
（予1-5-5）緊急輸送道路ネットワーク計画　路線一覧表
令和5年2月28日現在

路線名 起点の地名 交差点名等 終点の地名 交差点名等
距離
（km）

管理者名

新名神高速道路 大阪府兵庫県境 － 神戸ＪＣＴ － 21.0 西日本高速道路株式会社

名神高速道路 大阪府兵庫県境 － 高速神戸西宮線　西宮ＩＣ － 11.2 西日本高速道路株式会社

中国横断自動車道姫路鳥取線（播磨～山崎） 山陽自動車道　播磨ＪＣＴ － 中国自動車道　宍粟ＪＣＴ － 24.1 西日本高速道路株式会社

山陽自動車道 中国自動車道　神戸ＪＣＴ － 北区・三木市境 － 15.2 西日本高速道路株式会社

山陽自動車道 北区・三木市境 － 兵庫県岡山県境 － 78.7 西日本高速道路株式会社

山陽自動車道 三木ＪＣＴ － 兵庫県神戸市北区淡河町勝雄 （神戸市三木市境） 1.1 西日本高速道路株式会社

山陽自動車道 兵庫県神戸市北区淡河町勝雄 （神戸市三木市境） 兵庫県神戸市北区山田町衝原 （三木市神戸市境） 2.7 西日本高速道路株式会社

山陽自動車道 兵庫県神戸市北区山田町衝原 （三木市神戸市境） 神戸西ＩＣ － 5.9 西日本高速道路株式会社

中国自動車道 大阪府兵庫県境 － 西宮市・北区境 － 18.3 西日本高速道路株式会社

中国自動車道 西宮市・北区境 － 兵庫県神戸市北区・三木市境 － 16.2 西日本高速道路株式会社

中国自動車道 兵庫県神戸市北区・三木市境 － 兵庫県岡山県境 － 83.5 西日本高速道路株式会社

舞鶴若狭自動車道 中国自動車道　吉川ＪＣＴ － 兵庫県京都府境 － 44.6 西日本高速道路株式会社

中国横断自動車道姫路鳥取線 中国自動車道　佐用ＪＣＴ － 兵庫県岡山県境 － 9.4 直轄

一般国道28号（神戸淡路鳴門自動車道） 兵庫県神戸市西区見津が丘4丁目1−6 （神戸西ＩＣ） 兵庫県神戸市垂水区東舞子町4−114 （神戸市淡路市境） 14.7 本州四国連絡高速道路株式会社

一般国道28号（神戸淡路鳴門自動車道） 兵庫県神戸市垂水区東舞子町4−114 （神戸市淡路市境） 兵庫県南あわじ市福良丙947−22 （兵庫県徳島県境） 63.6 本州四国連絡高速道路株式会社

一般国道483号（北近畿豊岡自動車道） 兵庫県丹波市春日町七日市 （春日ＩＣ） 兵庫県丹波市青垣町遠阪1240 （遠阪ランプ） 24.9 直轄

一般国道483号（北近畿豊岡自動車道） 兵庫県朝来市山東町柴358 （山東ＩＣ） 兵庫県朝来市和田山町筒江 （和田山ＪＣＴ） 7.0 直轄

一般国道483号（北近畿豊岡自動車道） 兵庫県朝来市和田山町筒江 （和田山ＪＣＴ） 兵庫県養父市八鹿町高柳 （八鹿氷ノ山ＩＣ） 13.5 直轄

一般国道483号（北近畿豊岡自動車道） 兵庫県養父市八鹿町高柳 （八鹿氷ノ山ＩＣ） 兵庫県豊岡市日高町久斗 （日高神鍋高原ＩＣ） 10.2 直轄

一般国道483号（北近畿豊岡自動車道） 兵庫県豊岡市日高町久斗 （日高神鍋高原ＩＣ） 兵庫県豊岡市上佐野 （但馬空港ＩＣ） 6.1 直轄
一般国道483号（北近畿豊岡自動車道遠坂トンネル） 兵庫県丹波市青垣町遠阪1240 （遠阪ランプ） 兵庫県朝来市山東町柴358 （山東ＩＣ） 4.5 地方道路公社等

阪神高速3号神戸線（大阪西宮線） 大阪府兵庫県境 － 西宮ＪＣＴ － 7.3 阪神高速道路株式会社

阪神高速3号神戸線（神戸西宮線） 西宮ＪＣＴ － 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目1−6 （神戸市芦屋市境） 5.4 阪神高速道路株式会社

阪神高速3号神戸線（神戸西宮線） 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目1−6 （神戸市芦屋市境） 一般国道2号（第二神明道路）　月見山ランプ － 19.9 阪神高速道路株式会社

阪神高速5号湾岸線 大阪府兵庫県境 － 東灘芦屋線　南芦屋浜ランプ － 9.2 阪神高速道路株式会社

阪神高速5号湾岸線 東灘芦屋線　南芦屋浜ランプ － 東灘芦屋線　深江浜ランプ － 1.7 阪神高速道路株式会社

阪神高速5号湾岸線 東灘芦屋線　深江浜ランプ － 市道（ＲＩ-1号線）　六甲アイランドランプ － 3.9 阪神高速道路株式会社

阪神高速5号湾岸線 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 － 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町 － 0.9 阪神高速道路株式会社

阪神高速5号湾岸線 一般国道2号（第二神明道路北線）　名谷ＪＣＴ － 一般国道2号（第二神明道路北線）　垂水ＪＣＴ － 1.8 阪神高速道路株式会社

阪神高速7号北神戸線 一般国道2号（第二神明道路）　伊川谷ＪＣＴ － 阪神高速7号北神戸線 （神戸市西宮市境） 28.0 阪神高速道路株式会社

阪神高速7号北神戸線 阪神高速7号北神戸線 （神戸市西宮市境） 中国自動車道　西宮山口東ＪＣＴ － 5.2 阪神高速道路株式会社

阪神高速7号北神戸線 有馬口ＪＣＴ － 柳谷ＪＣＴ － 3.3 阪神高速道路株式会社
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阪神高速31号神戸山手線 神戸市長田区西尻池町 （湊川ＪＣＴ） 7号北神戸線　白川ＪＣＴ － 8.7 阪神高速道路株式会社

阪神高速32号新神戸トンネル 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目4−15 （二宮橋交差点） 兵庫県神戸市北区山田町下谷上久保1−14 （箕谷出入口） 8.0 阪神高速道路株式会社

一般国道2号 兵庫県 尼崎市 杭瀬寺島 2丁目 1 （大阪府兵庫県境） 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目16−26 （芦屋市神戸市境） 14.3 直轄

一般国道2号 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目16−26 （芦屋市神戸市境） 兵庫県神戸市垂水区狩口台6丁目12−1 （神戸市明石市境） 30.4 直轄

一般国道2号 兵庫県神戸市垂水区狩口台6丁目12−1 （神戸市明石市境） 兵庫県明石市硯町3丁目10-47 （和坂交差点） 4.3 直轄

一般国道2号 兵庫県たつの市揖保町門前111 （門前前交差点） 兵庫県赤穂郡上郡町梨ケ原 （兵庫県岡山県境） 26.5 直轄

一般国道2号 兵庫県神戸市垂水区多聞町868−661 （小東山6交差点） 兵庫県 神戸市 西区 井吹台西町 6丁目 － 4.4 直轄

一般国道2号（第二神明道路） 兵庫県神戸市須磨区月見山町1丁目 （月見山出入口） 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目15 （高丸ＩＣ） 6.8 西日本高速道路株式会社

一般国道2号（第二神明道路） 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目15 （高丸ＩＣ） 兵庫県明石市松が丘北町1074−1 （大蔵谷ＩＣ） 2.9 西日本高速道路株式会社

一般国道2号（第二神明道路） 兵庫県明石市松が丘北町1074−1 （大蔵谷ＩＣ） 兵庫県神戸市西区平野町中津1337 － 7.7 西日本高速道路株式会社

一般国道2号（第二神明道路） 兵庫県神戸市西区平野町中津1337 － 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目21−1 （大久保ＩＣ） 2.4 西日本高速道路株式会社

一般国道2号（第二神明道路） 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目21−1 （大久保ＩＣ） 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷2190−15 － 2.8 西日本高速道路株式会社

一般国道2号（第二神明道路） 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷2190−15 － 兵庫県明石市魚住町清水2461−3 （明石西ＩＣ） 1.6 西日本高速道路株式会社

一般国道2号（浜手バイパス） 兵庫県神戸市中央区小野浜町2 － 兵庫県神戸市中央区浜辺通1丁目1 － 0.6 直轄

一般国道2号（加古川バイパス） 兵庫県明石市魚住町清水2461−3 （明石西ＩＣ） 兵庫県高砂市神爪6丁目 （加古川ＢＰ姫路ＢＰ境） 12.4 直轄

一般国道2号（姫路バイパス） 兵庫県高砂市神爪6丁目 （加古川ＢＰ姫路ＢＰ境） 兵庫県揖保郡太子町山田655−2 （姫路ＢＰ太子竜野ＢＰ境） 18.2 直轄

一般国道2号（太子竜野バイパス） 兵庫県揖保郡太子町山田655−2 （姫路ＢＰ太子竜野ＢＰ境） 兵庫県たつの市揖保町門前111 （門前前交差点） 7.9 直轄

一般国道2号 兵庫県明石市硯町3丁目10-47 （和坂交差点） 兵庫県揖保郡太子町山田655−2 （姫路ＢＰ太子竜野ＢＰ境） 41.3 兵庫県

一般国道9号 兵庫県 朝来市 山東町金浦 （京都府兵庫県境） 兵庫県 美方郡 新温泉町 千谷 （兵庫県鳥取県境） 70.1 直轄

一般国道28号 兵庫県明石市中崎2丁目2−6 （フェリー前交差点） 兵庫県明石市大蔵谷238 （狩口交差点） 2.3 直轄

一般国道28号 兵庫県淡路市岩屋1414−10 － 兵庫県南あわじ市福良甲1529−3 （福良築地交差点） 52.8 直轄

一般国道28号 兵庫県淡路市岩屋 （淡路インター前交差点） 兵庫県淡路市岩屋2942−14 （田ノ代交差点） 1.0 直轄

一般国道28号 中央区多聞通1丁目 － 長田区東尻池3丁目 － 3.4 神戸市

一般国道29号 兵庫県姫路市林田町下伊勢607 （下伊勢ランプ交差点） 兵庫県宍粟市波賀町戸倉 （兵庫県鳥取県境） 64.7 直轄

一般国道29号（姫路西バイパス） 兵庫県姫路市太市中909−1 （太子町姫路市境） 兵庫県姫路市相野939−13 （相野ランプ） 3.3 直轄

一般国道29号（姫路北バイパス） 兵庫県姫路市相野939−13 （相野ランプ） 兵庫県姫路市林田町下伊勢607 （下伊勢ランプ交差点） 1.6 直轄

一般国道43号 兵庫県 尼崎市 東本町 1丁目 （大阪府兵庫県境） 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目1−6 （芦屋市神戸市境） 12.6 直轄

一般国道43号 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目1−6 （芦屋市神戸市境） 兵庫県神戸市灘区味泥町7−16 （味泥交差点） 7.2 直轄

一般国道43号 兵庫県神戸市灘区味泥町7−16 （味泥交差点） 兵庫県神戸市灘区都通4丁目 （岩屋交差点） 0.3 直轄

一般国道171号 兵庫県伊丹市下河原1丁目11−30 （大阪府兵庫県境） 兵庫県西宮市六湛寺町9−33 （札場筋交差点） 11.6 直轄

一般国道173号 兵庫県川西市鼓が滝1丁目7 （大阪府兵庫県境） 兵庫県川辺郡猪名川町民田 （兵庫県大阪府境） 10.7 兵庫県

一般国道173号 兵庫県丹波篠山市福住 （大阪府兵庫県境） 兵庫県 丹波篠山市 藤坂 （兵庫県京都府境） 14.1 兵庫県

一般国道173号 兵庫県川西市山下町16−1 － 兵庫県川西市一庫1丁目16−6 （前川橋南交差点） 1.5 兵庫県

一般国道174号 中央区新港町 － 兵庫県神戸市中央区新港町 － 0.1 神戸市

一般国道175号 兵庫県明石市硯町3丁目10-47 （和坂交差点） 兵庫県神戸市西区森友1丁目152−1 （明石市神戸市境） 0.5 直轄
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一般国道175号 兵庫県神戸市西区森友1丁目152−1 （明石市神戸市境） 兵庫県神戸市西区玉津町小山220 （玉津インター交差点） 3.1 直轄

一般国道175号 兵庫県神戸市西区玉津町小山220 （玉津インター交差点） 兵庫県神戸市西区神出町宝勢 （北古口交差点） 5.6 直轄

一般国道175号 兵庫県神戸市西区神出町小束野 （小束野南交差点） 兵庫県神戸市西区神出町小束野58-15 （小束野北交差点） 1.0 直轄

一般国道175号 兵庫県神戸市西区神出町小束野58−15 （小束野北交差点） 兵庫県小野市古川町40−2 （小野市加東市境） 13.6 直轄

一般国道175号 兵庫県小野市古川町40−2 （小野市加東市境） 兵庫県丹波市氷上町稲継249−1 （稲継交差点） 35.1 直轄

一般国道175号 兵庫県丹波市氷上町稲継249−1 （稲継交差点） 兵庫県丹波市市島町下竹田 （兵庫県京都府境） 20.5 兵庫県

一般国道175号（神出バイパス） 兵庫県神戸市西区神出町宝勢 （北古口交差点） 兵庫県神戸市西区神出町小束野 （小束野南交差点） 3.8 直轄

一般国道176号 兵庫県西宮市山口町下山口3丁目1−2 （新明治橋交差点） 兵庫県宝塚市栄町3丁目 （栄町3丁目交差点） 11.6 直轄

一般国道176号 兵庫県丹波市氷上町稲継249−1 （稲継交差点） 兵庫県神戸市北区長尾町宅原1871−1 （宅原交差点） 44.7 兵庫県

一般国道176号 兵庫県西宮市山口町名来1丁目24 （北区西宮市境） 兵庫県西宮市山口町下山口3丁目1−2 （新明治橋交差点） 1.6 兵庫県

一般国道176号 兵庫県宝塚市栄町2丁目7−13 （宝塚駅前） 兵庫県川西市東久代1丁目2 （兵庫県大阪府境） 8.1 兵庫県

一般国道176号 兵庫県川西市小花1丁目7−9 （小花1丁目交差点） 兵庫県川西市小戸2丁目8−11 （兵庫県大阪府境） 0.8 兵庫県

一般国道176号 北区下宅原 （市境） 北区山口町名来 （市境） 3.5 神戸市

一般国道178号 兵庫県豊岡市下宮 （京都府兵庫県境） 兵庫県美方郡香美町香住区下岡 （佐津インター前交差点） 23.5 兵庫県

一般国道178号 兵庫県美方郡香美町香住区香住903 （油良口交差点） 兵庫県美方郡香美町香住区香住 － 0.2 兵庫県

一般国道178号 兵庫県美方郡新温泉町三谷173−1 （田君踏切南交差点） 兵庫県美方郡新温泉町居組 （居組ＩＣ） 7.3 兵庫県

一般国道178号（香住道路） 兵庫県美方郡香美町香住区下岡 （佐津インター前交差点） 兵庫県美方郡香美町香住区香住1123 （香住ＩＣ） 6.7 兵庫県

一般国道178号（余部道路） 兵庫県美方郡香美町香住区香住1121−2 （香住ＩＣ） 兵庫県美方郡香美町香住区余部642 （余部ＩＣ） 5.6 兵庫県

一般国道178号（浜坂道路） 兵庫県美方郡香美町香住区余部642 （余部ＩＣ） 兵庫県美方郡新温泉町栃谷 （新温泉浜坂ＩＣ） 9.6 兵庫県

一般国道178号（東浜居組道路） 兵庫県美方郡新温泉町居組 （居組ＩＣ） 兵庫県美方郡新温泉町居組 （兵庫県鳥取県境） 1.4 兵庫県

一般国道179号 兵庫県揖保郡太子町山田655−2 （姫路ＢＰ太子竜野ＢＰ境） 兵庫県佐用郡佐用町西大畠 （兵庫県岡山県境） 50.0 兵庫県

一般国道250号 兵庫県明石市小久保2丁目1−39 （小久保交差点） 兵庫県姫路市白浜町丙482−7 （宇佐崎東交差点） 29.5 兵庫県

一般国道250号 兵庫県姫路市白浜町丙482−7 （宇佐崎東交差点） 兵庫県姫路市飾磨区中島3丁目168 （中島2丁目交差点） 4.1 兵庫県

一般国道250号 兵庫県赤穂市高野 － 兵庫県赤穂市浜市 － 0.4 兵庫県

一般国道250号 兵庫県姫路市飾磨区中島3丁目168 （中島2丁目交差点） 兵庫県 赤穂市 福浦 （兵庫県岡山県境） 47.5 兵庫県

一般国道312号 兵庫県豊岡市下宮186 （下宮地蔵東交差点） 兵庫県養父市上野1157−1 （上野南交差点） 25.9 兵庫県

一般国道312号 兵庫県朝来市和田山町玉置1098−5 （一本柳交差点） 兵庫県神崎郡福崎町西田原1278 （辻川交差点） 46.2 兵庫県

一般国道312号 兵庫県神崎郡福崎町福崎新132 （福崎大橋西交差点） 兵庫県姫路市市川橋通2丁目24−1 （姫路天神前） 15.4 兵庫県

一般国道312号 兵庫県姫路市御国野町国分寺559 （御国野交差点） 兵庫県姫路市継632−1 （姫路東ランプ） 2.8 兵庫県

一般国道312号（播但連絡道路） 兵庫県朝来市和田山町加都 （和田山ＪＣＴ） 兵庫県高砂市北浜町西浜158 （姫路ＪＣＴ） 64.3 地方道路公社等

一般国道312号（播但連絡道路） 兵庫県姫路市豊富町御蔭123 （砥堀ランプ） 兵庫県姫路市砥堀1116−1 （砥堀北交差点） 0.9 地方道路公社等

一般国道372号 兵庫県丹波篠山市西野々 （京都府兵庫県境） 兵庫県丹波篠山市安田436 （安田西交差点） 4.7 兵庫県

一般国道372号 兵庫県丹波篠山市小野奥谷300 （小野新交差点） 兵庫県丹波篠山市波賀野573−3 （波賀野交差点） 17.6 兵庫県

一般国道372号 兵庫県丹波篠山市古市147 （古市交差点） 兵庫県姫路市野里109−10 （二本松交差点） 50.9 兵庫県

一般国道372号 兵庫県姫路市飾東町塩崎554 （豊富御国野線交差点） 兵庫県姫路市飾東町佐良和1163−3 （山陽姫路ＩＣ） 1.4 兵庫県

(3)
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一般国道373号 兵庫県赤穂市有年原288−2 （有年原交差点） 兵庫県佐用郡佐用町上月579−2 （上月三差路交差点） 20.6 兵庫県

一般国道373号 兵庫県佐用郡佐用町佐用3505−5 （上町交差点） 兵庫県佐用郡佐用町上石井 （兵庫県岡山県境） 13.5 兵庫県

一般国道426号 兵庫県豊岡市下陰575−1 （下陰池ノ内交差点） 兵庫県 豊岡市 但東町大河内 （兵庫県京都府境） 37.7 兵庫県

一般国道427号 兵庫県西脇市上戸田206−38 （上戸田南交差点） 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽 （道の駅杉原紙の里・多可） 23.6 兵庫県

一般国道427号 兵庫県多可郡多可町加美区西山 （国道427号交差点） 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽 － 5.8 兵庫県

一般国道427号 兵庫県丹波市青垣町小倉858−1 （小倉交差点） 兵庫県朝来市山東町大垣53−1 （大垣交差点） 16.6 兵庫県

一般国道428号 兵庫県神戸市北区淡河町北僧尾524 （神戸市三木市境） 兵庫県三木市吉川町大沢53 （吉川ＩＣ交差点） 5.2 兵庫県

一般国道428号 中央区西多聞1丁目 － 北区淡河北僧尾 （市境） 24.4 神戸市

一般国道429号 兵庫県宍粟市千種町西山 （兵庫県境界） 兵庫県宍粟市千種町黒土77 （室橋東詰交差点） 5.3 兵庫県

一般国道429号 兵庫県宍粟市千種町黒土98−1 （室橋東詰交差点） 兵庫県宍粟市波賀町上野155−9 （斉木口交差点） 11.2 兵庫県

一般国道429号 兵庫県朝来市八代 （朝来インター前交差点） 兵庫県朝来市山口 （朝来インター東交差点） 1.0 兵庫県

一般国道429号 兵庫県朝来市生野町口銀谷 － 兵庫県朝来市生野町口銀谷 － 0.6 兵庫県

一般国道436号 兵庫県姫路市飾磨区細江 － 兵庫県姫路市飾磨区細江 － 0.3 兵庫県

一般国道482号 兵庫県豊岡市但東町坂野 （京都府兵庫県境） 兵庫県豊岡市但東町出合69−5 （出合交差点） 11.5 兵庫県

一般国道482号 兵庫県豊岡市日高町祢布842−1 （祢布交差点） 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡389 （村岡地域局前） 21.6 兵庫県

一般国道482号 兵庫県美方郡香美町村岡区長板 （小代口交差点） 兵庫県美方郡香美町小代区大谷25 － 5.6 兵庫県

日高竹野線 兵庫県豊岡市竹野町森本509 （森本交差点） 兵庫県豊岡市竹野町草飼559−15 （竹野西交差点） 8.5 兵庫県

日高竹野線 兵庫県豊岡市竹野町草飼559−15 （竹野西交差点） 兵庫県豊岡市竹野町竹野 － 0.1 兵庫県

宮津養父線 兵庫県豊岡市出石町柳 － 兵庫県豊岡市出石町柳63−1 （柳交差点） 0.1 兵庫県

宮津養父線 兵庫県豊岡市出石町柳63−1 （柳交差点） 兵庫県養父市八鹿町下小田505−8 （下小田交差点） 10.6 兵庫県

豊岡瀬戸線 兵庫県豊岡市中央町7 （立野橋交差点） 兵庫県豊岡市瀬戸98−7 （瀬戸交差点） 12.5 兵庫県

香住村岡線 兵庫県美方郡香美町香住区香住903 （油良口交差点） 兵庫県美方郡香美町村岡区川会11 （川会入江線交差点） 20.7 兵庫県

姫路上郡線 兵庫県たつの市揖西町小神7 （龍野新大橋西交差点） 兵庫県赤穂郡上郡町竹万29 － 18.3 兵庫県

養父宍粟線 兵庫県養父市八鹿町下網場203 （宮越交差点） 兵庫県養父市八鹿町国木198−1 （つるぎが丘交差点） 2.5 兵庫県

養父宍粟線 兵庫県養父市上箇40−1 （上箇交差点） 兵庫県養父市浅野318 （十二所澤線交差点） 3.0 兵庫県

養父宍粟線 兵庫県養父市大屋町宮垣196 （宮垣八木線交差点） 兵庫県養父市大屋町加保614 （養父波賀線交差点） 5.8 兵庫県

青垣柏原線 兵庫県丹波市青垣町小倉845 （小倉交差点） 兵庫県丹波市氷上町稲継249−1 （稲継交差点） 13.2 兵庫県

加美宍粟線 兵庫県多可郡多可町加美区寺内287 （寺内交差点） 兵庫県神崎郡神河町粟賀町385 （神崎総合病院前交差点） 14.4 兵庫県

加美宍粟線 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋663‐1 （福本東交差点） 兵庫県神崎郡神河町寺前5-1 （新寺前橋西詰） 3.1 兵庫県

豊岡竹野線 兵庫県豊岡市城崎町桃島 － 兵庫県豊岡市城崎町桃島 － 0.3 兵庫県

香美久美浜線 兵庫県美方郡香美町香住区香住903 （油良口交差点） 兵庫県美方郡香美町香住区境1125 （一本松交差点） 2.5 兵庫県

川西篠山線 兵庫県川西市栄根2丁目1−1 （小花一丁目交差点） 兵庫県川西市火打2丁目1−3 （火打1丁目交差点） 1.0 兵庫県

川西篠山線 兵庫県川西市火打2丁目1−3 （火打1丁目交差点） 兵庫県川西市矢問1丁目2−13 （多田銀橋西詰） 2.5 兵庫県

川西篠山線 兵庫県川西市錦松台17−3 （鴬が丘交差点） 兵庫県川辺郡猪名川町万善佐保姫86−1 （万善交差点） 11.4 兵庫県

尼崎池田線 兵庫県尼崎市東難波町5丁目31−17 （玉江橋交差点） 兵庫県川西市栄根2丁目1−1 （小花一丁目交差点） 11.8 兵庫県

(4)



路線名 起点の地名 交差点名等 終点の地名 交差点名等
距離
（km）

管理者名

尼崎池田線 兵庫県尼崎市東塚口町2丁目4−50 （久々知交差点） 兵庫県尼崎市名神町 （尼崎Ｉ．Ｃ） 0.6 兵庫県

神戸三田線 兵庫県神戸市北区山田町下谷上 － 北区道場町日下部 － 15.6 神戸市

明石神戸宝塚線 兵庫県明石市大明石町1丁目2−1 （明石公園前交差点） 兵庫県明石市茶園場町1−2 （明石市神戸市境） 1.1 兵庫県

明石神戸宝塚線 兵庫県西宮市越水社家郷山 （西宮北有料道路交差点） 兵庫県西宮市越水社家郷山 （大沢西宮線交差点） 0.7 兵庫県

明石神戸宝塚線 北区星和台5丁目 － 北区甲栄台4丁目 － 4.0 神戸市

明石神戸宝塚線 西区南別府5丁目 － 西区伊川谷町小寺 － 4.5 神戸市

明石神戸宝塚線 須磨区白川 － 西区伊川谷町布施畑 － 1.0 神戸市

西脇三田線 兵庫県西脇市上野350 （上野交差点） 兵庫県西脇市下戸田 － 0.3 兵庫県

西脇三田線 兵庫県加東市下滝野625 （播磨中央公園口交差点） 北区大沢町 （市境） 22.2 兵庫県

西脇三田線 兵庫県神戸市北区長尾町宅原11−2 － 兵庫県三田市八景町1490−4 （八景中学校前） 1.8 兵庫県

西脇三田線 北区長尾町宅原 （市境） 北区大沢町 （市境） 6.6 神戸市

加古川小野線 兵庫県加古川市加古川町寺家町19−17 （国道2号交差点） 兵庫県小野市市場町720 （市場交差点） 12.9 兵庫県

加古川小野線 兵庫県小野市王子町906−1−1 （小野市役所前交差点） 兵庫県小野市敷地町1500−74 （敷地町南交差点） 0.6 兵庫県

加古川小野線（東播磨道） 兵庫県加古川市野口町坂元 （加古川中央ＪＣＴ） 兵庫県加古川市八幡町上西条 （八幡稲美ランプ） 5.2 兵庫県

加古川高砂線 兵庫県加古川市加古川町寺家町19−17 （国道2号交差点） 兵庫県加古川市加古川町南備後380 （今福西交差点） 1.5 兵庫県

加古川三田線 兵庫県加古川市八幡町宗佐678−1 （宗佐交差点） 兵庫県三木市吉川町渡瀬5 （渡瀬橋北詰） 21.3 兵庫県

加古川三田線 兵庫県三木市福井3丁目6−20 （福井交差点） 兵庫県三木市福井1966 （三木市浄水場前） 0.9 兵庫県

神戸明石線 兵庫県神戸市西区王塚台2丁目79−2 （神戸市明石市境） 兵庫県明石市小久保1丁目5−4 （小久保交差点） 1.0 兵庫県

神戸明石線 中央区雲井通7丁目 － 中央区多聞通1丁目 － 2.7 神戸市

神戸明石線 長田区北町1丁目 － 垂水区名谷町 － 8.9 神戸市

神戸明石線 西区伊川谷町有瀬 － 西区枝吉3丁目 （市境） 5.0 神戸市

神戸三木線 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛566−171 （西森北交差点） 兵庫県三木市福井3丁目6−20 （福井交差点） 6.1 兵庫県

神戸三木線 須磨区妙法寺 － 須磨区白川 － 5.7 神戸市

神戸三木線 西区伊川谷町布施畑 － 西区押部谷町西盛 （市境） 11.0 神戸市

三木宍粟線 兵庫県 小野市 市場町 （市場東交差点） 兵庫県小野市市場町720 （市場交差点） 0.9 兵庫県

三木宍粟線 兵庫県小野市浄谷町2983−1 （国道175号交差点） 兵庫県加西市中野町53−2 （加西中野交差点） 8.9 兵庫県

三木宍粟線 兵庫県加西市下宮木町413 （下宮木交差点） 兵庫県姫路市安富町安志1047 （国道29号交差点） 30.9 兵庫県

多可北条線 兵庫県多可郡多可町中区糀屋54−1 （椛屋交差点） 兵庫県加西市北条町北条93−1 （三木宍粟線交差点） 19.7 兵庫県

阿万福良湊線 兵庫県南あわじ市福良甲709−3 （福良口交差点） 兵庫県南あわじ市阿那賀731−8 （淡路島南ＩＣ） 7.6 兵庫県

宍粟新宮線 兵庫県宍粟市山崎町船元251−4 （山崎インター南交差点） 兵庫県たつの市新宮町新宮1044−1 （新宮三差路交差点） 10.2 兵庫県

太子御津線 兵庫県揖保郡太子町鵤1402−7 （鵤東交差点） 兵庫県姫路市網干区余子浜221 （綱干大橋東詰） 5.8 兵庫県

上郡末広線 兵庫県赤穂郡上郡町上郡1645−13 （上郡橋東） 兵庫県佐用郡佐用町末廣182 （市ノ上交差点） 19.0 兵庫県

網干たつの線 たつの市揖保町萩原 （たつの大橋左岸交差点） 兵庫県たつの市龍野町富永175 （富永交差点） 5.2 兵庫県

新神戸停車場線 中央区生田町1丁目 － 中央区加納町6丁目 － 2.0 神戸市

福良江井岩屋線 兵庫県南あわじ市賀集八幡394 （県道28号交差点） 兵庫県淡路市岩屋 （淡路インター前交差点） 54.4 兵庫県

(5)
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福良江井岩屋線 兵庫県淡路市岩屋 － 兵庫県淡路市岩屋1414−10 （岩屋フェリー前交差点） 0.3 兵庫県

坂越御崎加里屋線 兵庫県赤穂市さつき町35−5 （わくわくランド北交差点） 兵庫県赤穂市加里屋1155 （東沖交差点） 1.4 兵庫県

塩瀬宝塚線 兵庫県宝塚市大原野 － 兵庫県宝塚市下佐曽利 － 1.4 兵庫県

西脇篠山線 兵庫県丹波篠山市東吹1071 （東吹下交差点） 兵庫県丹波篠山市西岡屋738−2 （渡瀬橋交差点） 0.4 兵庫県

三田後川上線 兵庫県三田市三輪3丁目4−12 （三輪交差点） 兵庫県三田市志手原1076−1 （有馬富士公園口交差点） 3.0 兵庫県

三木三田線 兵庫県三木市本町1丁目4−30 （本町1丁目交差点） 兵庫県神戸市北区淡河町勝雄1434 （三木市神戸市境） 9.3 兵庫県

三木三田線 北区淡河町勝雄 （市境） 北区道場町塩田 － 18.2 神戸市

大阪伊丹線 兵庫県尼崎市下坂部3丁目1−40 （次屋交差点） 兵庫県尼崎市下坂部4丁目4−3 （下坂部北交差点） 0.7 兵庫県

尼崎宝塚線 兵庫県尼崎市大島1丁目1−9 （西大島交差点） 兵庫県宝塚市小浜2丁目3−30 （小浜交差点） 9.1 兵庫県

高砂北条線 兵庫県高砂市荒井町紙町 － 兵庫県高砂市荒井町小松原3丁目17−16 （小松原交差点） 0.4 兵庫県

高砂北条線 兵庫県高砂市荒井町小松原3丁目17−16 （小松原交差点） 兵庫県加西市倉谷町 （倉谷西交差点） 12.0 兵庫県

相生宍粟線 兵庫県相生市竜泉町242−10 （竜泉交差点） 兵庫県たつの市新宮町栗町824−1 （粟町交差点） 16.5 兵庫県

洲本五色線 兵庫県洲本市下加茂1丁目5−7 － 兵庫県洲本市上加茂 （上加茂交差点） 0.9 兵庫県

洲本五色線 兵庫県洲本市上加茂 （上加茂交差点） 兵庫県洲本市五色町都志176 （都志交差点） 12.6 兵庫県

浜坂井土線 兵庫県美方郡新温泉町三谷173−1 （国道178号交差点） 兵庫県美方郡新温泉町竹田34−1 （出合橋交差点） 7.3 兵庫県

大屋波賀線 兵庫県養父市大屋町加保614 （養父波賀線交差点） 兵庫県養父市大屋町加保695−3 （大屋支所前） 0.4 兵庫県

大屋波賀線 兵庫県養父市大屋町加保695-3 （大屋支所前） 兵庫県養父市大屋町若杉 － 13.6 兵庫県

大屋波賀線 兵庫県養父市大屋町若杉 － 兵庫県宍粟市波賀町戸倉 － 3.4 兵庫県

三田篠山線 兵庫県丹波篠山市北 － 兵庫県丹波篠山市南新町 － 0.5 兵庫県

但馬空港線 兵庫県豊岡市岩井1598−34 （但馬空港交差点） 兵庫県豊岡市上佐野1705−5 （但馬空港入口交差点） 3.9 兵庫県

宝塚唐櫃線 北区有馬町 － 北区有野町唐櫃 － 2.8 神戸市

小部明石線 北区鈴蘭台東町9丁目 － 北区鈴蘭台南町4丁目 － 2.6 神戸市

小部明石線 北区北五葉1丁目 － 西区見津が丘4丁目 － 5.6 神戸市

小部明石線 西見津が丘3丁目 － 西区玉津町上池 （市境） 13.3 神戸市

宍粟下徳久線 兵庫県宍粟市山崎町山田176−3 （中広瀬交差点） 兵庫県佐用郡佐用町下徳久706 （太田井西交差点） 22.9 兵庫県

西脇停車場線 兵庫県西脇市西脇949−7 － 兵庫県西脇市上野350 （上野交差点） 1.0 兵庫県

尼崎港線 兵庫県尼崎市東海岸町1-6 （尼崎東海岸ランプ） 兵庫県尼崎市西本町2丁目31−1 （五合橋交差点） 2.2 兵庫県

尼崎港線 兵庫県尼崎市西本町1丁目11 （西本町交差点） 兵庫県尼崎市東難波町5丁目31−16 （玉江橋交差点） 0.7 兵庫県

相生停車場線 兵庫県相生市陸本町 － 兵庫県相生市垣内町1310−7 （新境橋交差点） 0.3 兵庫県

相生停車場線 兵庫県相生市垣内町1310−7 （新境橋交差点） 兵庫県相生市旭1丁目12−1 （ボート公園前交差点） 1.2 兵庫県

神戸加古川姫路線 兵庫県加古川市八幡町上西条 （八幡稲美ランプ） 兵庫県加古川市上荘町都染 （上荘橋東詰交差点） 1.2 兵庫県

神戸加古川姫路線 垂水区名谷町 － 西区押部谷町高和 － 13.6 神戸市

神戸加古川姫路線 須磨区多井畑 － 須磨区離宮西町2丁目 － 1.7 神戸市

神戸加古川姫路線 兵庫県神戸市西区押部谷町和田 － 西区神出町田井 － 2.3 神戸市

大谷鮎原神代線 兵庫県淡路市大谷948−32 （大谷交差点） 兵庫県淡路市竹谷501−7 （竹谷交差点） 4.6 兵庫県

(6)
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姫路神河線 兵庫県姫路市田寺5丁目5−17 （安室小学校前交差点） 兵庫県姫路市夢前町前之庄1991 （前之庄市川線交差点） 13.6 兵庫県

川西三田線 兵庫県川西市一庫3丁目10−6 （北摂理山街道交差点） 兵庫県川辺郡猪名川町紫合辻北635 （紫合北ノ町交差点） 3.0 兵庫県

川西三田線 兵庫県川辺郡猪名川町万善佐保姫45−4 （川西篠山線交差点） 兵庫県三田市志手原881−7 （有馬富士公園口交差点） 12.2 兵庫県

十二所澤線 兵庫県養父市浅野318 （養父宍粟線交差点） 兵庫県養父市浅野 （養父ＩＣ） 0.2 兵庫県

十二所澤線 兵庫県朝来市新井 － 兵庫県朝来市立脇11 （新井交差点） 0.4 兵庫県

若桜下三河線 兵庫県宍粟市千種町黒土77 （室橋東詰交差点） 兵庫県佐用郡佐用町下三河 （宍粟下徳久線交差点） 13.1 兵庫県

洲本灘賀集線 南あわじ市北阿万筒井2667 － 兵庫県南あわじ市賀集八幡394 （県道28号交差点） 2.3 兵庫県

洲本灘賀集線 兵庫県洲本市塩屋2丁目 （塩屋交差点） 兵庫県洲本市港2−2 （海岸通交差点） 0.9 兵庫県

洲本灘賀集線 兵庫県洲本市港2−2 （海岸通交差点） 兵庫県洲本市海岸通 （山手1） 0.6 兵庫県

篠山山南線 兵庫県丹波篠山市　八上下字口ノ坪113 （国道372号交差点） 兵庫県丹波篠山市西岡屋738−2 （渡瀬橋交差点） 4.5 兵庫県

篠山山南線 兵庫県丹波市山南町谷川2274 （久下大橋南詰） 兵庫県丹波市山南町井原 （井原南交差点） 3.5 兵庫県

丹波加美線 兵庫県丹波市氷上町氷上227 （氷上交差点） 兵庫県多可郡多可町加美区西山 （国道427号交差点） 13.9 兵庫県

宍粟香寺線 兵庫県姫路市香寺町中屋 － 兵庫県姫路市香寺町広瀬 － 0.1 兵庫県

小野香寺線 兵庫県姫路市船津町4011 （中野交差点） 兵庫県姫路市香寺町広瀬457−3 （広瀬北交差点） 1.4 兵庫県

大沢西宮線 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 （神戸市境） 兵庫県西宮市山口町下山口3丁目4 （天上橋交差点） 0.7 兵庫県

大沢西宮線 兵庫県西宮市山口町下山口3丁目1−2 （新明治橋交差点） 兵庫県西宮市山口町上山口1丁目18−29 （上山口交差点） 1.5 兵庫県

大沢西宮線 兵庫県西宮市山口町上山口1丁目14−22 （松栄橋交差点） 兵庫県西宮市山口町船坂419 （船坂交差点） 3.9 兵庫県

大沢西宮線 兵庫県西宮市山口町船坂419 （船坂交差点） 兵庫県西宮市越水社家郷山 （盤滝トンネル東交差点） 3.2 兵庫県

大沢西宮線 兵庫県西宮市越水社家郷山 （明石神戸宝塚線交差点） 兵庫県西宮市神楽町12−14 （神楽町交差点） 6.7 兵庫県

大沢西宮線 北区有野中町4丁目 （市境） 北区八多町吉尾 － 2.5 神戸市

平野三木線 兵庫県三木市志染町青山1丁目26 （神戸市境） 兵庫県三木市志染町窟屋1110 （奥田橋東詰交差点） 2.7 兵庫県

平野三木線 西区平野町下村 － 西区押部谷町 － 7.1 神戸市

平野三木線 西区押部谷町 － 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛 （市境） 2.2 神戸市

宗佐土山線 兵庫県加古川市八幡町宗佐1568−3 （宗佐北交差点） 兵庫県加古郡稲美町六分一1178−32 （六分一交差点） 9.5 兵庫県

神戸加東線 兵庫県三木市志染町御坂553−4 （御坂交差点） 兵庫県三木市志染町御坂 （三木東インター入り口交差点） 0.5 兵庫県

多可柏原線 兵庫県多可郡多可町中区奥中 － 兵庫県多可郡多可町中区中村町 － 0.1 兵庫県

多可柏原線 兵庫県丹波市山南町谷川2274 （久下大橋南詰） 兵庫県丹波市柏原町下小倉 （下小倉交差点） 6.7 兵庫県

志筑郡家線 兵庫県淡路市竹谷501−7 （竹谷交差点） 兵庫県淡路市郡家86−4 （郡家交差点） 3.8 兵庫県

赤穂佐伯線 兵庫県赤穂市砂子 （船越橋西交差点） 兵庫県赤穂市東有年431 （東有年交差点） 9.0 兵庫県

三田西インター線 兵庫県三田市テクノパーク14 （三田西インター前交差点） 兵庫県三田市上井沢108−1 （広野駅前交差点） 3.5 兵庫県

竜野西インタ－線 兵庫県たつの市揖西町土師993−13 （竜野西インター料金所） 兵庫県たつの市揖西町小犬丸 （小犬丸交差点） 3.2 兵庫県

丹南篠山口インター線 兵庫県丹波篠山市東吹1815−1 （丹南篠山口ＩＣ前交差点） 兵庫県丹波篠山市味間新52−6 （味間新交差点） 0.6 兵庫県

灘三田線 灘区高徳町3丁目 － 灘区鶴甲5丁目 － 2.9 神戸市

岡山赤穂線 兵庫県赤穂市新田 （赤穂ＩＣ） 兵庫県赤穂市新田 （新田交差点） 0.3 兵庫県

篠山三和線 兵庫県丹波篠山市宮田 － 兵庫県丹波篠山市宮田 － 0.1 兵庫県

(7)
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有馬山口線 兵庫県西宮市山口町中野358 （神戸市西宮市境） 兵庫県西宮市山口町上山口1丁目18−29 （上山口交差点） 1.9 兵庫県

有馬山口線 北区有馬町 （市境） 北区有馬町 － 0.9 神戸市

若桜湯村温泉線 兵庫県美方郡新温泉町歌長 － 兵庫県美方郡新温泉町歌長 － 0.1 兵庫県

物部藪崎線 兵庫県朝来市和田山町平野 － 兵庫県朝来市和田山町土田 － 0.4 兵庫県

西宮宝塚線 兵庫県宝塚市東洋町1-18 － 兵庫県宝塚市東洋町 （市役所前交差点） 0.1 兵庫県

たつの竜野停車場線 兵庫県たつの市揖保川町正條 － 兵庫県たつの市揖保川町山津屋 － 0.4 兵庫県

たつの相生線 兵庫県たつの市揖西町土師2丁目 （竜野西インター前交差点） 兵庫県 たつの市 揖保川町大門 （国道2号交差点） 1.1 兵庫県

たつの相生線 兵庫県相生市山手2丁目8 （相生陸橋交差点） 兵庫県相生市垣内町1310−7 （新境橋交差点） 1.1 兵庫県

生穂育波線 兵庫県淡路市育波855−2 （北淡ＩＣ） 兵庫県淡路市育波459 （育波橋交差点） 0.3 兵庫県

洲本松帆線 兵庫県南あわじ市広田広田890−4 （広田八幡神社前交差点） 兵庫県南あわじ市広田広田1220 － 1.5 兵庫県

浜坂港浜坂停車場線 兵庫県美方郡新温泉町芦屋365 （浜坂漁港） 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 （浜坂駅踏切北側） 0.9 兵庫県

別府港加古川停車場線 兵庫県加古川市金沢町35 （別府住吉神社前交差点） 兵庫県加古川市別府町朝日町11−1 （山電別府駅南交差点） 0.9 兵庫県

浅野山東線 兵庫県朝来市山東町末歳 － 兵庫県朝来市山東町末歳 － 0.1 兵庫県

山南多可線 兵庫県丹波市山南町谷川 － 兵庫県丹波市山南町谷川 － 0.4 兵庫県

長安寺西岡屋線 兵庫県丹波篠山市　長安寺字門前坪7‐1 （長安寺交差点） 兵庫県丹波篠山市西浜谷 （本郷東浜谷線交差点） 5.3 兵庫県

黒石三田線 兵庫県三田市上井沢108 （広野駅前交差点） 兵庫県三田市西野上3 （ウッディタウン東口交差点） 4.2 兵庫県

黒石三田線 兵庫県三田市下深田396 （三田市消防本部前） 兵庫県三田市相生町27 （西対中交差点） 3.2 兵庫県

米谷昆陽尼崎線 兵庫県尼崎市大西町3丁目19−10 （錦橋交差点） 兵庫県尼崎市昭和通4丁目137 （十間交差点） 2.6 兵庫県

下滝野市川線 兵庫県加東市下滝野625 （播磨中央公園口交差点） 兵庫県加東市下滝野1275-8 （播磨中央公園） 2.1 兵庫県

佐野仁井岩屋線 兵庫県淡路市岩屋大林2674−3 （公園入口） 兵庫県淡路市岩屋 （淡路インター前交差点） 1.9 兵庫県

尼崎港崇徳院線 兵庫県尼崎市大浜町2丁目28−8 （末広町1丁目交差点） 兵庫県尼崎市大島1丁目1−1 （西大島交差点） 3.5 兵庫県

二見港土山線 兵庫県明石市二見町南二見7−3　 　 － 兵庫県明石市魚住町清水2147−1 （清水交差点） 3.1 兵庫県

姫路停車場線 兵庫県姫路市北条1丁目48−1 （姫路駅南交番前交差点） 兵庫県姫路市平野町62 （下寺町交差点） 1.3 兵庫県

網干港線 兵庫県姫路市網干区新在家 － 兵庫県姫路市網干区新在家 － 0.5 兵庫県

播磨徳久停車場線 兵庫県佐用郡佐用町下徳久1031-10 （徳久駅前交差点） 兵庫県佐用郡佐用町下徳久1032-6 － 0.1 兵庫県

赤穂港線 兵庫県赤穂市加里屋1467−4 － 兵庫県赤穂市加里屋1518 （西沖交差点） 0.7 兵庫県

上郡停車場線 兵庫県赤穂郡上郡町上郡152−2 （上郡橋西詰交差点） 兵庫県赤穂郡上郡町上郡1645−13 （上郡橋東詰交差点） 0.2 兵庫県

寺坂柳線 兵庫県豊岡市出石町町分 － 兵庫県豊岡市出石町町分25-2 － 0.3 兵庫県

竹田指杭線 兵庫県美方郡新温泉町三谷364−1 （浜坂井土線交差点） 兵庫県美方郡新温泉町戸田 － 0.2 兵庫県

川会入江線 兵庫県美方郡香美町村岡区川会 （香住村岡線交差点） 兵庫県美方郡香美町村岡区入江 （国道9号交差点） 1.2 兵庫県

宮垣八木線 兵庫県養父市大屋町宮垣 （養父宍粟線交差点） 兵庫県養父市八鹿町八木2782−3 （剣大橋交差点） 2.4 兵庫県

金浦和田山線 兵庫県朝来市和田山町玉置 － 兵庫県朝来市和田山町玉置1098−5 （一本柳交差点） 0.2 兵庫県

大沢新東吹線 兵庫県丹波篠山市杉169 （丹南篠山口ＩＣ前交差点） 兵庫県丹波篠山市東吹330−3 （東吹交差点） 1.0 兵庫県

大沢新東吹線 兵庫県丹波篠山市東吹330−3 （東吹交差点） 兵庫県丹波篠山市東吹1071 （東吹下交差点） 1.2 兵庫県

本郷東浜谷線 兵庫県丹波篠山市黒岡683 （城北交差点） 兵庫県丹波篠山市郡家662 （長安寺篠山線交差点） 1.9 兵庫県
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池上杉線 兵庫県丹波篠山市北 － 兵庫県丹波篠山市北 － 0.2 兵庫県

姥ケ茶屋伊丹線 兵庫県伊丹市鴻池 － 兵庫県伊丹市大鹿 － 1.3 兵庫県

山本伊丹線 兵庫県伊丹市緑ケ丘2丁目155 － 兵庫県伊丹市大鹿4丁目73 （緑ヶ丘小前交差点） 0.5 兵庫県

生瀬門戸荘線 兵庫県宝塚市東洋町1−3 （宝塚市役所前交差点） 兵庫県西宮市仁川町2丁目1 （仁川町2丁目交差点） 3.0 兵庫県

高田久々知線 兵庫県尼崎市高田町21 （藻川橋西詰交差点） 兵庫県尼崎市次屋3丁目13 （次屋交差点） 1.1 兵庫県

高田久々知線 兵庫県尼崎市下坂部4丁目4−3 （下坂部北交差点） 兵庫県尼崎市名神町3丁目15−15 （久々知交差点） 1.1 兵庫県

甲子園尼崎線 兵庫県尼崎市元浜町 － 兵庫県尼崎市道意町 － 0.8 兵庫県

今津港津門大箇線 兵庫県西宮市今津社前町8−10 （今津港町交差点） 兵庫県西宮市今津社前町1−5 （国道43号交差点） 0.5 兵庫県

奥山精道線 兵庫県芦屋市公光町 － 兵庫県芦屋市精道町 （芦屋市335号線との交差点） 0.1 兵庫県

奥山精道線 兵庫県芦屋市精道町 （芦屋市335号線との交差点） 兵庫県芦屋市精道町 （精道交差点、一般国道43号線） 0.2 兵庫県

本山本庄線 東灘区青木町1丁目 － 兵庫県神戸市東灘区青木町1丁目 － 0.3 神戸市

郷の瀬野村線 兵庫県西脇市高田井町760−1 （高田井南交差点） 兵庫県西脇市野村町1795−185 （重春交差点） 0.8 兵庫県

市場多井田線 兵庫県小野市河合中町 － 兵庫県加東市河高 － 2.8 兵庫県

市場多井田線 兵庫県加東市下滝野 － 兵庫県加東市下滝野 － 0.2 兵庫県

吉永下徳久線 兵庫県佐用郡佐用町下徳久1031-10 （徳久駅前交差点） 兵庫県佐用郡佐用町下徳久 （国道179号交差点） 0.6 兵庫県

高岡北条線 兵庫県加東市高岡673−8 （高岡交差点） 兵庫県加西市玉野町245 （玉野交差点） 5.1 兵庫県

野谷平岡線 兵庫県加古郡稲美町国安 － 兵庫県加古郡稲美町国岡1464−76 （愛宕交差点） 0.1 兵庫県

野谷平岡線 兵庫県加古郡稲美町国岡1464−76 （愛宕交差点） 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目 （国岡東交差点） 0.4 兵庫県

野谷平岡線 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目 （国岡東交差点） 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1 － 0.5 兵庫県

野谷平岡線 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1 － 兵庫県加古郡稲美町国岡 （国岡南交差点） 0.2 兵庫県

本荘平岡線 兵庫県加古郡播磨町東本荘2丁目187−18 （人口島北交差点） 兵庫県加古郡播磨町野添419−1 （瓜生交差点） 1.3 兵庫県

八幡別府線 兵庫県加古川市平岡町新在家 － 兵庫県加古川市平岡町新在家 － 1.0 兵庫県

八幡別府線 兵庫県加古川市平岡町一色 （壱丁田交差点） 兵庫県加古川市別府町朝日町11−1 （山電別府駅南交差点） 0.7 兵庫県

野口尾上線 兵庫県加古川市野口町坂元 （加古川中央ＪＣＴ） 兵庫県加古川市尾上町安田406−1 （安田交差点） 2.4 兵庫県

伊保宝殿停車場線 兵庫県高砂市松陽 － 兵庫県高砂市竜山 － 0.1 兵庫県

生石宝殿停車場線 兵庫県高砂市米田町島 － 兵庫県高砂市米田町島485 － 0.2 兵庫県

生石宝殿停車場線 兵庫県高砂市米田町島485 － 兵庫県高砂市米田町島273 （島中央交差点） 0.3 兵庫県

花田御着停車場線 兵庫県姫路市花田町上原田307−3 （上原田交差点） 兵庫県姫路市花田町上原田349−3 （花田ＩＣ西交差点） 0.3 兵庫県

中島姫路停車場線 兵庫県姫路市北条 － 兵庫県姫路市北条1丁目85 （姫路総合庁舎北交差点） 0.1 兵庫県

阿成姫路停車場線 兵庫県姫路市北条1丁目85 （姫路総合庁舎北交差点） 兵庫県姫路市北条1丁目48−1 （姫路駅南交番前交差点） 0.1 兵庫県

久畑香呂線 兵庫県姫路市香寺町中寺 － 兵庫県姫路市香寺町矢田部 － 0.9 兵庫県

中寺北条線 兵庫県姫路市香寺町中寺 － 兵庫県姫路市香寺町溝口 － 1.8 兵庫県

田寺今在家線 兵庫県姫路市田寺3丁目7−15 （田寺3丁目交差点） 兵庫県姫路市西今宿3丁目 （今宿西交差点） 1.5 兵庫県

和久今宿線 兵庫県姫路市中地364 （姫路陸上競技場前交差点） 兵庫県姫路市南車崎2丁目3−48 （車崎東交差点） 1.8 兵庫県

上太田鵤線 兵庫県揖保郡太子町佐用岡 － 兵庫県揖保郡太子町東南 － 1.0 兵庫県
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西新宿上郡線 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 （上郡町役場前） 兵庫県赤穂郡上郡町上郡152−2 （上郡橋西詰交差点） 0.4 兵庫県

周世尾崎線 兵庫県赤穂市坂越1767 （国道250号交差点） 兵庫県赤穂市さつき町35−5 （わくわくランド北交差点） 3.6 兵庫県

野島浦線 兵庫県淡路市浦555 （東浦ＩＣ） 兵庫県淡路市浦694 （浦交差点） 0.4 兵庫県

広田洲本線 兵庫県洲本市宇原574−1 （池田橋交差点） 兵庫県洲本市宇原622 （勤労センター前） 0.5 兵庫県

広田洲本線 兵庫県洲本市宇原622 （勤労センター前） 兵庫県洲本市物部 － 0.6 兵庫県

阿那賀市線 兵庫県南あわじ市志知鈩102−1 （志知交差点） 兵庫県南あわじ市榎列小榎列183 （市八木線交差点） 2.1 兵庫県

市八木線 兵庫県南あわじ市榎列小榎列183 （市八木線交差点） 兵庫県南あわじ市市十一ケ所35 （西川橋西詰交差点） 0.9 兵庫県

長坂垂水線 兵庫県神戸市垂水区多聞町868−661 （小東山6交差点） 垂水区名谷町 垂水インター前 1.1 神戸市

長坂垂水線 垂水区平磯2丁目 － 垂水区名谷町 － 4.3 神戸市

長坂垂水線 垂水区名谷町 － 垂水区名谷町 垂水インター前 0.3 神戸市

兵庫埠頭線 兵庫区中之島1丁目 － 兵庫区中之島2丁目 － 0.1 神戸市

摩耶埠頭線 灘区灘浜町 － 灘区味泥町 － 0.3 神戸市

姫路木材港線 兵庫県姫路市網干区興浜 － 兵庫県姫路市網干区浜田 － 1.4 兵庫県

志染土山線 兵庫県加古郡稲美町六分一1178−32 （六分一交差点） 兵庫県明石市魚住町清水2147−1 （清水交差点） 1.0 兵庫県

姫路環状線 兵庫県姫路市峰南町1-70 （姫路駐屯地） 兵庫県姫路市増位本町1丁目1-3 （軍人橋北交差点） 0.8 兵庫県

姫路環状線 兵庫県姫路市市川橋通2丁目24−1 （姫路天神前） 兵庫県姫路市市之郷 － 0.4 兵庫県

砥堀本町線 兵庫県姫路市増位本町1丁目1-3 （軍人橋北交差点） 兵庫県姫路市伊伝居95−25 （中ノ町交差点） 0.3 兵庫県

砥堀本町線 兵庫県姫路市本町68 （姫路医療センター前） 兵庫県姫路市綿町144 （姫路市民会館前） 0.8 兵庫県

灘市線 兵庫県南あわじ市八木寺内1591−5 － 兵庫県南あわじ市市円行寺531−21 （円行寺交差点） 1.2 兵庫県

田井中広瀬線 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬 － 兵庫県宍粟市山崎町山田 － 0.1 兵庫県

東播磨港線 兵庫県播磨町新島 （播磨大橋南詰交差点） 兵庫県加古郡播磨町東本荘2丁目187−18 （人口島北交差点） 0.7 兵庫県

飾磨港線 兵庫県姫路市飾磨区中島 － 兵庫県姫路市飾磨区中島 － 2.5 兵庫県

丸山南新町線 兵庫県丹波篠山市黒岡683 （城北交差点） 兵庫県丹波篠山市南新町 （河原町三差路交差点） 1.5 兵庫県

国分寺白浜線 兵庫県姫路市継596−1 （姫路東ランプ交差点） 兵庫県姫路市白浜町丙482−7 （宇佐崎東交差点） 1.6 兵庫県

有馬富士公園線 兵庫県三田市福島1091−2 （有馬富士公園） 兵庫県三田市福島471−3 （新三田駅前交差点） 1.6 兵庫県

芦屋鳴尾浜線 兵庫県芦屋市陽光町2−1 （潮風大橋南詰） 兵庫県西宮市甲子園浜 － 4.3 兵庫県

竜泉那波線 兵庫県相生市竜泉町242−10 （竜泉交差点） 兵庫県相生市那波 － 1.6 兵庫県

玉野倉谷線 兵庫県加西市玉野町236−1 （玉野交差点） 兵庫県加西市倉谷町 （倉谷西交差点） 8.8 兵庫県

明石高砂線 兵庫県高砂市荒井町小松原3丁目17−16 （小松原交差点） 兵庫県高砂市荒井町千鳥3丁目7−6 （高砂市役所前交差点） 0.8 兵庫県

明石高砂線 兵庫県高砂市荒井町千鳥3丁目7−6 （高砂市役所前交差点） 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1−1 － 0.1 兵庫県

明石高砂線 兵庫県明石市二見町西二見 － 兵庫県加古郡播磨町古宮 － 0.5 兵庫県

明石高砂線 兵庫県高砂市荒井町小松原 － 兵庫県高砂市荒井町小松原3丁目17−16 （小松原交差点） 0.8 兵庫県

テクノパーク三田線 兵庫県三田市テクノパーク18−13 （三田西インター線交差点） 兵庫県三田市南が丘1丁目40−20 （峰ヶ谷交差点） 7.6 兵庫県

川西インター線 川西市石道 （清和大橋西詰交差点） 川西市東畦野 （東畦野交差点） 3.3 兵庫県

東灘芦屋線 兵庫県神戸市東灘区深江浜町62−1 （神戸市芦屋市境） 兵庫県芦屋市陽光町2−1 （潮風大橋南詰） 0.4 兵庫県
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東灘芦屋線 東灘区深江南4丁目 － 東灘区深江浜町 － 1.8 神戸市

加古川北インター線 兵庫県加古川市志方町大澤 （加古川北Ｉ．Ｃ交差点） 兵庫県加古川市志方町大澤847−96 （加古川北ＩＣ） 0.5 兵庫県

門前鵤線 兵庫県たつの市揖保町門前463 （国道2号交差点） 兵庫県揖保郡太子町鵤1324−1 （鵤交差点） 2.5 兵庫県

播磨新宮インター線 兵庫県たつの市新宮町光都2丁目 （相生宍粟線交差点） 兵庫県たつの市新宮町角亀84−1 （播磨新宮料金所） 0.3 兵庫県

臨港道路東海岸町1号線 兵庫県尼崎市東海岸町 － 兵庫県尼崎市東海岸町11 － 1.6 兵庫県（臨港道路）

臨港道路東海岸町沖1号線 兵庫県尼崎市東海岸町11 － 兵庫県尼崎市船出8 － 0.5 兵庫県（臨港道路）

臨港道路東海岸町沖3号線 兵庫県尼崎市船出8 － 兵庫県尼崎市船出8 － 0.5 兵庫県（臨港道路）

臨港道路今津線 兵庫県西宮市今津巽町8−36 － 兵庫県西宮市甲子園浜1丁目7−2 （甲子園浜出入口） 1.5 兵庫県（臨港道路）

臨港道路札場筋線 兵庫県西宮市久保町15−16 － 兵庫県西宮市西宮浜3丁目6−2 － 1.0 兵庫県（臨港道路）

臨港道路別府臨港線 兵庫県加古川市金沢町35 （別府住吉神社前交差点） 兵庫県加古川市別府町港町 － 0.3 兵庫県（臨港道路）

臨港道路姫路飾磨線 兵庫県姫路市飾磨区今在家1416−1 （今在家東交差点） 兵庫県姫路市飾磨区細江1292−4 － 2.5 兵庫県（臨港道路）

赤穂臨港道路 兵庫県赤穂市加里屋1467−4 － 兵庫県赤穂市加里屋 － 0.5 兵庫県（臨港道路）

臨港道路（津名港） 兵庫県淡路市生穂新島 － 兵庫県淡路市生穂新島4-8 － 0.4 兵庫県（臨港道路）

臨港道路（津名港） 兵庫県淡路市大谷934−4 － 兵庫県淡路市生穂新島 － 0.5 兵庫県（臨港道路）

臨港道路（福良港） 兵庫県南あわじ市福良甲1530-2 － 兵庫県南あわじ市福良甲1528-4 － 0.1 兵庫県（臨港道路）

六甲有料道路 兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目1−50 － 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃4512−7 （唐櫃ＩＣ） 5.2 地方道路公社等

六甲北有料道路 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃4512−7 （唐櫃ＩＣ） 兵庫県神戸市北区長尾町上津3891−3 （神戸三田インター北交差点） 15.2 地方道路公社等

山麓バイパス 兵庫県神戸市中央区加納町1丁目3−1 （布引ＩＣ） 兵庫県神戸市北区山田町下谷上中一里山15 （雲雀ケ丘分岐点） 6.7 地方道路公社等

神戸六甲線 東灘区御影塚町4丁目 － 灘区日尾町1丁目 － 1.5 神戸市

梅香浜辺脇浜線 中央区脇浜町3丁目 － 中央区浜辺通4丁目 － 1.6 神戸市

長田楠日尾線 中央区加納町3丁目 － 長田区五番町7丁目 － 5.3 神戸市

長田楠日尾線 灘区日尾町1丁目 － 中央区生田町1丁目 － 4.2 神戸市

西出高松前池線 兵庫区七宮町1丁目 － 須磨区平田町3丁目 － 6.8 神戸市

山麓線 兵庫区鵯越町 － 兵庫区上三条町 － 2.0 神戸市

長田箕谷線 長田区宮川町9丁目 － 北区星和台5丁目 － 6.6 神戸市

長田箕谷線 兵庫県神戸市北区甲栄台4丁目 － 北区山田町下谷上 － 2.8 神戸市

舞子多聞線 垂水区東舞子町 － 垂水区本多聞3丁目 － 4.6 神戸市

山手幹線 東灘区森北町1丁目 （市境） 灘区弓木町3丁目 － 4.9 神戸市

湊町線 兵庫区夢野町1丁目 － 兵庫区上沢通1丁目 － 1.0 神戸市

湊町線 中央区中町通3丁目 － 中央区港町1丁目 － 0.5 神戸市

高倉白川線 須磨区多井畑 － 須磨区白川台7丁目 － 4.4 神戸市

白川伊川谷線 須磨区白川台3丁目 － 須磨区緑台 － 2.1 神戸市

西神中央線 西区学園東町9丁目 － 西区平野町堅田 － 7.0 神戸市

多聞小寺線 垂水区本多聞3丁目 － 西区学園東町9丁目 － 2.4 神戸市

生田川右岸線 中央区磯上通1丁目 － 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 － 1.4 神戸市
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夢野白川線 須磨区白川台3丁目 － 兵庫区鵯台町 － 6.4 神戸市

灘浜住吉川線 東灘区御影塚町1丁目 － 東灘区住吉南町1丁目 － 1.4 神戸市

灘浜住吉川線 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3丁目 （御影塚町3交差点） 兵庫県神戸市灘区灘浜東町 － 0.1 神戸市

塩屋丸山線 須磨区横尾9丁目 － 兵庫県神戸市須磨区妙法寺 － 1.3 神戸市

西神2号線 兵庫県神戸市西区平野町下村 － 西区櫨谷町菅野 － 1.6 神戸市

西神5号線 西区櫨谷町菅野 － 西区糀台5丁目 － 2.8 神戸市

新町線 長田区東尻池3丁目 － 長田区東尻池8丁目 － 0.8 神戸市

野田外浜線 長田区駒ヶ林6丁目 － 須磨区若宮町1丁目 － 1.3 神戸市

西神1号線 西区櫨谷町寺谷 － 西区高塚台5丁目 － 2.5 神戸市

長田線 長田区宮川町9丁目 － 長田区五番町8丁目 － 1.0 神戸市

高羽線 東灘区御影塚町3丁目 － 東灘区御影塚町4丁目 － 0.2 神戸市

北神中央線 北区長尾町宅原 － 北区藤原台南町1丁目 － 7.9 神戸市

魚崎浜町1号線 東灘区魚崎浜町 （魚崎浜町7号線との交点） 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 （魚崎浜町7号線との交点） 0.7 神戸市

垂水妙法寺線 兵庫県神戸市須磨区緑台 － 兵庫県神戸市須磨区妙法寺 － 3.3 神戸市

有野八多線 北区藤原台南町2丁目 － 北区八多町柳谷 － 1.9 神戸市

中央幹線 須磨区中島町3丁目 － 須磨区須磨本町 － 1.4 神戸市

灘浜脇浜線 中央区脇浜海岸通4丁目 － 灘区灘浜町 － 2.3 神戸市

灘浜脇浜線 兵庫県神戸市中央区小野浜町 （磯上通1交差点） 中央区脇浜海岸通4丁目 － 0.1 神戸市

商船学校線 東灘区深江本町4丁目 － 東灘区本山北町1丁目 － 1.1 神戸市

京橋線 中央区新港町 － 兵庫県神戸市中央区新港町 － 0.5 神戸市

ハーバーハイウェイ 東灘区向洋町東1丁目 － 中央区港町2丁目 － 7.1 神戸市

多井畑名谷線 垂水区名谷町 － 垂水区桃山台6丁目 － 1.4 神戸市

西神3号線 西区平野町堅田 － 西区高塚台7丁目 － 2.3 神戸市

港島トンネル 中央区港島4丁目1番 港島中町1・北 中央区小野浜町 － 1.3 神戸市

山下線 須磨区平田町3丁目 － 須磨区川上町3丁目 － 0.1 神戸市

須磨多聞線（多井畑工区）（事業中含む） 須磨区多井畑 － 須磨区多井畑南町 － 1.0 神戸市

青木防潮堤線 兵庫県神戸市東灘区青木町1丁目 － 兵庫県神戸市東灘区青木町1丁目 － 0.4 神戸市

魚崎浜町7号線 東灘区魚崎浜町16-1 － 東灘区魚崎浜町 （魚崎浜町1号線との交点） 0.1 神戸市

鷹取駅下中島線 須磨区大池町5丁目 － 須磨区大池町5丁目118-2 － 0.1 神戸市

妙法寺川左岸線 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 － 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 － 0.3 神戸市

港島33号線 中央区港島南町7丁目1番 京コンピュータ西 中央区港島9丁目1番 港島9 0.6 神戸市

港島33号線、空港島1－1号線 中央区神戸空港1番 － 中央区神戸空港1番 － 0.6 神戸市

港島40号線 中央区港島中町8丁目6番 ヘリポート北 中央区港島南町7丁目1番 京コンピュータ西 1.8 神戸市

港島1号線 兵庫県神戸市中央区小野浜町 － 兵庫県神戸市中央区港島2丁目 （中公園北交差点） 1.6 神戸市

新港東ふ頭連絡線 中央区脇浜海岸通4丁目 － 兵庫県神戸市中央区小野浜町 （港島トンネル北交差点） 0.4 神戸市
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新交通六甲島線 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町 － 兵庫県神戸市東灘区向洋町西1丁目 （六甲大橋南交差点） 1.3 神戸市

臨港道路（ＰＩ2期南ふ頭2－1号線） 中央区港島9丁目11番 － 中央区港島9丁目2番 － 0.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＰＩ2期南ふ頭2－2号線） 中央区港島9丁目2番 － 中央区港島9丁目2番 － 0.7 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＰＩ北－1－1号線） 中央区港島中町1丁目 中公園北 中央区港島中町1丁目 中公園南 0.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＰＩ北－2号線） 中央区港島中町4丁目1番 中公園南 中央区港島中町4丁目4番 ポーアイ西ランプ 0.1 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＰＩ南－1号線） 中央区港島中町8丁目2番 － 中央区港島中町8丁目5番 － 0.4 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＰＩ南1－2号線） 中央区港島中町8丁目2番 － 中央区港島中町8丁目2番 － 0.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＰＩ南ふ頭－1号線） 中央区港島8丁目11番 港島6・南 中央区港島8丁目7番 － 1.3 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ポートアイランド東側臨港道路） 中央区港島9丁目2番 － 中央区港島8丁目11番 港島6・南 1.5 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ポートアイランド東側臨港道路） 中央区港島8丁目11番 港島6・南 中央区港島4丁目1番 港島中町1・北 1.6 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ポートアイランド西側臨港道路） 中央区港島1丁目6番 ヘリポート北 中央区港島3丁目6番 港島中町1・北 2.1 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ポートアイランド南側臨港道路） 中央区港島中町8丁目7番 青少年科学館前 中央区港島中町8丁目2番 － 1.0 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＲＩ－1側道1号線） 東灘区向洋町西1丁目5番 六甲大橋西 東灘区向洋町西1丁目 － 0.3 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＲＩ－西2号線） 東灘区向洋町西6丁目17番 － 東灘区向洋町西6丁目20番 － 0.4 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＲＩ－西9号線） 東灘区向洋町西6丁目20番 － 東灘区向洋町西6丁目13番 － 1.1 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＲＩ－東1号線） 東灘区向洋町東3丁目23番 － 東灘区向洋町東3丁目17番 － 0.9 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＲＩ－東6－1号線） 東灘区向洋町東2丁目1番 湾岸線出入口 東灘区向洋町東2丁目 － 0.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＲＩ－東6－2号線） 東灘区向洋町東3丁目 － 東灘区向洋町東3丁目23番 － 0.1 神戸市（臨港道路）

臨港道路（ＲＩ－東13号線） 東灘区向洋町東4丁目15番 － 東灘区向洋町東4丁目20番 － 0.9 神戸市（臨港道路）

臨港道路（六甲アイランド北側臨港道路） 東灘区向洋町西2丁目5番 － 東灘区向洋町東2丁目8番 湾岸線出入口 1.5 神戸市（臨港道路）

臨港道路（六甲アイランド西側臨港道路） 東灘区向洋町西4丁目1番 － 東灘区向洋町西6丁目13番 － 1.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（六甲アイランド東側臨港道路） 東灘区向洋町東4丁目15番 － 東灘区向洋町東3丁目8番 湾岸線出入口 1.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（六甲アイランド南側臨港道路） 東灘区向洋町西6丁目13番 － 東灘区向洋町東4丁目15番 － 1.5 神戸市（臨港道路）

臨港道路（新港東ふ頭連絡1－2線） 中央区小野浜町 － 中央区小野浜町 港島トンネル北 0.3 神戸市（臨港道路）

臨港道路（神戸空港連絡橋（スカイブリッジ） 中央区港島9丁目11番 － 中央区神戸空港2番 － 1.4 神戸市（臨港道路）

臨港道路 兵庫区築地町 － 兵庫県神戸市兵庫区築地町 － 0.6 神戸市（臨港道路）

臨港道路 兵庫県神戸市兵庫区築地町 － 兵庫県神戸市兵庫区築地町 － 0.5 神戸市（臨港道路）

臨港道路（新港東1号線） 中央区小野浜町 － 中央区小野浜町 － 0.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（新港東2号線） 中央区小野浜町21 － 中央区小野浜町22 － 0.6 神戸市（臨港道路）

臨港道路（新港東3号線） 中央区小野浜町20 － 中央区小野浜町18 － 0.6 神戸市（臨港道路）

臨港道路（新港東ふ頭臨港線） 中央区小野浜町 第4突堤 中央区小野浜町 － 1.5 神戸市（臨港道路）

臨港道路（摩耶1号線） 灘区摩耶埠頭 － 灘区灘浜町3丁目 摩耶ランプ南 0.7 神戸市（臨港道路）

臨港道路（摩耶2号線） 灘区摩耶埠頭 － 灘区摩耶埠頭 － 0.2 神戸市（臨港道路）

臨港道路（摩耶3号線） 灘区摩耶埠頭 － 灘区摩耶埠頭 － 1.3 神戸市（臨港道路）

臨港道路（摩耶4号線） 灘区摩耶埠頭 － 灘区摩耶埠頭 － 0.5 神戸市（臨港道路）

(13)



路線名 起点の地名 交差点名等 終点の地名 交差点名等
距離
（km）

管理者名

臨港道路（摩耶10号線） 灘区摩耶埠頭 － 灘区摩耶埠頭 － 0.4 神戸市（臨港道路）

臨港道路（摩耶11号線） 灘区摩耶埠頭 － 灘区摩耶埠頭 － 0.6 神戸市（臨港道路）

臨港道路（摩耶大橋） 灘区摩耶埠頭 － 中央区小野浜町 － 0.6 神戸市（臨港道路）

幹第6号線 兵庫県姫路市飾磨区三宅1丁目138 （国道2号（姫路バイパス）との交点） 兵庫県姫路市飾磨区三宅1丁目197 （市役所南交差点） 0.4 姫路市

幹第6号線 兵庫県姫路市飾磨区中島1193-1 （中島交差点） 兵庫県姫路市飾磨区中島651-1 （飾磨警察署入口付近） 0.1 姫路市

幹第7号線 兵庫県姫路市安田3丁目15 （市役所前交差点） 兵庫県姫路市東延末457 （手柄公園東交差点） 0.6 姫路市

幹第7号線 兵庫県姫路市安田3丁目15 （市役所前交差点） 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町3 （姫路市消防局付近） 0.3 姫路市

幹第21号線 兵庫県姫路市延末205-1 （手柄公園東交差点） 兵庫県姫路市手柄93 （手柄山中央公園入口付近） 0.3 姫路市

幹第21号線 兵庫県姫路市手柄93 （手柄山中央公園入口付近） 兵庫県姫路市中地375 （姫路陸上競技場前交差点） 0.6 姫路市

幹第23号線 兵庫県姫路市中地364 （姫路陸上競技場前交差点） 兵庫県姫路市飾磨区今在家1416−1 （今在家東交差点） 2.8 姫路市

幹第48号線 兵庫県姫路市田寺3丁目7−15 （田寺3丁目交差点） 兵庫県姫路市田寺5丁目5−17 （安室小学校前交差点） 0.5 姫路市

幹第49号線 兵庫県姫路市野里940 （大日交差点） 兵庫県姫路市伊伝居98−1 （中ノ町交差点） 0.3 姫路市

幹第59号線 兵庫県姫路市大塩町443-1 （大塩駅前交差点） 兵庫県姫路市大塩町宮前7 （姫路河川国道事務所　姫路維持出張所入口付近） 0.2 姫路市

幹第68号線 兵庫県姫路市別所町別所1934 （姫路貨物ターミナル入口付近） 兵庫県姫路市別所町別所1826 （別所86号線との交点） 0.2 姫路市

幹第78号線 兵庫県姫路市神屋町6丁目 （巽橋交差点） 兵庫県姫路市神屋町 （県立はりま姫路総合医療センター入口付近） 0.3 姫路市

幹第78号線 兵庫県姫路市宮西町4丁目 （姫路警察署前交差点） 兵庫県姫路市宮西町4丁目 （姫路警察署入口付近） 0.1 姫路市

城陽27号線 兵庫県姫路市北条1丁目252-17 （姫路駅南交番前交差点） 兵庫県姫路市北条1丁目252-12 （城陽104号線との交差点） 0.1 姫路市

城陽104号線 兵庫県姫路市北条1丁目252-12 （城陽27号線との交差点） 兵庫県姫路市北条1丁目250 （姫路河川国道事務所入口付近） 0.1 姫路市

広畑60号線 兵庫県姫路市広畑区大町2丁目14 （吾妻二丁目交差点） 兵庫県姫路市広畑区大町2丁目56-4 （おおまち橋との交差点） 0.2 姫路市

高浜80号線 兵庫県姫路市佃町70-1 （市役所南交差点） 兵庫県姫路市安田4丁目1 （姫路市役所付近） 0.2 姫路市

別所86号線 兵庫県姫路市別所町別所948-1 （姫路バイパスとの交点） 兵庫県姫路市別所町別所1826 （幹第68号線との交点） 0.5 姫路市

網干103号線 兵庫県姫路市網干区新在家1287-4 網干警察署入口付近 兵庫県姫路市網干区新在家1285-9 （東雲橋北交差点） 0.1 姫路市

山手幹線 兵庫県尼崎市名神町1丁目18−16 － 兵庫県尼崎市南武庫之荘10丁目5−3 － 3.4 尼崎市

道意線 兵庫県尼崎市道意町7丁目19 （道意町6交差点） 兵庫県尼崎市道意町7丁目21 － 0.2 尼崎市

道意線 兵庫県尼崎市上之島町3丁目2-10 （桂木交差点） 兵庫県尼崎市上之島町3丁目2-1 － 0.1 尼崎市

南塚口線 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目10-15 （東塚口町1交差点） 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13-23 － 0.4 尼崎市

戸ノ内東園田線 兵庫県尼崎市東園田町8丁目22−1 （戸ノ内橋西詰交差点） 兵庫県尼崎市戸ノ内町2丁目1−4 （戸ノ内橋東詰交差点） 0.1 尼崎市

戸ノ内堂ノ後線 兵庫県尼崎市戸ノ内町2丁目1−4 （戸ノ内橋東詰交差点） 兵庫県尼崎市戸ノ内町1丁目3−30 （大阪府境） 0.2 尼崎市

市道189号線 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23-1 （尼崎市役所前交差点） 兵庫県尼崎市東七松町1丁目22 （橘公園前交差点） 0.1 尼崎市

市道189号線の1 兵庫県尼崎市東七松町2丁目5-67 （橘公園前交差点） 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4 （芦原陸橋南交差点） 0.3 尼崎市

市道第226号線 兵庫県尼崎市東園田町8丁目22−1 （戸ノ内橋西詰交差点） 兵庫県尼崎市高田町21 （藻川橋西詰交差点） 0.2 尼崎市

潮江小浜線 兵庫県尼崎市久々知西町1丁目5-2 （尾浜交差点） 兵庫県尼崎市潮江5丁目8-55 － 0.4 尼崎市

市道明石中央71号線　 兵庫県明石市大明石町1丁目13−1 （大明石町1交差点） 兵庫県明石市本町2丁目9−1 （明石港前交差点） 0.2 明石市

市道大明石120号線 兵庫県明石市大明石町1丁目13−1 （大明石町1交差点） 兵庫県明石市大明石町1丁目2−1 （明石公園前交差点） 0.2 明石市

市道川西84号線 兵庫県明石市硯町2丁目1-10 （硯町1丁目交差点） 兵庫県明石市田町2丁目10-10 － 0.6 明石市
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市道川西120号線 兵庫県神戸市西区森友1丁目152−1 （明石市神戸市境） 兵庫県神戸市西区森友1丁目153 － 0.1 明石市

市道大蔵町16号線 兵庫県明石市大蔵町21-10 － 兵庫県明石市大蔵町24-21 （黒橋下交差点） 0.2 明石市

市道大蔵町17号線 兵庫県明石市大蔵町13-7 （大蔵町南交差点） 兵庫県明石市大蔵町21-10 － 0.1 明石市

南二見1号線 兵庫県明石市二見町南二見7−3 － 兵庫県明石市二見町南二見9−1 － 0.9 明石市

南二見3号線 兵庫県明石市二見町南二見9−1 － 兵庫県明石市二見町南二見14−1 － 0.8 明石市

市道幹第3－2号線 兵庫県西宮市甲子園春風町7-4 － 兵庫県西宮市甲子園春風町5-29 － 0.2 西宮市

市道幹第7号線 兵庫県西宮市段上町4丁目7 仁川町2丁目 兵庫県西宮市下大市東町25−1 若山町 1.8 西宮市

市道幹第7号線 兵庫県西宮市下大市東町25−1 若山町 兵庫県西宮市甲子園六石町4−19 － 3.7 西宮市

市道幹第7号線 兵庫県西宮市甲子園六石町4−19 － 兵庫県西宮市甲子園高潮町6−25 高潮 0.4 西宮市

市道幹第10号線・市道西第43号線 兵庫県西宮市今津港町2−1 今津港町 兵庫県西宮市今津西浜町2−8 － 0.3 西宮市

市道幹第16号線 兵庫県西宮市中前田町6-2 中前田町南 兵庫県西宮市櫨塚町2-28 － 0.1 西宮市

市道幹第17号線 兵庫県西宮市六湛寺町14−12 札場筋 兵庫県西宮市久保町15−16 － 1.4 西宮市

市道幹第26号線 兵庫県西宮市大谷町4−11 － 兵庫県西宮市分銅町1−25 城ケ堀町北 2.0 西宮市

市道幹第26号線 兵庫県西宮市分銅町1−25 城ケ堀町北 兵庫県西宮市大屋町3−23 大屋町 2.4 西宮市

市道幹第26号線 兵庫県西宮市大屋町3−23 大屋町 兵庫県西宮市甲子園口北町24−23 － 1.2 西宮市

市道西第4号線 兵庫県西宮市今津西浜町2−8 － 兵庫県西宮市今津巽町8−1 － 0.1 西宮市

市道西第715号線 兵庫県西宮市中須佐町1-6 西宮警察署北 兵庫県西宮市櫨塚町6-28 － 0.2 西宮市

市道鳴第26号線 兵庫県西宮市武庫川町3 － 兵庫県西宮市武庫川町3 － 0.1 西宮市

市道大浜栄町線 兵庫県洲本市海岸通 （山手1） 兵庫県洲本市海岸通 － 0.1 洲本市

市道山下町線 兵庫県洲本市海岸通 － 兵庫県洲本市山手二丁目1番3号 － 0.1 洲本市

市道物部曲田塩屋線 兵庫県洲本市栄町3丁目3−64 － 兵庫県洲本市栄町3丁目3−35 － 0.3 洲本市

市道物部曲田塩屋線 兵庫県洲本市塩屋 － 兵庫県洲本市本町 － 0.2 洲本市

加茂中央線 兵庫県洲本市宇山3丁目2−29 － 兵庫県洲本市下加茂1丁目5−7 － 0.9 洲本市

市道みなと1号線 兵庫県洲本市塩屋一丁目1-137 － 兵庫県洲本市港 （栄町一丁目北） 0.3 洲本市

市道市役所前線 兵庫県洲本市本町 － 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 － 0.1 洲本市

中央線 兵庫県洲本市宇原537−4 － 兵庫県洲本市宇原574−1 － 0.3 洲本市

潮千草線 兵庫県洲本市栄町3丁目3−35 － 兵庫県洲本市宇山3丁目2−29 － 0.3 洲本市

山手幹線 兵庫県芦屋市翠ケ丘町158番1地先 － 兵庫県芦屋市三条南町81番1地先 － 2.4 芦屋市

市道216号線 兵庫県芦屋市精道町7番 － 兵庫県芦屋市精道町7番 － 0.2 芦屋市

市道216号線 兵庫県芦屋市公光町6番 － 兵庫県芦屋市公光町6番 － 0.1 芦屋市

市道335号線 兵庫県芦屋市精道町7番 （芦屋市335号線との交差点） 兵庫県芦屋市精道町7番 － 0.1 芦屋市

市道338－1号線 兵庫県芦屋市公光町6番 （芦屋警察署前） 兵庫県芦屋市公光町6番 － 0.1 芦屋市

市道陽光涼風線 兵庫県芦屋市陽光町2番 （潮風大橋南詰） 兵庫県芦屋市陽光町2番 （総合公園前） 0.2 芦屋市

昆陽池3236号線 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目35 － 兵庫県伊丹市昆陽池2丁目1 － 0.1 伊丹市

緑ケ丘中央線 兵庫県伊丹市緑ケ丘2丁目155 緑ケ丘公園西 兵庫県伊丹市緑ケ丘6丁目4-1 － 0.7 伊丹市
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昆陽池千僧線 兵庫県伊丹市千僧1丁目51-2 伊丹警察署前 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目35 － 0.5 伊丹市

昆陽池鋳物師線 兵庫県伊丹市緑ケ丘5丁目22 総監部西 兵庫県伊丹市緑ケ丘7丁目1-1 － 0.2 伊丹市

千僧4230号線 兵庫県伊丹市千僧1丁目47-1 － 兵庫県伊丹市千僧1丁目47-3 － 0.1 伊丹市

北伊丹7005号線 兵庫県伊丹市北伊丹8丁目102-1 － 兵庫県伊丹市北伊丹9丁目27 － 0.2 伊丹市

市道内町線 兵庫県豊岡市出石町内町96 － 兵庫県豊岡市出石町内町1 － 0.1 豊岡市

市道永楽線 兵庫県豊岡市泉町669-1 － 兵庫県豊岡市中央町128-1 － 0.1 豊岡市

市道小田井寿上陰線 兵庫県豊岡市小田井町203-8 － 兵庫県豊岡市泉町517-3 － 0.5 豊岡市

市道京極線 兵庫県豊岡市昭和町302-7 － 兵庫県豊岡市昭和町180-3 （警察署前交差点） 0.4 豊岡市

市道京極線 兵庫県豊岡市九日市下町120-7 （昭和町南交差点） 兵庫県豊岡市昭和町302-7 － 0.4 豊岡市

市道京極線 兵庫県豊岡市中央町128-1 （豊岡市役所前） 兵庫県豊岡市泉町669-1 － 0.1 豊岡市

市道常盤線 兵庫県豊岡市泉町517-3 － 兵庫県豊岡市幸町53 － 0.3 豊岡市

市道立野河岸線 兵庫県豊岡市大磯町175-32 － 兵庫県豊岡市大磯町720-3 － 0.1 豊岡市

市道豊田大磯線 兵庫県豊岡市城南町17-8 － 兵庫県豊岡市大磯町175-32 － 0.2 豊岡市

市道東構・国分寺線 兵庫県豊岡市日高町祢布842−1 （祢布交差点） 兵庫県豊岡市日高町祢布920 － 0.3 豊岡市

市道八木馬場線 兵庫県豊岡市出石町内町104-5 － 兵庫県豊岡市出石町八木21 － 0.1 豊岡市

市道八木町分線 兵庫県豊岡市出石町八木21 － 兵庫県豊岡市出石町町分25-2 － 0.4 豊岡市

市道役場前線 兵庫県豊岡市日高町祢布920 － 兵庫県豊岡市日高町祢布891-2 － 0.1 豊岡市

市道柳内町線 兵庫県豊岡市出石町柳16-2 － 兵庫県豊岡市出石町内町96 － 0.1 豊岡市

市道但馬ドーム線 兵庫県豊岡市日高町名色1523-4 － 兵庫県豊岡市日高町名色1543 － 0.2 豊岡市

市道大開常盤線 兵庫県豊岡市中央町128-1 － 兵庫県豊岡市中央町128-1 － 0.1 豊岡市

市道大開常盤線 兵庫県豊岡市中央町128-1 － 兵庫県豊岡市中央町 － 0.1 豊岡市

市道大開線 兵庫県豊岡市中央町7 （立野橋交差点） 兵庫県豊岡市中央町128-1 （豊岡市役所前） 0.5 豊岡市

市道豊岡病院線 兵庫県豊岡市戸牧896 － 兵庫県豊岡市戸牧1029-17 － 0.8 豊岡市

市道西井ノ口42号線 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口 － 兵庫県加古川市米田町平津 － 0.4 加古川市

鶴池1号線 兵庫県加古川市平岡町新在家 － 兵庫県加古川市平岡町新在家 － 0.3 加古川市

市道市役所線 兵庫県加古川市加古川町平野 － 兵庫県加古川市加古川町北在家 － 0.4 加古川市

市道新県立病院前線 兵庫県加古川市神野町神野 － 兵庫県加古川市神野町神野 － 0.1 加古川市

市道神野26号線 兵庫県加古川市神野町神野 － 兵庫県加古川市神野町神野 － 0.3 加古川市

市道西之山6号線 兵庫県加古川市加古川町大野 － 兵庫県加古川市加古川町大野 － 0.5 加古川市

市道西之山加古線 兵庫県加古川市神野町神野 － 兵庫県加古川市神野町神野 － 0.6 加古川市

市道大野西条線 兵庫県加古川市加古川町大野 － 兵庫県加古川市加古川町大野 － 0.6 加古川市

市道北在家区画道路21号線 兵庫県加古川市加古川町北在家 － 兵庫県加古川市野口町良野 － 0.1 加古川市

磯工業団地線 兵庫県赤穂市加里屋1096-19 － 兵庫県赤穂市加里屋1120-120 － 0.1 赤穂市

市道加里屋中央線 兵庫県赤穂市加里屋100-10 （加里屋新町交差点） 兵庫県赤穂市加里屋81 － 0.2 赤穂市

市道上町市役所線 兵庫県赤穂市加里屋81 － 兵庫県赤穂市加里屋81 － 0.1 赤穂市
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市道赤穂海浜公園線 兵庫県赤穂市さつき町35−5 （わくわくランド北交差点） 兵庫県赤穂市元沖町163 － 0.3 赤穂市

市道南野中千鳥線 兵庫県赤穂市中広1116-2 （海浜大橋西詰交差点） 兵庫県赤穂市中広1090 － 0.2 赤穂市

新田坂越線 兵庫県赤穂市新田585 （新田交差点） 兵庫県赤穂市中広1155 （東沖交差点） 3.3 赤穂市

市道郷瀬1号線 兵庫県西脇市西脇868-1 － 兵庫県西脇市郷瀬町666-6 － 0.2 西脇市

市道西脇南中学校線 西脇市野村町1795-184 （南中学校前交差点） 兵庫県西脇市野村町1795-283 － 0.1 西脇市

市道南旭町下戸田線 兵庫県西脇市下戸田91-1 － 兵庫県西脇市下戸田86-1 － 0.1 西脇市

市道下戸田2号線 兵庫県西脇市下戸田486-43 － 兵庫県西脇市下戸田653-2 － 0.2 西脇市

市道西脇中央線 兵庫県西脇市西脇952-13 － 兵庫県西脇市高田井町52-11 － 0.4 西脇市

宝塚市道616号線 兵庫県宝塚市旭町1丁目2 （旭町2交差点） 兵庫県宝塚市旭町2丁目4 － 0.1 宝塚市

宝塚長尾線 兵庫県宝塚市旭町3丁目22 （宝塚警察署前交差点） 兵庫県宝塚市旭町1丁目2 （旭町2交差点） 0.1 宝塚市

市道逆瀬川米谷線 兵庫県宝塚市東洋町1-3 （宝塚市役所前交差点） 兵庫県宝塚市小浜2丁目3−30 （小浜交差点） 0.8 宝塚市

震災公園中央線 兵庫県三木市志染町御坂 － 兵庫県三木市志染町三津田 － 0.3 三木市

総合福祉センター線 兵庫県三木市吉川町吉安 － 兵庫県三木市吉川町大沢 － 0.3 三木市

三木山幹線 兵庫県三木市福井字三木山1937 （三木市役所前交差点） 兵庫県三木市福井字三木山2465番1 （三木山総合公園） 0.7 三木市

市道本町三木山線 兵庫県三木市福井 － 兵庫県三木市福井 － 0.1 三木市

大虎線 兵庫県三木市別所町高木字宿の谷927番40 － 兵庫県三木市福井3丁目1913番6 － 0.4 三木市

府内大村線 兵庫県三木市本町1丁目595番1 （大手橋交差点） 兵庫県三木市加佐字町田238番1 （三木警察署前） 1.0 三木市

府内大村線 兵庫県三木市加佐字町田238番1 （三木警察署前） 兵庫県三木市平田 － 0.7 三木市

沖浜・荒井幹線 兵庫県高砂市荒井町扇町512-17 （高砂市民病院前交差点） 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目2772 － 1.6 高砂市

本町幹線道路 兵庫県高砂市荒井町小松原1丁目15-13 （文化会館西交差点） 兵庫県高砂市高砂町朝日町1丁目1-2 － 0.2 高砂市

市道米田79号線 兵庫県高砂市米田町島49−3 － 兵庫県高砂市米田町島273 － 0.3 高砂市

市道1号 兵庫県伊丹市緑ケ丘6丁目4−1 － 兵庫県川西市加茂3丁目15−4 － 1.1 川西市

市道3号線 兵庫県川西市栄町 （川西市役所西交差点） 兵庫県川西市中央町 （川西市役所前交差点） 0.2 川西市

市道4号線 兵庫県川西市中央町 － 兵庫県川西市中央町13-21 － 0.1 川西市

市道4号線 兵庫県川西市火打1丁目14-1 － 兵庫県川西市火打1丁目15-23 － 0.2 川西市

市道7号線 兵庫県川西市多田桜木1丁目1 （多田桜木1丁目交差点） 兵庫県川西市矢問1丁目2−12 （多田銀橋西詰交差点） 0.1 川西市

市道898号線 兵庫県川西市一庫1丁目16−6 （前川橋前交差点） 兵庫県川西市一庫3丁目10−6 （北摂理山街道交差点） 0.7 川西市

市道993号線 兵庫県川西市荻原 － 兵庫県川西市錦松台17-3 （鶯が丘交差点） 0.8 川西市

市道2163号線 兵庫県川西市火打1丁目8-7 （火打2丁目交差点） 兵庫県川西市火打1丁目14-1 － 0.4 川西市

市道2725号線 兵庫県川西市火打2丁目1−3 （火打1丁目交差点） 兵庫県川西市荻原 － 0.8 川西市

市道208号線 兵庫県小野市浄谷町2879 （ひまわりの丘交差点） 兵庫県小野市浄谷町2870 － 0.3 小野市

市道2262号線 兵庫県小野市河合中町948-1 － 兵庫県小野市河合中町942-14 － 0.3 小野市

市道5001号線 兵庫県小野市王子町906-4 （大池総合公園南交差点） 兵庫県小野市王子町806-1 － 0.1 小野市

市道5004号線 兵庫県小野市王子町806-1 － 兵庫県小野市王子町809 － 0.1 小野市

有馬富士公園線 兵庫県三田市志手原881−7 （有馬富士公園口） 兵庫県三田市福島1091−2 － 1.4 三田市
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シビック幹線 兵庫県三田市中央町4−1 （三田市役所前） 兵庫県三田市天神1丁目3 － 0.4 三田市

貴志長尾線 兵庫県三田市あかしあ台1丁目60−13 （あかしあ台1丁目） 兵庫県三田市富士が丘3丁目 （神戸三田インター北） 1.7 三田市

嶋の西市役所線 兵庫県三田市中央町4−1 （三田市役所前） 兵庫県三田市三輪3丁目4−12 （三輪） 0.4 三田市

北摂中央3号線 兵庫県三田市福島 （新三田駅前） 兵庫県三田市あかしあ台1丁目60−13 （あかしあ台1丁目） 2.7 三田市

上宮木鶉野線 兵庫県加西市鶉野町2430-17 － 兵庫県加西市鶉野町2274-11 － 0.1 加西市

中野家塚線 兵庫県加西市鶉野町1121-1 － 兵庫県加西市鶉野町2430-17 － 1.7 加西市

古坂高室線 兵庫県加西市北条町東高室873-7 － 兵庫県加西市北条町東高室884-1 東高室 0.2 加西市

市道四季ノ森線 兵庫県丹波篠山市吹新11-1 － 兵庫県丹波篠山市網掛313-1 － 0.1 丹波篠山市

市道今田新道線 兵庫県丹波篠山市今田町今田9-1 （今田支所入口交差点） 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田19-1 － 0.5 丹波篠山市

市道福住西野々線 兵庫県丹波篠山市福住1163-1 － 兵庫県丹波篠山市福住342 － 0.3 丹波篠山市

市道本明谷線 兵庫県丹波篠山市福住291-3 （福住上交差点） 兵庫県丹波篠山市福住305-2 － 0.1 丹波篠山市

市道網掛堂ヶ谷線 兵庫県丹波篠山市網掛307-1 － 兵庫県丹波篠山市網掛307-1 － 0.1 丹波篠山市

市道城西線 兵庫県丹波篠山市風深180-16 （風深交差点） 兵庫県丹波篠山市西新町53-1 － 0.6 丹波篠山市

市道中央線 兵庫県丹波篠山市西新町53-1 － 兵庫県丹波篠山市北新町41 － 0.5 丹波篠山市

市道高柳下1号線 兵庫県養父市八鹿町高柳197-4 トガ山交差点 兵庫県養父市八鹿町高柳207-4 － 0.1 養父市

市道高柳下14号線 兵庫県養父市八鹿町高柳207-4 － 兵庫県養父市八鹿町高柳207-1 － 0.1 養父市

市道労金団地線 兵庫県養父市八鹿町国木202-1 つるぎが丘交差点 兵庫県養父市八鹿町国木568 － 0.6 養父市

市道宮越諏訪町線 兵庫県養父市八鹿町下網場331-1 － 兵庫県養父市八鹿町下網場396-13 － 0.3 養父市

市道八鹿朝倉線 兵庫県養父市八鹿町八鹿1451-3 天子交差点 兵庫県養父市八鹿町八鹿1680-2 － 0.2 養父市

北中第8号線 兵庫県丹波市柏原町柏原5677番　地先 － 兵庫県丹波市柏原町柏原5528番　地先 － 0.1 丹波市

くろい新川線 兵庫県丹波市春日町黒井811番　地先 － 兵庫県丹波市春日町黒井811番　地先 － 0.1 丹波市

黒井野村線 兵庫県丹波市春日町黒井908番1　地先 － 兵庫県丹波市春日町黒井497番3　地先 － 0.3 丹波市

市第8号線 兵庫県丹波市柏原町柏原1044番2　地先 （柏原新町交差点） 兵庫県丹波市柏原町柏原490番　地先 － 0.5 丹波市

市道特2号線 兵庫県丹波市氷上町成松120番1　地先 － 兵庫県丹波市氷上町成松123番　地先 － 0.1 丹波市

市道特4号線 兵庫県丹波市氷上町常楽219番　地先 － 兵庫県丹波市氷上町西中663番2　地先 （京橋西交差点） 0.6 丹波市

市道特26号線 兵庫県丹波市氷上町石生2039番15　地先 （氷上工業団地交差点） 兵庫県丹波市氷上町石生1794番2　地先 － 0.2 丹波市

谷川農免線 兵庫県丹波市山南町谷川1111番　地先 － 兵庫県丹波市山南町谷川937番　地先 － 0.3 丹波市

室谷第2号線 兵庫県丹波市柏原町柏原1191番24　地先 － 兵庫県丹波市柏原町柏原5194　地先 － 0.6 丹波市

北阿万79号線 兵庫県南あわじ市北阿万筒井 － 兵庫県南あわじ市北阿万筒井1509-1 （南あわじ市文化体育館） 0.5 南あわじ市

市道市5号線 兵庫県南あわじ市八木新庄4-1 － 兵庫県南あわじ市市善光寺18−25 （南あわじ警察署） 0.5 南あわじ市

市道市5号線 兵庫県南あわじ市市善光寺18−25 （南あわじ警察署） 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 （南あわじ市役所） 0.2 南あわじ市

福良北阿万線 南あわじ市北阿万筒井2667 － 兵庫県南あわじ市北阿万筒井 － 1.6 南あわじ市

国分善光寺線 兵庫県南あわじ市市善光寺18−25 （南あわじ警察署） 兵庫県南あわじ市市善光寺26−1 － 0.1 南あわじ市

三原川堤防線 兵庫県南あわじ市市善光寺26−1 － 兵庫県南あわじ市市円行寺531-21 （円行寺交差点） 0.8 南あわじ市

市道広田27号線 兵庫県南あわじ市広田広田1221-8 － 兵庫県南あわじ市広田1466-1 （淡路広域防災拠点） 0.6 南あわじ市
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社家大久保線 兵庫県南あわじ市八木寺内1591−5　 　 － 兵庫県南あわじ市市青木198−1 （三原健康広場体育館） 0.3 南あわじ市

八幡線 兵庫県南あわじ市広田広田373−5 （広田交差点） 兵庫県南あわじ市広田広田890−4 （広田八幡神社前交差点） 0.3 南あわじ市

福良16号線 兵庫県南あわじ市福良甲1530-9 （福良築地交差点） 兵庫県南あわじ市福良甲1530-2 － 0.1 南あわじ市

鍛冶屋町真弓線 兵庫県朝来市生野町真弓 （真弓交差点） 兵庫県朝来市生野町真弓 － 0.3 朝来市

玉置国道3号線 兵庫県朝来市和田山町玉置字中井田892-1 － 兵庫県朝来市和田山町玉置字中井田872-2 － 0.2 朝来市

玉置七味線 兵庫県朝来市和田山町枚田 － 兵庫県朝来市和田山町枚田 － 0.3 朝来市

市道駅前6号線 兵庫県朝来市和田山町東谷 － 兵庫県朝来市和田山町東谷 － 0.1 朝来市

市道駅南1号線 兵庫県朝来市和田山町東谷 － 兵庫県朝来市和田山町東谷字山ノ下213-56 － 0.5 朝来市

市道駅南2号線 兵庫県朝来市和田山町東谷2丁目60 － 兵庫県朝来市和田山町東谷 － 0.2 朝来市

市道和田山駅前1号線 兵庫県朝来市和田山町東谷 － 兵庫県朝来市和田山町東谷 － 0.1 朝来市

新多々良木線 兵庫県朝来市立脇11 （新井交差点） 兵庫県朝来市多々良木240 （多々良木交差点） 0.6 朝来市

市道経の尾1号線 兵庫県淡路市多賀470-3　地先 （伊弉諾神宮） 兵庫県淡路市多賀441-1　地先 － 0.2 淡路市

市道八幡線 兵庫県淡路市大谷125-1　地先 （生穂南） 兵庫県淡路市大谷110　地先 － 0.1 淡路市

市道富島臨港線 兵庫県淡路市富島22-2　地先 （北淡事務所東） 兵庫県淡路市富島394　地先 － 0.1 淡路市

宝殿線 兵庫県宍粟市波賀町上野240-1 （波賀市民局前交差点） 兵庫県宍粟市波賀町上野266-1 （波賀市民局） 0.1 宍粟市

市道庁舎1号線 兵庫県加東市下滝野 － 兵庫県加東市下滝野 － 0.1 加東市

市道社貝原線 兵庫県加東市社 － 兵庫県加東市社 － 0.2 加東市

市道高岡桜台線 兵庫県加東市高岡 － 兵庫県加東市桜台 － 0.4 加東市

市道高岡西山線 兵庫県加東市桜台 － 兵庫県加東市桜台 － 0.2 加東市

苅屋釜屋線 兵庫県たつの市御津町釜屋8-3 （東釜屋交差点） 兵庫県たつの市御津町苅屋356-1 （御津総合支所） 0.3 たつの市

新宮小学校線 兵庫県たつの市新宮町新宮528-1 － 兵庫県たつの市新宮町宮内16 （新宮総合支所） 0.4 たつの市

龍野揖保線 たつの市龍野町富永1005-61 － 兵庫県たつの市龍野町富永878-1 － 0.1 たつの市

龍野揖保線 たつの市龍野町富永1005-61 － 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1 （たつの市役所） 0.3 たつの市

龍野揖保線 兵庫県たつの市龍野町富永298-5 兵庫県たつの市龍野町富永311-2 （兵庫県龍野総合庁舎） 0.2 たつの市

中川原西線 兵庫県たつの市龍野町富永878-1 兵庫県たつの市龍野町富永878-1 （赤とんぼ文化ホール） 0.1 たつの市

本龍野富永線 兵庫県たつの市龍野町富永295-8 （富永西交差点） 兵庫県たつの市龍野町富永298-5 － 0.3 たつの市

中川原4号線 兵庫県たつの市龍野町富永1005-77 （警察署前交差点） 兵庫県たつの市龍野町富永1005-75 （たつの警察署） 0.1 たつの市

正条池田幹線 兵庫県たつの市揖保川町正條186-6 （揖保川総合支所前交差点） 兵庫県たつの市揖保川町正條279-1 （揖保川総合支所） 0.2 たつの市

小宅揖西線 兵庫県たつの市揖西町小神7 （龍野新大橋西詰交差点） 兵庫県たつの市龍野町富永581−3 （富永才ノ木交差点） 0.9 たつの市

龍野揖保川御津線 兵庫県たつの市揖保町萩原 （たつの大橋左岸交差点） たつの市御津町岩見 （綾部山入口交差点） 4.0 たつの市

白金44号線 兵庫県川辺郡猪名川町白金1丁目65-18 － 兵庫県川辺郡猪名川町白金 － 0.3 猪名川町

差組紫合線 兵庫県川辺郡猪名川町紫合辻北635 － 兵庫県川辺郡猪名川町上野町廻 － 1.2 猪名川町

町道俵田仕出原線 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原453-1 （仕出原交差点） 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間541-29 － 0.4 多可町

町道中野間69号線 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間363-6 － 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間363-161 － 0.3 多可町

中野間下野間線 兵庫県多可郡多可町八千代区下野間 － 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間925 － 0.3 多可町
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中野間中央線 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間925 － 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間 － 1.0 多可町

町道岸上中村町線 兵庫県多可郡多可町中区岸上 － 兵庫県多可郡多可町中区岸上 － 0.3 多可町

町道役場公民館線 兵庫県多可郡多可町中区茂利 － 兵庫県多可郡多可町中区中村町 － 0.3 多可町

町道百丁場・五軒屋線 兵庫県加古郡稲美町国岡1464−76 （愛宕交差点） 兵庫県加古郡稲美町岡 － 1.5 稲美町

町道古宮土山線 兵庫県加古郡播磨町古宮字堂ノ前62-4 － 兵庫県加古郡播磨町古宮字堂ノ前58-3 － 0.2 播磨町

町道古宮東浜線 兵庫県加古郡播磨町古宮字小谷102-9地先 － 兵庫県加古郡播磨町古宮字堀坪1-7 － 0.3 播磨町

西川辺バイパス線 兵庫県神崎郡市川町西川辺537 － 兵庫県神崎郡市川町西川辺724-4 － 0.6 市川町

西川辺上田中線 兵庫県神崎郡市川町西川辺357-3 － 兵庫県神崎郡市川町北田中314-1 － 0.8 市川町

町道中道線 兵庫県神崎郡福崎町西田原1275 － 兵庫県神崎郡福崎町西田原1410−1 － 0.6 福崎町

粟賀・柏尾・貝野線 兵庫県神崎郡神河町粟賀町 （神崎総合病院前） 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630 － 0.3 神河町

笠形線 兵庫県神崎郡神河町根宇野 － 兵庫県神崎郡神河町根宇野1019-13 － 1.2 神河町

新都市住宅1号線 兵庫県赤穂郡上郡町光都 － 兵庫県赤穂郡上郡町光都 － 0.1 上郡町

町道川向線 兵庫県赤穂郡上郡町大持 － 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 （上郡町役場前） 0.1 上郡町

町道上月中央線 兵庫県佐用郡佐用町上月798-2 （上月駅前交差点） 兵庫県佐用郡佐用町上月791-7 （上月支所前） 0.1 佐用町

町道笹ヶ丘線 兵庫県佐用郡佐用町久崎836 （国道373号交差点） 兵庫県佐用郡佐用町円光寺423-10 － 0.8 佐用町

町道笹ヶ丘荘線 兵庫県佐用郡佐用町円光寺423-10 － 兵庫県佐用郡佐用町円光寺423-11 （笹ヶ丘荘前） 0.2 佐用町

町道谷口塩田線 兵庫県佐用郡佐用町横坂593-2 （横坂交差点） 兵庫県佐用郡佐用町本位田90-1 － 0.9 佐用町

町道中学校前線 兵庫県佐用郡佐用町本位田90-1 － 兵庫県佐用郡佐用町本位田535-2 （佐用中学校前） 0.3 佐用町

町道停車場線 兵庫県佐用郡佐用町三日月1117-6 （三日月駅前交差点） 兵庫県佐用郡佐用町三日月1115-2 （三日月支所前） 0.1 佐用町

町道徳久旧道線 兵庫県佐用郡佐用町下徳久1032-6 （徳久駅前交差点） 兵庫県佐用郡佐用町下徳久890-2 （南光支所前） 0.1 佐用町

町道停車場福原線 兵庫県佐用郡佐用町佐用2566-2 － 兵庫県佐用郡佐用町佐用2611-1 （佐用町役場前） 0.2 佐用町

町道秀谷病院線 兵庫県佐用郡佐用町佐用1099-2 （佐用共立病院下交差点） 兵庫県佐用郡佐用町佐用2566-2 － 0.2 佐用町

八田線バイパス線 兵庫県美方郡香美町小代区大谷237番地先 － 兵庫県美方郡香美町小代区大谷540-2地先 － 0.1 香美町

町道芦屋本線 兵庫県美方郡新温泉町芦屋 － 兵庫県美方郡新温泉町芦屋 （兵庫県但馬県民局　新温泉土木事務所前） 0.1 新温泉町

町道町民センター線 兵庫県美方郡新温泉町歌長 － 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8 （新温泉町温泉総合支所前） 0.3 新温泉町

町道浜坂西線 兵庫県美方郡新温泉町芦屋 － 兵庫県美方郡新温泉町芦屋351-9 － 0.1 新温泉町

町道浜坂第93号線 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 （浜坂駅踏切南側） 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 （浜坂駅踏切北側） 0.1 新温泉町

町道浜坂地堂線 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1 （新温泉町役場前） 兵庫県美方郡新温泉町芦屋351-9 － 0.1 新温泉町
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