
番号 種別 名称 備考
土砂災害
警戒区域

浸水想定

1 老人福祉施設 養護老人ホーム　だんだん 宍粟市山崎町東下野273-2 該当 0m～0.5m

2 介護保険施設 特別養護老人ホーム　ありがとう 宍粟市山崎町東下野273-2 該当 0m～0.5m

3 通所介護事業所 デイサービスセンター　ありがとう 宍粟市山崎町東下野273-2 該当 0m～0.5m

4 障害者支援施設 チェシャー・ベーカリー 宍粟市山崎町木ノ谷5-1 － 2.0ｍ～3.0ｍ

5 障害者支援施設 チェシャー・ショップ 宍粟市山崎町木ノ谷5-1 － 2.0ｍ～3.0ｍ

6 障害者支援施設 あおぞら太陽の家 宍粟市山崎町岸田608-3 － 1.0ｍ～2.0ｍ

7 障害者支援施設 ワークプラザすぎの木 宍粟市山崎町宇野319 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

8 介護保険施設 特別養護老人ホーム　やまさき白寿園 宍粟市山崎町春安111-1 該当 0m～0.5m

9 通所介護事業所 通所介護事業　やまさき白寿園 宍粟市山崎町春安111-1 該当 0m～0.5m

10 介護保険施設 特別養護老人ホーム　しそうの杜 宍粟市山崎町川戸1821 － 1.0ｍ～2.0ｍ

11 通所介護事業所 通所介護事業　しそうの杜 宍粟市山崎町川戸1821 － 1.0ｍ～2.0ｍ

12 通所介護事業所 あすなろ 宍粟市山崎町川戸743 － 3.0ｍ～4.0ｍ

13 通所介護事業所 JA兵庫西高齢者生きがい発揮生活支援センター 宍粟市山崎町生谷191-1 － 0m～0.5m

14 通所介護事業所 デイサービス　ふる里 宍粟市山崎町上ノ557 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

15 通所介護事業所 医療法人社団永研会　あそびりクラブよりあい 宍粟市山崎町高下83-1 － 0m～0.5m

16 通所介護事業所 デイサービスセンター　かわおと 宍粟市山崎町川戸785-1 － 2.0ｍ～3.0ｍ

17 通所介護事業所 デイサービスセンター　すまいる 宍粟市山崎町須賀沢40 該当 0.5ｍ～1.0ｍ

18 通所介護事業所 介護ステーション　恋デイサービス 宍粟市山崎町下町588-3 該当 0m～0.5m

19 通所介護事業所 すこやかリハビリセンター 宍粟市山崎町野46-1 － 0.5ｍ～1.0ｍ

20 通所介護事業所 リハビリデイサービス大谷 宍粟市山崎町鹿沢79-8 － 0m～0.5m

21 障害者支援施設 作業所はりまっ子山崎店 宍粟市山崎町山田40-2 － 1.0ｍ～2.0ｍ

22 障害者支援施設 福祉の店はりまっ子山崎店 宍粟市山崎町山田185-2 － 0.5ｍ～1.0ｍ

23 通所介護事業所 リハビリ特化型デイサービスグリーンピース 宍粟市山崎町門前76-1 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

24 通所介護事業所 CHIAKIほおずき山崎デイサービス 宍粟市山崎町鹿沢73-2 － 0m～0.5m

25 障害者支援施設 ひまわりの家 宍粟市山崎町段194-1 － 0m～0.5m

26 障害者支援施設 ハイツ山崎 宍粟市山崎町中広瀬22-1 － 1.0ｍ～2.0ｍ

27 通所介護事業所 デイサービス大谷・田井 宍粟市山崎町田井544-2 該当 0.5ｍ～1.0ｍ

28 通所介護事業所 リハビリデイサービスこばやし 宍粟市山崎町三谷41-3 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

29 医療機関 垣尾内科クリニック 宍粟市山崎町田井562-1 該当 2.0ｍ～3.0ｍ

30 医療機関 上田医院 宍粟市山崎町五十波398-4 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

31 医療機関 いなもち医院 宍粟市山崎町船元79-1 － 0m～0.5m

32 医療機関 やまさき青山クリニック 宍粟市山崎町金谷96-1 － 0.5ｍ～1.0ｍ

33 医療機関 井上クリニック 宍粟市山崎町御名37-1 － 1.0ｍ～2.0ｍ

34 医療機関 ウスキ医院 宍粟市山崎町山田185-2 － 0.5ｍ～1.0ｍ

35 医療機関 かなたに医院 宍粟市山崎町生谷201-1 － 0m～0.5m

36 医療機関 川瀬クリニック 宍粟市山崎町今宿144-1 － 0.5ｍ～1.0ｍ

37 医療機関 柴原耳鼻咽喉科 宍粟市山崎町中広瀬123-3 － 0.5ｍ～1.0ｍ

38 医療機関 中川医院 宍粟市山崎町庄能276 － 0m～0.5m

39 医療機関 坂東医院 宍粟市山崎町鹿沢96-1 該当 0m～0.5m

40 医療機関 藤多内科・皮ふ科 宍粟市山崎町青木336-1 該当 0m～0.5m

41 医療機関 藤田整形外科クリニック 宍粟市山崎町千本屋195 － 0m～0.5m

42 医療機関 ほしの皮ふ科クリニック 宍粟市山崎町千本屋195 － 0m～0.5m

43 医療機関 やました眼科 宍粟市山崎町千本屋195 － 0m～0.5m

44 医療機関 横川眼科 宍粟市山崎町山田56-1 － 1.0ｍ～2.0ｍ

45 医療機関 公立宍粟総合病院 宍粟市山崎町鹿沢93 － 0m～0.5m

46 児童福祉施設等 城東保育所 宍粟市山崎町野300 － 0m～0.5m

47 児童福祉施設等 かしわの保育所 宍粟市山崎町加生87-4 該当 0.5ｍ～1.0ｍ

48 児童福祉施設等 くりのみ保育園 宍粟市山崎町段43 － 1.0ｍ～2.0ｍ

49 児童福祉施設等 ののはな保育園 宍粟市山崎町生谷149 － 0m～0.5m

50 児童福祉施設等 みのり保育園 宍粟市山崎町高下408-3 － 0m～0.5m

51 児童福祉施設等 段ちびっこえん 宍粟市山崎町段343-4 該当 0m～0.5m

52 児童福祉施設等 姫路ﾔｸﾙﾄ販売（株）　山崎センター託児所 宍粟市山崎町金谷123-20 － 0m～0.5m

53 児童福祉施設等 菅野幼稚園 宍粟市山崎町青木172-1 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

54 児童福祉施設等 城下幼稚園 宍粟市山崎町金谷33-3 － 0.5ｍ～1.0ｍ

55 児童福祉施設等 河東幼稚園 宍粟市山崎町三谷57-6 － 0m～0.5m

56 児童福祉施設等 神野幼稚園 宍粟市山崎町田井645-9 該当 0.5ｍ～1.0ｍ
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57 児童福祉施設等 伊水幼稚園 宍粟市山崎町宇野581-1 － 1.0ｍ～2.0ｍ

58 児童福祉施設等 都多幼稚園 宍粟市山崎町中野1003-1 該当 0m～0.5m

59 障害者支援施設 さつき園 宍粟市山崎町五十波390-1 該当 －

60 障害者支援施設 さつき作業訓練所 宍粟市山崎町五十波390-1 該当 －

61 障害者支援施設 フレンドゆう工房 宍粟市山崎町塩山1154 該当 －

62 通所介護事業所 ぷらっとホーム　さつき 宍粟市山崎町高下1841 該当 －

63 医療機関 山中医院 宍粟市山崎町山崎6 該当 0m～0.5m

64 児童福祉施設等 戸原保育所 宍粟市山崎町宇原322-2 該当 －

65 児童福祉施設等 山崎若葉保育園 宍粟市山崎町上寺244 該当 －

66 児童福祉施設等 誠心学園保育園 宍粟市山崎町門前181 該当 －

67 児童福祉施設等 山崎幼稚園 宍粟市山崎町門前143 該当 －

68 通所介護事業所 宍粟市社会福祉協議会　やすらぎ介護センター 宍粟市一宮町閏賀300 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

69 通所介護事業所 社会福祉法人協同福祉会　みどり苑 宍粟市一宮町福野162-1 － 1.0ｍ～2.0ｍ

70 通所介護事業所 デイサービスこころ 宍粟市一宮町須行名76-1 － 0.5ｍ～1.0ｍ

71 医療機関 広田医院 宍粟市一宮町福野177 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

72 医療機関 みどり診療所 宍粟市一宮町東市場260 － 1.0ｍ～2.0ｍ

73 児童福祉施設等 一宮南保育所 宍粟市一宮町安黒821 － 0m～0.5m

74 児童福祉施設等 一宮北保育所 宍粟市一宮町福野135 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

75 児童福祉施設等 一宮ひかり保育所 宍粟市一宮町安積1343-1 － 1.0ｍ～2.0ｍ

76 児童福祉施設等 神戸幼稚園 宍粟市一宮町東市場805-1 － 0m～0.5m

77 児童福祉施設等 繁盛幼稚園 宍粟市一宮町上岸田576-1 － 1.0ｍ～2.0ｍ

78 障害者支援施設 はりま自立の家 宍粟市一宮町伊和872-48 該当 －

79 介護保険施設 特別養護老人ホーム　まどか園　　　　　　　　　　　 宍粟市一宮町福知1030-1 該当 －

80 介護保険施設 グループホームまどか園 宍粟市一宮町福知1029 該当 －

81 通所介護事業所 まどか園　デイサービスセンター 宍粟市一宮町福知1030-1 該当 －

82 障害者支援施設 すみれ 宍粟市一宮町生栖32-1 該当 －

83 障害者支援施設 就労移行すみれ 宍粟市一宮町生栖31-4 該当 －

84 医療機関 太田医院 宍粟市一宮町三方町347 該当 －

85 医療機関 八家診療所 宍粟市一宮町安積1100 該当 －

86 児童福祉施設等 染河内幼稚園 宍粟市一宮町能倉864 該当 －

87 児童福祉施設等 下三方幼稚園 宍粟市一宮町生栖851-2 該当 －

88 児童福祉施設等 三方幼稚園 宍粟市一宮町三方町452 該当 －

89 医療機関 国民健康保険波賀診療所 宍粟市波賀町安賀541-1 － 0m～0.5m

90 医療機関 山岸診療所 宍粟市波賀町上野215-1 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

91 児童福祉施設等 波賀みどり保育園 宍粟市波賀町安賀54-1 － 0m～0.5m

92 児童福祉施設等 野尻幼稚園【休園中】 宍粟市波賀町野尻131-1 該当 1.0ｍ～2.0ｍ

93 障害者支援施設 しそう自立の家 宍粟市波賀町小野502-5 該当 －

94 介護保険施設 特別養護老人ホーム　かえで園 宍粟市波賀町安賀450-2 該当 －

95 通所介護事業所 デイサービスセンター　かえで園 宍粟市波賀町安賀450-2 該当 －

96 介護保険施設 老人保健施設　むつみ園 宍粟市波賀町飯見36-30 該当 －

97 通所介護事業所 デイサービス　やまのほし 宍粟市波賀町小野55 該当 －

98 障害者支援施設 グループホーム「楽」 宍粟市波賀町小野605-1 該当 －

99 児童福祉施設等 波賀幼稚園 宍粟市波賀町安賀654-1 該当 －

100 通所介護事業所 さくらデイサービス 宍粟市千種町室490-1 該当 －

101 障害者支援施設 あゆみ 宍粟市千種町黒土89 該当 －


