
渋滞交差点箇所一覧表

＜お問い合わせ先＞
兵庫県県土整備部
土木局道路企画課
（TEL：078-362-3514
FAX：078-362-3948）

番号
土木
事務所

市町名 交差点名 路線名 番号
土木
事務所

市町名 交差点名 路線名

1 尼崎市 五合橋
(国)43号(直轄)、(市)第156号線
(主)尼崎港線

28 三木市 本町
(主)加古川三田線、(主)三木宍粟線
(市)旧三木駅前線、(市)明石大宮線

2 尼崎市 玉江橋
(国)2号(直轄)、(主)尼崎池田線
(主)尼崎港線

29 三木市 本町1丁目
(主)三木三田線、(主)加古川三田線
(市)大手鷹尾線

3 尼崎市 久々知
(一)高田久々知線
(主)尼崎池田線

30 三木市 神電恵比須駅前
(主)三木三田線
(市)栄町岩宮大塚線

4 伊丹市 南町4
(主)大阪伊丹線
(主)尼崎池田線

31 三木市 小林東
(主)神戸三木線、(一)三木環状線
(市)小林新広場桜が丘線

5 宝塚市 宝塚歌劇場前
(国)176号、(市)川面宝塚線
(主)明石神戸宝塚線

32 三木市 志染駅前
(主)神戸三木線、(一)三木環状線
(市)広野環状線、(市)広野北線

6 宝塚市 小浜南
中国自動車道宝塚IC
(主)尼崎宝塚線

33 小野市 市場
(主)加古川小野線
(主)三木宍粟線

7 宝塚市 福祉センター前
(市)1404号
(主)尼崎宝塚線

34 加西市 法華口
(国)372号
(一)玉野倉谷線

8 宝塚市 中筋2丁目
(国)176号、(市)第1047号線
(一)中野中筋線

35 西脇市 西脇大橋
(主)西脇三田線、(市)西脇環状線
(市)西脇駅前大橋線

9 川西市 火打1丁目
市道、(主)川西篠山線
(主)川西篠山線(旧)

36 西脇市 市原東
(国)427号
(一)西脇口吉川神戸線

10 明石市 和坂
(国)2号(直轄)、(国)2号
(国)175号、(市)林6号線

37 姫路市 姫路東ランプ
(国)2号(姫路BP)(直轄)
(国)312号、(一)国分寺白浜線

11 明石市 明石西インター
(国)2号(加古川BP)(直轄)
(一)志染土山線

38 姫路市 御国野
(国)2号、(一)飾東御着停車場線
(国)312号

12 明石市 清水
(国)2号、(一)志染土山線
(一)二見港土山線

39 姫路市 一本松
(国)2号、(一)花田野里線
(市)花田1号線

13 加古川市 土山
(国)2号、(主)宗佐土山線
(市)旧県道二見港土山線

40 姫路市 市川橋西詰
(国)2号
(市)幹第46号線

14 加古川市 高畑
(国)2号、(一)野谷平岡線
(一)本荘平岡線

41 姫路市 二本松
(国)372号
(国)312号

15 加古川市 加古川新在家
(国)2号
(一)八幡別府線

42 姫路市 砥堀
(一)砥堀本町線
(国)312号

16 加古川市 河原
(国)2号(加古川BP)(直轄)
(主)加古川小野線

43 姫路市 仁豊野
(一)仁豊野停車場線
(国)312号

17 加古川市 加古川橋西詰
(国)2号
(主)高砂加古川加西線

44 姫路市 今在家東
(国)250号、(市)幹第23号線
姫路飾磨線

18 加古川市 西井ノ口
(国)2号(加古川BP)(直轄)
(主)高砂北条線

45 姫路市 正門4
(国)250号
(市)幹第43号線

19 加古川市 里下新田
(一)平荘大久保線
(主)高砂加古川加西線

46 姫路市 棚田
(一)和久今宿線
(一)田寺今在家線

20 加古川市 上西条
加古川市道
(主)神戸加古川姫路線

47 姫路市 英賀保駅前
(一)和久今宿線、(一)姫路環状線
(一)英賀保停車場線

21 加古川市 上荘橋東詰
(主)加古川小野線
(主)神戸加古川姫路線

48 姫路市 京見橋西詰
(一)和久今宿線
(一)広畑青山線

22 加古川市 宗佐
(主)加古川三田線
(主)宗佐土山線

49 姫路市 八幡小前
(市)八幡35号線、(市)八幡201号線
(一)広畑青山線

23 加古川市 宗佐北
(主)加古川小野線
(主)宗佐土山線

50 姫路市 夢前橋西詰
(国)2号、(一)姫路新宮線
(一)広畑青山線

24 高砂市 高砂西ランプ
(国)2号(姫路BP)(直轄)
(一)曽根阿弥陀線、(国)250号

51 姫路市 横関
(一)姫路環状線、(一)石倉玉田線
(主)姫路神河線

25 高砂市 小松原
(一)明石高砂線
(主)高砂北条線

52 姫路市 下太田
(市)勝原35号線、(一)石倉太子線
(一)大江島太子線

26 高砂市 相生橋西詰
(一)明石高砂線、(一)高砂港線
(市)宮前幹線

53 姫路市 JR網干駅前
(一)東觜崎網干停車場線
(主)太子御津線

27 稲美町 野谷
(主)神戸加古川姫路線
(一)志染土山線

54 太子町 鵤
(国)179号、(一)門前鵤線
(町)鵤旧県道線

55 たつの市 福田
(国)2号(太子竜野BP)(直轄)
(国)179号

56 丹波 丹波市 稲継
(国)175号、(国)176号
(主)青垣柏原線

57 洲本 南あわじ市 湊
(主)阿万福良湊線
(主)福良江井岩屋線
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【社会経済活動の改善】
渋滞による損失時間を
金額に換算
H14年度時点：440億円
→H30年度時点：125億円
出典：費用便益分析マニュアル等

【大気汚染等の沿道環境の改善】
県内の自動車排出ガスによる
大気汚染(No2年平均値)
H14年度時点：0.029ppm
→H29年度時点： 0.018ppm

出典：大気・水質等常時監視結果(兵庫県)

【交通事故危険性の減少】
県内交通事故死傷者数

H14年：53,886人
→H29年：33,039人
出典：交通年鑑

社会経済活動の低下

２．17年間（平成14～30年度）で渋滞交差点は223箇所から35箇所に減少

大気汚染等の沿道環境悪化 交通事故危険性の増加

【渋滞交差点の定義】
ⅰ信号がある交差点で、交差点を通過するのに信号待ちを３回以上要する箇所
ⅱ信号がない交差点で、交差点を通過するのに２分以上要する箇所
ⅲ上記ⅰ,ⅱに該当するほどの渋滞はないが、地元、交通事業者及び公安委員会等
から渋滞に関する改善要望が強く寄せられている箇所

【渋滞交差点の選定方法】
最新の渋滞調査結果
ＥＴＣ2.0の速度情報
地元等からの渋滞に関する意見の把握

１．渋滞は様々な問題を引き起こす

３．渋滞交差点解消・緩和による効果

４．渋滞交差点57箇所を選定

第１期(平成14～20年度)：223箇所のうち、112箇所で解消・緩和
第２期(平成21～25年度)：126箇所のうち、 63箇所で解消・緩和
第３期(平成26～30年度)： 70箇所のうち、 35箇所で解消・緩和

５．５年間で57箇所を半減

渋滞交差点
57箇所を選定

定義に合致
凡例
：平均速度20km/h以下
：速度低下箇所

【右折車線の設置】

【道路の拡幅】

【バイパス整備】

右折車両が邪魔で
直進できない・・・

右折車両が邪魔に
ならなくなった！

交通量が多くて
なかなかすすまない・・・

車線が増えてスムーズに
動くようになった！

街中に用事はないけど
この道路しかない・・

ここは交通が集中して
いつも混むよね・・

街中の道路を通らなくて
よくなった

交通量が減ってスムーズに
動くようになった！


