
番号 土木事務所 市町名 交差点名
路線名
東西

路線名
北南

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

2 尼崎市 玉江橋 (国)2号(直轄) (主)尼崎池田線、(主)尼崎港線

3 尼崎市 久々知 (一)高田久々知線 (主)尼崎池田線

4 伊丹市 南町4 (主)大阪伊丹線 (主)尼崎池田線

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

6 宝塚市 小浜南 中国自動車道宝塚IC (主)尼崎宝塚線

7 宝塚市 福祉センター前 (市)1404号 (主)尼崎宝塚線

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

9 川西市 火打1丁目 市道 (主)川西篠山線、(主)川西篠山線(旧)

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

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

12 明石市 清水 (国)2号 (一)志染土山線、(一)二見港土山線

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

14 加古川市 高畑 (国)2号 (一)野谷平岡線、(一)本荘平岡線

15 加古川市 加古川新在家 (国)2号 (一)八幡別府線

16 加古川市 河原 (国)2号(加古川BP)(直轄) (主)加古川小野線

17 加古川市 加古川橋西詰 (国)2号 (主)高砂加古川加西線

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

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

20 加古川市 上西条 加古川市道 (主)神戸加古川姫路線

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

22 加古川市 宗佐 (主)加古川三田線 (主)宗佐土山線

23 加古川市 宗佐北 (主)加古川小野線 (主)宗佐土山線

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

25 高砂市 小松原 (一)明石高砂線 (主)高砂北条線

26 高砂市 相生橋西詰 (一)明石高砂線、(一)高砂港線 (一)明石高砂線、(市)宮前幹線

27 稲美町 野谷 (主)神戸加古川姫路線 (一)志染土山線

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

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

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 (主)三木三田線、(市)栄町岩宮大塚線

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

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

33 小野市 市場 (主)加古川小野線 (主)三木宍粟線

34 加西市 法華口 (国)372号 (一)玉野倉谷線

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、(主)西脇三田線

36 西脇市 市原東 (国)427号 (一)西脇口吉川神戸線

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

38 姫路市 御国野 (国)2号 (一)飾東御着停車場線、(国)312号

39 姫路市 一本松 (国)2号 (一)花田野里線、(市)花田1号線

40 姫路市 市川橋西詰 (国)2号 (市)幹第46号線

41 姫路市 二本松 (国)372号 (国)312号

42 姫路市 砥堀 (一)砥堀本町線 (国)312号

43 姫路市 仁豊野 (一)仁豊野停車場線 (国)312号

44 姫路市 今在家東 (国)250号 (市)幹第23号線、姫路飾磨線

45 姫路市 正門4 (国)250号 (市)幹第43号線

46 姫路市 棚田 (一)和久今宿線 (一)田寺今在家線

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

48 姫路市 京見橋西詰 (一)和久今宿線 (一)広畑青山線

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

50 姫路市 夢前橋西詰 (国)2号 (一)姫路新宮線、(一)広畑青山線

51 姫路市 横関 (一)姫路環状線、(一)石倉玉田線 (主)姫路神河線

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

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

54 太子町 鵤 (国)179号、(一)門前鵤線 (国)179号、(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 (主)青垣柏原線、(国)176号

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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