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別表（第19条関係）

土地一覧表

所 在 地 番 地 目 地 積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

赤穂市有年楢原字サイカシ １３９３番地 宅 地 4,161.00

赤穂市有年原字南北原 ４４２番２ 雑 種 地 84.00

建物一覧表

施設名 所 在 種類・構造 床面積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

特別養護老人ホーム 神戸市西区曙町1215番 施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･鉄骨造陸屋根平家 2,709.87

万寿の家 地1、1337番地1、7番 建

地、6番地 機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 48.56

物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 5.69

特別養護老人ホーム 佐用郡佐用町平福字的 施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦・亜鉛ﾒｯｷ鋼板 1階 3,215.35

朝陽ケ丘荘 場１２０番地１、佐用 葺４階建 2階 2,814.71

郡佐用町平福字簗場ノ 3階 199.28

上１３８番地１ 4階 68.53

電気室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦・亜鉛ﾒｯｷ鋼板 157.50

葺平家建

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦・亜鉛ﾒｯｷ鋼板 191.25

葺平家建

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺 13.25

平家建

特別養護老人ホーム 豊岡市日高町十戸字清 施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺２階建 1階 3,251.94

たじま荘 坂４５５番地 2階 2,625.26

車庫 鉄骨造瓦葺平家建 35.84

特別養護老人ホーム 淡路市野島貴船字平見 施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺･陸屋根２階 1階 6,017.11

あわじ荘 ２２９番地１ 建 2階 178.98

車庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平 43.32

家建

倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄ葺平家建 7.56

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 24.44

物干場 鉄骨造ｶﾞﾗｽ板葺平家建 79.22

物干場 鉄骨造ｶﾞﾗｽ板葺平家建 70.87

淡路市野島蟇浦字鐘突 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき平 280.16

６８１番地３、６８１ 家建

番地２、６８２番地

定 款
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施設名 所 在 種類・構造 床面積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

特別養護老人ホーム 丹波市市島町上竹田 施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造かわらぶき２階建 1階 3,342.50

丹寿荘 字中野2336番地1 2階 2,926.72

物置 鉄筋造かわらぶき平家建 30.35

丹波市市島町上竹田字 施設 鉄骨造かわらぶき平家建 627.60

焦谷2322番地1､2322番

地4､2322番地5､2322番

地6

障害福祉サービス事 赤穂市有年楢原字サイ 共同住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根２階建 1階 305.82
業 カシ１３９３番地 2階 241.98
ケアホームほのか 共同住宅 木造瓦葺２階建 1階 254.15

2階 254.15

認知症対応型老人共 洲本市五色町広石上字 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 鉄骨造かわらぶき平家建 699.36

同生活援助事業 浦嶋114番地1､113番地

グループホームひろ

いしの里

立雲の郷 朝来市和田山町竹田字 会館 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき３階建 1階 876.00

砂子田２０６３番地３ 2階 784.00

3階 96.83

施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 733.05

救護施設 神戸市西区曙町１１８ 社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造銅板ぶき２ 1階 1,329.53

のぞみの家 ５番地１ 階建 2階 1,173.23

社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造銅板ぶき２ 1階 226.16

階建 2階 251.84

障害者支援施設 神戸市西区玉津町吉田 社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根３階 1階 1,739.49

自立生活訓練ｾﾝﾀｰ 字四反田１０８３番 建 2階 2,300.32

地、神戸市西区曙町１ 3階 1,686.96

０７０

多機能型事業所 神戸市西区曙町１０６ 社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根３階 1階 241.84

あけぼのの家 ４番地１ 建 3階 371.83

社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家 404.44

建

定 款
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定 款

施設名 所 在 種類・構造 床面積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

多機能型事業所 小野市新部町字壱丁通 福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき平家建 1,184.45

小野福祉工場 １３２０番地、１３１ 工場 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家 720.00

８番地 建

工場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶ 585.33

き平家建

作業所 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家 177.50

建

集会所･作業所 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき 134.11

平家建

ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 11.59

物置 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき 13.32

平家建

ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき平家 9.36

建

小野市新部町字壱丁通 作業所・倉庫 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき 320.32

１３１８番地 平家建

障害者支援施設 小野市新部町字壱丁通 養護所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶ 2,460.20
小野起生園 １３２０番地 き平家建

車庫 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき 36.89
平家建

小野市新部町字壱丁通 共同住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶ 1階 61.75
１３１８番地 き２階建 2階 60.00
小野市新部町字壱丁通 居宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶ 69.56
１３１８番地、１３２ き平家建
０番地

障害児入所施設 豊岡市出石町宮内字久 社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 1,676.37

出石精和園 保谷１０３９番地１、 板ぶき渡廊下付２階建

児童寮 １０３１番地、１０３ 機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 157.15

１番地２、１０３９番 板ぶき平家建

地６、１０３９番地７ 物置・倉庫 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき 71.36

豊岡市出石町宮内字カ 平家建

ス岩１０２３番地５、 物置 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板 23.45

１０２３番地７ ぶき平家建

豊岡市出石町水上字久 倉庫 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板 48.05

保谷口２３９番地１、 ぶき平家建

２３９番地３
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定 款

施設名 所 在 種類・構造 床面積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

障害者支援施設 豊岡市出石町荒木字ヒ 社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 3,732.17

出石精和園 谷１３００番地、１３ 板ぶき渡廊下付平家建

成人寮 ００番地先、 車庫 木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平 21.24

家建

車庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 23.60

板ぶき平家建

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 63.12

板ぶき平家建

物置 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板 17.53

ぶき平家建

作業所 木・鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板 110.00

ぶき平家建

物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 18.36

板ぶき平家建

物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造ｽﾚｰﾄぶき 7.53

平家建

豊岡市出石町町分字枝 作業所・寄宿舎 木造かわらぶき２階建 1階 237.43

津２１２番地 2階 166.73

共同住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 1階 75.07

板ぶき２階建 2階 75.07

居宅 木造かわらぶき平家建 63.11

障害者支援施設 豊岡市出石町宮内字久 社会福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼 1,398.01
出石精和園 保谷１０３９番地１、 板ぶき渡廊下付２階建
第２成人寮 １０３１番地、１０３

１番地２、１０３９番
地６、１０３９番地７
豊岡市出石町宮内字カ
ス岩１０２３番地５、
１０２３番地７
豊岡市出石町水上字久
保谷口２３９番地１、
２３９番地

障害児入所施設 洲本市五色町下堺字石 養護所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき２階 1階 1,271.67

五色精光園児童寮 原１０６２番地３ 建 2階 311.29

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板 130.77

ぶき平家建

集塵庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板 10.23

ぶき平家建

車庫 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶ 18.71

き平家建

洲本市五色下堺字石原 宿泊室 木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家 68.04

９８７番地１ 建
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定 款

施設名 所 在 種類・構造 床面積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

障害者支援施設 洲本市五色町広石北字 養護所 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき・陸屋 1階 2,444.05

五色精光園 西谷８３１番地２、８ 根２階建 2階 1,478.18

成人寮 ４７番地、８４７番地 養護所 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 125.52

１、８４９番地 養護所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき平家建 255.96

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき平家建 14.89

車庫 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 35.04

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 16.26

機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき平家建 15.50

集塵庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造ｽﾚｰﾄぶき平家建 17.92

物置 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平 16.08

家建

洲本市五色町都志角川 寄宿舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根２階建 1階 75.07

字長池頭６５９番地２ 2階 75.07

洲本市池内字ﾄﾞﾝｶﾞﾒ池

１２４８番地６ 作業所 木・鉄骨造ｽﾚｰﾄぶき２階建 1階 380.43

2階 139.30

障害児入所施設 赤穂市大津字権現 寄宿舎 鉄骨造ｽﾚｰﾄぶき平家建 1,999.14
赤穂精華園 １３２７番地５６
児童寮 赤穂市大津字権現 寄宿舎 木造かわらぶき２階建 1階 136.35

１２９９番地１ 2階 95.47

障害者支援施設 赤穂市大津字権現１３ 寄宿舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 2,981.33
赤穂精華園 ２７番地５６、１３２ 作業所 木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 59.67
成人寮 ７番地６３、１３２７

番地１７４
赤穂市大津字権現１３ 事務所・寄宿舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造かわらぶ 1階 2,390.11
２７番地５６、１３２ き地下１階付２階建 2階 1,662.00
７番地５５、１３２７ 地下１階 160.00
番地２９１、１３２７
番地２８６
赤穂市大津字権現１３ 鶏小屋 木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 30.72
２７番地５６
赤穂市塩屋字彦太夫山 職員宿舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根２階建 1階 88.47
３４５６番地３ 2階 88.47
赤穂市大津字権現１２ 職員住宅 鉄骨造鉄板葺平家建 69.98
８９番地２､１２９０ 職員住宅 鉄骨造鉄板葺平家建 94.28
番地､１２９１番地２
赤穂市大津字権現１２
８９番地２ 職員住宅 鉄骨造鉄板葺平家建 47.14
赤穂市大津字権現
１３２７番地５６ 作業棟 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 198.25

地域支援棟 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平 264.06
屋建
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定 款

施設名 所 在 種類・構造 床面積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

障害者支援施設 赤穂市塩屋字彦太夫山 管理･ｻｰﾋﾞｽ･居住棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋 1,013.21

赤穂精華園 ３４５６番地３ 根平家建

授産寮 授産棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造波型鉄板葺平家 99.00

建

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造波型ｽﾚｰﾄ葺平家 14.20

建

倉庫 軽量鉄骨造ｶﾗｰ鉄板葺平家建 48.60

授産棟 軽量鉄骨造ｶﾗｰ鉄板葺平家建 80.80

倉庫 軽量鉄骨造ｶﾗｰ鉄板葺平家建 9.72

作業所 木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 109.73

発電室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造ｽﾚｰﾄぶき平家 29.74

建

障害者支援施設 篠山市西古佐字三釈迦 障害者支援施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根２ 1階 2,209.81
丹南精明園 山１１２番地６、１１ 階建 2階 682.97

２番地９ 作業場 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 103.98
篠山市西古佐字見釈迦 居宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき 68.31
奥ノ坪７１８番地、７ 平家建
１９番地 共同住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶ 1階 56.40

き２階建 2階 56.40
車庫 鉄骨造ｽﾚｰﾄぶき平家建 44.80
作業場 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平 113.92

家建
機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 96.00
会館 鉄骨造ｽﾚｰﾄぶき平家建 182.00
障害者福祉施設 鉄骨造合金メッキぶき 139.12

平家建

障害者支援施設 三木市緑が丘本町２丁 養護所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・木造亜鉛ﾒｯｷ鋼 1,525.14

三木精愛園 目３番地１ 板・ｽﾚｰﾄぶき平家建

物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造ｽﾚｰﾄぶき平家建 8.60

作業場 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平 138.91

家建

車庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき 20.94

平家建

養護所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄぶき平家建 184.00

集会所 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 148.50

寄宿舎 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき２階建 1階 211.72

2階 211.72

寄宿舎 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき２階建 1階 211.72

2階 211.72

寄宿舎 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき２階建 1階 211.72

2階 211.72

店舗 木造ｽﾚｰﾄぶき平家建 89.00

作業所 木造ｽﾚｰﾄぶき平家建 36.00
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定 款

施設名 所 在 種類・構造 床面積

(単位:平方ﾒｰﾄﾙ)

養護老人ホーム 豊岡市日高町祢布字南 老人福祉施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･鉄骨造亜鉛ﾒ 1階 1,365.50

ことぶき苑 構1310番地、1308番 ｯｷ鋼板ぶき渡廊下付２階 2階 787.38

地、1308番地2、1308 建

番地4、1309番地、131 機械室 鉄骨造陸屋根平家建 75.00

0番地2、1311番地、13 倉庫 鉄骨造陸屋根平家建 50.00

12番地、1313番地、13 車庫 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板 32.28

14番地、1315番地1、1 ぶき平家建

319番地2、1320番地、 車庫 木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平 16.20

1323番地、1324番地、 家建

1325番地、1326番地、

1305番地3


