
公共交通バリアフリー化促進事業 令和４年４月現在
鉄道駅舎エレベーター等設置費補助実績

平成 神戸市 神戸電鉄 西鈴蘭台駅 1基
5年度 〃 〃 北鈴蘭台駅 1基

芦屋市 阪急電鉄 芦屋川駅 1基
宝塚市 〃 小林駅 1基
〃 〃 宝塚南口駅 1基
尼崎市 阪神電鉄 杭瀬駅 2基

6年度 神戸市 阪急電鉄 御影駅 1基
〃 山陽電鉄 板宿駅 2基
〃 〃 西代駅 3基
〃 神戸電鉄 北鈴蘭台駅 2基
宝塚市 阪急電鉄 小林駅 1基

7年度 神戸市 阪神電鉄 新在家駅 2基
〃 JR西日本 新長田駅 3基
〃 阪急電鉄 王子公園駅 1基
〃 神戸電鉄 岡場駅 2基
尼崎市 JR西日本 尼崎駅 4基

8年度 神戸市 阪神電鉄 西灘駅 2基
〃 〃 石屋川駅 1基
〃 〃 大石駅 3基
〃 山陽電鉄 板宿駅 1基
〃 JR西日本 六甲道駅 2基
川西市 阪急電鉄 川西能勢口駅 1基
明石市 JR西日本 明石駅 2基
丹南町 〃 篠山口駅 2基

9年度 神戸市 神戸電鉄 田尾寺駅 3基
西宮市 JR西日本 西宮駅 2基
三田市 〃 三田駅 2基
姫路市 山陽電鉄 飾磨駅 3基

10年度 神戸市 JR西日本 甲南山手駅 1基
〃 〃 垂水駅 1基
芦屋市 〃 芦屋駅 2基
明石市 〃 朝霧駅 1基

11年度 神戸市 JR西日本 兵庫駅 2基
〃 阪急電鉄 六甲駅 4基
尼崎市 阪神電鉄 武庫川駅 スロープ
川西市 阪急電鉄 川西能勢口駅 1基
〃 能勢電鉄 山下駅 3基

12年度 神戸市 JR西日本 住吉駅 2基
〃 〃 元町駅 2基
尼崎市 〃 立花駅 2基
伊丹市 〃 伊丹駅 2基
川西市 〃 川西池田駅 2基
宝塚・川西市 阪急電鉄 雲雀丘花屋敷駅 3基

13年度 神戸市 JR西日本 新神戸駅 3基 ｴｽｶﾚｰﾀｰ3基含む
神戸市 阪神電鉄 三宮駅 階段昇降機

尼崎市 JR西日本 塚口駅 2基
明石市 〃 西明石駅 3基
宝塚市 〃 中山寺駅 2基
〃 阪急電鉄 逆瀬川駅 3基
三木市 神戸電鉄 志染駅 スロープ
三田市 JR西日本 新三田駅 3基

14年度 神戸市 JR西日本 舞子駅 1基
明石市 〃 西明石駅 3基
西宮市 阪急電鉄 夙川駅 2基
宝塚市 〃 仁川駅 2基
神戸市 山陽電鉄 垂水駅 2基

15年度 神戸市 JR西日本 三ノ宮駅 2基
〃 〃 神戸駅 2基 ｴｽｶﾚｰﾀｰ3基含む
西宮市 〃 西宮名塩駅 2基
相生市 〃 相生駅 2基
神戸市 阪急電鉄 岡本駅 基礎工事
西宮市 〃 西宮北口駅 1基 ｴｽｶﾚｰﾀｰ2基含む
宝塚市 〃 中山駅 3基
三田市 神戸電鉄 ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ駅 1基
神戸市 神戸高速 高速神戸駅 2基

16年度 神戸市 阪急電鉄 三宮駅 2基
〃 〃 岡本駅 2基
〃 北神急行 谷上駅 1基
姫路市 JR西日本 姫路駅 2基 ｴｽｶﾚｰﾀｰ2基含む
〃 〃 網干駅 2基
西宮市 阪神電鉄 武庫川駅 2基
宝塚市 阪急電鉄 山本駅 1基
相生市 JR西日本 相生駅 2基

17年度 神戸市 JR西日本 須磨駅 3基
姫路市 〃 英賀保駅 2基
伊丹市・川西市 〃 北伊丹駅 設計等
三田市 〃 相野駅 2基
宝塚市 阪急電鉄 清荒神駅 スロープ
伊丹市 〃 新伊丹駅 スロープ
西宮市 〃 苦楽園口駅 スロープ
神戸市 阪神電鉄 魚崎駅 2基
〃 神戸電鉄 湊川駅 設計等
猪名川町 能勢電鉄 日生中央駅 2基

備考年度 市町名 事業者名 駅名
EV基数等
（補助内容等）
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18年度 姫路市 JR西日本 御着駅 設計等
伊丹市・川西市 〃 北伊丹駅 2基
西宮市 〃 甲子園口駅 設計等
〃 阪急電鉄 阪神国道駅 2基
伊丹市 〃 稲野駅 スロープ
芦屋市 阪神電鉄 打出駅 2基
神戸市 神戸電鉄 湊川駅 2基
〃 神戸高速 高速長田駅 設計等
明石市 山陽電鉄 東二見駅 設計等

19年度 姫路市 JR西日本 御着駅 2基
高砂市・加古川市 〃 宝殿駅 設計等
上郡町 〃 上郡駅 設計等
西宮市 〃 甲子園口駅 支障移設等
〃 阪急電鉄 門戸厄神駅 スロープ
芦屋市 阪神電鉄 芦屋駅 2基
明石市 山陽電鉄 東二見駅 2基
神戸市 神戸高速 高速長田駅 2基(うち1基)

20年度 高砂市・加古川市 JR西日本 宝殿駅 2基
西宮市 〃 甲子園口駅 2基
上郡町 〃 上郡駅 2基
神戸市 阪神電鉄 元町駅 1基
尼崎市 〃 大物駅 4基
明石市 山陽電鉄 明石駅 2基
神戸市 神戸高速 高速長田駅 2基(うち1基)
川西市 能勢電鉄 畦野駅 2基
〃 〃 平野駅 2基

21年度 神戸市 JR西日本 塩屋駅 設計等
〃 〃 兵庫駅 1基
高砂市 〃 曽根駅 設計等
尼崎市 〃 猪名寺駅 2基
神戸市 神戸電鉄 鈴蘭台駅 設計等
〃 山陽電鉄 滝の茶屋駅 3基
加古川市 〃 別府駅 2基
神戸市 神戸高速 新開地駅 2基
〃 JR西日本 塩屋駅 3基
高砂市 〃 曽根駅 2基
尼崎市 〃 猪名寺駅 2基
〃 阪急電鉄 塚口駅 2基
尼崎市 〃 武庫之荘駅 2基
神戸市 〃 御影駅 1基
〃 阪神電鉄 御影駅 3基
西宮市 〃 武庫川団地前駅 スロープ
神戸市 神戸電鉄 鈴蘭台駅 2基
〃 〃 山の街駅 スロープ
高砂市 山陽電鉄 高砂駅 3基
〃 〃 荒井駅 2基
川西市 能勢電鉄 多田駅 スロープ
〃 〃 鼓滝駅 スロープ

22年度 たつの市 JR西日本 竜野駅 設計等
姫路市 山陽電鉄 白浜の宮駅 2基

23年度 たつの市 JR西日本 竜野駅 2基
播磨町 山陽電鉄 播磨町駅 設計等

24年度 播磨町 山陽電鉄 播磨町駅 2基
姫路市 JR西日本 野里駅 設計等
西宮市 阪神電鉄 久寿川駅 設計等

25年度 姫路市 JR西日本 野里駅 1基
西宮市 阪神電鉄 久寿川駅 2基
加古川市 山陽電鉄 浜の宮駅 設計等
西宮市 JR西日本 生瀬駅 設計等

26年度 宝塚市 阪急電鉄 宝塚南口駅 1基
加古川市 山陽電鉄 浜の宮駅 2基
西宮市 JR西日本 生瀬駅 2基

27年度 姫路市 山陽電鉄 山陽網干駅 スロープ
神戸市 〃 月見山駅 スロープ
尼崎市 JR西日本 塚口駅 設計等

28年度 神戸市 阪急電鉄 花隈駅 設計等
明石市 山陽電鉄 江井ヶ島駅 設計等
尼崎市 JR西日本 塚口駅 1基

29年度 神戸市 阪急電鉄 花隈駅 3基
明石市 山陽電鉄 江井ヶ島駅 2基
加古川市 〃 尾上の松駅 設計等
神戸市 神戸電鉄 有馬温泉駅 スロープ

30年度 神戸市 阪急電鉄 花隈駅 3基
尼崎市 〃 園田駅 2基
神戸市 阪神電鉄 西元町駅 設計等
加古川市 山陽電鉄 尾上の松駅 2基
姫路市 〃 大塩駅 設計等
神戸市 神戸電鉄 長田駅 設計等
〃 〃 唐櫃台駅 スロープ

令和 神戸市 阪急電鉄 花隈駅 3基
元年度 尼崎市 〃 園田駅 2基

神戸市 阪神電鉄 西元町駅 3基
〃 〃 大開駅 設計等
姫路市 山陽電鉄 大塩駅 2基
明石市 〃 林崎松江海岸駅 設計等
神戸市 神戸電鉄 長田駅 2基
〃 〃 花山駅 設計等
〃 〃 大池駅 設計等



備考年度 市町名 事業者名 駅名
EV基数等
（補助内容等）

令和 神戸市 阪急電鉄 春日野道駅 1基
２年度 〃 阪神電鉄 大開駅 3基

姫路市 山陽電鉄 大塩駅 2基
明石市 〃 林崎松江海岸駅 2基
神戸市 〃 東須磨駅 3基
明石市 〃 中八木駅 設計等
神戸市 神戸電鉄 花山駅 スロープ
〃 〃 大池駅 改札口

令和 福崎町 JR西日本 福崎駅 設計等
３年度 神戸市 阪急電鉄 春日野道駅 1基

〃 阪神電鉄 大開駅 3基
〃 山陽電鉄 東須磨駅 3基
明石市 〃 中八木駅 スロープ

※平成５～10年度までは「ひょうご地域福祉財団」による補助


