
土　木
事務所名

番号 歩　道　橋　名
路線
番号

路　線　名 市町名 所　　在　　地
歩道橋
の形状

交通量
（台/12
ｈ）

交差点名 備考

1 上坂部歩道橋 13 尼崎池田線 尼崎市 南塚口町3丁目ほか Ｉ型 22,405

2 久々知西歩道橋 13 尼崎池田線 尼崎市 南塚口町4丁目 Ｉ型 20,746 阪神浄水場南

3 ゆうあい歩道橋 339 昭和東本町線 尼崎市 東大物町1丁目 Ｉ型 10,391

4 笠屋歩道橋 341 甲子園尼崎線 西宮市 鳴尾町2丁目 ロ型 12,557 笠屋町

5 鳴尾歩道橋 341 甲子園尼崎線 西宮市 鳴尾町4丁目 Ｌ型 12,557 鳴尾町４丁目

6 安倉中歩道橋 国道176号 宝塚市 安倉中1丁目ほか Ｉ型 9,670 上安倉

7 宝塚駅前西歩道橋 国道176号 宝塚市 宝塚市栄町２丁目 Ｉ型 26,267 新規

8 第１清水歩道橋 国道2号 明石市 魚住町清水 Ｉ型 14,543 清水東口

9 平津歩道橋 国道2号 加古川市 米田町平津ほか Ｉ型 8,781

10 平岡歩道橋 国道2号 加古川市 平岡町高畑 Ｉ型 12,445

11 阿弥陀歩道橋 国道2号 高砂市 阿弥陀町北池 Ｉ型 10,758 魚橋西

12 谷八木歩道橋 国道250号 明石市 大久保町谷八木 Ｉ型 17,916

13 別府歩道橋 国道250号 加古川市 別府町別府 Ｉ型 30,083 髭田南

14 竜山東歩道橋 国道250号 高砂市 竜山1丁目ほか Ｉ型 27,263

15 二子歩道橋  国道250号 加古郡 播磨町二子ほか Ｉ型 27,257

16 上西二見歩道橋 国道250号 明石市 二見町西二見 Ｉ型 27,257

17 鳥羽歩道橋 21 神戸明石線 明石市 西明石北町 Ｉ型 13,359 鳥羽小学校前

18 高丘西歩道橋 148 大久保稲美加古川線 明石市 大久保町高丘 Ｉ型 11,613 高丘7丁目

19 東人丸歩道橋 366 有瀬大蔵線 明石市 東野町ほか Ｉ型 5,869

20 尾上の松歩道橋 386 野口尾上線 加古川市 尾上町長田 Ｉ型 14,121

21 浜の宮歩道橋 718 明石高砂線 加古川市 尾上町口里ほか Ｉ型 10,847

22 別府歩道橋 718 明石高砂線 加古川市 別府町宮田町ほか Ｉ型 10,847

23 野口歩道橋 国道２号 加古川市 野口町野口 Ｉ型 12,445 新規

24 藤江歩道橋 718 明石高砂線 明石市 藤江 Ｉ型 12,489

25 西田歩道橋 国道427号 西脇市 西田町 Ｉ型 5,716

26 重春歩道橋 17 西脇三田線 西脇市 野村町 Ｉ型 5,862

27 市場歩道橋 18 加古川小野線 小野市 市場町 Ｉ型 7,611

28 平田歩道橋 23 三木宍粟線 三木市 大村 Ｉ型 7,611 大村

29 重国歩道橋 34 西脇八千代市川線 西脇市 野村町 Ｉ型 6,731 野村西

30 天神歩道橋 353 大畑小野線 小野市 天神町 Ｉ型 25,054 天神町

31 佐土歩道橋 国道2号 姫路市 別所町佐土 Ｉ型 11,700

32 高岡歩道橋 国道2号 姫路市 西今宿３丁目 Ｉ型 26,300

33 的形第２歩道橋 国道250号 姫路市 的形町的形 Ｉ型 8,827

34 蔵前緑歩道橋 国道250号 姫路市 飾磨区宮 Ｉ型 24,320

35 朝日歩道橋 27 太子御津線 姫路市 網干区坂上 Ｉ型 7,066

36 辻井歩道橋 67 姫路神河線 姫路市 辻井４丁目 Ｉ型 7,711

37 小坂歩道橋 415 和久今宿線 姫路市 広畑区小坂 Ｉ型 11,966

38 蒲田歩道橋 417 広畑青山線 姫路市 広畑区西蒲田ほか Ｉ型 14,907 蒲田橋西詰
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39 250号新田歩道橋 国道250号 赤穂市 新田 Ｉ型 11,792

40 垣内歩道橋 121 たつの相生線 相生市 垣内町ほか Ｉ型 7,001 垣内橋

41 牛飼歩道橋 国道179号 揖保郡 太子町東出 Ｉ型 12,546

42 香島歩道橋 26 宍粟新宮線 たつの市 新宮町香山 Ｉ型 7,758

43 枚田岡歩道橋 国道312号 朝来市 和田山町立ノ原 Ｉ型 10,958 立の原

44 加都歩道橋 国道312号 朝来市 和田山町加都 Ｉ型 10,958 加都

丹波 45 味間歩道橋 国道176号 篠山市 味間南 Ｉ型 8,529

　※歩道橋の形状は、階段部を除いた横断歩道橋を上空から見た際の形を示すもの

　※交通量は、最寄りの調査地点における平日7時から19時までの自動車の上下線の合計台数（平成27年度交通情勢調査）

  ※点検で早期の補修が必要と判断された場合は対象から除外することがあります。

　　ご応募いただいた後に補修の必要が判明した場合は、原則としてネーミングライツパートナー候補企業等の決定通知までにお知らせします。
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自 至

1 向山トンネル 国道173号 川西市山下 川西市一庫 235 9,394

2 一庫トンネル 国道173号 川西市一庫 同左 573 9,394

3 長原トンネル 国道173号 川西市一庫 同左 267 9,394

4 越ノ山トンネル 国道173号 川西市一庫 同左 116 9,394

5 龍化トンネル 国道173号 川西市国崎 猪名川町民田 305 9,394

6 新圓山トンネル 国道173号 猪名川町内馬場 猪名川町内馬場 285 9,394

7 民田トンネル 国道173号 猪名川町民田 猪名川町民田 202 9,394

8 宝塚駅前地下道 国道176号 宝塚市栄町 同左 186 26,267 新規

豊岡 9 久斗トンネル 国道482号 豊岡市日高町久斗 豊岡市日高町夏栗 106 7,837

備考

R4 募集対象トンネル一覧

所　　在　　地
事務所名 番号

　１．交通量は、最寄りの調査地点における平日7時から19時までの自動車の上下線の合計台数（平成27年度交通情勢調査）
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トンネル名
路線
番号

路　線　名
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（ｍ）

交通量
（台/12ｈ）



加古川 1 第13高架橋 383 八幡別府線 加古川市神野町石守 7,483 神野ランプ

交差点名 備考

　１．交通量は、最寄りの調査地点における平日7時から19時までの自動車の上下線の合計台数平成27年度交通情勢調査
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事務所名 番号 跨道橋名
路線
番号

交差路線名 所　　在　　地
交通量
台/12ｈ


