西市鎮岩町コブチ208-10

加西市鎮岩町コブチ208-11

加西市鎮岩町コブチ208-7

加西市鎮岩町コブチ208-8

加西市鎮岩町コブチ208-9

加西市鎮岩町コブチ215-1

加西市鎮岩町コブチ215-10

加西市鎮岩町コブチ215-11

加西市鎮岩町コブチ215-12

加西市鎮岩町コブチ215-13

加西市鎮岩町コブチ215-25

加西市鎮岩町コブチ215-8

加西市鎮岩町コブチ215-9

加西市鎮岩町コブチ216-3

加西市鎮岩町コブチ216-8

加西市鎮岩町コブチ216-9

加西市鎮岩町古鎮岩298-2

加西市鎮岩町町寄セ155-1

加西市北条町東高室コブチ105-2

加西市北条町東高室コブチ106-2

加西市北条町東高室コブチ108-2

加西市北条町東高室コブチ109-2

加西市北条町東高室コブチ110-2

加西市北条町東高室コブチ112-1

加西市北条町東高室コブチ113

加西市北条町東高室コブチ114-1

加西市北条町東高室コブチ114-2

加西市北条町東高室コブチ114-4

加西市北条町東高室コブチ115-2

加西市北条町東高室コブチ116-2

加西市北条町東高室コブチ119-2

加西市北条町東高室コブチ96-2

加西市北条町東高室コブチ96-3

加西市北条町東高室コブチ96-4

加西市北条町東高室向林156-1

加西市北条町東高室向林156-2

加西市北条町東高室茶ノ前135-2

③ 加西南産業団地 加西市網引町丸山2001-1

加西市網引町丸山2001-56

加西市網引町丸山2001-2

加西市網引町丸山2001-58

加西市網引町丸山2001-35

加西市網引町丸山2001-3

加西市網引町丸山2001-55

加西市網引町丸山2001-54

加西市網引町丸山2001-33

加西市網引町丸山2001-4

加西市網引町丸山2001-5

加西市網引町丸山2001-57

加西市網引町丸山2001-48

加西市網引町丸山2001-49

加西市網引町丸山2001-39

加西市網引町丸山2001-40

加西市網引町丸山2001-41

加西市網引町丸山2001-42

加西市網引町丸山2001-45
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加西市網引町丸山2001-46

加西市網引町丸山2001-44

加西市網引町丸山2001-50

加西市網引町丸山2001-51

加西市網引町丸山2001-52

加西市網引町丸山2001-53

加西市網引町丸山2001-36

加西市網引町丸山2001-8

④ 加西東産業団地 加西市常吉町東畑647-5

加西市常吉町東畑647-7

加西市常吉町東畑647-8

加西市常吉町東畑647-9

加西市常吉町東畑647-10

加西市常吉町東畑647-14

加西市常吉町東畑922-195

加西市常吉町東畑922-194

加西市常吉町東畑922-192

加西市常吉町東畑922-193

加西市常吉町東畑922-181

加西市常吉町東畑922-182

加西市常吉町東畑922-180

加西市常吉町東畑922-179

加西市常吉町東畑922-199

加西市常吉町東畑922-197

加西市常吉町東畑922-198

加西市常吉町東畑922-186

加西市常吉町東畑922-187

加西市常吉町東畑922-185

加西市常吉町東畑922-188

加西市常吉町東畑922-202

加西市繁昌町森ガハナ・甲903-30

加西市繁昌町森ガハナ・甲903-29

⑤ 北条地区 加西市北条町北条

加西市北条町横尾大坪

加西市北条町栗田井ノ岡

加西市北条町東南岩ヶ鼻

⑥ 上道山地区 加西市上道山町幸田

⑦ 鴨谷地区 加西市鴨谷町山崎

加西市鴨谷町谷田

加西市殿原町竹嶋

⑧ 加西インター産業団地 加西市殿原町前田412番1

1-1工区 加西市殿原町前田413番1

加西市殿原町前田413番2

加西市殿原町前田414番

加西市殿原町前田415番

加西市殿原町ナゴメ416番

加西市殿原町ナゴメ416番1

加西市殿原町ナゴメ416番2

加西市殿原町ナゴメ416番3

加西市殿原町ナゴメ416番4

加西市殿原町ナゴメ418番1

加西市殿原町ナゴメ418番2

加西市殿原町ナゴメ418番3

加西市殿原町ナゴメ423番

加西市殿原町ナゴメ423番1

加西市殿原町ナゴメ424番

加西市殿原町ナゴメ424番1

加西市殿原町ナゴメ429番
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区域番号 箇所名称 大字・地番等

加西市殿原町ナゴメ429番1

加西市殿原町ナゴメ430番

加西市殿原町ナゴメ431番1

加西市殿原町ナゴメ431番2

加西市殿原町ナゴメ432番2

加西市殿原町ナゴメ432番3

加西市殿原町ナゴメ433番2

加西市殿原町五反田452番

加西市殿原町五反田453番

加西市殿原町五反田454番

加西市殿原町五反田455番

加西市殿原町五反田456番

加西市殿原町五反田457番

加西市殿原町大橋458番

加西市殿原町大橋459番

加西市殿原町大橋460番

加西市殿原町大橋461番1

加西市殿原町大橋461番2

加西市殿原町大橋462番1

加西市殿原町大橋462番2

加西市殿原町大橋463番1

加西市殿原町大橋463番2

加西市殿原町大橋464番1

加西市殿原町大橋464番2

加西市殿原町大橋465番1

加西市殿原町大橋465番2

加西市殿原町大橋466番1

加西市殿原町大橋466番2

加西市殿原町大橋466番3

加西市殿原町大橋467番1

加西市殿原町大橋467番2

加西市殿原町大橋467番3

加西市殿原町大橋468番1

加西市殿原町大橋468番2

加西市殿原町長田469番1

加西市殿原町長田469番2

加西市殿原町長田469番3

加西市殿原町長田470番1

加西市殿原町長田470番2

加西市殿原町長田470番3

加西市殿原町長田471番

加西市殿原町長田471番1

加西市殿原町長田472番1

加西市殿原町長田472番2

加西市殿原町長田473番1

加西市殿原町長田473番2

加西市殿原町長田474番

加西市殿原町長田474番1

加西市殿原町長田475番

加西市殿原町長田475番1

加西市殿原町長田476番1

加西市殿原町長田476番2

加西市殿原町長田477番1

加西市殿原町長田477番2

加西市殿原町長田478番

加西市殿原町長田479番

加西市殿原町長田480番1

加西市殿原町長田480番2
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加西市殿原町長田481番1

加西市殿原町長田481番2

加西市殿原町長田482番

加西市殿原町長田483番

加西市殿原町長田484番1

加西市殿原町長田484番2

加西市殿原町長田485番1

加西市殿原町長田485番2

加西市殿原町長田486番

加西市殿原町長田487番

加西市殿原町長田488番1

加西市殿原町長田488番2

加西市殿原町桃梨子489番1

加西市殿原町桃梨子489番2

加西市殿原町桃梨子490番1

加西市殿原町桃梨子490番2

加西市殿原町桃梨子491番

加西市殿原町桃梨子492番

加西市殿原町桃梨子492番1

加西市殿原町桃梨子492番2

加西市殿原町桃梨子494番1

加西市殿原町桃梨子495番1

加西市殿原町桃梨子495番4

加西市殿原町桃梨子496番1

加西市殿原町桃梨子496番3

加西市殿原町桃梨子497番1

加西市殿原町桃梨子497番2

加西市殿原町桃梨子497番3

加西市殿原町桃梨子498番1

加西市殿原町桃梨子498番2

加西市殿原町桃梨子499番1

加西市殿原町桃梨子500番

加西市殿原町桃梨子501番1

加西市殿原町桃梨子501番2

加西市殿原町桃梨子502番1の一部

加西市殿原町桃梨子502番2

加西市殿原町甲田506番1

加西市殿原町甲田507番

加西市殿原町甲田508番

加西市殿原町甲田509番

加西市殿原町甲田510番

加西市殿原町甲田511番

加西市殿原町甲田512番

加西市殿原町甲田513番5

加西市殿原町甲田514番4

加西市殿原町甲田515番

加西市殿原町甲田516番

加西市殿原町甲田517番1

加西市殿原町甲田518番

加西市殿原町甲田519番

加西市殿原町甲田520番

加西市殿原町甲田521番3

加西市殿原町甲田521番5

加西市殿原町甲田522番

加西市殿原町甲田523番

加西市殿原町甲田524番

加西市殿原町甲田525番

加西市殿原町甲田526番
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加西市殿原町甲田527番

加西市殿原町甲田528番

加西市殿原町甲田529番1

加西市殿原町甲田530番1

加西市殿原町甲田530番2

加西市殿原町甲田531番1

加西市殿原町甲田531番2

加西市殿原町茨田532番1

加西市殿原町茨田532番2

加西市殿原町茨田533番

加西市殿原町茨田534番1

加西市殿原町茨田534番2

加西市殿原町茨田535番1

加西市殿原町茨田535番2

加西市殿原町茨田536番

加西市殿原町茨田537番

加西市殿原町茨田538番

加西市殿原町茨田539番

加西市殿原町茨田540番

加西市殿原町茨田541番1

加西市殿原町茨田541番2

加西市殿原町茨田542番1

加西市殿原町茨田542番2

加西市殿原町茨田543番1

加西市殿原町茨田543番2

加西市殿原町茨田544番2

加西市殿原町茨田545番2

加西市殿原町茨田546番5

加西市殿原町茨田546番7

加西市殿原町長礒572番1

加西市殿原町長礒575番2

加西市殿原町長礒576番1

加西市殿原町長礒576番2

加西市殿原町長礒577番1

加西市殿原町長礒577番2

加西市殿原町土ノ坪578番1

加西市殿原町土ノ坪578番2

加西市殿原町土ノ坪579番

加西市殿原町土ノ坪580番1

加西市殿原町土ノ坪580番2

加西市殿原町土ノ坪582番1

加西市殿原町土ノ坪582番3

加西市殿原町土ノ坪582番5

加西市殿原町土ノ坪582番8

加西市殿原町土ノ坪583番8

加西市殿原町土ノ坪584番1

加西市殿原町土ノ坪587番1

加西市殿原町土ノ坪588番3

加西市殿原町土ノ坪589番3

加西市殿原町土ノ坪590番

加西市殿原町土ノ坪591番1

加西市殿原町土ノ坪591番2

加西市殿原町土ノ坪592番1の一部

加西市殿原町土ノ坪593番の一部

加西市殿原町土ノ坪594番

加西市中富町井口900番3

加西市中富町西堤915番5
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区域番号 箇所名称 大字・地番等

⑨ 加西インター産業団地 加西市中富町当千田689番3

1-2工区 加西市中富町大ノ池730番3

加西市中富町〃730番4

加西市中富町〃730番5

加西市中富町〃730番6

加西市中富町〃730番7

加西市中富町森ケ坪754番3

加西市中富町〃754番9

加西市中富町〃754番10

加西市中富町馬橋810番

加西市中富町〃810番2

加西市中富町〃810番3

加西市中富町〃810番4

加西市中富町〃810番5

加西市中富町〃810番6

加西市中富町二又845番

加西市中富町〃845番2

加西市中富町〃845番3

加西市中富町井口900番

加西市中富町〃900番2

加西市中富町〃900番3

加西市中富町西堤915番

加西市中富町〃915番3

加西市中富町〃915番4

加西市中富町〃915番5

加西市中富町〃915番6

⑩ 加西インター産業団地 加西市越水町宮田59番1

2工区 加西市越水町宮田60番

加西市越水町宮田61番

加西市越水町宮田62番1

加西市越水町宮田63番

加西市越水町宮田64番1

加西市越水町宮田64番2

加西市越水町宮田65番

加西市越水町宮田66番1

加西市越水町宮田66番4

加西市越水町宮田67番1

加西市越水町宮田68番

加西市越水町宮田69番･70番合併

加西市越水町宮田71番

加西市越水町宮田72番

加西市越水町宮田73番

加西市越水町宮田74番

加西市越水町宮田75番

加西市越水町宮田76番

加西市越水町宮田77番

加西市越水町辻井78番

加西市越水町辻井79番

加西市越水町辻井80番1

加西市越水町辻井81番1

加西市越水町辻井82番1

加西市越水町辻井83番

加西市越水町辻井84番

加西市越水町辻井85番

加西市越水町辻井86番

加西市越水町辻井87番

加西市越水町辻井88番

加西市越水町辻井89番
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区域番号 箇所名称 大字・地番等

加西市越水町辻井90番

加西市越水町辻井91番

加西市越水町辻井92番

加西市越水町谷97番

加西市越水町谷98番

加西市越水町谷99番

加西市越水町谷100番

加西市越水町谷101番

加西市越水町谷102番

加西市中富町西ノ下796番1

加西市中富町西ノ下797番

加西市中富町西ノ下798番

加西市中富町西ノ下799番1

加西市中富町西ノ下800番1

加西市中富町西ノ下801番1

加西市中富町西ノ下802番

加西市中富町西ノ下803番1

加西市中富町西ノ下804番1

加西市中富町磯辺941番

加西市中富町磯辺942番

加西市中富町磯辺943番

加西市中富町磯辺944番

加西市中富町磯辺945番

加西市中富町磯辺946番

加西市中富町磯辺947番

加西市中富町磯辺948番

加西市中富町磯辺949番

加西市中富町磯辺950番

加西市中富町磯辺951番

加西市中富町磯辺952番

加西市中富町磯辺953番

加西市中富町磯辺954番

加西市中富町磯辺955番

加西市中富町磯辺963番

加西市中富町磯辺966番

加西市中富町磯辺967番

加西市中富町磯辺969番

加西市中富町磯辺970番

加西市中富町磯辺971番

加西市中富町磯辺972番

加西市中富町磯辺973番

加西市中富町磯辺974番1

加西市中富町磯辺975番

加西市中富町磯辺976番2

加西市中富町磯辺977番

加西市中富町磯辺978番

加西市中富町磯辺979番

加西市中富町磯辺980番

加西市中富町磯辺981番

加西市中富町磯辺982番1

加西市中富町磯辺983番

加西市中富町磯辺984番1

加西市中富町磯辺985番1

加西市中富町磯辺993番1

⑪ 加西インター産業団地 加西市中富町落合428番1

4工区 加西市中富町落合429番7

加西市中富町野間435番1

加西市中富町野間436番1
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区域番号 箇所名称 大字・地番等

加西市中富町鯉田534番1

加西市中富町鯉田534番2

加西市中富町鯉田535番1

加西市中富町鯉田535番2

加西市中富町鯉田536番1

加西市中富町鯉田536番2

加西市中富町鯉田537番1

加西市中富町鯉田537番2

加西市中富町鯉田538番1

加西市中富町鯉田538番2

加西市中富町中ノ坪539番1

加西市中富町中ノ坪539番2

加西市中富町中ノ坪540番

加西市中富町中ノ坪541番

加西市中富町中ノ坪542番1

加西市中富町中ノ坪542番2

加西市中富町中ノ坪543番1

加西市中富町中ノ坪543番2

加西市中富町中ノ坪544番1

加西市中富町中ノ坪544番2

加西市中富町中ノ坪545番

加西市中富町中ノ坪546番1

加西市中富町中ノ坪547番1

加西市中富町中ノ坪548番1

加西市中富町中ノ坪549番1

加西市中富町中ノ坪549番2

加西市中富町中ノ坪550番1

加西市中富町中ノ坪550番3

加西市中富町中ノ坪551番1

加西市中富町中ノ坪566番1

加西市中富町中ノ坪567番1

加西市中富町中ノ坪570番1

加西市中富町中ノ坪571番1

加西市中富町中ノ坪575番1

加西市中富町中ノ坪576番1

加西市中富町中ノ坪576番2

加西市中富町中ノ坪578番1

加西市中富町中ノ坪578番3

加西市中富町中ノ坪579番1

加西市中富町中ノ坪579番2

加西市中富町中ノ坪580番

加西市中富町中ノ坪581番1

加西市中富町中ノ坪582番1

加西市中富町中ノ坪583番

加西市中富町中ノ坪584番

加西市中富町中ノ坪585番

加西市中富町中ノ坪586番

加西市中富町中ノ坪587番1

加西市中富町中ノ坪587番2

加西市中富町中ノ坪588番1

加西市中富町中ノ坪588番2

加西市中富町中ノ坪589番1

加西市中富町中ノ坪589番2

加西市中富町中ノ坪590番

加西市中富町中ノ坪591番

加西市中富町前田592番

加西市中富町前田593番

加西市中富町前田594番
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区域番号 箇所名称 大字・地番等

加西市中富町前田595番1

加西市中富町前田595番2

加西市中富町前田596番

加西市中富町前田597番

加西市中富町前田598番1

加西市中富町前田598番2

加西市中富町前田599番1

加西市中富町前田599番2

加西市中富町前田600番1

加西市中富町前田600番2

加西市中富町前田601番

加西市中富町前田602番

加西市中富町前田603番

加西市中富町前田604番

加西市中富町前田605番

加西市中富町前田614番

加西市中富町前田615番

加西市中富町前田616番

加西市中富町前田617番

加西市中富町前田618番

加西市中富町前田619番

加西市中富町前田620番

加西市中富町前田621番

加西市中富町前田622番

加西市中富町前田623番

加西市中富町前田624番

加西市中富町前田625番

加西市中富町前田626番

加西市中富町前田627番

加西市中富町前田628番

加西市中富町前田629番

加西市中富町前田630番

加西市中富町平田673番1

加西市中富町平田673番2

加西市中富町平田674番

加西市中富町平田675番

加西市中富町平田676番

加西市中富町平田677番

加西市中富町平田678番

加西市中富町平田679番

加西市中富町平田680番1

加西市中富町平田680番2

加西市中富町平田681番1

加西市中富町平田681番2

加西市中富町当千田682番1

加西市中富町当千田682番2

加西市中富町当千田683番1

加西市中富町当千田683番2

加西市中富町当千田684番1

加西市中富町当千田684番2

加西市中富町当千田685番1

加西市中富町当千田685番2

加西市中富町当千田686番1

加西市中富町当千田686番2

加西市中富町当千田687番1

加西市中富町当千田687番2

加西市中富町当千田688番3

加西市中富町当千田689番1

11



区域番号 箇所名称 大字・地番等

加西市中富町当千田689番2

加西市中富町当千田689番5

加西市中富町当千田689番6

加西市中富町当千田696番1

加西市中富町当千田696番2

加西市中富町当千田700番1

加西市中富町当千田701番1

加西市中富町当千田701番2

加西市中富町当千田702番1

加西市中富町当千田702番2

加西市中富町当千田703番1

加西市中富町森ケ坪754番2

加西市中富町森ケ坪754番4

加西市中富町森ケ坪758番1

加西市中富町森ケ坪758番2

加西市中富町森ケ坪759番1

加西市中富町森ケ坪759番2

加西市中富町森ケ坪762番1

加西市中富町森ケ坪762番2

加西市中富町森ケ坪763番1

加西市中富町森ケ坪763番2

加西市中富町森ケ坪763番5
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