
【R2.8.1現在】

旧　町 名　　称 所　在　地 用　途 指定番号

八王子グラウンド 口銀谷 グラウンド 朝来1

栃原グラウンド 栃原 グラウンド 朝来2

三菱マテリアル 口銀谷 駐車場 朝来3

黒川自然公園 黒川 駐車場 朝来15

魚ヶ滝駐車場 黒川 駐車場 朝来25

旧奥銀谷小学校 奥銀谷 グラウンド 朝来26

生野小学校 口銀谷 グラウンド 朝来27

生野高校 南真弓 グラウンド 朝来28

旧栃原小学校 栃原 グラウンド 朝来29

生野学園 栃原 グラウンド 朝来30

筒江農村広場 筒江 野球場 朝来4

寺内すこやかひろば 寺内 グラウンド 朝来5

朝来市防災センター 枚田 駐車場 朝来9

枚田河川公園 枚田 公園 朝来10

センター若竹 和田 グラウンド 朝来11

大町公園駐車場 白井 駐車場 朝来12

糸井小学校 高生田 グラウンド 朝来31

大蔵小学校 宮田 グラウンド 朝来32

竹田小学校 安井 グラウンド 朝来33

枚田小学校 和田山 グラウンド 朝来34

和田山高校 枚田岡 グラウンド 朝来35

東河橋河川敷 駅北 河川敷 朝来36

和田山中学校 柳原 グラウンド 朝来37

山城の郷 殿 グラウンド 朝来38

秋葉台中央公園 秋葉台 公園 朝来41

竹田上町駐車場 竹田 駐車場 朝来43

旧ドライブインあさごやま 久世田 空地 朝来44

磯部農村広場 野間 グラウンド 朝来6

山東農村広場 粟鹿 グラウンド 朝来7

金浦池駐車場 金浦 駐車場 朝来13

秋葉山農村公園 大垣 グラウンド 朝来14

旧与布土小学校 溝黒 グラウンド 朝来18

南但馬自然学校 迫間 広場 朝来20

旧粟鹿小学校 粟鹿 グラウンド 朝来21

梁瀬中学校 楽音寺 グラウンド 朝来22

梁瀬小学校 末歳 グラウンド 朝来23

グンゼグラウンド 楽音寺 グラウンド 朝来42

朝来グラウンド 立脇 グラウンド 朝来8

中川小学校 桑市 グラウンド 朝来16

山口小学校 羽渕 グラウンド 朝来17

佐のう地区コミセン 佐のう グラウンド 朝来19

朝来中学校 新井 グラウンド 朝来24

神子畑グラウンド 佐のう グラウンド 朝来39

多々良木集会所 多々良木 グラウンド 朝来40

上八代交流公園 上八代 公園 朝来45

ドクターヘリランデブーポイント一覧（朝来市内）
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【R2.8.1現在】

旧　町 名　　称 所　在　地 用　途 指定番号

養父市ヘリポート 高柳 ヘリポート 養父1

但馬自動車検査場 宿南 駐車場 養父2

宿南小学校 宿南 グラウンド 養父8

オーシスマップ 宿南 グラウンド 養父9

伊佐小学校 浅間 グラウンド 養父10

小佐コミセン 小佐 グラウンド 養父11

八鹿小学校 八鹿 グラウンド 養父12

高柳小学校 高柳 グラウンド 養父13

八鹿青渓中学校 九鹿 グラウンド 養父29

上田工業グラウンド 浅間 グラウンド 養父30

竹ヶ端公園 下網場 公園 養父47

南但スポーツセンター 堀畑 野球場 養父3

ねずみ塚運動公園 大塚 公園 養父4

広谷小学校 広谷 グラウンド 養父14

養父中学校 十二所 グラウンド 養父15

養父小学校 養父市場 グラウンド 養父16

ハシマ 浅野 グラウンド 養父17

６次産業支援センター 建屋 グラウンド 養父26

但馬家畜市場 大藪 駐車場 養父31

やぶ保健センター河川敷 広谷 河川敷 養父43

石ヶ堂古代村 森 空き地 養父46

奥米地駐車場 奥米地 空き地 養父49

おおやスポーツセンター 大屋市場 野球場 養父5

口大屋コミセン 中 グラウンド 養父21

大屋中学校 加保 グラウンド 養父22

大屋小学校 山路 グラウンド 養父23

但馬醸造所 筏 グラウンド 養父24

南谷コミセン 門野 グラウンド 養父25

若杉スキー場 若杉 駐車場 養父27

琴引さくら公園 宮垣 公園 養父34

宮垣運動場 宮垣 グラウンド 養父35

大屋地域局 大屋市場 駐車場 養父36

天滝キャンプ場 筏 グラウンド 養父41

旧観音町社宅跡地 明延 駐車場 養父42

西谷広場 筏 広場 養父50

旧万両グラウンド 丹戸 グラウンド 養父6

関宮農村広場 関宮 野球場 養父7

関宮学園 吉井 グラウンド 養父18

関宮活性化施設 大久保 駐車場 養父19

国際スキー場 奈良尾 グラウンド 養父20

出合コミセン 出合 グラウンド 養父28

丹戸駐車場 丹戸 駐車場 養父32

丹戸多目的グラウンド 丹戸 グラウンド 養父33

第一学院 大谷 グラウンド 養父38

東ハチかねいちやグラウンド 別宮 グラウンド 養父39

大段ヶ平 鵜縄 空き地 養父40

ハチ高原交流促進センター駐車場 大久保 駐車場 養父44

関宮コミセン 関宮 グラウンド 養父48

関　宮

大　屋

八　鹿

養　父

ドクターヘリランデブーポイント一覧(養父市内)


