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年末年始休業のお知らせ 
 
◆協会本部 ・ 兵庫宅建（株） 

令和 2年 12月 29日（火）～令和 3年 1月 4日（月） 

※不動産無料相談所は、12月 25日（金）が年内最終日、 

年始は 1月 8日（金）からです 

◆近畿レインズ IP型システム休止期間 
令和 2年 12月 28日（月）～令和 3年 1月 5日（火） 

※FAQ デスクを含む全サービス休止 

※12 月 27 日（日）は 23 時まで、1 月 6 日（水）は 7 時より利

用可能です 

※12月 27日（日）～1月 5日（火）にたっけんクラウドで更新され

た物件情報は 1月 6日（水）に近畿レインズへ反映されます 

◆レインズ全国データベース 
令和 2年 12月 26日（土）～令和 3年 1月 3日（日） 

◆たっけんクラウド 
・システムメンテナンスによる休止期間 

な し 

※緊急でメンテナンスを行う可能性はあります 

・お問い合わせ窓口休業期間 

令和 2年 12 月 27 日（日）～令和 3年 1月 3日（日） 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について 
 
下記の地区について指定等がありましたのでお知らせします。詳細は、関係土木事務所にご照会ください。 

●指定地区 養父市旧関宮町 
●指定区域数及び公示日等 
・土砂災害警戒区域 新規指定 3 箇所（急傾斜地の崩壊 3箇所） 

令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1237 号 
・土砂災害警戒区域 一部改正 17 箇所（急傾斜地の崩壊 17 箇所） 

令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1246 号 
・土砂災害特別警戒区域 新規指定 86 箇所 

（急傾斜地の崩壊 61 箇所、土石流 25 箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1254 号 

●公示図面の相談窓口（関係土木事務所） 
但馬県民局養父土木事務所管理課（電話：079-662-2173） 

 
●指定地区 神戸市須磨区 
●指定区域数及び公示日等 
・土砂災害警戒区域 新規指定 9 箇所（急傾斜地の崩壊 9箇所） 

令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1234 号 
・土砂災害警戒区域 一部改正 20 箇所（急傾斜地の崩壊 20 箇所） 

令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1239 号及び第 1240 号 
・土砂災害特別警戒区域 新規指定 125 箇所 

（急傾斜地の崩壊 120 箇所、土石流 5箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1248 号 

●公示図面の相談窓口（関係土木事務所） 
神戸県民センター神戸土木事務所管理課（電話：078-737-2135） 

 
●指定地区 丹波市 柏原町柏原・新井地区 
●指定区域数及び公示日等 

・土砂災害警戒区域 新規指定 8 箇所（急傾斜地の崩壊 8箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1238 号 

・土砂災害警戒区域 一部改正 16 箇所 
（急傾斜地の崩壊 13 箇所、土石流 3箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1247 号 

・土砂災害特別警戒区域 新規指定 77 箇所 
（急傾斜地の崩壊 63 箇所、土石流 14 箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1255 号 

●公示図面の相談窓口（関係土木事務所） 
丹波県民局丹波土木事務所管理課（電話：0795-73-3834） 

●指定地区 神河町内 
●指定区域数及び公示日等 
・土砂災害警戒区域 一部改正 7 箇所 

（急傾斜地の崩壊 6箇所、土石流 1箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1243 号、第 1244 号 

及び第 1245 号 
・土砂災害特別警戒区域 新規指定 89 箇所 

（急傾斜地の崩壊 64 箇所、土石流 25 箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1253 号 

●公示図面の相談窓口（関係土木事務所） 
中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所（電話：0790-22-1290）  
 
●指定地区 市川町内 
●指定区域数及び公示日等 
・土砂災害警戒区域 新規指定 1 箇所（土石流 1箇所） 

令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1236 号 
・土砂災害警戒区域 一部改正 12 箇所 

（急傾斜地の崩壊 11 箇所、土石流 1箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1242 号 

・土砂災害特別警戒区域 新規指定 81 箇所 
（急傾斜地の崩壊 62 箇所、土石流 19 箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1252 号 

●公示図面の相談窓口（関係土木事務所） 
中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所（電話：0790-22-1290）  
 
●指定地区 姫路市 勝原区、網干区、山田町、豊富町、飾東町、城見台 

（加古川市または太子町にまたがる区域あり） 
●指定区域数及び公示日等 
・土砂災害警戒区域 新規指定 6 箇所（急傾斜地の崩壊 6箇所） 

令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1235 号 
・土砂災害警戒区域 一部改正 4 箇所（急傾斜地の崩壊 4箇所） 

令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1241 号 
・土砂災害特別警戒区域 新規指定 58 箇所 

（急傾斜地の崩壊 51 箇所、土石流 7箇所） 
令和 2年 11 月 27 日兵庫県告示第 1249 号、第 1250 号 

及び第 1251 号 
●公示図面の相談窓口（関係土木事務所） 
(1)中播磨県民センター姫路土木事務所管理第 2 課（電話：079-281-9460）  
(2)東播磨県民局加古川土木事務所管理第 2課（電話：079-421-9375）  
(3)西播磨県民局龍野土木事務所管理課（電話：0791-63-5207） 
※(2)は加古川市にまたがる区域のみ、(3)は太子町にまたがる区域のみ 

子ども１１０番の店への登録をお願いします！ 
 
「子ども１１０番の店」は子ども達を犯罪者から守る為の制度です。 
①下記申込書に必要事項をご記入のうえ、所属支部宛にご提出下
さい。登録は、通りに面した店舗に限定しております。 

②協力店名簿に掲載し、ステッカー、マニュアル、委嘱状を送付致します。 
 
★過去に登録された方は再登録の必要はございません。 
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