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新舞子ガーデンホテル たつの市御津町黒崎1709-1､1709-6､1709-7､1842-92､1842-95､1842-96 公衆浴場 私営・その他 株式会社　石原商店 平成27年12月25日 西播(龍健)第922-3 793222231 兵庫県相生市本郷町11-7 712220029 代表取締役 石原 熊太郎
懐石宿　潮里 たつの市御津町黒崎字基山1657-1他2筆 公衆浴場 私営・その他 有限会社美津和荘 平成15年10月27日 西播(龍健)第602-3 793221212 兵庫県たつの市御津町黒崎1404 793221212 代表取締役 金澤 信義
シーサイドみゆき たつの市御津町黒崎字南基山1843番地の9、10 公衆浴場 私営・その他 (有)シーサイド みゆき 平成17年3月25日 西播(龍健)第602-1 793220207 兵庫県たつの市御津町黒崎南基山1843番地の10 793220207 代表取締役 舘林 三晴
リブマックスリゾート瀬戸内シーフロント たつの市御津町室津字片越８９５－２８他１１筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社リブ・マックス 平成27年7月15日 西播(龍健)第922-2 東京都港区赤坂二丁目５番１号９階 333552600 代表取締役 有山 憲
たつの市国民宿舎志んぐ荘 たつの市新宮町新宮１０９３ 公衆浴場 公営・その他 たつの市 平成14年11月7日 西播(龍健)第168-1 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1 市長 山本 実
たつの市新宮ふれあい福祉会館 たつの市新宮町平野111-1､113-1､121､114-2､120､119-1､118-1､122､123他 公衆浴場 公営・福祉 たつの市 平成8年3月14日 竜保第152-1 791755088 兵庫県たつの市龍野町富永1005-１ 791750251 市長 山本 実
新宮町デイサービスセンター たつの市新宮町平野荒神山692番地の23 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 栗栖の荘 平成4年3月30日 竜保第152-2 791753648 兵庫県たつの市新宮町平野荒神山692番地の32 791750385 理事長 小林 撥男
龍野クラッシックゴルフ倶楽部 たつの市神岡町田中内山62-2 公衆浴場 私営・ゴルフ 西播磨開発株式会社 平成6年10月7日 竜保第152-1 791652550 兵庫県たつの市神岡町田中154番地の2 791652555 代表取締役 石見 満寿太
特別養護老人ホーム桑の実園 たつの市揖西町小神字塚原1551番、1556番１ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　桑の実園福祉会 平成19年1月26日 西播(龍健)第692-3 791661360 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原1551番地 791661360 理事長 徳永 憲威
介護老人保健施設シルバーケア揖保川 たつの市揖保川町半田703-1、703-3 公衆浴場 私営・福祉 医療法人 古橋会 平成9年3月31日 竜保第152-2 791723050 兵庫県たつの市揖保川町半田703-1 791723050 理事長 古橋 淳夫
特別養護老人ﾎｰﾑ いぼがわ荘 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ たつの市揖保川町半田字前田608-1 他7筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 いぼがわ福祉センター 平成5年4月14日 竜保第152-1 791726600 兵庫県たつの市揖保川町半田608番地-1 791726600 理事長 古橋 淳夫
デイサービスセンター トマト たつの市揖保町中臣字川久510番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　香南会 平成11年3月17日 竜保第152-1 791678878 高知県香南市赤岡町１１６０番地１ 887552888 理事長 橋本 信一
野天風呂あかねの湯 たつの市揖保町揖保上字新田416-1、416-4、425 公衆浴場 私営・ヘルスセンター ハマダホールディングス株式会社 平成15年7月17日 西播(龍健)第602-1 791672683 兵庫県加古川市尾上町池田850番地の68 792342022 代表取締役 濵田 秀明
桑の実園福祉会デイサービスセンター灯里 たつの市龍野町堂本字乗屋敷537-1他２筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人桑の実園福祉会 平成20年3月31日 西播(龍健)第692-3 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原1551番地 791661360 理事長
たつの市国民宿舎　赤とんぼ荘 たつの市龍野町日山463番地の2 公衆浴場 公営・その他 たつの市 平成17年5月31日 西播(龍健)第692-1 791621266 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1 791621266 市長 山本 実
はつらつの湯 たつの市龍野町富永字樋詰413番1、413番3､428番2、428番11 公衆浴場 公営・その他 たつの市 平成14年12月26日 西播(龍健)第168-2 兵庫県たつの市龍野町富永1005番地の１ 市長 山本 実
潮芦屋温泉　ＳＰＡ水春 芦屋市海洋町１０－２ 公衆浴場 私営・その他 株式会社ビーバーレコード 平成26年3月31日 神南(芦健)第49-1 797321126 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 代表取締役 春田 幸裕
スポーツクラブ　アクトス芦屋 芦屋市海洋町１０－３ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社　アクトス 平成17年6月17日 神南(芦健)第61-1 797237577 岐阜県多治見市大針町６６１－１ 797237577 代表取締役 横山 悟
ザ・レジデンス芦屋スイート 芦屋市海洋町１２－３ 公衆浴場 私営・その他 株式会社シティインデックスホスピタリティ 平成24年3月30日 神南(芦健)第49-1 251722 東京都渋谷区東三丁目２２番１４号 334055211 代表取締役 湯本 優
ＴＨＥ　ＢＡＹＣＯＵＲＴ　ＳＰＡ 芦屋市海洋町１４番１ 公衆浴場 私営・温泉 リゾートトラスト株式会社 平成30年2月26日 神南(芦健)第49-1 797252222 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８番３１号 529336000 代表取締役 伏見 有貴
芦屋市立老人福祉会館 芦屋市業平町８－５ 公衆浴場 公営・福祉 芦屋市 昭和50年5月23日 環第16-1-6 797314995 兵庫県芦屋市精道町７－６ 797312121 市長 伊藤 舞
芦屋市立　あしや温泉 芦屋市呉川町１４－１１ 公衆浴場 公営・温泉 芦屋市 平成22年3月24日 神南(芦健)第49-1 797320204 兵庫県芦屋市精道町７番６号 797312121 市長 伊藤 舞
セントラルウェルネスクラブ芦屋店 芦屋市船戸町４－１ラポルテ本館５・６Ｆ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 セントラルスポーツ株式会社 平成28年3月7日 神南(芦健)第49-2 797382525 東京都中央区新川１－２１－２ 355431806 代表取締役 後藤 聖治
デイサービスセンター　エルホーム芦屋 芦屋市浜町１２－３ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人かんでん福祉事業団 平成11年10月19日 芦保第32-1 797358341 兵庫県芦屋市浜町１２番３号 797358341 理事長 井上 富夫
力湯 伊丹市伊丹3丁目553,555-8,555-9,555-16 公衆浴場 私営・一般 平成26年8月29日 神北(伊健)第74-2 727827982 内藤 宏
新温泉 伊丹市伊丹４丁目１１－１４ 公衆浴場 私営・一般 昭和45年3月13日 環第44-1-60 727824022 水元 昭一
伊丹有岡スイミングスクール 伊丹市伊丹５丁目９－３ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社コーワ 昭和59年3月26日 伊保第2 727841768 兵庫県伊丹市伊丹５丁目９番３号 727705795 代表取締役 武内 はるみ
伊丹荒牧デイサービスセンター 伊丹市荒牧５－１６－２７ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 平成25年3月1日 神北(伊健)第73-1 727777006 兵庫県伊丹市広畑３丁目１ 727849987 理事長 阪上 昭次
伊丹市立伊丹スポーツセンター 伊丹市鴻池１丁目１番１号 公衆浴場 公営・スポーツ施設 伊丹市 平成30年3月29日 神北(伊健)第74-1 727835613 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 727848088 伊丹市長 藤原 保幸
伊丹市立伊丹スポーツセンター　室内プール 伊丹市鴻池１丁目１番１号 公衆浴場 公営・スポーツ施設 伊丹市 平成30年3月29日 神北(伊健)第74-2 727835613 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 727848088 伊丹市長 藤原 保幸
伊丹市立ふれあいセンター 伊丹市昆陽南３丁目８－２１ 公衆浴場 公営・一般 伊丹市 平成6年5月30日 伊保第1 727816006 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 7831231 市長 藤原 保幸
橘温泉 伊丹市桜ケ丘１丁目３-８ 公衆浴場 私営・一般 昭和62年10月19日 伊保第1 727822246 細川 寿夫
サンシティパレス塚口 伊丹市車塚１丁目３２番７ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社ハーフ・センチュリー・モア 平成20年10月30日 神北(伊健)第73-2 727737800 東京都港区赤坂１丁目１２－３２ 335056655 代表取締役 金澤 王生
K-maisonときめきデイサービスセンター 伊丹市森本１丁目８－１９ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人協同の苑 平成11年5月10日 伊保第2 727770771 兵庫県神戸市東灘区向洋町中３丁目１番地の２ 788575088 理事長 四鬼 剛
イオンスポーツクラブ伊丹昆陽店 伊丹市池尻４－１－１イオン伊丹昆陽ショッピングセンター４Ｆ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 イオンリテール株式会社 平成23年3月8日 神北(伊健)第73-3 727878875 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126201 代表取締役 井出 武美
このはな酵素　晴 伊丹市中央１丁目６－１９光栄堂ビル６Ｆ 公衆浴場 私営・その他 平成23年11月29日 神北(伊健)第73-1 727677170 大嶋 晴美
伊丹市立サンシティホール 伊丹市中野西１丁目１４８－１ 公衆浴場 公営・福祉 伊丹市 平成2年3月27日 伊保第2 727832350 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 727831234 市長 藤原 保幸
スポーツクラブルネサンス伊丹 伊丹市東有岡1丁目20番 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社ルネサンス 平成26年7月25日 神北(伊健)第74-1 727738160 東京都墨田区両国2丁目10番14号 356005411 代表取締役社長執行役員 吉田 正昭
在宅複合施設ぐろ～りあ 伊丹市北園１丁目１４－１ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人ヘルプ協会 平成12年3月6日 伊保第3 727770523 兵庫県伊丹市北園１丁目１９－１ 727770765 理事長 細岡 雄二
稲美町立総合福祉会館 加古郡稲美町国岡６丁目184番地 公衆浴場 公営・福祉 稲美町 昭和58年10月26日 加保第154-1 794924479 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１ 794921212 町長 中山 哲郎
播磨町健康いきいきセンター 加古郡播磨町南大中1-8-60 公衆浴場 公営・スポーツ施設 播磨町 平成12年2月7日 加保第151-4 794355578 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号 794350355 町長 佐伯 謙作
播磨町デイサービスセンター 加古郡播磨町南大中１丁目８番５０号 公衆浴場 公営・福祉 播磨町 平成2年12月21日 加保第151-4 794376155 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号 794350355 町長 佐伯 謙作
あえの里　デイサービスセンター 加古郡播磨町北古田1丁目１７－３７ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人知足会 平成9年6月2日 加保第151-1 794376333 兵庫県加古郡播磨町北古田1丁目１７－３７ 794376333 理事長 浅井 達哉
千代の湯 加古川市加古川町溝之口120-1、119-1、72-9、72-10、72-11 公衆浴場 私営・一般 株式会社イトウ商会 平成11年12月27日 加保第151-3 794222626 兵庫県加古川市平岡町山之上600番地の1 794220770 代表取締役 伊藤 美子
加古川サウナ 加古川市加古川町篠原町字国盛１５７－１ 公衆浴場 私営・サウナ 昭和47年7月6日 環第12-1-8 前田 義明
加古川天然温泉　ぷくぷくの湯 加古川市加古川町南備後字松葉315-1 公衆浴場 私営・温泉 株式会社ともの湯 平成25年7月25日 東播(加健)第151-1 794562614 兵庫県加古川市加古川町南備後字松葉315-1 794562614 代表取締役 宮本 基成
ゆらり 加古川市加古川町備後６１番地の２ 公衆浴場 私営・サウナ 株式会社いっぽ 平成18年6月2日 東播(加健)第151-1 兵庫県加古川市尾上町長田８５ 794254318 代表取締役 株式会社 いっぽ
コナミスポーツクラブ加古川 加古川市加古川町本町字若一５３８他２筆 公衆浴場 私営・スポーツ施設 コナミスポーツ株式会社 平成20年9月25日 東播(加健)第151-2 794256369 東京都品川区東品川４丁目１０番１号 337460573 代表取締役社長 室田 健志
はっぴいあかり 加古川市山手1丁目1812-14，1812-15 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人あかり福祉会 平成11年4月23日 加保第151-1 794383377 兵庫県加古川市山手１丁目１９番５号 794383377 理事長 礒野 直子
ヴィラ播磨 加古川市志方町成井字若宮１００、１０２ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　兵庫福祉会 平成10年2月24日 加保第151-5 794532100 兵庫県加古川市志方町成井１００番地 794532100 理事長 武久 洋三
城山ゴルフ倶楽部 加古川市志方町野尻字大将ヶ峯８０８－１外７８筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 城山開発株式会社 昭和53年4月8日 環第12-1-10 794524441 兵庫県加古川市志方町野尻８０８－１ 代表取締役 楠山 泰司
加古川ゴルフ倶楽部 加古川市上荘町井ノ口九二五番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 山陽開発株式会社 平成8年4月5日 加保第151-1 794282111 兵庫県加古川市上荘町井ノ口九二五番地 794282111 代表取締役社長 齋木 俊治郎
加古川温泉みとろ荘 加古川市上荘町井ノ口字馬場東520 公衆浴場 私営・温泉 一般財団法人農村文化協会 平成18年6月26日 東播(加健)第151-3 794282004 兵庫県加古川市上荘町見土呂三七五番地 794282004 代表理事 大西 聡則
特別養護老人ホーム 泰生 さんきゅうあかり 加古川市神野町石守２３８－１ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人あかり福祉会 平成15年8月25日 東播(加健)第151-6 794250888 兵庫県加古川市山手１－１９－５ 794383333 理事長 礒野 直子
加古川フィットネスベリーベリー 加古川市東神吉町出河原９１９－１、９２２－１ 公衆浴場 私営・サウナ ＶｅｒｙＶｅｒｙ合同会社 令和3年8月12日 東播(加健)第151-2 兵庫県姫路市網干区坂上９９番地８ 代表社員 間瀬 大介
加古川ウェルネスパーク 加古川市東神吉町天下原３７０ 公衆浴場 公営・スポーツ施設 加古川市 平成21年12月4日 東播(加健)第151-6 794331100 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 市長 岡田 康裕
障害者支援施設 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ加古川 加古川市八幡町上西条字狭谷1355外10筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人祉栄会 平成12年5月15日 加保第151-1 794383317 兵庫県加古川市八幡町上西条１３５５ 794383317 理事長 柴田 和博
野天風呂　あかねの湯　加古川店 加古川市尾上町池田635－48他 公衆浴場 私営・その他 ハマダホールディングス株式会社 平成17年11月29日 東播(加健)第151-2 794231126 兵庫県加古川市尾上町池田850番地の68 代表取締役 濵田 秀明
株式会社高砂フィットネスクラブ エル・ポート 加古川市平岡町新在家１２２４－１８ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社高砂フィットネスクラブ 平成21年7月7日 東播(加健)第151-2 794563700 兵庫県高砂市伊保１丁目１６４６番１号 794483222 代表取締役 小林 克彦
メッセデイサービス 加古川市平岡町新在家520-9 公衆浴場 私営・福祉 メッセユニバース株式会社 平成15年5月20日 東播(加健)第151-3 794277878 兵庫県神戸市中央区御幸通８丁目１番６号神戸国際会館22階 783031237 代表取締役
パストラール加古川 加古川市平岡町新在家字鶴池の内1224-16、1224-17、1224-1 公衆浴場 私営・共同 兵庫県住宅供給公社 平成6年3月15日 加保第151-5 794292815 兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目１８番２号 782329524 理事長 出野上 聡
ニチイケアセンターべふ 加古川市別府町新野辺北町３丁目５６－１ 公衆浴場 私営・福祉 株式会社ニチイ学館 平成13年4月25日 東播(加健)第151-1 794412065 東京都千代田区神田駿河台２の９ 332915805 代表取締役 森 信介
加古川スポーツ交流館 加古川市別府町東町157-2、159 公衆浴場 公営・スポーツ施設 加古川市 平成21年12月3日 東播(加健)第151-5 794367400 兵庫県加古川市加古川町北在家2000番地 794212000 市長 岡田 康裕
すこやかデイサービスセンター 加古川市野口町坂井字西ノ大町５９－１ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　のじぎく福祉会 平成15年3月28日 東播(加健)第151-11 794300200 兵庫県加古川市平岡町二俣７６２－１０ 794387770 理事長 栗原 英治
ディサービスセンター万亀園 加古川市野口町水足１０９－１ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　万亀会 平成27年2月17日 東播(加健)第151-1 079-426-2400 兵庫県加古川市野口町水足１０７－１ 079-426-8200 理事長 宮本 秀晃
スポ－ツクラブ アクトス加古川 加古川市野口町長砂字六人831－3字大塚811、813－4、字舟原704－1 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社　アクトス 平成19年10月19日 東播(加健)第151-1 794206688 岐阜県多治見市大針町６６１番地の１ 572212284 代表取締役 山口 眞里
佳豊 加古川市野口町野口２８－１・２８－２ 公衆浴場 私営・その他 平成16年7月16日 東播(加健)第151-1 794248187 松本 峰一
コナミスポーツクラブ東加古川 加古川市野口町野口字竹ノ下210-1、210-2 公衆浴場 私営・スポーツ施設 コナミスポーツ株式会社 平成13年6月27日 東播(加健)第151-2 794253461 東京都品川区東品川４丁目１０番１号 333400573 代表取締役社長 室田 健志
加西カントリークラブ 加西市山下町字シャク志2390-1 公衆浴場 私営・ゴルフ アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 昭和62年10月7日 加西保第166-1 790461650 東京都品川区東品川４丁目１２番４号 366881500 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤　道雄
播州東洋ゴルフ倶楽部 加西市西横田町字長坂452　他14筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディア・ゴルフ 昭和47年9月19日 環第12-1-17 790460807 東京都品川区東品川４－１２－４ 790460807 代表取締役 石井 歓
青野運動公苑アオノテニスクラブ 加西市鍛治屋町字ダラメ638番地、661番地、字千尾岡416番地 公衆浴場 私営・スポーツ施設 ニホンターフメンテナンス株式会社 平成27年12月1日 北播(加健)第67-1 790451845 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3-20-5 453488008 代表取締役 清水 克巳
株式会社　山陽カンツリー倶楽部 加西市中富町1668番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社　山陽カンツリー倶楽部 平成4年5月18日 加西保第167-1 790440361 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1番38号東洋ビル内 782321051 代表取締役 藤井 邦彦
加西インターカントリークラブ 加西市中富町1668番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 加西商産株式会社 平成14年10月7日 北播(加健)第169-2 790440361 兵庫県加西市中富町54番地 790440361 代表取締役 今本 伸二
タカガワオーセントゴルフ倶楽部 加西市別所町東方坂683番24 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社タカガワプロジェクト 平成5年6月30日 加西保第167 790451511 兵庫県加西市別所町683番24 790451511 代表取締役 高川 晶
サンスポーツクラブ加西 加西市北条町横尾346 公衆浴場 私営・スポーツ施設 山陽不動産株式会社 平成17年3月23日 北播(加健)第169-1 790430006 兵庫県姫路市立町85番地 792243261 代表取締役 正田 雅史
青野運動公苑アオノゴルフコース （クラブハウス内） 加西市油谷町字中の岡639番地1、字スカ谷606番地 公衆浴場 私営・ゴルフ ニホンターフメンテナンス株式会社 平成27年12月1日 北播(加健)第67-2 790451556 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3-20-5 代表取締役 清水 克巳
香楽園デイサービスセンター 加西市鶉野町字東中条1750番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　健仁会 平成11年4月16日 加西保第169 790492900 兵庫県加西市鶉野町字東中条1750番地 790492900 理事長 加川 浩紀
やしろ東条ゴルフクラブ 加東市栄枝字ヨリフジ405番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディアＡＨ０２ 昭和52年4月7日 環第12-1-27 795461331 東京都品川区東品川４丁目１２番４号 366881500 代表取締役 石井 歓
ＡＢＣゴルフ倶楽部 加東市永福字道仏谷933番地の20 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ＡＢＣゴルフ倶楽部 昭和59年5月28日 社保第77-3 795471000 兵庫県加東市永福933番地の20 795471000 代表取締役 岡村 清司
加東市東条福祉センター　とどろき荘 加東市岡本字川原1564番地の1 公衆浴場 公営・温泉 加東市 平成5年8月25日 社保第85-5 795460912 兵庫県加東市社50番地 795423301 市長 岩根 正
加東市交流保養館　滝野温泉ぽかぽ 加東市下滝野1283-1 公衆浴場 公営・温泉 加東市 平成12年9月22日 社保第85-1 795481126 兵庫県加東市社50番地 795423301 市長 岩根 正
特別養護老人ホーム　フロイデ滝野 加東市下滝野字高倉1283番地の37 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　健睦会 平成11年9月28日 社保第85-2 795481726 兵庫県加東市下滝野字高倉1283番地の37 795481726 理事長 細見 和代
ホテルグリーンプラザ東条湖　湯プラザ 加東市廻淵字東山317-626 公衆浴場 私営・その他 公友不動産株式会社 平成14年11月29日 北播(社健)第125-3 795441300 兵庫県加東市黒谷1206-127 795440611 代表取締役 安達 暁子
東条湖カントリー倶楽部 加東市廻淵字北山31番地の52 公衆浴場 私営・ゴルフ 公友不動産株式会社 昭和59年2月7日 社保第77-7 795440811 兵庫県加東市黒谷1206-127 795440811 代表取締役 安達 暁子
マダムJゴルフ倶楽部 加東市黒谷字五所ヶ谷1220番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 有限会社オー・エイチ・ビー・エス 平成12年12月7日 社保第85-3 795470010 兵庫県加東市黒谷字五所ヶ谷1220番地 795470010 代表取締役 神内 良子
ＦＬＥＵＲＩＲ（フルリール） 加東市社字広野３４７番１他２筆 公衆浴場 私営・その他 株式会社ゼクセンコーポレーション 平成24年5月21日 北播(加健)第67-1 795388231 兵庫県加東市社３４７番地 795388231 代表取締役 久後 律子
レークスワンカントリー倶楽部 加東市秋津1990番89 公衆浴場 私営・ゴルフ セントラルゴルフマネジメント株式会社 昭和53年7月24日 環第12-1-5 795470511 兵庫県加東市秋津1990番89 795470511 代表取締役 小川 富士男
滝野カントリー倶楽部　迎賓館コース 加東市少分谷字辻山462-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 滝野カントリー倶楽部株式会社 平成7年10月11日 社保第85-4 795471911 兵庫県加東市少分谷460-111 795350880 代表取締役 古家 輝雄
サンロイヤルゴルフクラブ 加東市上久米字北山1763-90 公衆浴場 私営・ゴルフ 三恵観光株式会社 平成14年12月25日 北播(社健)第125-4 795441432 京都府福知山市字堀小字下高田2346番地 773230300 代表取締役 杉本 潤明
ウエストワンズカンツリー倶楽部 加東市上三草字三草山1136番67 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ウエストワンズ 平成18年8月7日 北播(社健)第51-1 795422401 兵庫県加東市上三草字三草山1136番地67 795422401 代表取締役 大津留 勤
高室池ゴルフ倶楽部 加東市上三草字中山1132番地の2 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社　高室池ゴルフ倶楽部 平成17年12月12日 北播(社健)第37-6 795428100 兵庫県加東市上三草字中山1132番地の2 795428100 代表取締役 笹川 和弘
東条パインバレーゴルフクラブ 加東市新定275-144 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディアＡＨ０２ 平成7年4月13日 社保第85-1 795460111 東京都品川区東品川四丁目１２番４号 366881500 代表取締役 石井 歓
東条ゴルフ倶楽部 加東市新定字仏谷1188-4、1188-9、1195、1196 公衆浴場 私営・ゴルフ 東京建物株式会社 平成3年2月20日 社保第82-6 795461155 東京都中央区八重洲一丁目９番９号 332740111 代表取締役社長 野村 均
東条の森カントリークラブ 加東市新定字流尾２０６３番３ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社東条の森 令和3年8月13日 北播(加健)第67-3 795461301 兵庫県加東市新定字流尾２０６３番３ 795461301 代表取締役 三品 裕太
抗酸化陶板浴オカメイ 加東市森尾字小谷山127－43 公衆浴場 私営・その他 有限会社ハートピア 令和2年9月25日 北播(加健)第６７－１ 795460655 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目14番13号 789819368 取締役 田中 章雄
東急グランドオークゴルフクラブ 加東市長貞字塩ヶ谷1838-7、-9字畑ヵ谷1839-38、-39、-40、-74 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社グランドオークゴルフクラブ 平成3年4月10日 社保第92-1 795470900 兵庫県加東市長貞1843番地 795470900 代表取締役 吉良 智積
グランドオークプレーヤーズコース 加東市長貞字畑カ谷1839-40、1839-41 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社グランドオークゴルフクラブ 平成19年3月23日 北播(社健)第51-3 795470900 兵庫県加東市長貞1843 795470900 代表取締役 吉良 智積
ビッグワンゴルフ倶楽部　吉川・社コース 加東市平木1310-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ゴルフビジネスサービス 平成12年11月14日 社保第85-2 795451181 多羅尾字上流1577番地 代表取締役 栁 良興
吉川ロイヤルゴルフクラブ 加東市平木1310-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社デイリー社 平成20年7月15日 北播(社健)第3-2 795450550 大阪府東大阪市若江西新町３－１－５ 代表取締役 北村 守
ぜんカントリークラブ　クラブハウス 加東市平木字御嶽山1310地内 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ぜんカントリークラブ 昭和49年12月25日 環第12-1-27 795451171 兵庫県加東市平木1310番地 795451171 代表取締役 中村 克宏
緑陽館　大浴場 加東市北野55番２ 公衆浴場 私営・その他 株式会社　リブネット 平成20年6月13日 北播(社健)第3-1 795482577 兵庫県加東市北野55番2 794842084 代表取締役 吉田 泰昭
ヤシロカントリークラブ 加東市牧野小豆谷1860-2 公衆浴場 私営・ゴルフ ＰＧＭプロパティーズ株式会社 平成5年7月21日 社保第85-3 795426000 東京都台東区東上野一丁目１４番７号 344138800 代表取締役 田中 耕太郎
東条の森カントリークラブ 宇城コース 加東市藪字高山589番1　他381筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社東条の森 平成2年11月14日 社保第82-5 795460300 兵庫県加東市新定2063-3 795461301 代表取締役 三品 裕太
やすらぎの里　秀恵荘 高砂市阿弥陀町阿弥陀南池94-1 公衆浴場 私営・福祉 有限会社秀恵荘 平成13年10月9日 東播(高健)第2-65-1 794462828 兵庫県高砂市中筋2-10-1 代表取締役 阪田 秀和
株式会社 高砂フィットネスクラブ 高砂市伊保1丁目1646-1 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社 高砂フィットネスクラブ 昭和62年6月1日 高保第7-57-1 794483222 兵庫県高砂市伊保1丁目1646-1 794483222 代表取締役 小林 克彦
介護老人保健施設　播磨高砂苑 高砂市伊保１丁目６番１６号 公衆浴場 私営・福祉 医療法人　閑谷会 平成16年3月25日 東播(高健)第2-65-3 794480003 岡山県備前市木谷２２０番地の１ 869672335 理事長 下野 玄英
デイサービスセンター高砂げんき村 高砂市伊保港町１丁目１－７ 公衆浴場 私営・福祉 医療法人共立会 平成14年7月2日 東播(高健)第2-65-1 794465050 兵庫県加古川市米田町平津５９６番地 794310234 理事長 中尾 芳奈
梅ヶ枝湯 高砂市高砂町次郎助町1593番地 公衆浴場 私営・一般 昭和55年12月20日 環第3-4-2 794420985 長谷川 茂樹
特別養護老人ホーム「のじぎくの里」 高砂市北浜町西浜字峠山７７３番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人のじぎく福祉会 平成15年8月26日 東播(高健)第2-65-1 792479200 兵庫県加古川市神野町神野１３６番地８ 794413775 理事長 栗原 英治
笹ケ丘荘 佐用郡佐用町円光寺字向山４２３－１１、４２３－１０、４２３－１３ 公衆浴場 公営・その他 佐用町 平成5年8月27日 佐保第204-1 790880149 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１－１ 790822521 町長 庵逧 典章
三日月カントリークラブ 佐用郡佐用町下本郷字杉谷５７４－３３ 公衆浴場 私営・ゴルフ ＰＧＭプロパティーズ株式会社 平成18年6月8日 西播(龍健)第692-1 790793388 東京都台東区東上野1丁目14番7号 357768800 代表取締役 田中 耕太郎
Ｇ－ｓｔｙｌｅカントリー倶楽部 佐用郡佐用町金屋字赤谷４３２他１９筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 佐用カントリーホテルアンドリゾート株式会社 平成1年2月28日 佐保第184-1 790861123 兵庫県佐用郡佐用町金屋432 790861123 代表取締役 小川 剛志
佐用ゴルフ倶楽部 佐用郡佐用町口金近３５３－１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社　佐用ゴルフ倶楽部 平成17年2月1日 西播(佐健)第233-1 790823800 兵庫県佐用郡佐用町口金近３５３番１ 790823800 代表取締役 尾形 功
天然温泉　佐用の湯 佐用郡佐用町口金近字八ノ谷459-74他2筆 公衆浴場 私営・温泉 倉商株式会社 平成19年7月24日 西播(龍健)第692-1 790823426 大阪府大阪市西区北堀江1丁目3番7号 665418808 代表取締役 奥平 昌道
医療法人聖医会 介護老人保健施設浩陽園 佐用郡佐用町佐用字蛇ノ屋３５３４－２、３５３４－３、３５２０－４３ 公衆浴場 私営・福祉 医療法人聖医会 平成2年6月15日 佐保第184-1 790820321 兵庫県佐用郡佐用町佐用３５２９の３番地 790822154 理事長 林 充
JOYXゴルフ俱楽部上月コース 佐用郡佐用町大字上秋里字馬路１０６１－４ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社JOYXゴルフ倶楽部 平成4年12月4日 佐保第204-1 790861100 兵庫県佐用郡佐用町上秋里1061-4 62617021 代表取締役 髙橋 正弘
佐用町地域福祉センター 佐用郡佐用町平福字築場ノ上１３８－８ 公衆浴場 公営・福祉 佐用町 平成11年3月18日 佐保第204-1 790832948 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１－１ 790822521 町長 庵逧 典章
老人保健施設 ハイム・ゾンネ 佐用郡佐用町林崎字下モ田６６２番３ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人平成福祉会 平成1年10月17日 佐保第184-1 790780001 兵庫県佐用郡佐用町林崎６６２番３ 790780001 理事長 大田 研治
スポーツクラブＮＡＳウッディタウン 三田市すずかけ台２丁目３－１ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 スポーツクラブＮＡＳ株式会社 平成6年5月24日 三保第6-1 795655700 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 362591871 代表取締役社長 柴山 良成
酵素バス＆カフェ　もでれぇしょん 三田市駅前町490番1 公衆浴場 私営・サウナ 平成25年3月28日 神北(宝健)第653-3 795646953 秋田 ひとみ
有馬カンツリークラブ 三田市下内神字姥ヶ谷２２９番地の１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 新有馬開発株式会社 昭和51年5月27日 環第12-1-4 795652111 兵庫県三田市中内神南山841 代表取締役 谷 光高
有馬冨士カンツリークラブ 三田市香下ユルシケ谷１９９９の１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 有馬冨士開発株式会社 昭和42年5月22日 環第27-1-7 795632362 兵庫県三田市香下字ユルシケ谷2003番地 代表取締役 大島 均
新地湯 三田市三田町３－５ 公衆浴場 私営・一般 昭和30年2月1日 環第287 795622516 足立 隆義
三田ゴルフクラブ 三田市三輪1294-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 三田ゴルフ株式会社 平成23年10月31日 神北(宝健)第653-1 795624081 兵庫県三田市三輪1294-1 795624081 代表取締役 入江 常行
コナミスポーツクラブ三田 三田市三輪1丁目3-24 公衆浴場 私営・スポーツ施設 コナミスポーツ株式会社 平成18年6月2日 神北(宝健)第131-2 795535732 東京都品川区東品川4丁目10番1号 366880573 代表取締役 有坂 順一
千刈カンツリー倶楽部 三田市山田字大道ヶ平６０５ 公衆浴場 私営・ゴルフ 千刈興産株式会社 昭和58年6月1日 三保第52-1 795642282 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番１５５号関西学院内 代表取締役 森下 征郎
天然温泉 有馬富士 花山乃湯 三田市志手原字清水1128-1 公衆浴場 私営・温泉 株式会社コタニ住研 平成15年10月30日 神北(三健)第63-3 795621249 兵庫県三田市南が丘1-40-34 795635272 代表取締役 小谷 俊仁
サングレートゴルフ倶楽部 三田市川原1035-12 公衆浴場 私営・ゴルフ 大日観光株式会社 平成2年10月12日 三保第102-1 795691275 大阪府大阪市中央区和泉町１丁目２番６号 69411141 代表取締役 玉村 光
神戸三田ゴルフクラブ 三田市大川瀬1167 公衆浴場 私営・ゴルフ 関西観光開発株式会社 平成23年11月22日 神北(宝健)第653-2 795681371 兵庫県三田市大川瀬1167 795681371 代表取締役 豊田 浩
三田レークサイドカントリークラブ 三田市大川瀬字荒神釜１４６１の１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 三田レークサイド開発株式会社 昭和59年9月21日 三保第73-1 795681391 兵庫県三田市大川瀬字荒神釜１４６１ 代表取締役 今西 康之
寿ノ湯 三田市富士が丘五丁目2番，52番 公衆浴場 私営・温泉 株式会社レック 令和2年2月12日 神北(宝健)第653-1 795644126 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号 783600908 代表取締役 高橋 泉
イトマンスイミングスクール三田校 三田市弥生が丘1丁目1-2ｻﾝﾌﾗﾜｰﾋﾞﾙ3F 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社サンフラワー 平成22年11月30日 神北(宝健)第653-3 795536188 兵庫県三田市弥生が丘1丁目1-2 795633788 代表取締役 内田 知洋
太平洋クラブ　有馬コース 三木市吉川町奥谷字竹ノ下114-8 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社　太平洋クラブ 平成8年9月26日 三木保第97-3 794721221 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231 代表取締役 韓 俊
吉川温泉　よかたん 三木市吉川町吉安222番地 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　吉川まちづくり公社 平成14年2月19日 北播(三健)第1 794722601 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794722601 代表取締役社長 山本 貴美江
関西ゴルフ倶楽部 三木市吉川町吉安字奥山877番地の1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社関西ゴルフ倶楽部 平成2年10月26日 三木保第100-5 794721000 兵庫県三木市吉川町吉安877番地の1 794721000 代表取締役 若林 伸和
吉川インターゴルフ倶楽部 三木市吉川町実楽290番地4 公衆浴場 私営・ゴルフ 吉川インターゴルフ株式会社 平成11年10月25日 三木保第108-2 794765050 兵庫県三木市吉川町実楽290番地4 794765050 代表取締役 佐藤 祐康
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース 三木市吉川町上荒川字松ケ浦713番地の10 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部 令和3年4月12日 北播(加健)第67-1 794720151 兵庫県三木市吉川町上荒川字松ケ浦713番地の1 794720153 代表取締役 河野 泰人
ライオンズカントリー倶楽部 三木市吉川町新田字天狗ヶ嶽682-13　他3筆 公衆浴場 私営・ゴルフ ＰＧＭプロパティーズ株式会社 平成16年2月4日 北播(三健)第43-3 794721717 東京都台東区東上野一丁目１４番７号 344138800 代表取締役 田中 耕太郎
太平洋クラブ　六甲コース 三木市吉川町水上字鉾立1582番地1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社　太平洋クラブ 平成10年8月28日 三木保第98-3 794721211 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231 代表取締役 韓 俊
アークよかわゴルフ倶楽部 三木市吉川町西奥826番地 公衆浴場 私営・ゴルフ ＰＧＭプロパティーズ株式会社 平成7年8月10日 三木保第97-3 794730705 東京都台東区東上野１丁目１４番７号 364088800 代表取締役 田中 耕太郎
キングスロードゴルフクラブ 三木市吉川町前田字谷山447-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 三住興産株式会社 平成3年7月30日 三木保第100-1 794731111 兵庫県三田市中央町4番5号 795636681 代表取締役 今西 康之
さざんかの郷デイサービスセンター 三木市吉川町大沢418番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　吉川福祉会 平成9年4月25日 三木保第97-1 794721170 兵庫県三木市吉川町大沢418番地 794721170 理事長 大垣 早苗
関西クラシックゴルフ倶楽部 三木市吉川町湯谷字大洞549-264　他443筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 大松産業株式会社 昭和51年7月21日 環第12-1-6 794721231 兵庫県三木市吉川町湯谷567番地 794721231 代表取締役 松本 憲二
三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース 三木市吉川町冨岡字奥山933-27 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社レジェンド 平成2年10月22日 三木保第100-4 794721125 兵庫県三木市吉川町冨岡933-27 789580341 代表取締役 後藤 美奈子
花屋敷ゴルフ倶楽部　よかわコース 三木市吉川町福井字小西谷534-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社　花屋敷ゴルフ倶楽部 平成5年7月30日 三木保第97-1 794720111 兵庫県三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713番地の1 794720151 代表取締役 河野 泰人
マスターズゴルフ倶楽部株式会社 三木市久留美1848番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社延田エンタープライズ 平成2年9月4日 三木保第100-2 794833333 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目１番６号 794833333 代表取締役 延田 尚弘
美奈木ゴルフ倶楽部 三木市口吉川町大島字行司谷1187-3 公衆浴場 私営・ゴルフ 観光日本株式会社 平成1年5月24日 三木保第100-1 794882525 京都府京都市北区上賀茂本山無番地 代表取締役 安達 雅克
オリエンタルゴルフ倶楽部 三木市口吉川町東中字坂ノ脇942番2　他1筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 富士エンジニアリング株式会社 平成17年10月12日 北播(社健)第37-2 794880020 大阪府大阪市住吉区苅田五丁目１８番１２号 代表取締役 安原 正之
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 三木市細川町金屋587番地の64 公衆浴場 私営・ゴルフ 吉川開発株式会社 平成21年9月1日 北播(加健)第65-2 794862520 兵庫県三木市細川町金屋587番地の64 代表取締役 西村 寿生
センチュリー三木ゴルフ倶楽部 三木市細川町高篠梨の木152 公衆浴場 私営・ゴルフ センチュリー三木ゴルフ株式会社 平成21年9月4日 北播(加健)第65-3 794862600 兵庫県三木市細川町高篠梨の木１５２ 代表取締役 立松 陽子
チェリーヒルズゴルフクラブ 三木市細川町細川中字道重1200-23 公衆浴場 私営・ゴルフ 信和ゴルフ株式会社 平成4年10月31日 三木保第97-3 794829690 京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町３２８番地 752536511 代表取締役 荒木 潤一
NESTA RESORT KOBE 瑞穂の湯 三木市細川町垂穂894番地の60号他14筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社ネスタリゾート神戸 平成28年12月20日 北播(加健)第67-1 794835000 兵庫県三木市細川町垂穂８９４番地の６０号 794835211 代表取締役 濵松 貴志
延羽の湯　野天　閑雅山荘 三木市細川町垂穂８９４番地の６０号他３７筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社ネスタリゾート神戸 平成29年4月14日 北播(加健)第67-1 794832655 兵庫県三木市細川町垂穂８９４番地の６０号 794835211 代表取締役 濵松 貴志
三木ゴルフ倶楽部 三木市細川町垂穂字槇山894番地の827 公衆浴場 私営・ゴルフ 三木槇山開発株式会社 昭和55年6月24日 三木保第1 794862121 兵庫県三木市細川町垂穂字槇山894番地の827 794862121 代表取締役 末陰 孝博
オリムピックゴルフ倶楽部 三木市細川町瑞穂1369番地の2　他 公衆浴場 私営・ゴルフ 穂里開発株式会社 平成1年3月27日 三木保第103-2 794882388 兵庫県三木市細川町瑞穂1369番地の2 794882388 代表取締役 大川 展功
フォレスト三木ゴルフ倶楽部 三木市細川町桃津字東山鬼谷571番地の143 公衆浴場 私営・ゴルフ ＰＧＭプロパティーズ株式会社 平成8年8月7日 三木保第97-2 794828422 東京都台東区東上野一丁目１４番７号　アイエムタワー 代表取締役 田中 耕太郎
廣野ゴルフ倶楽部 三木市志染町広野7丁目3番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 廣野ゴルフ倶楽部 平成7年4月28日 三木保第97-1 794850123 兵庫県三木市志染町広野７丁目３番地 794850123 理事長 鈴木 一誠
東広野ゴルフ倶楽部 三木市志染町三津田1525-8、1516-39 公衆浴場 私営・ゴルフ 三津田開発株式会社 平成1年8月21日 三木保第100-2 794873111 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目10番21号 783923368 代表取締役 松田 茂樹
三木セブンハンドレッド倶楽部 三木市志染町大谷217 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディア・ゴルフ 平成19年7月6日 北播(社健)第42-4 794873131 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 334353008 代表取締役 石井 歓
特別養護老人ホーム　しゅうらく苑 三木市別所町興治1588番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　秀楽会 平成2年4月16日 三木保第100-1 794836767 兵庫県三木市別所町興治1588番地 794836767 理事長 村岡 亨祐
天然温泉　湯庵 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　キナン 平成20年9月29日 北播(社健)第3-3 794861126 和歌山県新宮市浮島1番25号 735213800
竹乃湯温泉 三木市本町2丁目17の43 公衆浴場 私営・一般 平成20年1月10日 北播(社健)第42-5 794823205 竹内 尚子
一宮温泉　まほろばの湯 宍粟市一宮町三方町字家原624-1 公衆浴場 公営・温泉 宍粟市長 平成14年4月19日 西播(山健)第150-1 790748164 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6 790721000 宍粟市長 福元 晶三
高野真健康ルーム温タッチ 宍粟市山崎町山崎字富土野町481-1他2筆 公衆浴場 私営・その他 有限会社高野眞商店 平成19年9月18日 西播(龍健)第692-2 790621280 兵庫県宍粟市山崎町山崎４８５番地の1 790621280 代表取締役 高野 吉則
Ｂｏｄｙ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ　 Ｓｗｅｅｔ　Ｓｈｏｐ 宍粟市山崎町春安１－３ 公衆浴場 私営・その他 有限会社　Ｓｗｅｅｔ　Ｓｈｏｐ 平成27年4月16日 西播(龍健)第922－1 790 兵庫県宍粟市山崎町与位１６１９ 代表取締役 石井 秀基
体験交流ｾﾝﾀｰ 宍粟市山崎町小茅野字白口538-37 公衆浴場 公営・その他 宍粟市長 平成6年3月31日 山保第98-2 790650666 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6 790622000 宍粟市長 福元 晶三
伊沢の里 宍粟市山崎町生谷字西桓内214番地外13筆 公衆浴場 私営・その他 有限会社伊沢の里 平成9年3月3日 山保第98-3 790631380 兵庫県宍粟市山崎町生谷214-1 790631380 代表取締役 富田 健次
よい温泉 宍粟市山崎町与位字南山66-3 公衆浴場 私営・温泉 よい温泉観光株式会社 平成11年12月16日 山保第101-4 790632615 兵庫県宍粟市山崎町与位字南山66-3 790632615 代表取締役 廣居 克俊
ｴｰｶﾞｲﾔちくさ 宍粟市千種町室1060-1･1098-1 公衆浴場 公営・福祉 宍粟市長 平成13年5月7日 西播(山健)第150-2 790768600 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6 790762210 宍粟市長 福元 晶三
ちくさ高原センター 宍粟市千種町西河内字新口1047-218 公衆浴場 公営・温泉 宍粟市長 平成16年12月17日 西播(山健)第151-1 790763555 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6 790762210 宍粟市長 福元 晶三
千草カントリークラブ 宍粟市千種町鷹巣字女乢24-2 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社千草カントリークラブ 平成8年7月19日 山保第98-2 790763333 兵庫県宍粟市千種町鷹巣24-2 790763333 代表取締役 中山 直
波賀温泉健康風呂 宍粟市波賀町原字コタキ632-1･625･633 公衆浴場 公営・温泉 宍粟市長 平成1年9月26日 山保第98-1 790752355 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6 790752220 宍粟市長 福元 晶三



東山温泉ﾗﾄﾞﾝの湯 宍粟市波賀町上野字上東山1799-6 公衆浴場 公営・温泉 宍粟市長 平成11年6月28日 山保第101-1 790752717 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6 790752220 宍粟市長 福元 晶三
ビーチリゾート　シーアイガ海月 洲本市安乎町平安浦字大浜1970番61970番11，1970番12 公衆浴場 私営・その他 株式会社　かいげつ 平成26年7月17日 淡路(洲健)第459-2 兵庫県洲本市海岸通一丁目３番１１号 0799-22-1100 代表取締役 齋藤 敦夫
海月館 洲本市海岸通１丁目１０他２３筆 公衆浴場 私営・その他 ㈱かいげつ 平成18年7月28日 淡路(洲健)第88-4 799221100 兵庫県洲本市海岸通１丁目３－１１ 799221100 代表取締役 齋藤 敦夫
華海月 洲本市海岸通2丁目228-1,229,230,230-1 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　かいげつ 平成21年5月19日 淡路(洲健)第459-1 799220061 兵庫県洲本市海岸通１丁目３番１１号 799221100 代表取締役 齋藤 敦夫
美さら 洲本市金屋字東坊813-2 公衆浴場 私営・サウナ 平成18年10月13日 淡路(洲健)第88-5 799227533 山田 照子
洲本市五色地域福祉センター 洲本市五色町広石中字弐ノ的９０番５ 公衆浴場 公営・福祉 洲本市長 平成8年5月21日 津保第229-1 799351166 兵庫県洲本市本町3丁目4-10 799223321 市長 上崎 勝規
龍宮チャイナガーデンミユキ 洲本市五色町鳥飼中字大瀬779-1 公衆浴場 私営・ヘルスセンター (株)　龍宮チャイナガーデンミユキ 平成16年8月30日 淡路(津健)第160-1 799341161 兵庫県洲本市五色町鳥飼中779-3 799341161 代表取締役 玉川 万益
スプリングゴルフ＆アートリゾート淡路 洲本市五色町都志1151 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社Golf and Art Resort Japan 平成20年2月28日 淡路(洲健)第88-3 799303555 兵庫県洲本市五色町都志1151 799303555 代表取締役 金 亨洙
ふれあい交流施設ゆ～ゆ～ファイブ 洲本市五色町都志字代畑１１３０・他２筆 公衆浴場 公営・温泉 洲本市 平成8年12月19日 津保第229-2 799331600 兵庫県洲本市本町3丁目4-10 799330160 市長 上崎 勝規
洲本市総合福祉会館 洲本市山手２丁目２－２６ 公衆浴場 公営・福祉 洲本市 平成4年1月27日 洲保第39-1-2 兵庫県洲本市本町３丁目４－１０ 市長 上崎 勝規
夢海游淡路島・海音の森 洲本市山手一丁目882番4　外9筆 公衆浴場 私営・その他 株式会社ARインターナショナル 平成21年2月13日 淡路(洲健)第88-5 799220203 兵庫県洲本市山手1丁目1番50号 799220203 代表取締役 木下 紘一
淡路島観光ホテル 大浴場 洲本市小路谷１０５３－１８ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社淡路島観光ホテル 平成20年6月6日 淡路(洲健)第88-2 799260111 兵庫県洲本市小路谷１０５３－１７ 799260111 代表取締役 上村 早苗
サントピアマリーナ附属浴場 洲本市小路谷１２７６ 公衆浴場 私営・その他 サントピアマリーナ（株） 昭和55年6月18日 環第39-1-1 兵庫県洲本市小路谷１２７６ 代表取締役 木下 紘一
ﾎﾃﾙﾆｭｰｱﾜｼﾞ別亭 淡路夢泉景 洲本市小路谷字古城1052-2 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　ホテルニューアワジ 平成18年7月13日 淡路(洲健)第88-3 799232200 兵庫県洲本市小路谷20 799232200 代表取締役 木下 紘一
渚の荘　花季 洲本市小路谷字古城１０５３番１６ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　ホテルニューアワジ 平成23年8月1日 淡路(洲健)第459－1 0799-23-0080 兵庫県洲本市小路谷２０番地 0799-23-2200 代表取締役 木下 紘一
海のホテル　島花 洲本市小路谷字古茂江1277番5、1277番6 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　島花 平成22年7月15日 淡路(洲健)第459-2 799243800 兵庫県洲本市小路谷1277番地5 799243800 代表取締役 木下 学
淡路ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ ｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ 洲本市小路谷字古茂江１２７９－１３ 公衆浴場 私営・その他 株式会社 観光ホテル淡州 平成17年6月22日 淡路(洲健)第88-3 799231212 兵庫県洲本市海岸通１丁目７－２ 799220419 代表取締役 樫本 文昭
大野 陽だまり館 洲本市新村字山口８０ 公衆浴場 公営・福祉 洲本市 平成12年11月14日 洲保第43-1-1 兵庫県洲本市本町３丁目４－１０ 市長 上崎 勝規
洲本ゴルフ倶楽部 洲本市池内１２６２ 公衆浴場 私営・ゴルフ 淡路フエリーボート株式会社 平成3年11月13日 洲保第39-1-1 兵庫県神戸市垂水区青山台1丁目28番14号 787511121 代表取締役 井植 敏雅
洲本特別養護老人ホーム　ラガール 洲本市中川原町安坂字居屋敷986番地他3筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人弘道福祉会 平成13年8月2日 淡路(洲健)第72-1 799258585 大阪府守口市佐太中町６丁目１７－３３ 理事長 生野 雅昭
訪問ステーションてとてと洲本 洲本市納字波毛２２－１，２３－２ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　幸仁会 平成14年11月5日 淡路(洲健)第72-1 250536 兵庫県淡路市高山字岡甲４３０の３ 799860668 理事長 武久 洋三
東光湯 洲本市本町７丁目１－４３ 公衆浴場 私営・一般 昭和35年9月29日 環第7059-1 岸原 澄忠
由良総合福祉センター 洲本市由良１丁目２０２１－１ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人洲本たちばな福祉会 平成11年1月5日 洲保第43-1-1 270146 兵庫県洲本市由良１丁目６－７ 理事長 伊富貴 幸廣
増田湯 洲本市由良１丁目９－１２ 公衆浴場 私営・一般 昭和35年9月29日 環第5578-1 増田 哲
鍬溪温泉きすみのの郷 小野市下来住町659 公衆浴場 私営・その他 平成30年4月25日 北播(加健)第67-1 794888426 阿江 治
播磨カントリークラブ 小野市樫山町１８８９－３１ 公衆浴場 私営・ゴルフ アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 平成23年9月1日 北播(加健)第６７－２ 794631251 東京都渋谷区渋谷２丁目１５番１号渋谷クロスタワー 366881500 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤　道雄
白雲谷温泉　ゆぴか 小野市黍田町1000-1 公衆浴場 公営・温泉 小野市 平成16年2月13日 北播(社健)第47-1 794700261 兵庫県小野市王子町806番地の1 794631000 市長 蓬莱 務
ローズウッドゴルフクラブ 小野市山田町1441番地の52 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディア・ゴルフ 平成5年6月23日 社保第85-2 794627515 東京都品川区東品川４丁目１２番４号 代表取締役 石井 歓
小野グランドカントリークラブ 小野市中谷町字西坂1413-10　他9筆 公衆浴場 私営・ゴルフ グランド開発株式会社 昭和54年10月6日 環第12-1-12 794671500 兵庫県小野市中谷町1413番地 794671500 代表取締役 松島 二郎
小野東洋ゴルフ倶楽部 小野市日吉町字池ノ奥東570の1 公衆浴場 私営・ゴルフ 東洋不動産株式会社 昭和55年8月19日 社保第75-4 794626881 東京都港区虎ノ門１丁目１番２８号 335042282 代表取締役 舟岡 利光
富士小野ゴルフクラブ 小野市日吉町字北谷578番地20 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディア・ゴルフ 平成17年8月31日 北播(社健)第37-1 794631811 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 代表取締役 石井 歓
小野市デイサービスセンター 小野市復井町673番地20 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　青野ヶ原福祉会 平成5年4月14日 社保第85 794667305 兵庫県小野市復井町673番地20 794667305 理事長 浮舟 邦彦
小野観光開発㈱　小野ゴルフ倶楽部 小野市来住町1225番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 小野観光開発株式会社 昭和41年9月5日 環第37-1-27 794631212 兵庫県小野市来住町1225番地 794631212 代表取締役 乾 康之
リフレッシュパーク市川 神崎郡市川町下牛尾２５５７番１ 公衆浴場 私営・その他 株式会社夢屋 平成28年3月29日 中播(中健)第112-1 790270313 兵庫県朝来市和田山町竹田２６１番地１ 796742910 代表取締役 安福 武美
フォレスト市川ゴルフクラブ 神崎郡市川町小畑字池谷２９１６－１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社バンリューゴルフ 平成8年7月10日 福保第104-3 790260999 兵庫県姫路市楠町99番地5 790260999 代表取締役 村上 真之助
かさがた温泉　せせらぎの湯　ふところ館 神崎郡市川町上牛尾２０７３－１３、２０７３－１２ 公衆浴場 私営・温泉 エーモン産業株式会社 平成28年3月29日 中播(中健)第112-2 790271919 兵庫県神崎郡市川町下瀬加１２９番地 790270870 代表取締役 川岸 浩二
「さくら」介護センター 神崎郡神河町吉冨1597-1 公衆浴場 私営・福祉 有限会社アキタケメディカル 平成14年9月30日 中播(福健)第114-1 790323690 兵庫県神崎郡福崎町福崎新121-15 790225012 取締役 秋武 千賀子
株式会社サンデベロッパー粟賀ゴルフ場 神崎郡神河町吉冨字段床１８３３番地６ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社サン・デベロッパー 昭和50年3月10日 環第12-1-34 790321621 兵庫県姫路市河間町61番地1-404号 代表取締役 藤田 昌晴
健康保養館「響の湯」 神崎郡神河町根宇野字笠形山1019番1 公衆浴場 私営・その他 株式会社　Dreamaway 令和4年3月30日 中播(中健)第112-1 790321307 兵庫県神崎郡神河町越知９１４－３ 790330215 代表取締役 藤田 真知子
峰山高原ホテルリラクシア 神崎郡神河町上小田881-146、881-145、881-144 公衆浴場 私営・その他 株式会社MEリゾート播磨 平成27年3月24日 中播(中健)第115－3 790341516 兵庫県神崎郡神河町上小田881番地146 790341516 代表取締役 正垣 努
ホテルモンテ・ローザ 神崎郡神河町長谷967番地の1、967番地の5、987番地、988番地 公衆浴場 私営・その他 株式会社田舎暮し 平成27年3月24日 中播(中健)第115-2 790350777 兵庫県朝来市和田山町竹田261-1 796764189 代表取締役 福富 宏三
中小企業大学校関西校 神崎郡福崎町高岡１９２９－２３ 公衆浴場 私営・その他 独立行政法人中小企業基盤整備機構 昭和54年11月10日 環第12-1-15 790225931 東京都港区虎ノ門三丁目５番１号 理事長 豊永 厚志
福崎東洋ゴルフ倶楽部 神崎郡福崎町高岡字大才谷奥1929番１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社隨縁リゾート 平成20年8月27日 中播(福健)第115-1 790221248 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 代表取締役 古井 明徳
福崎町文珠荘 神崎郡福崎町東田原字妙徳山１８９１番４ 公衆浴場 公営・その他 福崎町 平成9年3月25日 福保第104-6 790224051 兵庫県神崎郡福崎町南田原３１１６－１ 790220560 町長 尾﨑 吉晴
リラクゼーションサロン紅縁 神崎郡福崎町南田原3206-1 公衆浴場 私営・その他 平成24年11月12日 中播(中健)第１１５－１ 790359828 中本 紅
シルバーガーデン福崎 神崎郡福崎町福田２７５－１、２７７－１０ 公衆浴場 私営・その他 株式会社ヘルスプロモーション 平成19年10月15日 中播(福健)第115-2 790228055 兵庫県神崎郡福崎町福田397番地１６ 790238055 代表取締役 吉田 澄子
デイサービスセンター向陽苑 西脇市黒田庄町黒田字北山783番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　向陽福祉会 平成5年6月30日 西脇保第133-4 795283293 兵庫県西脇市黒田庄町黒田字北山783番地 795283293 理事長 山口 康二
門柳温泉 西脇市黒田庄町門柳字深山口53-82 公衆浴場 私営・温泉 菱和興産株式会社 平成12年4月27日 西脇保第21-3 795285118 兵庫県西脇市嶋188番地の3 795227870 代表取締役 藤原 正己
官兵衛の湯 西脇市鹿野町字五土砂２５５番地の２ 公衆浴場 私営・その他 株式会社丸栄 平成26年10月8日 北播(加健)第67-1 795225526 兵庫県西脇市鹿野町２５５番地の２ 795225526 代表取締役 前田 勝正
パインレークゴルフクラブ 西脇市鹿野町字比延山1353-2 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社パインレークゴルフクラブ 昭和63年3月14日 西脇保第31-3 795232521 兵庫県西脇市鹿野町字比延山1353-2 795232521 代表取締役 上田 裕康
ゴールデンバレーゴルフクラブ 西脇市鹿野町字比延山1353-9 公衆浴場 私営・ゴルフ 信和ゴルフ開発株式会社 昭和62年10月26日 西脇保第31-1 795230681 京都府京都市下京区五条通河原町西入本塩釜557番地の3 753411191 代表取締役 國府 光雄
西脇健康ランドホテル（旅館） 西脇市西田町字蒲之元甲189-1　他10筆 公衆浴場 私営・ヘルスセンター 有限会社　光映 平成11年6月11日 西脇保第21-5 795232611 兵庫県西脇市西田町189番地1 795232611 代表取締役 山崎 王寿子
西脇湯 西脇市西脇字榎町982番地の10 公衆浴場 私営・一般 昭和41年10月3日 環第37-1-22 795222249 岸本 勇
ストークヒルゴルフクラブ 赤穂郡上郡町光都1丁目25-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ロイヤルヴィレッジゴルフ倶楽部 平成15年5月30日 西播(赤健)第76-4 791580109 東京都練馬区大泉学園町8丁目18-10 224845801 代表取締役 市川 金次郎
播磨自然高原　船坂ゴルフ倶楽部 赤穂郡上郡町高山1228-1 公衆浴場 私営・ゴルフ パックスゴルフパートナーズ有限会社 平成17年2月4日 西播(赤健)第76-2 791560241 大阪府大阪市西区北堀江1丁目3番7号 665418830 代表取締役 竹之下 和寛
介護老人保健施設高嶺の郷 赤穂郡上郡町山野里字上神田2305-1，2303-1 公衆浴場 私営・福祉 医療法人社団豊寿会 平成14年8月28日 西播(赤健)第76-2 791573250 兵庫県赤穂郡上郡町大持202番地2 791526369 理事長 菅原 暁
鹿久居荘　赤穂 赤穂市さつき町35-5 公衆浴場 私営・温泉 有限会社鹿久居荘 平成15年6月6日 西播(赤健)第76-6 791421130 岡山県備前市日生町日生639-34 869720345 代表取締役 春本 新二
さつき乃湯 赤穂市さつき町36-8、36-9 公衆浴場 私営・温泉 赤穂リゾート開発株式会社 平成11年3月29日 赤保第75-3 791438000 兵庫県赤穂市さつき町36-12 791438000 代表取締役 田淵 新悟
赤穂ロイヤルホテル 赤穂市加里屋字中洲3250 公衆浴場 私営・その他 株式会社オオキコーポレーション 平成15年5月30日 西播(赤健)第76-5 791421001 兵庫県赤穂市北野中11 791481000 代表取締役 大木 慶生
祥吉 赤穂市御崎2-3 公衆浴場 私営・温泉 有限会社三晃商事 平成13年4月16日 西播(赤健)第76-1 791437600 大阪府大阪市北区中崎1-5-28 663730768 代表取締役社長 吉井 祥二
赤穂市立老人福祉センター　万寿園 赤穂市御崎748 公衆浴場 公営・福祉 赤穂市 平成17年5月30日 西播(赤健)第76-1 791425788 兵庫県赤穂市加里屋81番地 791433201 赤穂市長
亀の井ホテル赤穂 赤穂市御崎883-1 公衆浴場 私営・温泉 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 令和4年3月29日 西播(赤健)第75-1 791437501 東京都港区六本木6-2-31 368664347 代表取締役社長 代田 量一
料理旅館 呑 海 楼 赤穂市御崎字三崎山131,130,132,134-1,134-2,135 公衆浴場 私営・温泉 越丸株式会社 平成31年1月24日 西播(赤健)第75-1 791426601 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 662440655 代表取締役 高 紅兵
銀波荘 赤穂市御崎字三崎山２番地３ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社銀波荘 平成24年7月9日 西播(赤健)第７５－１ 791453355 兵庫県赤穂市御崎２番地８ 代表取締役 成世 敏昭
対鷗舘 赤穂市御崎字三崎山2番地4 公衆浴場 私営・温泉 株式会社対鷗舘 平成25年3月21日 西播(赤健)第７５－２ 791422681 兵庫県赤穂市御崎2番地の4 791422681 代表取締役 山本 春彦
赤穂国際カントリークラブ 赤穂市西有年3007-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社赤穂国際カントリークラブ 平成14年4月26日 西播(赤健)第76-1 791493160 兵庫県赤穂市西有年3007-1 791493160 代表取締役 市川 金二郎
元気酵素風呂　赤穂店 赤穂市東浜町90-1 公衆浴場 私営・その他 令和2年12月18日 西播(赤健)第75-1 791436629 清水 順子
一般社団法人ひょうご憩の宿　赤穂ハイツ 赤穂市尾崎字向山２４７０－６４ 公衆浴場 私営・その他 一般社団法人ひょうご憩の宿 平成24年3月30日 西播(赤健)第７５－１ 791488935 兵庫県神戸市中央区下山手通６丁目３番２８号 783815250 理事長 林 直樹
赤穂カンツリークラブ 赤穂市鷆和字中河原９０９番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 赤穂開発株式会社 昭和51年9月28日 環第12-1-7 791433111 兵庫県赤穂市鷆和字中河原９０９番地 代表取締役 市川 金二郎
たかの友梨ビューティクリニック川西店 川西市栄町１１－１モザイクボックス４Ｆ 公衆浴場 私営・サウナ 株式会社不二ビューティ 平成22年2月12日 神北(伊健)第73-3 727561107 東京都港区南青山二丁目１２番１２号 333444875 代表取締役 根岸 浩一
美健ＳＰＡ湯櫻 川西市火打１丁目１６番６号オアシスタウンキセラ川西２F 公衆浴場 私営・その他 株式会社スパ・ガーデンオアシス 令和1年7月31日 神北(伊健)第74-1 727440005 大阪府大阪市北区曽根崎新地２丁目５番３号 642567716 濵田 祐輔
東海カントリー倶楽部 川西市国崎字笹ケ谷1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ヤマトハウジング 平成17年8月31日 神北(伊健)第62-1 727380080 兵庫県川西市国崎字笹ケ谷１番地 727380080 代表取締役 市川 金次郎
チェリーゴルフときわ台コース 川西市国崎字椿６ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社チェリーゴルフ 平成22年7月16日 神北(伊健)第73-1 727382035 大阪府摂津市千里丘東１丁目１１番９号 726211110 代表取締役 森田 貴光
山の原ゴルフクラブ 川西市山原字下恋里12 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディアＡＨ０２ 平成4年12月25日 川保第3 727941621 東京都品川区東品川四丁目１２番４号 366881500 代表取締役 田代 祐子
ＮＳＩ清和台スポーツクラブ 川西市清和台東３－１－８ガーデンモール清和台２Ｆ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社エヌ・エス・アイ 平成20年7月10日 神北(伊健)第73-1 727906622 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－２１００ 664428401 代表取締役 近藤 雅彦
一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 川西市西畦野字金ヶ谷1-4 公衆浴場 私営・ゴルフ 一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 平成5年4月7日 川保第1 727941011 兵庫県川西市西畦野字金ヶ谷1-4 727941011 理事長 筏 純一
ひらの湯 川西市西畦野南山2 公衆浴場 私営・その他 野原興産　株式会社 平成16年12月15日 神北(川健)第01 727924522 大阪府豊中市上野東3-12-34 727924522 代表取締役社長 野原 嗣久
おおむち 川西市西多田2-2-8 公衆浴場 私営・福祉 株式会社　三栄ケアサービス 平成15年5月30日 神北(川健)第1 727929918 兵庫県川西市小戸2-2-22 727929918 代表取締役 安福 秀一
特別養護老人ホーム　湯々館 川西市西多田字平井田筋5 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　盛幸会 平成12年9月29日 川保第37-3 727932727 兵庫県川西市西多田字平井田筋5 727932727 理事長 吉川 渉
天然温泉石道 川西市石道字下垣内216-1 公衆浴場 私営・その他 株式会社　天然温泉石道 平成4年10月8日 川保第2 727990138 兵庫県川西市石道字下垣内216-1 727990138 代表取締役 渡邉 浩一
極楽湯 川西市中央町14-6 公衆浴場 私営・一般 昭和57年11月5日 川保第2 727762600 濵谷 康晴
コナミスポーツクラブ川西 川西市中央町3-12 公衆浴場 私営・スポーツ施設 コナミスポーツ株式会社 平成15年8月29日 神北(川健)第2 727567780 東京都品川区東品川4-10-1 366880573 代表取締役社長 有坂 順一
グンゼスポーツ川西 川西市中央町7-18ラ・ラ・グランデ 公衆浴場 私営・スポーツ施設 グンゼスポーツ株式会社 平成4年3月31日 川保第3 727553119 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８番１号 664234721 代表取締役 西村 仁宏
川西市一の鳥居老人福祉センター 川西市長尾町6-17 公衆浴場 公営・福祉 川西市 昭和50年10月31日 環第16-1-17 727940615 兵庫県川西市中央町12-1 市長 越田 謙治郎
能勢カントリー倶楽部 川西市東畦野字長尾1-3 公衆浴場 私営・ゴルフ 能勢観光開発株式会社 昭和50年1月14日 環第12-1-28 727941101 兵庫県川西市東畦野字長尾1-3 727941101 代表取締役社長 中西 考一
川西市緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ 川西市緑台6-1-79 公衆浴場 公営・福祉 川西市 平成6年5月31日 川保第2 727926889 兵庫県川西市中央町12-1 727401111 市長 越田 謙治郎
猪名川グリーンカントリークラブ 川辺郡猪名川町下阿古谷字賀屋4 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディアＡＨ０２ 昭和51年11月12日 環第12-1-25 727660801 東京都品川区東品川4丁目12番4号 代表取締役 望月 智洋
高原ロッジ・メープル猪名川 川辺郡猪名川町笹尾字向山１ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社メープルホテル＆リゾート 平成21年7月28日 神北(伊健)第73-1 727680331 兵庫県神戸市中央区海岸通６番地 代表取締役 頴川 欽和
兵庫県立奥猪名健康の郷 川辺郡猪名川町杉生字奥山1-22 公衆浴場 公営・温泉 兵庫県 平成19年3月14日 神北(伊健)第63-3 727690485 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 783417711 兵庫県教育長 藤原 俊平
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 川辺郡猪名川町杉生字岩掛1-8 公衆浴場 私営・ゴルフ 猪名川開発株式会社 昭和50年6月10日 環第16-1-8 727690201 大阪府大阪市浪速区難波中3-4-40 727690201 代表取締役社長 新井 健文
チェリーゴルフ猪名川コース 川辺郡猪名川町柏原字西ノ山1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社チェリーゴルフ 平成8年10月4日 川保第2 727690301 大阪府摂津市千里丘東１丁目１１番９号 63659610 代表取締役 森田 貴光
高齢者福祉施設 天河草子 川辺郡猪名川町伏見台1-1-70 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　あかね 平成12年3月30日 川保第43-1 727652225 兵庫県尼崎市神田北通１丁目２ 664287111 理事長 松本 真希子
猪名川国際カントリークラブハウス 川辺郡猪名川町北田原字釜谷1-1 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社アコーディアＡＨ０２ 昭和45年2月17日 環第44-1-51 727660500 東京都品川区東品川4丁目12番4号 代表取締役 石井 歓
猪名川町福祉センター 川辺郡猪名川町北田原字南山14-2 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会 平成17年11月7日 神北(伊健)第62-2 727661200 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山14-2 727661200 会長 鍋谷 將
特別養護老人ホーム 若狭野の里 相生市若狭野町若狭野字芋谷２３４番１５２３５－４６、２３６－２ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 清照会 平成9年3月26日 赤保第64-501 791281567 兵庫県相生市若狭野町若狭野字芋谷２３４番１５ 791281567 理事長 岸本 瑞穂
相生市立温水プール 相生市双葉１丁目４番２６号 公衆浴場 公営・サウナ 相生市 平成5年8月9日 赤保第69-501 791237180 兵庫県相生市旭１丁目１番３号 791237142 教育委員会教育長 浅井 昌平
都湯 相生市相生3-6-19 公衆浴場 私営・一般 昭和29年5月14日 環第572 791226108 宮崎 一一
ＨＯＴＥＬ　万葉岬 相生市相生字金ヶ崎5321番2の一部たつの市御津町室津字竹岡1351番22の一部 公衆浴場 私営・その他 株式会社清交倶楽部 平成17年11月28日 西播(赤健)第76-3 791221413 兵庫県姫路市下寺町43番地姫路商工会議所内 789431333 代表取締役 西脇 康雄
岩盤美浴　貴宝石 相生市那波東本町435 公衆浴場 私営・その他 平成28年3月30日 西播(赤健)第75-2 791241717 田渕 章子
ペーロン温泉 相生市那波南本町８番５５号 公衆浴場 私営・温泉 株式会社あいおいアクアポリス 平成10年3月26日 赤保第64-502 791231919 兵庫県相生市那波南本町８番５５号 791235995 代表取締役社長 田口 晴喜
相生カントリー倶楽部 相生市那波野字西中ノ坪２７８番２６ 公衆浴場 私営・ゴルフ リソル株式会社 平成25年4月5日 西播(赤健)第75-1 791221010 千葉県茂原市真名1808番地１ 363281495 代表取締役 今泉 芳親
こすもす倶楽部デイサービスセンター 相生市野瀬1375-1 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 ＪＡあいおい福祉会 平成12年3月31日 赤保第75-501 791240500 兵庫県相生市野瀬1375-1 791240500 理事長 南條 登
姫路相生カントリークラブ 相生市矢野町真広字丙西山814番4 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社姫路相生カントリークラブ 平成19年10月9日 西播(赤健)第75-2 791290321 兵庫県相生市矢野町真広814番地4 791290321 代表取締役 吉田 明倫
滝野カントリー倶楽部クラブハウス 多可郡多可町加美区寺内字入相山618番　他11筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 滝野カントリー倶楽部株式会社 平成4年7月20日 西脇保第193-4 795350880 兵庫県加東市少分谷460-111 795350880 代表取締役 古家 輝雄
加美老人福祉センター　春蘭荘 多可郡多可町加美区丹治字遊船551-4 公衆浴場 公営・福祉 多可町 平成16年11月4日 北播(西健)第24-3 795361381 兵庫県多可郡多可町中区中村町123 795322380 町長 吉田 一四
妙見富士カントリークラブ 多可郡多可町中区牧野８１７番地の1 公衆浴場 私営・ゴルフ 平成19年7月5日 北播(社健)第42-3 795321144 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3　ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ 663123669 古井 昭徳
大和体験交流活性化施設（交流活性化センター） 多可郡多可町八千代区大和１５２０－１ 公衆浴場 公営・その他 兵庫県多可郡多可町 平成25年4月1日 北播(加健)第67-2 795380753 兵庫県多可郡多可町中区中村町１２３番地 795324779 町長 吉田 一四
デイサービスセンター　きじの荘 多可郡多可町八千代区俵田111番地27 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　楽久園会 平成5年2月9日 西脇保第193-9 795370174 兵庫県多可郡多可町八千代区俵田111番地27 795370174 理事長 上野 仁久
里山酵素浴　糠天国 丹波市山南町谷川字中峠2788番地 公衆浴場 私営・サウナ 平成28年2月15日 丹波(丹健)第62-4 795711240 竹岡 正行
老人保健施設さんなん桜の里 丹波市山南町野坂211-5 公衆浴場 私営・福祉 社会医療法人社団正峰会 平成11年8月31日 柏保第52-2 795705700 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地 795283773 理事長 大山 正
丹波市立薬草薬樹公園リフレッシュ館 丹波市山南町和田字西野々338番1外18筆 公衆浴場 私営・その他 株式会社ウエルネスサプライ 平成21年12月22日 丹波(丹健)第62-2 795762121 大阪府大阪市西区北堀江2丁目1-11 665438010 代表取締役 薄井 修司
アスコザパークTANBA 丹波市市島町与戸字長者ケ谷3114-1外2筆 公衆浴場 私営・その他 株式会社エイチアンドアールコーポレーション 平成18年5月2日 丹波(柏健)第62-2 795856066 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目6-1 782652366 代表取締役 文 弘宣
キャンプリゾート森のひととき 丹波市市島町与戸字長尾3052-1 公衆浴場 私営・その他 株式会社エイチアンドアールコーポレーション 平成26年4月24日 丹波(丹健)第62-5 795789111 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目6番1号 782652366 代表取締役 文 弘宣
山之神湯 丹波市春日町国領206外5筆 公衆浴場 私営・温泉 平成24年2月1日 丹波(丹健)第62-7 795750010 近藤 正博
温森館 丹波市柏原町柏原字南口狭1368-1，1370-1 公衆浴場 私営・サウナ 平成18年7月6日 丹波(柏健)第62-4 795731578 西垣 恵美
特別養護老人ホーム　柏原けやき苑 丹波市柏原町北山字はぶ縄手289－1他6筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　丹波柏原福祉会 平成13年9月28日 丹波(柏健)第62-2 795731185 兵庫県丹波市柏原町北山字はぶ縄手289－1 795731185 理事長 上山 一雄
ザ・サイプレスゴルフクラブ 丹波市氷上町三原字北奥嶋60番１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社サイプレスクラブ 平成24年11月8日 丹波(丹健)第62-3 795827711 兵庫県丹波市氷上町三原229番地 795827711 代表取締役 段 康滋
ひかみカントリークラブ 丹波市氷上町新郷字赤井９２－１ 公衆浴場 私営・ゴルフ サンケイ開発株式会社 昭和49年5月8日 環第12-1-1 795823140 大阪府大阪市西区北堀江１丁目17番21号清和ビル内 823140 代表取締役 寒川 健二
草山温泉やまもりの湯 丹波篠山市遠方字石ン堂４１－１ 公衆浴場 私営・温泉 公益財団法人大谷教育文化振興財団 令和4年3月31日 丹波(丹健)第62-4 795920211 兵庫県西宮市１３番地１０号 798372103 代表理事 大谷 壽一
tanoshic resort 西紀荘 丹波篠山市遠方字板野ノ坪122-1外4筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社西紀荘 平成18年3月22日 丹波(柏健)第62-7 795920045 兵庫県丹波篠山市遠方122番地１ 795920045 水口 義人
オータニにしきカントリークラブ 丹波篠山市遠方字板矢１１９－１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 大谷実業株式会社 昭和62年9月1日 篠保第1 795920331 兵庫県丹波篠山市遠方119-1 798362321 代表取締役 北橋 親雄
オータニ広尾カントリークラブ 丹波篠山市奥原山字広尾４１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 関西興業株式会社 平成26年12月17日 丹波(丹健)第62-8 795571101 兵庫県尼崎市道意町６丁目３番地の１ 664160081 代表取締役 大谷 壽一
篠山ゴルフ倶楽部 丹波篠山市奥山字是次４５の１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社篠山ゴルフ倶楽部 平成5年8月11日 篠保第138-2 795580341 兵庫県丹波篠山市奥山字是次４５－１ 795580341 代表取締役 吉田 明倫
新たんば荘 丹波篠山市郡家字練兵ノ坪451-1 公衆浴場 私営・その他 一般社団法人ひょうご憩の宿 平成24年3月29日 丹波(丹健)第62-8 795523111 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 783815250 理事長 林 直樹
特別養護老人ホーム篠山すみれ園 丹波篠山市今田町釜屋字駒丸山３５，３４－３ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人すみれ福祉会 平成12年11月21日 篠保第52-1 795903111 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋３５番地 795903111 理事長 前田 章
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 丹波篠山市今田町黒石字釘貫191-1、本荘字流谷13 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 平成20年11月13日 丹波(柏健)第62-1 795973888 兵庫県丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973888 代表取締役 川上 義裕
こんだ薬師温泉　ぬくもりの郷 丹波篠山市今田町今田新田(台帳に記載) 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　夢こんだ 平成16年1月28日 丹波(篠健)第37-3 795903377 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田２１－１０ 795903377 代表取締役 杉尾 吉弘
アロマ健康サロン フェアリー 丹波篠山市大沢二丁目9番地7KOSUGI彩華ビル1F(B) 公衆浴場 私営・サウナ 有限会社　古杉企画 平成20年12月26日 丹波(柏健)第62-3 795945539 兵庫県丹波篠山市大沢二丁目9番地7　KOSUGI彩華ビル 795945245 代表取締役 古杉 和広
ベルグリーンカントリークラブ 丹波篠山市本明谷字奥山６５－３ 公衆浴場 私営・ゴルフ 浪速企業株式会社 平成6年10月25日 篠保第37-2 795580580 大阪府大阪市北区万歳町４番１２号 63125121 代表取締役 小川 郁子
社会福祉法人丹南厚生会 特別養護老人ホームやすらぎ園 丹波篠山市味間奥字水坂ノ坪８３３番地３ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人丹南厚生会 平成4年10月14日 篠保第3-1 795943333 兵庫県丹波篠山市味間奥字水坂ノ坪８３３番地３ 795943333 理事長 芝 拓哉
ユニトピアささやま「レイクプラザ」 丹波篠山市矢代字明寶寺ノ坪２３１－１外１筆 公衆浴場 私営・その他 パナソニックグループ労働組合連合会 平成16年3月31日 丹波(篠健)第37-4 795525222 大阪府門真市大字門真1006番地 669029301 中央執行委員長 福澤 邦治
鳳鳴カントリークラブハウス 丹波篠山市立金字見江谷５５－２ 公衆浴場 私営・ゴルフ 浪速企業株式会社 昭和53年7月24日 環第12-1-6 795580316 大阪府大阪市北区万歳町４番１２号 代表取締役 小川 郁子
青山台ゴルフクラブハウス 丹波篠山市和田字東勝山３２－１ 公衆浴場 私営・ゴルフ 西日本観光株式会社 平成5年10月20日 篠保第138-3 795524980 兵庫県丹波篠山市和田字東勝山３２の１ 795524980 代表取締役 井上 高文
戎湯 淡路市岩屋1143の1､2､4､6､7､8 公衆浴場 私営・一般 昭和40年11月12日 環第41 永田 昌宏
扇湯 淡路市岩屋字西町１４７０番地 公衆浴場 私営・一般 昭和57年2月4日 津保第229-1 799722323 船橋 敏祝
美湯松帆の郷 淡路市岩屋字大谷3570-77，3573-4 公衆浴場 私営・温泉 株式会社キャトルセゾン松帆 平成11年10月26日 津保第229-2 799732333 兵庫県淡路市岩屋3570番地－4 799732333 代表取締役 岸本 保
丸吉湯 淡路市岩屋字長浜1587，1588，1589，1590番地 公衆浴場 私営・一般 昭和48年3月7日 環第12-1-25 799701740 吉田 昇平
L'Orchidee 淡路市久留麻字一本松54-14 公衆浴場 私営・その他 株式会社L'Orchidee 令和2年1月20日 淡路(洲健)第459-1 799707290 兵庫県淡路市久留麻54番地3 799707290 代表取締役 寺前 祐子
天然温泉　東浦花の湯 淡路市久留麻字葭池谷2712-2 公衆浴場 公営・その他 淡路市 平成15年4月21日 淡路(津健)第160-1 799740101 兵庫県淡路市生穂新島8番地 799640001 町長 門 康彦
特別養護老人ホームかおりの丘 淡路市高山字岡田４３０－３他１筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人幸仁会 平成9年6月23日 津保第229-1 799860668 兵庫県淡路市高山字岡甲４３０の３ 799860668 理事長 武久 洋三
津名ハイツ 淡路市志筑字石神162番他３筆、字番城谷230番他１筆 公衆浴場 私営・その他 一般財団法人　ひょうご憩の宿 平成24年3月26日 淡路(洲健)第459-3 0799-62-1561 兵庫県神戸市中央区下山手通６丁目３番２８号 078-381-5250 代表理事 林 直樹
淡路カンツリー倶楽部 淡路市生田田尻字池の谷６２９番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 淡路観光開発株式会社 昭和47年3月13日 環第9-1-41 799841212 兵庫県淡路市生田田尻字池の谷６２９番地 代表取締役 細川 勝伸
淡路市社会福祉協議会北淡支部 もみじの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 淡路市浅野南２－４０ 公衆浴場 公営・福祉 淡路市 平成12年3月14日 津保第229-4 799823334 兵庫県淡路市生穂新島8番地 799640001 町長 門 康彦
ザ　グランリゾート　エレガンテ　淡路島 淡路市大磯9番3 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　大倉 平成26年3月12日 淡路(洲健)第459-4 799740200 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番11号 663523423 代表取締役社長 川合 南都子
特別養護老人ホーム千鳥会ゴールド 淡路市大町畑字丈尺５９７番地４ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人千鳥会 平成4年5月21日 津保第229-1 799625100 兵庫県淡路市大町畑字丈尺５９７番地４ 799640531 理事長 吉村 秀樹
パルシェ香りの湯温泉棟 淡路市尾崎字穴口3020-1，3017-4，3019-2 公衆浴場 公営・温泉 淡路市 平成25年3月27日 淡路(洲健)第459-2 799851126 兵庫県淡路市生穂新島８番地 市長 門 康彦
亀の井ホテル淡路島 淡路市富島字小倉山８２４番、８２５番２ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 令和4年3月24日 淡路(洲健)第459-1 799821073 東京都港区六本木六丁目２番３１号 368664347 代表取締役 代田 量一
淡路市高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ 淡路市北山字大池南平７１２，他９筆 公衆浴場 公営・福祉 淡路市 平成5年10月28日 津保第229-1 799852040 兵庫県淡路市生穂新島8番地 799640001 町長 門 康彦
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ淡路ｽﾊﾟ&ﾌｨｯﾄﾈｽﾘｽﾄｰﾛ 淡路市夢舞台2番地 公衆浴場 私営・その他 株式会社 夢舞台 平成18年3月27日 淡路(洲健)第88-5 799741000 兵庫県淡路市夢舞台1番地 799741000 代表取締役 水埜 浩
余熱利用施設「千年の湯」 淡路市野島常盤１５５９－２９ 公衆浴場 公営・その他 淡路市 平成11年4月15日 津保第229-1 799823344 兵庫県淡路市生穂新島8番地 799640001 町長 門 康彦
海若温泉くすし湯 淡路市野島蟇浦字畑田144番地2　他17筆 公衆浴場 私営・その他 株式会社　ジェノバ 平成17年6月22日 淡路(洲健)第88-2 799821616 大阪府大阪市北区浪花町13番20号 663755000 代表取締役社長 清水 道
社会福祉法人あそうﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ緑風の郷 朝来市山東町一品424番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人あそう 平成4年8月14日 環第186-4 796763411 兵庫県朝来市山東町一品424番地 理事長 南光 三郎
よふど温泉 朝来市山東町森字極楽108番地 公衆浴場 公営・温泉 朝来市 平成12年11月17日 和保第184-4 796707070 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796722774 市長 ＊ ＊
山東カントリー倶楽部ハウス 朝来市山東町大月字西南山1番の1 公衆浴場 私営・ゴルフ 杦田株式会社 昭和51年2月25日 環第16-1-27 大阪府大阪市城東区今福東1丁目4番19号 代表取締役 杦田 勘一郎
あさがおﾎｰﾙ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 朝来市新井字荒木148番地 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 ひまわり 平成9年7月22日 和保第184-1 796771901 兵庫県朝来市新井字荒木148番地 796561016 理事長 岩田 優子
黒川温泉美人の湯 朝来市生野町黒川字寺谷４５６ 公衆浴場 私営・温泉 生野温泉開発株式会社 平成17年1月18日 但馬(和健)第184-2 796792067 兵庫県朝来市生野町黒川字寺谷４５７－１ 796792067 代表取締役 奥藤 博司
生野高原ｶﾝﾄﾘｰクラブ 朝来市生野町栃原1784-29 公衆浴場 私営・ゴルフ 生野高原開発株式会社 平成17年3月24日 但馬(和健)第184-3 796792335 兵庫県朝来市生野町栃原1784-29 796792335 代表取締役 谷口 守男
天然温泉　奥香の湯 朝来市和田山町玉置1087-1 公衆浴場 私営・温泉 奥建材株式会社 平成17年9月30日 但馬(和健)第184-2 796721126 兵庫県朝来市和田山町玉置1087-1 796723331 代表取締役 奥 茂
うずしお観光株式会社　旅館　海峡 南あわじ市阿那賀７８２番地の５７８２番地の８ 公衆浴場 私営・その他 うずしお観光株式会社 平成27年6月22日 淡路(洲健)第４５９－２ 799390536 兵庫県南あわじ市阿那賀７８２番地の５ 代表取締役 堀 丈洋
民宿いづみ丸 南あわじ市阿那賀丸山1504番2 公衆浴場 私営・温泉 株式会社いづみ丸 平成26年12月3日 淡路(洲健)第459-3 0799-39-0147 兵庫県南あわじ市阿那賀1505番地 0799-39-0147 代表取締役社長 本山 文雄
淡路島うずしお温泉　うめ丸 南あわじ市阿那賀字水口1137番地9 公衆浴場 私営・温泉 有限会社うめ丸 平成25年10月3日 淡路(洲健)第459-1 799390206 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 代表取締役 藤川 啓治郎
ホテルニューアワジ　プラザ淡路島 南あわじ市阿万吹上町字船城1433番2、字西の山1352番11、字西坂1483番1 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　プラザ淡路島 平成27年10月30日 淡路(洲健)第459-3 799552500 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 代表取締役 木下 紘二
南あわじ市伊加利デイサービスセンター 南あわじ市伊加利1184-1 公衆浴場 公営・福祉 南あわじ市 平成5年8月30日 原保第39-1-2 799391014 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 市長 守本 憲弘
南あわじ市老人福祉センター 湯の川荘 南あわじ市伊加利字城の山1181-1 公衆浴場 公営・福祉 南あわじ市 昭和59年12月26日 原保第34-4 799391126 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 市長 守本 憲弘
サンライズ淡路健康増進施設 南あわじ市広田広田字四十町1466番1 公衆浴場 公営・温泉 南あわじ市 昭和59年4月12日 原保第34-2 799451411 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 市長 守本 憲弘
特別養護老人ホーム 緑風館内 もみじ湯 南あわじ市広田中筋1025番地の19 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 緑風会 平成6年7月13日 原保第39-1-4 799451718 兵庫県南あわじ市広田中筋1025番地の19 799451718 理事長 清川 とし子
ぬか酵素　Sun燦 南あわじ市広田中筋字古畑２９６番１ 公衆浴場 私営・その他 D.DREAMS合同会社 平成27年6月3日 淡路(洲健)第４５９－１ 兵庫県南あわじ市広田広田４６４番地１ 799452433 代表社員 伊達 弘泰
国民宿舎 慶野松原荘 南あわじ市松帆古津路字西原970-67 公衆浴場 公営・温泉 南あわじ市 平成8年11月5日 原保第39-1-1 799363391 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 市長 守本 憲弘
サンセットビューホテル　けひの海 南あわじ市松帆古津路字西原970番76 公衆浴場 私営・温泉 有限会社　うめ丸 平成25年10月15日 淡路(洲健)第459-2 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 代表取締役 藤川 啓治郎
ホテルニューアワジ別邸　あわじ浜離宮 南あわじ市松帆古津路字西原970番81 公衆浴場 私営・温泉 株式会社あわじ浜離宮 平成25年11月29日 淡路(洲健)第459-3 799363111 兵庫県南あわじ市松帆古津路970番地81 799363111 代表取締役 木下 紘一
特別養護老人ホームどんぐりの里 南あわじ市松帆檪田550番地 外9筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 みかり会 平成5年9月14日 原保第39-1-3 799365630 兵庫県南あわじ市松帆高屋乙192番地 799362344 理事長 谷村 誠
南あわじ市沼島総合センター 南あわじ市沼島2368-1 公衆浴場 公営・福祉 南あわじ市 平成12年11月16日 原保第39-1-1 799570001 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 市長 守本 憲弘
大黒湯 南あわじ市沼島2494-1 公衆浴場 私営・一般 昭和26年12月7日 環第11988 799570253 木村 務
木村屋 南あわじ市沼島字南899番地 公衆浴場 私営・その他 有限会社　木村屋旅館 平成25年3月27日 淡路(洲健)第459-1 799570010 兵庫県南あわじ市沼島899番地 799570010 代表取締役 木村 龍平



南あわじ　クア施設 さんゆー館 南あわじ市神代社家62外21筆 公衆浴場 公営・温泉 南あわじ市 平成14年4月18日 淡路(三健)第39-1 799433939 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 市長 守本 憲弘
三原デイサービスセンター やすらぎ 南あわじ市八木寺内字池尻373-1 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 淡路島福祉会 平成6年5月12日 原保第39-1 799426006 兵庫県南あわじ市八木寺内字池尻373-1 799426006 理事長 八木 康公
太陽の湯 南あわじ市八木養宜上字中山1018-1番 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　みはら福祉会 平成14年5月30日 淡路(三健)第39-2 799433100 兵庫県南あわじ市八木養宜上字中山1018番地 799433100 理事長 井上 正人
やぶ萬 南あわじ市福良乙4番地 公衆浴場 私営・温泉 有限会社 やぶ萬旅館 平成20年5月27日 淡路(洲健)第88-1 799520017 兵庫県南あわじ市福良乙4番地 799520017 代表取締役 榎本 紘一良
淡路島海上ホテル 南あわじ市福良甲21-4,18 公衆浴場 私営・温泉 南淡路観光開発株式会社 平成20年10月6日 淡路(洲健)第88-4 兵庫県南あわじ市福良甲２１-1 799521175 代表取締役 滝川 加恵子
湊小宿　海の薫とＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ 南あわじ市福良字築地町甲1529番7字八反甲512番地4 公衆浴場 私営・温泉 株式会社プラザ淡路島 平成30年6月15日 淡路(洲健)第459-1 799523700 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 代表取締役 木下 紘二
休暇村南淡路 南あわじ市福良字鳰真奥丙870-1 公衆浴場 私営・その他 一般財団法人 休暇村協会 平成18年4月10日 淡路(洲健)第88-1 799520291 東京都台東区東上野5丁目１番５号 338458651 理事長 小野寺 聡
Hotel & Resorts MINAMIAWAJI 南あわじ市福良丙853番地7 公衆浴場 私営・温泉 大和リゾート株式会社 平成7年7月24日 原保第39-1-2 799523011 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 65385221 代表取締役 柴山 良成
ゆーぷる 南あわじ市北阿万筒井字西ノ山1509-2他1筆 公衆浴場 公営・温泉 南あわじ市 平成14年3月19日 淡路(三健)第39-1 799505126 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 市長 守本 憲弘
ゆとりっく 南あわじ市湊字平石77番　他12筆 公衆浴場 公営・温泉 南あわじ市 平成26年5月30日 淡路(洲健)第459-1 0799-43-5001 兵庫県南あわじ市市善光寺22番1 0799-43-5001 市長 守本 憲弘
しばやま荘別館山水苑 美方郡香美町香住区浦上字神戸２５８ 公衆浴場 私営・温泉 平成25年1月21日 但馬(豊健)第303-12 796370807 藤原 優一
さだ助 美方郡香美町香住区下浜６３４－１外３筆 公衆浴場 私営・温泉 有限会社Ｓａｉｋａ 平成25年8月12日 但馬(豊健)第303-2 796360772 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４番地 796360772 代表取締役 松下 弘行
三七十館 美方郡香美町香住区境字ミヨモン９０６番、９１６番 公衆浴場 私営・温泉 有限会社三七十 平成24年9月24日 但馬(豊健)第303-4 796363330 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７７２ 796361262 代表取締役 小柴 勝昭
なぎさ 美方郡香美町香住区訓谷字長訓１０５番、１０６番２ 公衆浴場 私営・温泉 平成26年3月28日 但馬(豊健)第303-6 796380335 亀村 喜代美
波音の宿　くろしお 美方郡香美町香住区訓谷字長訓１１４番地 公衆浴場 私営・温泉 有限会社くろしお 平成25年3月29日 但馬(豊健)第303-16 796380927 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷１１４番地 796380927 代表取締役 黒崎 勇一
矢田川憩いの村かすみ矢田川温泉 美方郡香美町香住区三谷字寺ノ前７５３外１ 公衆浴場 公営・温泉 香美町 平成12年7月10日 豊保第103-2 796371126 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 町長 浜上 勇人
夕香楼しょう和 美方郡香美町香住区七日市字大縄地３１２番１ 公衆浴場 私営・温泉 夕香楼しょう和株式会社 令和3年5月12日 但馬(豊健)第303-1 0796-36-0052 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 0796-36-0052 代表取締役 福田 正幸
香美町小代区旧デイサービスセンター 美方郡香美町小代区神水５９５の２ 公衆浴場 公営・福祉 香美町 平成5年4月28日 浜保第103-1 796972957 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 町長 浜上 勇人
温泉保養館おじろん 美方郡香美町小代区大谷５１０番１外１０筆 公衆浴場 公営・温泉 香美町 平成20年12月22日 但馬(豊健)第102-5 796973232 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 町長 浜上 勇人
香美町高齢者生活支援センター 美方郡香美町小代区忠宮２８７ 公衆浴場 公営・福祉 香美町 平成12年3月23日 浜保第103-1 796972202 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 町長 浜上 勇人
村岡温泉 美方郡香美町村岡区鹿田字ハンヨ51、52-1 公衆浴場 私営・温泉 平成14年6月7日 但馬(浜健)第103-2 796981512 中村 達男
ハチ北温泉湯治の郷 美方郡香美町村岡区大笹129-1 公衆浴場 私営・温泉 ハチ北温泉協同組合 平成14年12月27日 但馬(浜健)第103-3 796961666 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹１２９－１ 796961386 代表理事 田渕 誠
ひさ家 美方郡香美町村岡区大笹字向新田757-4、758-5、758-7他3筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社日本健康の郷 平成2年12月28日 浜保第103-1 796960211 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹７５６－２ 796960211 代表取締役 田渕 和彦
浜坂海岸レクリェーションセンター 美方郡新温泉町芦屋853-31 公衆浴場 公営・温泉 新温泉町 平成15年12月26日 但馬(浜健)第103-1 796820932 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673番地の1 796823111 町長 西村 銀三
老人デイサービスセンターゆむら 美方郡新温泉町歌長熊田６００ 公衆浴場 公営・福祉 社会福祉法人春来福祉会 平成4年10月27日 浜保第103-2 796922520 兵庫県美方郡新温泉町歌長熊田６００ 796922520 理事長 吉村 啓一
七釜温泉　ゆーらく館 美方郡新温泉町七釜524 公衆浴場 公営・温泉 新温泉町 平成17年7月14日 但馬(豊健)第103-4 796831526 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673番地の１ 796823111 町長 西村 銀三
朝野家 美方郡新温泉町湯１２６９番地他２５筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社朝野家 平成10年3月31日 浜保第103-5 796921000 兵庫県美方郡新温泉町湯１２６９番地 796921000 代表取締役 朝野 泰昌
観光交流センター 美方郡新温泉町湯１６０４ 公衆浴場 公営・温泉 新温泉町 平成20年3月26日 但馬(豊健)第102-6 796921081 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３－１ 796823111 町長 西村 銀三
温泉町デイサービスセンター 美方郡新温泉町湯８９４ 公衆浴場 公営・福祉 新温泉町 平成6年10月11日 浜保第103-1 796922052 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３－１ 796921131 町長 西村 銀三
佳泉郷井づつや 美方郡新温泉町湯字祇園町1535番地外38筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社井筒屋 平成10年3月31日 浜保第103-2 796921111 兵庫県美方郡新温泉町湯１５３５番地 796921111 代表取締役 丸上 宗慈
兵庫県市町村職員共済組合保養所ゆめ春来 美方郡新温泉町湯字上岡１５６９－６外６筆 公衆浴場 私営・温泉 兵庫県市町村職員共済組合 平成25年1月23日 但馬(豊健)第303-14 796992211 兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目１６番３号 783210621 理事長 福元 晶三
リフレッシュパークゆむら 美方郡新温泉町湯字諏訪野１３７１他１７筆 公衆浴場 公営・温泉 新温泉町 昭和62年3月24日 浜保第101-2 796922002 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1 796823111 町長 西村 銀三
湧泉の宿　ゆあむ 美方郡新温泉町湯字湯本１６１０外８筆 公衆浴場 私営・温泉 アイアンドエフ・ビルディング株式会社 平成24年6月28日 但馬(豊健)第303-1 796921101 大阪府大阪市北区豊崎３－９－７ 663733285 代表取締役 泉 邦治
保健福祉センター　すこやか～に 美方郡新温泉町湯飛々田1019番地 公衆浴場 公営・福祉 新温泉町 平成14年4月11日 但馬(浜健)第103-1 796992940 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1 796823111 町長 西村 銀三
浜坂デイサービスセンター 美方郡新温泉町二日市１９４の２ 公衆浴場 公営・福祉 新温泉町 平成3年10月30日 浜保第103-3 796825077 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３番地の１ 796823111 町長 西村 銀三
高齢者いきがい施設ユートピア浜坂 美方郡新温泉町浜坂字下の町１３５２－１ 公衆浴場 公営・温泉 新温泉町 平成1年6月27日 浜保第104-2 796825080 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３番地の１ 796823111 町長 西村 銀三
浜坂温泉保養荘 美方郡新温泉町浜坂字小浜谷７７５番 公衆浴場 私営・温泉 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 平成29年8月31日 但馬(豊健)第303-1 796823645 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 理事長 藪本 訓弘
雲雀丘ゴルフ倶楽部 宝塚市雲雀丘山手2丁目36番地1 公衆浴場 私営・ゴルフ 雲雀株式会社 平成24年9月11日 神北(宝健)第653-1 727583333 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2丁目10番11号 727583333 代表取締役社長 岸添 敏雄
ティップネス　宝塚店 宝塚市栄町1丁目8-26　2F 公衆浴場 私営・スポーツ施設 株式会社　ティップネス 平成17年5月31日 神北(宝健)第123-1 797830351 東京都渋谷区宇田川町16番4号 352985573 代表取締役 酒巻 和也
宝塚ワシントンホテル 「眺望風呂」 宝塚市栄町2丁目2-2 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　島家 平成19年9月7日 神北(宝健)第131-5 797871771 兵庫県宝塚市栄町1丁目1-1 797871771 代表取締役 大島 英敬
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 宝塚市下佐曽利字大谷4の12 公衆浴場 私営・ゴルフ 旭国際開発株式会社 昭和62年5月26日 宝保第1 797910301 兵庫県宝塚市長谷字道谷6番15号 797911471 代表取締役 辻󠄀本 三代太郎
ゴールドジム宝塚兵庫 宝塚市逆瀬川１－１３－１アピア３　Ｂ２階 公衆浴場 私営・サウナ 株式会社ＴＨＩＮＫフィットネス 平成30年9月10日 神北(宝健)第653-1 0797-74-6161 東京都江東区南砂三丁目３番６号 03-3645-9801 代表取締役 手塚 栄司
武田尾温泉紅葉舘別庭あざれ 宝塚市玉瀬字イヅリハ1番地の44 公衆浴場 私営・温泉 有限会社紅葉舘 平成22年9月17日 神北(宝健)第653-1 797910131 兵庫県宝塚市玉瀬字イヅリハ1番地の44 797910131 代表取締役 松本 孝一
仁川ゴルフ倶楽部 宝塚市駒の町1番1号 公衆浴場 私営・ゴルフ 仁川ゴルフ倶楽部 昭和44年8月20日 環第44-1-26 兵庫県宝塚市駒の町1番1号 理事長 平田 義太郎
太平洋クラブ宝塚コース 宝塚市芝辻新田字広芝花折7－2 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社太平洋クラブ 平成13年9月11日 神北(宝健)第243-1 797911001 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231番地 355680101 代表取締役 韓 俊
新宝塚ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 日新開発株式会社 宝塚市切畑字検見1-2 公衆浴場 私営・ゴルフ 日新開発株式会社 昭和63年11月16日 宝保第63-2 797910241 兵庫県宝塚市切畑字検見1-2 797910241 代表取締役 綿引 秀憲
宝塚クラッシックゴルフ倶楽部 宝塚市切畑字桜小場9番19、9番4 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社ユニテックスゴルフ 平成25年1月31日 神北(宝健)第653-2 797866261 兵庫県宝塚市切畑桜小場19 797866261 代表取締役 中務 稔也
大宝塚ゴルフクラブ 宝塚市切畑字長尾山19番地 公衆浴場 私営・ゴルフ ＰＧＭプロパティーズ株式会社 平成4年7月16日 宝保第1 797911361 東京都台東区東上野一丁目14番7号 344138800 代表取締役 田中 耕太郎
宝塚高原ゴルフ株式会社 宝塚市切畑長尾山14番地 公衆浴場 私営・ゴルフ 宝塚高原ゴルフ株式会社 昭和44年8月20日 環第44-1-24 797885353 兵庫県宝塚市切畑長尾山14番地 代表取締役 稲山 建一郎
宝塚けやきヒルカントリークラブ 宝塚市切畑長尾山19-14 公衆浴場 私営・ゴルフ けやきヒルカントリークラブ株式会社 平成2年11月8日 宝保第2-1 727991177 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19-14 727991177 代表取締役 髙川 准子
愛宕原ゴルフ倶楽部 宝塚市切畑長尾山5-3 公衆浴場 私営・ゴルフ アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 平成1年3月9日 宝保第63-3 727593444 東京都品川区東品川4丁目12番4号 727593444 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤　道雄
一般社団法人 宝塚ゴルフ倶楽部 宝塚市蔵人字深谷1391の1 公衆浴場 私営・ゴルフ 一般社団法人宝塚ゴルフ倶楽部 昭和44年8月20日 環第44-1-25 797712251 兵庫県宝塚市蔵人字深谷1391の1 797712251 代表理事 塩谷 眞治
ほっこり湯 宝塚市大成町7番15号 公衆浴場 公営・共同 宝塚市 昭和45年10月3日 環第71-1-15 797742707 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 市長 山﨑 晴恵
名湯　宝乃湯 宝塚市中筋3-3-1 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　名湯舎 平成16年4月20日 神北(宝健)第103-1 797821126 兵庫県宝塚市中筋3-3-1 797821126 代表取締役 林 佳世子
クラレスポーツプラザ宝塚 宝塚市中山桜台5丁目7-1-1 公衆浴場 私営・スポーツ施設 クラレテクノ株式会社 平成3年9月30日 宝保第3-1 797882411 大阪府大阪市北区角田町8番1号 797890403 代表取締役 松崎 一朗
ホテル若水 宝塚市湯本町9-25 公衆浴場 私営・温泉 株式会社若水 平成19年8月13日 神北(宝健)第131-2 797860151 兵庫県宝塚市湯本町9-25 797860151 代表取締役 小早川 優
宝塚市立温泉利用施設 宝塚市湯本町9-33 公衆浴場 私営・温泉 株式会社linkworks 平成27年7月1日 神北(宝健)第653-1 797847993 兵庫県神戸市中央区加納町3-10-12 783276033 代表取締役 廣瀬 琢也
芯明酵素風呂 宝塚市波豆字谷田東掛10番7 公衆浴場 私営・サウナ 令和2年9月17日 神北(宝健)第653-1 加藤 一也
おがくず酵素浴ＳＡＫＵＲＡ 豊岡市塩津町１７１－２、１７６－５エールとよおかビル２Ｆ 公衆浴場 私営・その他 平成22年10月20日 但馬(豊健)第303-2 796203209 西浦 紀子
豊岡市社会福祉協議会豊岡港デイサービスセンター 豊岡市気比字木ノ下２４３５ 公衆浴場 公営・福祉 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 平成8年3月25日 豊保第103-5 796283711 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796232573 理事長 中川 茂
北但広域療育センター 豊岡市戸牧１０２９－１１ 公衆浴場 公営・福祉 豊岡市 平成20年10月1日 但馬(豊健)第102-3 兵庫県豊岡市中央町２－４ 796247033 市長 関貫 久仁郎
特別養護老人ホーム　とよおかの里 豊岡市香住字朝日１２７２番 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　尚徳会 平成15年11月4日 但馬(豊健)第103-3 796260333 兵庫県豊岡市香住字朝日１２７２番地 796260333 理事長 大沢 和弘
サウナ・タジマ 豊岡市三坂町４－４５ 公衆浴場 私営・サウナ 昭和59年7月27日 豊保第103-1 谷川 勇
リラテック但馬豊岡店 豊岡市若松町６５番地４ 公衆浴場 私営・その他 平成25年10月23日 但馬(豊健)第303-4 796242007 橋本 朋子
老人保健施設出石愛の園 豊岡市出石町福住１３１３ 公衆浴場 私営・福祉 (社)ぶどうの枝福祉会 平成11年9月3日 豊保第103-1 796527001 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山１０５３ 788571577 理事長 齋藤 善樹
湯元館 豊岡市出石町福住字杓垣１２１７－１ 公衆浴場 私営・温泉 平成10年7月8日 豊保第103-2 796522871 村尾 弘己
温楽ノ森 豊岡市出石町福住字田渕８８２番、８８７番１ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社キリンジ 令和2年4月30日 但馬(豊健)第303-1 796348887 大阪府大阪市天王寺区東高津町３番５号キリンジビル 661916100 代表取締役 天川 洋介
銀花 豊岡市小島１１７７－２他４筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　共立メンテナンス 平成19年6月20日 但馬(豊健)第102-1 796283515 東京都千代田区外神田２丁目１８番８号 352957777 代表取締役 中村 幸治
ひだまり 豊岡市小島１１８８－８ 公衆浴場 私営・その他 株式会社アウルコーポレーション 平成19年7月27日 但馬(豊健)第102-3 796296009 京都府京丹後市網野町浜詰２６６ 772740190 代表取締役 沖田 繁子
円山川温泉 豊岡市小島字横手９９１番 公衆浴場 私営・温泉 平成11年11月1日 豊保第103-2 796283045 小谷 ふみ子
レイセニット城崎スイートＶＩＬＬＡ 豊岡市小島字屏風１２２０ 公衆浴場 私営・その他 株式会社リロバケーションズ 平成22年12月22日 但馬(豊健)第303-3 796282810 東京都新宿区新宿５丁目１７番９号 366307970 代表取締役 田村 佳克
豊岡市社会福祉協議会豊岡西デイサービスセンター 豊岡市上陰字大町１３７－１ 公衆浴場 公営・福祉 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 平成11年3月25日 豊保第103-4 796227800 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796232573 理事長 中川 茂
特別養護老人ホーム　楽々むら 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　あまのほ 平成18年12月28日 但馬(豊健)第102-3 796320161 796320161 理事長 西村 肇
さとの湯 豊岡市城崎町今津２９０－３６外１ 公衆浴場 公営・温泉 城崎町湯島財産区 平成12年7月1日 豊保第103-1 796320111 兵庫県豊岡市城崎町桃島１０５７－１ 796320117 管理者　豊岡市長 関貫 久仁郎
旅館　きのさき 豊岡市城崎町今津９番－２他８筆 公衆浴場 私営・温泉 有限会社　旅館きのさき 平成18年9月1日 但馬(豊健)第102-1 796324550 兵庫県豊岡市城崎町今津９番－２ 796324550 代表取締役 寺川 百合子
大江戸温泉物語　きのさき 豊岡市城崎町桃島字菊屋島１２３２番１外９筆 公衆浴場 私営・温泉 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 平成23年8月5日 但馬(豊健)第303-1 796323148 東京都中央区銀座七丁目１６番２１号 332741126 代表取締役 森田 満昌
大西屋水翔苑 豊岡市城崎町桃島字桃山１２５６番１　外４筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社大西屋 平成24年11月28日 但馬(豊健)第303-9 796324571 兵庫県豊岡市城崎町桃島１２５６番地 796324571 代表取締役 大西 伸弥
区営温泉浴場　柳湯 豊岡市城崎町湯島647番地 公衆浴場 公営・温泉 城崎町湯島財産区 平成16年1月28日 但馬(豊健)第103-4 796322097 兵庫県豊岡市城崎町桃島１０５７－１ 796320117 管理者　豊岡市長 関貫 久仁郎
川口屋本館 豊岡市城崎町湯島字愛宕２７４　外６筆 公衆浴場 私営・温泉 有限会社弁天荘 平成24年11月21日 但馬(豊健)第303-8 796322914 兵庫県豊岡市城崎町湯島２７４ 796322914 代表取締役 垣谷 泰司
千年の湯権左衛門 豊岡市城崎町湯島字愛宕２８２ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社古まん 平成24年12月10日 但馬(豊健)第303-10 796322524 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 代表取締役 日生下 民夫
千年の湯　古まん 豊岡市城崎町湯島字御所４８１ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社古まん 平成24年10月5日 但馬(豊健)第303-5 796322331 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 代表取締役 日生下 民夫
泉都 豊岡市城崎町湯島字御所５４０、５１８、５１９５２５、５３２－１、５３９、５４１ 公衆浴場 私営・温泉 泉都観光株式会社 平成25年1月29日 但馬(豊健)第303-15 796322521 兵庫県豊岡市城崎町湯島５４０ 796322521 藤原 範之
まんだら湯 豊岡市城崎町湯島字御所５６５外１ 公衆浴場 公営・温泉 城崎町湯島財産区 平成13年3月2日 豊保第103-3 796322194 兵庫県豊岡市城崎町桃島１０５７－１ 796320117 管理者　豊岡市長 関貫 久仁郎
株式会社兵庫農協共済事業社あさぎり荘 豊岡市城崎町湯島字港８７６番地、８７７番地、８７８番地、８７９番地２、８８０番地２ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社兵庫農協共済事業社 平成24年11月21日 但馬(豊健)第303-7 796322921 兵庫県神戸市中央区海岸通１番地 796322921 代表取締役 三森 京介
株式会社川口屋城崎リバーサイドホテル 豊岡市城崎町湯島字港８８０番地１、８７９番地１、８７９番地３ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社川口屋城崎リバーサイドホテル 平成27年5月8日 但馬(豊健)第303-1 796322611 兵庫県豊岡市城崎町湯島８８０の１ 796322611 代表取締役 垣谷 託司
西村屋ホテル招月庭 豊岡市城崎町湯島字神主谷１０１６番地２、１０３０番地、１０３０番地４ 公衆浴場 私営・その他 株式会社西村屋 平成25年1月16日 但馬(豊健)第303-13 796323535 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９番地 796322211 西村 総一郎
つたや晴嵐亭 豊岡市城崎町湯島字足切１０７９番地１外３筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社つたや 平成25年10月28日 但馬(豊健)第303-5 796323086 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８５番地 796322511 代表取締役 鳥谷 隆治郎
御所の湯 豊岡市城崎町湯島字中４４８番１、４４８番３ 公衆浴場 公営・温泉 城崎町湯島財産区 令和2年10月22日 但馬(豊健)第303-3 796322230 兵庫県豊岡市城崎町桃島１０５７－１ 796219070 管理者　豊岡市長 関貫 久仁郎
一の湯 豊岡市城崎町湯島字中９１５－１ 公衆浴場 公営・温泉 城崎町湯島財産区 平成11年11月1日 豊保第103-3 796322229 兵庫県豊岡市城崎町桃島１０５７－１ 796320117 管理者　豊岡市長 関貫 久仁郎
地蔵湯 豊岡市城崎町湯島字長崎７９６ 公衆浴場 公営・温泉 城崎町湯島財産区 平成4年8月31日 豊保第103-2 796322228 兵庫県豊岡市城崎町桃島１０５７－１ 796320117 管理者　豊岡市長 関貫 久仁郎
鴻の湯 豊岡市城崎町湯島字湯の元６１０ 公衆浴場 公営・温泉 城崎町湯島財産区 平成3年3月30日 豊保第103-4 796322195 兵庫県豊岡市城崎町桃島１０５７－１ 796320117 管理者　豊岡市長 関貫 久仁郎
豊岡市立城崎健康福祉センター 豊岡市城崎町湯島字湯の元６２５－９ 公衆浴場 公営・温泉 豊岡市 平成6年10月12日 豊保第103-3 796322872 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796320117 市長 関貫 久仁郎
しののめ荘 豊岡市城崎町湯島字柳７５７外二筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社しののめ荘 平成25年10月4日 但馬(豊健)第303-3 796322411 兵庫県豊岡市城崎町湯島７５７ 796322411 代表取締役 後藤 京子
ホテル金波楼 豊岡市瀬戸字赤崎１０９６番地外２９筆 公衆浴場 私営・温泉 日和山観光株式会社 平成24年9月19日 但馬(豊健)第303-3 796282111 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０番地 796282500 代表取締役 西松 伸二
豊岡市社会福祉協議会但東デイサービスセンター 豊岡市但東町出合４３３－１ 公衆浴場 公営・福祉 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 平成14年9月10日 但馬(豊健)第103-1 796540181 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796431333 理事長 中川 茂
但東シルク温泉館 豊岡市但東町正法寺１６５－１番地 公衆浴場 私営・温泉 株式会社　シルク温泉やまびこ 平成17年3月30日 但馬(豊健)第103-2 796540141 兵庫県豊岡市但東町正法寺１６５番地 796540141 代表取締役 岸本 直幸
特別養護老人ホームけやきホール（デイサービスセンター） 豊岡市但東町太田字多々６１４ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人ひまわり 平成3年2月26日 豊保第103-2 796561016 兵庫県豊岡市但東町太田字多々６１４ 796561016 理事長 福田 和臣
休暇村竹野海岸 豊岡市竹野町竹野１０４７ 公衆浴場 私営・温泉 一般財団法人休暇村協会 平成15年7月8日 但馬(豊健)第103-2 796471511 東京都台東区東上野５丁目１番５号 338458651 理事長 小野寺 聡
株式会社　奥城崎シーサイドホテル 豊岡市竹野町竹野字賀島３番、４番 公衆浴場 私営・温泉 株式会社奥城崎シーサイドホテル 令和2年7月9日 但馬(豊健)第303-2 796470666 兵庫県豊岡市竹野町竹野字賀嶋４番地 796470666 代表取締役 岩井 祐介
豊岡市立竹野北前館 豊岡市竹野町竹野字浜岡５０番１２ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社北前館 平成21年7月17日 但馬(豊健)第303-1 796472020 兵庫県豊岡市竹野町竹野５０－１２ 796472020 代表取締役 太田垣 健作
城崎カンツリークラブ 豊岡市竹野町田久日字坊主ヶ鳴４８４－２ 公衆浴場 私営・ゴルフ 日和山観光株式会社 平成8年3月22日 豊保第103-4 796282400 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 代表取締役 西松 伸二
高齢者福祉施設　楓の杜 豊岡市竹野町林６００ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人　さいか 平成20年9月18日 但馬(豊健)第102-2 796480101 兵庫県豊岡市竹野町林６００ 796480101 理事長 宮本 賢司
京極湯 豊岡市中央町１１－１６ 公衆浴場 私営・一般 平成4年5月15日 豊保第103-1 796237504 福井 義一
湯の原温泉オートキャンプ場 豊岡市日高町羽尻字湯ノ原１５１０番地 公衆浴場 公営・温泉 豊岡市 平成10年7月6日 豊保第103-1 796440001 兵庫県豊岡市中央町２番４号 796231111 市長 関貫 久仁郎
ブルーリッジ温泉大浴場 豊岡市日高町栗栖野字勘ノ蔵５５ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社ＭＥリゾート神鍋 平成9年2月24日 豊保第103-2 796451100 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５５ 796451100 代表取締役 一ノ本 智毅
神鍋温泉ゆとろぎ 豊岡市日高町栗栖野字皺ヶ野59-13外2筆 公衆浴場 公営・その他 豊岡市 平成26年4月16日 但馬(豊健)第303-7 796451515 兵庫県豊岡市中央町2番4号 796231111 市長 関貫 久仁郎
豊岡市社会福祉協議会日高西デイサービスセンター 豊岡市日高町頃垣40番地 公衆浴場 公営・福祉 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 平成13年5月10日 但馬(豊健)第103-1 796441700 兵庫県豊岡市城南町２３番６号 796431333 理事長 中川 茂
大岡山ゴルフ場クラブハウス 豊岡市日高町大岡８８ 公衆浴場 私営・ゴルフ 但馬綜合開発株式会社 平成21年9月11日 但馬(豊健)第303-2 796450331 大阪府大阪市中央区備後町１丁目５番１４号 796450331 代表取締役 吉田 正弘
神鍋高原カントリークラブ 豊岡市日高町東河内字西芦屋１２－３ 公衆浴場 私営・ゴルフ (株)神鍋高原開発 平成2年3月31日 豊保第103-1 796450216 兵庫県養父市八鹿町八鹿１１３－１ 代表取締役 浄慶 悦郎
兵庫県立但馬ドーム浴場施設 豊岡市日高町名色字シワカノ８８－５０ 公衆浴場 公営・スポーツ施設 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 平成11年3月25日 豊保第103-3 796451900 兵庫県神戸市中央区下山手通６－３－２８ 783411510 理事長 成岡 英彦
豊岡市立総合健康ゾーン　健康増進施設 豊岡市立野町６番３０号 公衆浴場 私営・スポーツ施設 豊岡総合健康ゾーンＰＦＩ株式会社 平成22年3月23日 但馬(豊健)第303-3 796240582 兵庫県豊岡市出石町町分２５２番地 代表取締役 東 裕高
青山ゴルフクラブ 揖保郡太子町山田字柴崎山667-5 外6筆 公衆浴場 私営・ゴルフ 青山開発株式会社 昭和50年11月27日 環第16-1-16 兵庫県姫路市青山1464番地 代表取締役 石見 英寿
サンスポーツクラブ太子 揖保郡太子町太田字地田1984、1985 公衆浴場 私営・その他 山陽不動産株式会社 平成16年3月19日 西播(龍健)第602-4 792775115 兵庫県姫路市立町85番地 792243261 代表取締役 正田 雅史
関宮農村交流ターミナル万灯の湯 養父市三宅字西谷821 公衆浴場 公営・温泉 養父市 平成16年11月19日 但馬(和健)第184-1 796635556 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796623161 市長 ＊ ＊
ヘルソサロンみさお 養父市上野字餅田1021番地の2 公衆浴場 私営・サウナ 昭和60年1月23日 和保第167-1 796641458 安井 さよ子
やぶ温泉 養父市上野字蓼原299番地　他11筆 公衆浴場 私営・温泉 株式会社やぶ温泉 令和3年2月4日 但馬(朝健)第184-1 796641000 兵庫県養父市上野299番地 796641000 代表取締役 東元 眞一
デイサービスセンター おおやの郷 養父市大屋町笠谷字五反田41番地 外9筆 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 あそう 平成8年5月29日 和保第184-1 796692100 兵庫県朝来市山東町一品424番地 796763411 理事長 南光 三郎
若杉高原温泉 養父市大屋町若杉字奥山99－13 公衆浴場 公営・温泉 養父市 平成11年12月3日 和保第184-1 796691126 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796623161 市長 ＊ ＊
デイサービスセンター「ふれあい」 養父市大屋町大屋市場字上平野948 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会 平成11年12月20日 和保第184-2 796692013 兵庫県養父市八鹿町下網場320 796620160 会長 小林 哲夫
ハチ高原　THE　PARK 養父市丹戸字越中881番地1 公衆浴場 私営・サウナ 株式会社MEリゾート但馬 令和3年6月22日 但馬(朝健)第184-1 796678001 兵庫県養父市丹戸896番地の2 796678001 代表取締役 一ノ本 智毅
公立八鹿病院 老人保健施設 養父市八鹿町下網場413 公衆浴場 公営・福祉 公立八鹿病院組合 平成5年2月1日 和保第186-7 796622355 兵庫県養父市八鹿町八鹿1878の1 796623135 管理者 * *
とがやま温泉　天女の湯 養父市八鹿町高柳字数田488-1、488-6字笹尾2710-6、2710-7 公衆浴場 私営・温泉 若杉高原開発企業組合 平成30年5月28日 但馬(朝健)第184-1 796656677 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山99番地の2 796691576 代表理事 辻 隆
デイサービスセンター妙見荘 養父市八鹿町小山字西家ノ上307番地の1 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人 但馬福祉園 平成4年10月8日 和保第186-5 796627700 兵庫県養父市八鹿町小山字西家ノ上307番地の1 796627700 理事長 山本 禮子
ちくさ高原キャンプ場 宍粟市千種町西河内字新口1047番215 公衆浴場 公営・その他 宍粟市 令和4年4月26日 西播(龍健)第922-1 790763555 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6 790633000 市長 福元 晶三
西脇カントリークラブ 西脇市上比延字中山1424-5　他2筆 公衆浴場 私営・ゴルフ ヨドコウ興発株式会社 令和4年6月2日 北播(加健)第67-1 795221251 大阪府大阪市中央区博労町４丁目２番１５号 662458830 代表取締役 岩﨑 博和
加古川温泉みとろ荘 加古川市上荘町井ノ口字馬場東５２０番地 公衆浴場 私営・温泉 株式会社加古川温泉みとろ荘 令和4年7月6日 東播(加健)第151-4 794282004 兵庫県加古川市上荘町井ノ口５２０番地 794282004 代表取締役 大西 聡則
アクアイグニス淡路島　伊弉諾の湯 淡路市夢舞台２番２８ 公衆浴場 私営・温泉 株式会社アクアイグニス淡路島 令和4年7月11日 淡路(洲健)第459-1 799736602 兵庫県淡路市夢舞台２－２８ 799736602 代表取締役 古市 尚
湯快リゾート三好屋 美方郡新温泉町湯字東稲負谷９７９番１、９７９番３、字知水９８２番、字状龍山１６７１番３、１６７１番４公衆浴場 私営・温泉 湯快リゾート株式会社 令和4年8月3日 但馬(豊健)第303-1 796921212 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町８３０京都エクセルヒューマンビル５階 753541810 代表取締役 西谷 浩司
ハチ高原　ＴＨＥ　ＰＡＲＫ　ＳＡＵＮＡ 養父市丹戸字越中８９３－３、８９３－２、８９３－６、９０３－３、９０４、８９１ 公衆浴場 私営・サウナ 株式会社ＭＥリゾート但馬 令和4年10月26日 但馬(朝健)第184-1 079-663-6010 兵庫県養父市丹戸８９６番地の２ 079-667-8001 代表取締役 一ノ本 智毅
湯楽Kinosaki Spa&gardens 豊岡市城崎町湯島字西谷８４４番１、８４４番２、８４５番 公衆浴場 私営・温泉 株式会社ユラク 令和4年10月27日 但馬(豊健)第303-2 796322738 兵庫県豊岡市中陰６３９ 796234401 代表取締役 伊藤 清範
ふらっとねす祗園 たつの市龍野町北龍野字新町３８３－１ 公衆浴場 私営・福祉 社会福祉法人桑の実園福祉会 令和4年11月29日 西播(龍健)第922-2 791619006 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原１５５１番地 791661360 理事長 徳永 憲威
三木よかわカントリークラブ 三木市口吉川町槇字長尾谷487番地68 公衆浴場 私営・ゴルフ 株式会社三木よかわカントリー 令和4年12月22日 北播(加健)第67-2 794880236 東京都新宿区西新宿六丁目24番１号 794880236 代表取締役 佐治 重仁
奥丹波　よもぎ湯 丹波市市島町北奥１６０ 公衆浴場 私営・サウナ 農事組合法人丹波いちじまふぁーむ＆奥丹波の森 令和5年3月14日 丹波(丹健)第６２－５ 795850448 兵庫県丹波市市島町北奥１６０ 795850448 代表理事 荻野　拓司
たんたん温泉　福寿の湯 豊岡市但東町坂野字京塚４７０番 公衆浴場 私営・温泉 令和5年3月28日 但馬(豊健)第303-3 796561511 岡田 正人
元気酵素風呂　あさご店 朝来市和田山町竹田字砂子田２０５４－１４ 公衆浴場 私営・その他 令和5年3月29日 但馬(朝健)第184-2 079-674-1414 田路 豊


