
令和5年3月24日

1 元気で安全・安心な兵庫の道づくり

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

・各地域の中心都市間や各地域内の市町間、駅やIC等の交通結節点などへの移動時間短縮率

（H27当初） （H29末） （H31末）

番号 事業 地域 交付 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 H27 H28 H29 H30 H31

1-A1-1 道路 一般 兵庫県 直接 現道拡幅 L= 1.3km 明石市 6,500 兵庫県強靱化計画

1-A1-2 道路 一般 兵庫県 直接 (国)179号　徳久バイパス バイパス L= 1.3km 佐用町 120 兵庫県強靱化計画

1-A1-3 道路 一般 兵庫県 直接 (国)250号　坂越道路 バイパス L= 1.5km 赤穂市 875 兵庫県強靱化計画

1-A1-4 道路 一般 兵庫県 直接 (国)372号　野村河高バイパス バイパス L= 2.3km 加東市 470 定住自立圏

1-A1-5 道路 一般 兵庫県 直接 (国)429号　繁盛拡幅 現道拡幅 L= 1.5km 佐用町 165

1-A1-6 道路 一般 兵庫県 直接 (国)482号　片間 バイパス L= 0.9km 赤穂市 70

1-A1-7 道路 一般 兵庫県 直接 (国)2号　平野 現道拡幅 L= 1.2km 加東市 328

1-A1-100 道路 一般 兵庫県 直接 (主)三田後川上線　三田市大原 現道拡幅 L= 0.09km 三田市 16 兵庫県強靱化計画

1-A1-101 道路 一般 兵庫県 直接 (主)小野藍本線(天神バイパス)　加東市天神～長貞 バイパス L= 1.02km 加東市 10 兵庫県強靱化計画

1-A1-102 道路 一般 兵庫県 直接 (一)上三河平福線　佐用町上三河～桑野 現道拡幅 L= 6.07km 佐用町 30

1-A1-103 道路 一般 兵庫県 直接 (一)上三河平福線　佐用町庵～平福 現道拡幅 L= 1.22km 佐用町 40

1-A1-104 道路 一般 兵庫県 直接 (主)加美宍粟線　宍粟市一宮町上野田 バイパス L= 0.85km 宍粟市 76 兵庫県強靱化計画

1-A1-105 道路 一般 兵庫県 直接 (一)大沢岩野辺線　宍粟市千種町鷹巣 バイパス L= 2.20km 宍粟市 90

1-A1-106 道路 一般 兵庫県 直接 (主)鳥飼浦洲本線　洲本市五色町上堺 現道拡幅 L= 0.59km 洲本市 10 兵庫県強靱化計画

1-A1-107 道路 一般 兵庫県 直接 (主)神戸加東線(桃坂バイパス)　三木市口吉川町桃坂～加東市大畑 バイパス L= 1.20km 三木市 370

1-A1-108 道路 一般 兵庫県 直接 (主)小野藍本線(松沢バイパス)　小野市池田町～加東市厚利 バイパス L= 0.97km 小野市･加東市 765 兵庫県強靱化計画

1-A1-109 道路 一般 兵庫県 直接 (主)宍粟香寺線　姫路市安富町狭戸 バイパス L= 0.23km 姫路市 97

1-A1-110 道路 一般 兵庫県 直接 (一)多賀洲本線　洲本市五色町鮎原上 バイパス L= 0.15km 洲本市 90

1-A1-111 道路 一般 兵庫県 直接 (一)伊保阿弥陀線　高砂市阿弥陀町魚橋 現道拡幅 L= 0.30km 高砂市 180

1-A1-112 道路 一般 兵庫県 直接 (一)竜泉那波線　相生市那波～那波南本町 バイパス L= 1.26km 相生市 2,824

1-A1-113 道路 一般 兵庫県 直接 (一)岩屋生野線　朝来市生野町猪野々 現道拡幅 L= 0.25km 朝来市 95

1-A1-114 道路 一般 兵庫県 直接 (主)三木宍粟線　三木市高木～末広 バイパス L= 0.98km 三木市 1,322

1-A1-115 道路 一般 兵庫県 直接 (主)篠山山南線　篠山市大山下 現道拡幅 L= 0.40km 篠山市 900 兵庫県強靱化計画

1-A1-116 道路 一般 兵庫県 直接 (主)香住村岡線(大乗寺バイパス)　香美町香住区森～加鹿野 バイパス L= 1.48km 香美町 431 兵庫県強靱化計画

1-A1-117 道路 一般 兵庫県 直接 (一)甘地福崎線　神埼郡市川町甘地 現道拡幅 L= 0.36km 市川町 95

1-A1-118 道路 一般 兵庫県 直接 (一)平荘市場線　小野市黍田町 現道拡幅 L= 0.34km 小野市 50

1-A1-119 道路 一般 兵庫県 直接 (一)黒石三田線　三田市溝口 現道拡幅 L= 0.26km 三田市 40

1-A1-120 道路 一般 兵庫県 直接 (一)桑原北山揖保川線　たつの市揖西町～揖保川町二塚 バイパス L= 0.50km たつの市 200

1-A1-121 道路 一般 兵庫県 直接 (一)上福原佐用線　佐用町山田 現道拡幅 L= 0.45km 佐用町 120 兵庫県強靱化計画

1-A1-122 道路 一般 兵庫県 直接 (一)千種新宮線　佐用町真宗 現道拡幅 L= 0.34km 佐用町 134

1-A1-123 道路 一般 兵庫県 直接 (一)切畑多田院線　川西市芋生 現道拡幅 L= 0.49km 川西市 143

1-A1-124 道路 一般 兵庫県 直接 (主)宗佐土山線(天満大池バイパス)　稲美町国安～六分一 バイパス L= 0.96km 稲美町 3,219 兵庫県強靱化計画

1-A1-125 道路 一般 兵庫県 直接 (主)高砂北条線　西井ノ口交差点 現道拡幅 L= 0.18km 加古川市 890 兵庫県強靱化計画

1-A1-126 道路 一般 兵庫県 直接 （一）豊岡インター線　豊岡市戸牧 バイパス L= 0.6km 豊岡市 1,315

1-A1-127 道路 一般 兵庫県 直接 （主）但馬空港線　豊岡市戸牧～岩井 バイパス L= 2.2km 豊岡市 1,005

1-A1-128 道路 一般 兵庫県 直接 （一）中島姫路停車場線　姫路市阿保 現道拡幅 L= 0.5km 姫路市 95

1-A1-127 道路 一般 兵庫県 直接 （一）広畑青山線　姫路市広畑区才 バイパス L= 2.5km 姫路市 1,540

1-A1-128 道路 一般 兵庫県 直接 （主）香住村岡線　香美町村岡区境～長瀬 現道拡幅 L= 0.84km 香美町 940

1-A1-129 道路 一般 兵庫県 直接 （一）茅野福岡線　香美町村岡区中大谷～口大谷 バイパス L= 1.7km 香美町 350

1-A1-130 道路 一般 兵庫県 直接 （主）西脇篠山線　篠山市味間南 バイパス L= 1.23km 篠山市 642

1-A1-131 道路 一般 兵庫県 直接 （一）朝来出石線　豊岡市出石町奥山 現道拡幅 L= 0.1km 豊岡市 44

1-A1-132 道路 一般 兵庫県 直接 （主）洲本五色線　洲本市五色町鮎原南谷 バイパス L= 0.2km 洲本市 50

1-A1-133 道路 一般 兵庫県 直接 （一）鳥飼浦洲本線　洲本市上内膳 現道拡幅 L= 0.5km 洲本市 5

1-A1-134 道路 一般 兵庫県 直接 （一）鳥飼浦洲本線　洲本市奥畑 現道拡幅 L= 1.2km 洲本市 5

1-A1-135 道路 一般 兵庫県 直接 （主）網干たつの線（松原跨線橋）　たつの市揖保町東用～栄 バイパス L= 0.6km たつの市 1,534

1-A1-136 道路 一般 兵庫県 直接 （主）三木三田線（志染バイパス）　三木市志染町窟屋～三津田 バイパス L= 1.63km 三木市 200

1-A1-137 道路 一般 兵庫県 直接 （主）西脇篠山線　西脇市住吉町 現道拡幅 L= 0.24km 西脇市 50

1-A1-138 道路 一般 兵庫県 直接 （一）大柳仁豊野線（西）　姫路市豊富町豊富 現道拡幅 L= 0.53km 姫路市 100

1-A1-139 道路 一般 兵庫県 直接 （一）網干停車場新舞子線　姫路市網干区高田～揖保郡太子町沖代 バイパス L= 0.9km 姫路市 182

1-A1-140 道路 一般 兵庫県 直接 （一）長谷市川線　神崎郡市川町澤 バイパス L= 0.5km 市川町 200

1-A1-141 道路 一般 兵庫県 直接 （一）高雄有年横尾線　赤穂市周世 バイパス L= 0.95km 赤穂市 110

1-A1-142 道路 一般 兵庫県 直接 （主）養父宍粟線　養父市大屋町須西 現道拡幅 L= 0.22km 養父市 90

1-A1-143 道路 一般 兵庫県 直接 （主）養父宍粟線（門野バイパス）　養父市大屋町宮本～門野 バイパス L= 1.56km 養父市 210

1-A1-144 道路 一般 兵庫県 直接 （一）稲畑柏原線　丹波市氷上町稲畑～柏原町鴨野 現道拡幅 L= 0.5km 丹波市 110

1-A1-145 道路 一般 兵庫県 直接 （主）豊岡竹野線　豊岡市城崎町戸島～楽々浦 バイパス L= 0.7km 豊岡市 960

1-A1-146 道路 一般 兵庫県 直接 （主）塩瀬宝塚線　宝塚市玉瀬 現道拡幅 L= 0.1km 宝塚市 95

1-A1-147 道路 一般 兵庫県 直接 （一）島能勢線　猪名川町鎌倉 現道拡幅 L= 0.8km 猪名川町 75

1-A1-148 道路 一般 兵庫県 直接 （一）姫路環状線　姫路市御立中～梅ヶ谷町 現道拡幅 L= 0.5km 姫路市 95

1-A1-149 道路 一般 兵庫県 直接 （主）宍粟香寺線　宍粟市山崎町宇原 バイパス L= 0.8km 宍粟市 95

1-A1-150 道路 一般 兵庫県 直接 （一）日影養父線　香美町村岡区日影 現道拡幅 L= 0.17km 香美町 95

1-A1-151 道路 一般 兵庫県 直接 （一）佐野仁井岩屋線　淡路市中持 バイパス L= 0.4km 淡路市 300

1-A1-300 道路 雪寒 兵庫県 直接 (国)178号ほか 5路線 除雪 豊岡市、新温泉町、香美町、養父市、朝来市 1,296

1-A1-301 道路 雪寒 兵庫県 直接 (国)178号ほか 5路線 除雪機械 20台 豊岡市、新温泉町、香美町、養父市、朝来市 2,032

1-A1-302 道路 雪寒 兵庫県 直接 (主)日高竹野線ほか　95路線 除雪 豊岡市、新温泉町、香美町、養父市、朝来市 1,790

1-A1-303 道路 雪寒 兵庫県 直接 (主)日高竹野線ほか　95路線 除雪機械 16台 豊岡市、新温泉町、香美町、養父市、朝来市、宍粟市 1,554

1-A1-501 街路 一般 兵庫県 間接 区画整理 A= 69.5ha 姫路市 388

1-A1-502 街路 一般 兵庫県 間接 区画整理 A= 45.2ha 赤穂市 2,397

1-A1-503 街路 一般 兵庫県 間接 区画整理 A= 69.5ha 姫路市 20 旧通常費

1-A1-504 街路 一般 兵庫県 間接 区画整理 A= 45.2ha 赤穂市 31 旧通常費

1-A1-505 街路 一般 川西市 直接 区画整理 A= 22.3ha 川西市 1,064

1-A1-506 街路 一般 赤穂市 直接 区画整理 A= 55.0ha 赤穂市 48

1-A1-507 街路 一般 赤穂市 直接 区画整理 A= 55.0ha 赤穂市 21 旧通常費

1-A1-612 道路 一般 兵庫県 直接 (一)小原宝殿停車場線　西神吉町 交差点改良 L= 0.03km 加古川市 5      

1-A1-613 道路 一般 兵庫県 直接 (国)175号　ほか 「道の駅」リニューアル N=11駅 県内 100    

1-A1-614 道路 一般 兵庫県 直接 (一)鳥飼浦洲本線　五色町上堺 交差点改良 L= 0.14km 洲本市 34     

1-A1-615 道路 一般 兵庫県 直接 (国)429号　生野町奥銀谷 交差点改良 L= 0.14km 朝来市 59     

1-A1-616 道路 一般 兵庫県 直接 (国)176号　藍本 歩道設置 L= 0.24km 三田市 34     

1-A1-617 道路 一般 兵庫県 直接 (主)姫路上郡線　相野 歩道設置 L= 0.93km 姫路市 85     

1-A1-618 道路 一般 兵庫県 直接 (主)浜坂井土線　栃谷 道の駅整備 L= 1箇所 新温泉町 150    

1-A1-619 道路 一般 兵庫県 直接 (国)312号　吉富 道の駅整備 L= 1箇所 神河町 70     

1-A1-620 道路 一般 兵庫県 直接 (主)宗佐土山線　国岡 交差点改良 L= 0.038km 稲美町 14     

1-A1-621 道路 一般 兵庫県 直接 (主)三木宍粟線　西治 路肩拡幅 L= 1.0km 福崎町 80     

1-A1-622 道路 一般 兵庫県 直接 (主)養父宍粟線　伊豆 視距改良 L= 0.14km 養父市 90     

1-A1-623 道路 一般 兵庫県 直接 (国)2号　魚住町清水 現道拡幅 L= 0.36km 明石市 35     

1-A1-624 道路 一般 兵庫県 直接 (主)三木宍粟線　大貫 現道拡幅 L= 0.56km 福崎町 60     

1-A1-625 道路 一般 兵庫県 直接 (主)宍粟下徳久線　下三河 歩道設置 L= 1.50km 佐用町 20     

1-A1-800 街路 一般 兵庫県 直接 （都）園田西武庫線（御園） バイパス L= 0.91km 尼崎市 12,321 兵庫県強靱化計画

1-A1-801 街路 一般 兵庫県 直接 （都）園田西武庫線（藻川） バイパス L= 0.56km 尼崎市 3,113 兵庫県強靱化計画

1-A1-802 街路 一般 兵庫県 直接 （都）尼崎宝塚線（小浜南） 現道拡幅 L= 0.41km 宝塚市 2,298 兵庫県強靱化計画

1-A1-803 街路 一般 兵庫県 直接 (1-A1-803)阪神本線連続立体交差事業（鳴尾駅付近） 連続立体交差事業　 L= 1.91km 西宮市 100

1-A1-1001 道路 一般 西宮市 直接 （他）青葉台・花の峯連絡道路 バイパス L= 0.4km 西宮市 312    

1-A1-1002 道路 雪寒 豊岡市 直接 （１）京極線ほか562路線 除雪 L= 352.0km 豊岡市 100    
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公表の方法

170百万円
効果促進事業費の割合

　社会資本総合整備計画　社会資本整備総合交付金

交付対象

事業者 種別２
市町村名／

港湾・地区名

交付対象事業
Ａ　基幹事業

  各地域の中心都市間や各地域内の市町間、駅やIC等の交通結節点などへの移動時間短縮率

　移動時間の短縮率〔％〕＝（ΣＴi－ΣＴ’i　）/ΣＴi
　Ｔ  ：H22当初移動時間
　Ｔ’：H26末移動時間

18%10%0%

・兵庫県強靱化計画、定住自立圏に
基づき実施される要素事業：下記備

考欄に記載

全体事業費

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制

72,741百万円 Ａ 72571百万円 Ｂ 百万円 Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

備考
当初現況値 中間目標値

計画の名称

計画の期間

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

兵庫県、西宮市、宝塚市、川西市、三田市、加古川市、三木市、加西市、福崎町、たつの市、赤穂市、宍粟市、豊岡
市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、相生市、西脇市、南あわじ市、多可町、神河町、太子町、篠山

市、小野市

「まもる（頻発する自然災害に対する安全・安心の確保」、「つくる（活力ある兵庫の基盤整備）」、「つかう（生活の質を高める社会基盤の再構築）」の３つの観点から、兵庫の道路、街路、公共交通のネットワーク化や
機能向上を図り、安全安心かつ快適な県民生活を実現する。

定量的指標の現況値及び目標値　　定量的指標の定義及び算定式

最終目標値

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

兵庫県土木部で評価

令和５年３月

ホームページ

要素となる事業名 事業内容

兵庫県

直接
間接

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

種別１

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

(国)2号　和坂拡幅

兵庫県

兵庫県

兵庫県



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                道路 雪寒 豊岡市 直接 除雪機械購入 除雪機械 N= 5台 豊岡市 80     

1-A1-1004 道路 一般 三木市 直接 （１）高木平田線 バイパス L= 0.3km 三木市 550    

1-A1-1005 道路 一般 三木市 直接 （１）加佐草加野線 現道拡幅 L= 1.1km 三木市 460    

1-A1-1006 道路 一般 三木市 直接 （１）岩宮大村線 現道拡幅 L= 1.5km 三木市 1,690  

1-A1-1007 道路 一般 三田市 直接 （１）下相野広野線 現道拡幅(歩道設置含む) L= 1.0km 三田市 673    

1-A1-1008 道路 一般 加西市 直接 （１）（仮）鶉野飛行場線 道路改良 L= 2.5km 加西市 900    

1-A1-1009 道路 雪寒 養父市 直接 （１）葛畑大久保線ほか567路線 除雪 L= 269.4km 養父市 180    

1-A1-1010 道路 雪寒 朝来市 直接 （１）市道和田竹ノ内線　ほか548路線 除雪 L= 313.0km 朝来市 135    

1-A1-1011 道路 雪寒 宍粟市 直接 （１）飯見野尻線ほか342路線 除雪 L= 189.4km 宍粟市 75     

1-A1-1012 道路 一般 たつの市 直接 （他）片島土師線 現道拡幅(歩道設置含む) L= 1.6km たつの市 397    

1-A1-1013 道路 一般 福崎町 直接 （１）高橋山崎線（福崎町西治） 自歩道設置 L= 0.4km 福崎町 270    

1-A1-1014 道路 雪寒 香美町 直接 （１）余部御崎線　ほか214路線 除雪 L= 130km 香美町 285    

1-A1-1015 道路 雪寒 新温泉町 直接 （１）浜坂海岸線　ほか387路線 除雪 L= 131.4km 新温泉町 150 

1-A1-1016 街路 一般 加古川市 直接 （都）中津水足線ほか1線 バイパス L= 1.3km 加古川市 2,866      

1-A1-1017 街路 一般 赤穂市 直接 （都）有年横尾線 自由通路 L= 0.1km 赤穂市 171        

1-A1-1018 街路 一般 宝塚市 直接 （都）荒地西山線（小林工区） バイパス L= 0.6km 宝塚市 2,390      

1-A1-1019 道路 一般 相生市 直接 （他）市道那波佐方線 道路新設 L= 0.3km 相生市 300        

1-A1-1020 道路 一般 豊岡市 直接 （１）南神鍋線ほか13路線 舗装修繕 L= 5.0km 豊岡市 234        

1-A1-1021 道路 一般 養父市 直接 （１）三谷線ほか17路線 舗装修繕 L= 8.2km 養父市 140        

1-A1-1022 道路 一般 養父市 直接 除雪機械購入 除雪機械購入 N= 1台 養父市 47          

1-A1-1023 道路 一般 朝来市 直接 （１）市道和田竹ノ内線ほか10路線 舗装修繕 L= 12.1km 朝来市 472        

1-A1-1024 道路 一般 宍粟市 直接 （１）千種黒土線ほか　２４路線 舗装修繕 L= 21.5km 宍粟市 308        

1-A1-1025 道路 一般 香美町 直接 除雪機械購入 除雪機械購入 N= 3台 香美町 63          

1-A1-1026 道路 一般 香美町 直接 （１）兎和野ハチ北線ほか12路線 舗装修繕 L= 6.1㎞ 香美町 392        

1-A1-1027 道路 一般 新温泉町 直接 （１）二日市古市線ほか15路線 舗装修繕 L= 5.8km 新温泉町 194        

1-A1-1028 道路 一般 洲本市 直接 （他）宇原千草線 道路新設整備 L= 2.16km 洲本市 892        

1-A1-1029 道路 一般 西脇市 直接 （他）（仮）市原羽安線 現道拡幅 L= 2.4km 西脇市 800

1-A1-1030 道路 一般 養父市 直接 （１）葛畑大久保線 現道拡幅 L= 1.1km 養父市 200        

1-A1-1031 道路 一般 南あわじ市 直接 （２）徳長国衙線 道路新設整備 L= 1.1km 南あわじ市 460        

1-A1-1032 道路 一般 朝来市 直接 （１）市道白井山東線 現道拡幅 L= 0.2km 朝来市 40          

1-A1-1033 道路 一般 多可町 直接 （他）町道豊部35号線 バイパス L= 1.59km 多可町 582        

1-A1-1034 道路 一般 多可町 直接 （１）中野間光竜寺中池線 現道拡幅 L= 0.1km 多可町 10          

1-A1-1035 道路 一般 神河町 直接 （他）神崎市川線 道路新設 L= 0.8km 神河町 80          

1-A1-1036 道路 一般 神河町 直接 （２）水走り中河原線 道路改良 L= 0.7km 神河町 150        

1-A1-1037 道路 一般 神河町 直接 （他）福山2号線 道路改良 L= 0.3km 神河町 80          

1-A1-1038 道路 一般 小野市 直接 (他)新都市中央線 バイパス L= 2.8km 小野市 1,937

1-A1-1039 道路 一般 篠山市 直接 (他)大沢新栗栖野線ほか1路線 バイパス L= 0.95km 篠山市 130

1-A1-1040 道路 一般 小野市 直接 1430号線ほか15路線 舗装修繕 L= 14.5km 小野市 411        

1-A1-1041 道路 一般 たつの市 直接 （他）竜野駅前南線ほか１路線 道路新設整備 L= 0.48km たつの市 964

1-A1-1042 道路 一般 太子町 直接 (２)網干線ほか1路線 バイパス　 L= 0.5km 太子町 609

1-A1-1043 道路 一般 加古川市 直接 （都）神吉中津線ほか３線 バイパス L= 1.7km 加古川市 3,465      

1-A1-1044 道路 一般 西脇市 直接 (仮)南旭町下戸田線ほか4路線 現道拡幅 L= 2.4km 西脇市 352

1-A1-1045 道路 一般 高砂市 直接 魚橋・阿弥陀準幹線道路 駅前整備 N= 1箇所 高砂市 658

1-A1-1046 道路 一般 三田市 直接 新三田駅前東線 駅前広場整備 L= 0.2km 三田市 454

1-A1-1047 道路 一般 加西市 直接 豊倉日吉線 道路改築 L= 2.1km 加西市 300

1-A1-1048 道路 一般 宍粟市 直接 除雪機械購入 除雪機械購入 N= 5台 宍粟市 60

1-A1-1049 道路 一般 加古川市 直接 平野神野線 道路改築 L= 0.16km 加古川市 175

1-A1-1050 道路 一般 三木市 直接 稲田中央線 バイパス L= 三木市 167

1-A1-1051 道路 一般 高砂市 直接 魚橋・阿弥陀準幹線道路 歩道整備 L= 高砂市 633

1-A1-1052 道路 一般 小野市 直接 市道4020号 道路新設 L= 小野市 108

1-A1-1053 道路 一般 養父市 直接 小路頃鹿倉口線ほか1路線 現道拡幅 L= 養父市 465

1-A1-1054 道路 一般 淡路市 直接 栗谷線 現道拡幅 L= 0.075km 淡路市 0

1-A1-1055 道路 一般 宍粟市 直接 除雪機械購入 除雪機械購入 L= 0km 宍粟市 65

1-A1-1056 道路 一般 宍粟市 直接 市道山田下広瀬線 道路新設 L= 宍粟市 540

1-A1-1057 道路 一般 福崎町 直接 町道高橋西谷線 現道拡幅 L= 1.7km 福崎町 120

1-A1-1058 道路 一般 兵庫県 直接 （国）１７６号ほか　17 路線　西宮市ほか 舗装修繕（国道） L= 91km 兵庫県全域（国道） 3,544

1-A1-1059 道路 一般 兵庫県 直接 （主）尼崎池田線ほか　67路線　尼崎市ほか 舗装修繕（県道） L= 169km 兵庫県全域（県道） 3,697

1-A1-1060 道路 一般 兵庫県 直接 （一）野上河高線　加東市高岡 現道拡幅 L= 0.4km 加東市 50

1-A1-1061 道路 一般 兵庫県 直接 （主）加美宍粟線　能倉バイパスⅡ　宍粟市一宮町能倉 バイパス L= 1.4km 宍粟市 42

1-A1-1062 道路 一般 兵庫県 直接 （一）岩野辺山崎線　宍粟市山崎町上牧谷 現道拡幅 L= 0.6km 宍粟市 20

1-A1-1063 道路 一般 兵庫県 直接 （一）野島浦線　淡路市中持 交差点改良 L= 0.2km 淡路市 70

1-A1-1064 道路 一般 兵庫県 直接 （一）国分寺白浜線　姫路市継 交差点改良 L= 0.2km 姫路市 15

1-A1-1065 道路 一般 明石市 直接 （他）二見150号線（西二見） 道路改良 L= 0.24km 明石市 3

1-A1-1066 道路 一般 明石市 直接 大久保848号線（八木地内道路） 道路新設 L= 0.24km 明石市 65

1-A1-1067 道路 一般 明石市 直接 大久保840号線（江井ヶ島松陰新田線）ほか2線 道路改築　 L= 1.5km 明石市 300

1-A1-1068 道路 一般 明石市 直接 林崎松江海岸駅アクセス道路整備事業 道路改良 L= 0.1km 明石市 59

1-A1-1069 道路 一般 たつの市 直接 （他）駅前原線 現道拡幅 L= 0.15km たつの市 210

1-A1-1070 道路 一般 兵庫県 直接 （主）阿万福良湊線　南あわじ市福良甲 バイパス L= 0.3km 南あわじ市 200

1-A1-1071 道路 一般 明石市 直接 （他）大久保856号線ほか道路 道路改良 L= 0.2km 明石市 160

1-A1-1072 道路 一般 兵庫県 直接 （主）篠山三和線　丹波篠山市栗柄 バイパス L= 0.25km 丹波篠山市 150

1-A1-1073 道路 一般 兵庫県 直接 （一）小野志方線　小野市福甸町 現道拡幅 L= 0.6km 小野市 74

1-A1-1074 道路 一般 兵庫県 直接 （一）岩野辺山崎線　宍粟市山崎町中野 現道拡幅 L= 0.5km 宍粟市 118

1-A1-1075 道路 一般 兵庫県 直接 （一）福岡出合線　養父市葛畑～小路頃 現道拡幅 L= 0.2km 養父市 200

1-A1-1076 道路 一般 兵庫県 直接 （主）日高竹野線　豊岡市日高町奈佐路 現道拡幅 L= 0.7km 豊岡市 35

1-A1-1077 道路 一般 兵庫県 直接 （一）赤崎久谷停車場線　新温泉町和田 現道拡幅 L= 0.4km 新温泉町 61

1-A1-1078 道路 一般 洲本市 直接 平野神野線 面積　 A= 0.57km2 洲本市 30

小計（道路事業） 98,410

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

1-C1-1001 道路 雪寒 豊岡市 直接 生活道路・公共施設敷地除雪事業（豊岡市域） 生活道路・公共施設敷地除雪 豊岡市 25     
道路と一体的に高齢者住宅付近の生活道路や公共施設敷地内の除雪を行い、雪寒地域における生活の安全性を確保する。

1-C1-1002 道路 雪寒 養父市 直接 生活道路・公共施設敷地除雪事業（養父市域） 生活道路・公共施設敷地除雪 養父市 25     
道路と一体的に高齢者住宅付近の生活道路や公共施設敷地内の除雪を行い、雪寒地域における生活の安全性を確保する。

1-C1-1003 道路 雪寒 朝来市 直接 生活道路・公共施設敷地除雪事業（朝来市域） 生活道路・公共施設敷地除雪 朝来市 25     
道路と一体的に高齢者住宅付近の生活道路や公共施設敷地内の除雪を行い、雪寒地域における生活の安全性を確保する。

1-C1-1004 道路 雪寒 宍粟市 直接 生活道路・公共施設敷地除雪事業（宍粟市域） 生活道路・公共施設敷地除雪 宍粟市 25     
道路と一体的に高齢者住宅付近の生活道路や公共施設敷地内の除雪を行い、雪寒地域における生活の安全性を確保する。

1-C1-1005 道路 雪寒 香美町 直接 生活道路・公共施設敷地除雪事業（香美町域） 生活道路・公共施設敷地除雪 香美町 45     
道路と一体的に高齢者住宅付近の生活道路や公共施設敷地内の除雪を行い、雪寒地域における生活の安全性を確保する。
1-C1-1006 道路 雪寒 新温泉町 直接 生活道路・公共施設敷地除雪事業（新温泉町域） 生活道路・公共施設敷地除雪 新温泉町 25     
道路と一体的に高齢者住宅付近の生活道路や公共施設敷地内の除雪を行い、雪寒地域における生活の安全性を確保する。

合計 170

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・（国）372号 野村河高バイパスの整備や上三河平福線の現道拡幅等を行った結果、交通の流れもスムーズとなり、渋滞の発生頻度が従前より低くなった。
Ⅰ定量的指標に関連する ・（主）姫路上郡線（相野）の歩道設置等により、歩行者の安全性の確保に寄与した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・雪寒地域における除雪により、住民や観光客の移動の安全性が向上した。

最終目標値 18%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 用地交渉や関係機関協議に時間を要し、事業進捗が遅れたため。

に差が出た要因
最終実績値 11%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

目標未達成の項目については、時期計画より継続実施し、目標達成に努める。
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赤穂市

宝塚市

豊岡市

三木市

三木市

三木市

三田市

加西市

養父市

番号

加西市

宍粟市

道路事業

新温泉町

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

宍粟市

宍粟市

淡路市

養父市

小野市

高砂市

三木市

事業者

指標①（各地域
の中心都市間や
各地域内の市町
間などの移動時
間の短縮率）

豊岡市

香美町

養父市

朝来市

宍粟市

西脇市

高砂市

三田市

加古川市

全体事業費
（百万円）

Ｃ　効果促進事業

基幹事業
（大）

種別１ 種別２ 要素となる事業名 事業内容
市町村名／

港湾・地区名

福崎町

たつの市

明石市

明石市

明石市

明石市

兵庫県

洲本市

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

明石市

兵庫県



（参考様式３）　　（参考図面）活力創出基盤整備（記載例）

計画の名称 1 元気で安全・安心な兵庫の道づくり .

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付対象   兵庫県、西宮市、宝塚市、川西市、三田市、加古川市、三木市、加西市、福崎町、たつの市、赤穂市、宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、相生市、西脇市、南あわじ市、多可町、神河町、太子町、篠山市、小野市

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）
１ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり

平成27年度～平成31年度（5年間） 兵庫県、西宮市ほか２４市町

計画の名称

計画の期間 交付対象

（１／３）

1-A1-5 (国)429号 繁盛拡幅

1-A1-6 (国)482号 片間

1-A1-7 (国)2号 平野

1-A1-127 （一）広畑青山線 姫路市広畑区才

1-A1-128 （主）香住村岡線 香美町村岡区境～長瀬

1-A1-129 （一）茅野福岡線 香美町村岡区中大谷～口大谷

1-A1-130 （主）西脇篠山線 篠山市味間南

1-A1-131 （一）朝来出石線 豊岡市出石町奥山

1-A1-132 （主）洲本五色線 洲本市五色町鮎原南谷

1-A1-133 （一）鳥飼浦洲本線 洲本市上内膳

1-A1-134 （一）鳥飼浦洲本線 洲本市奥畑

1-A1-135 （主）網干たつの線（松原跨線橋） たつの市揖保町東用～栄

1-A1-136
（主）三木三田線（志染バイパス）

三木市志染町窟屋～三津田

1-A1-137 （主）西脇篠山線 西脇市住吉町

1-A1-138 （一）大柳仁豊野線（西） 姫路市豊富町豊富

1-A1-139
（一）網干停車場新舞子線

姫路市網干区高田～揖保郡太子町沖代

1-A1-140 （一）長谷市川線 神崎郡市川町澤

1-A1-141 （一）高雄有年横尾線 赤穂市周世

1-A1-142 （主）養父宍粟線 養父市大屋町須西

1-A1-143
（主）養父宍粟線（門野バイパス）

養父市大屋町宮本～門野

1-A1-144 （一）稲畑柏原線 丹波市氷上町稲畑～柏原町鴨野

1-A1-145 （主）豊岡竹野線 豊岡市城崎町戸島～楽々浦

1-A1-146 （主）塩瀬宝塚線 宝塚市玉瀬

1-A1-147 （一）島能勢線 猪名川町鎌倉

1-A1-148 （一）姫路環状線 姫路市御立中～梅ヶ谷町

1-A1-149 （主）宍粟香寺線 宍粟市山崎町宇原

1-A1-150 （一）日影養父線 香美町村岡区日影

1-A1-151 （一）佐野仁井岩屋線 淡路市中持

1-A1-803 (1-A1-803)阪神本線連続立体交差事業（鳴尾駅付近）

1-A1-1058 （国）１７６号ほか 17 路線 西宮市ほか

1-A1-1059 （主）尼崎池田線ほか 67路線 尼崎市ほか

1-A1-1060 （一）野上河高線 加東市高岡

1-A1-1061 （主）加美宍粟線 能倉バイパスⅡ 宍粟市一宮町能倉

1-A1-1062 （一）岩野辺山崎線 宍粟市山崎町上牧谷

1-A1-1063 （一）野島浦線 淡路市中持

1-A1-1064 （一）国分寺白浜線 姫路市継

1-A1-1070 （主）阿万福良湊線 南あわじ市福良甲

1-A1-1072 （主）篠山三和線 丹波篠山市栗柄

1-A1-1073 （一）小野志方線 小野市福甸

1-A1-1074 （一）岩野辺山崎線 宍粟市山崎町中野

1-A1-1075 （一）福岡出合線 養父市葛畑～小路頃

1-A1-1076 （主）日高竹野線 豊岡市日高町奈佐路

1-A1-1077 （一）赤崎久谷停車場線 新温泉町和田



（参考様式３）　　（参考図面）活力創出基盤整備（記載例）

計画の名称 1 元気で安全・安心な兵庫の道づくり

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付対象   兵庫県、西宮市、宝塚市、川西市、三田市、加古川市、三木市、加西市、福崎町、たつの市、赤穂市、宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、相生市、西脇市、南あわじ市、多可町、神河町、太子町、篠山市、小野市

社会資本総合整備計画
１ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり

平成27年度～平成31年度（5年間） 兵庫県、西宮市ほか２４市町

計画の名称

計画の期間 交付対象

（２／３）



（参考様式３）　　（参考図面）活力創出基盤整備（記載例）

計画の名称 1 元気で安全・安心な兵庫の道づくり

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付対象   兵庫県、西宮市、宝塚市、川西市、三田市、加古川市、三木市、加西市、福崎町、たつの市、赤穂市、宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、相生市、西脇市、南あわじ市、多可町、神河町、太子町、篠山市、小野市

社会資本総合整備計画
１ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり

平成27年度～平成31年度（5年間） 兵庫県、西宮市ほか２４市町

計画の名称

計画の期間 交付対象

（３／３）

1-A1-1048 除雪機械購入

1-A1-1055 除雪機械購入

1-A1-1056 市道山田下広瀬線

1-A1-1065 （他）二見150号線（西二見）

1-A1-1066 大久保848号線（八木地内道

1-A1-1068 林崎松江海岸駅アクセス道路整備事

1-A1-1071 (他)大久保856号線ほか道路

1-A1-1067 大久保840号線（江井ヶ島松陰新田線）ほか2線

1-A1-1049 平野神野線

1-A1-1044 (仮)南旭町下戸田線ほか4路線

1-A1-1050 稲田中央線

1-A1-1045 魚橋・阿弥陀準幹線道路

1-A1-1051 魚橋・阿弥陀準幹線道路

1-A1-1052 市道4020号線

1-A1-1047 豊倉日吉線

1-A1-1053 小路頃鹿倉口線ほか1路線

1-A1-1054 栗谷線

1-A1-1069 (他)駅前原

1-A1-1057 町道高橋西谷線


