
番　号 1 名　称 上坂部歩道橋（かみさかべほどうきょう）

所在地 尼崎市南塚口町３丁目・東塚口町１丁目

路線種別 主要地方道 路線名 １３号　尼崎池田線



久々知西歩道橋（くくちにしほどうきょう）

１３号　尼崎池田線

尼崎市南塚口町４丁目

番　号 2 名　称

所在地

路線種別 主要地方道 路線名



番　号 3 名　称 ゆうあい歩道橋（ゆうあいほどうきょう）

所在地 尼崎市東大物町１丁目

路線種別 一般県道 路線名 ３３９号　昭和東本町線



番　号 4 名　称 笠屋歩道橋（かさやほどうきょう）

所在地 西宮市鳴尾町２丁目

路線種別 一般県道 路線名 ３４１号　甲子園尼崎線



番　号 5 名　称 鳴尾歩道橋（なるおほどうきょう）

所在地 西宮市鳴尾町４丁目

路線種別 一般県道 路線名 ３４１号　甲子園尼崎線



安倉中歩道橋（あくらなかほどうきょう）

１７６号

宝塚市安倉中１丁目・安倉北２丁目所在地

一般国道 路線名

番　号 6

路線種別

名　称



所在地 宝塚市栄町２丁目

番　号 7 名　称 宝塚駅前西歩道橋（たからづかえきまえにしほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 １７６号



番　号 8 名　称 第１清水歩道橋（だい１しみずほどうきょう）

所在地 明石市魚住町清水

路線種別 一般国道 路線名 ２号



所在地 加古川市米田町平津ほか

番　号 9 名　称 平津歩道橋（ひらつほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２号



番　号 10 名　称 平岡歩道橋（ひらおかほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２号

所在地 加古川市平岡町高畑



所在地 高砂市阿弥陀町北池

番　号 11 名　称 阿弥陀歩道橋（あみだほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２号



所在地 明石市大久保町谷八木

番　号 12 名　称 谷八木歩道橋（たにやぎほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２５０号



所在地 加古川市別府町別府

番　号 13 名　称 別府歩道橋（べふほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２５０号



竜山東歩道橋（たつやまひがしほどうきょう）

２５０号

高砂市竜山１丁目・伊保東２丁目所在地

一般国道 路線名

番　号 14

路線種別

名　称



番　号 15 名　称 二子歩道橋（ふたごほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２５０号

所在地 加古郡播磨町二子



所在地 明石市二見町西二見

番　号 16 名　称 上西二見歩道橋（かみにしふたみほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２５０号



所在地 明石市西明石北町

番　号 17 名　称 鳥羽歩道橋（とばほどうきょう）

路線種別 主要地方道 路線名 ２１号　神戸明石線



所在地 明石市大久保町高丘

番　号 18 名　称 高丘西歩道橋（たかおかにしほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 １４８号　大久保稲美加古川線



所在地 明石市東野町ほか

番　号 19 名　称 東人丸歩道橋（ひがしひとまるほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ３６６号　有瀬大蔵線



所在地 加古川市尾上町長田

番　号 20 名　称 尾上の松歩道橋（おのえのまつほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ３８６号　野口尾上線



所在地 加古川市尾上町口里ほか

番　号 21 名　称 浜の宮歩道橋（はまのみやほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ７１８号　明石高砂線



所在地 加古川市別府町宮田町ほか

番　号 22 名　称 別府歩道橋（べふほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ７１８号　明石高砂線



所在地 加古川市野口町野口

番　号 23 名　称 野口歩道橋（のぐちほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２号



所在地 明石市藤江

番　号 24 名　称 藤江歩道橋（ふじえほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ７１８号　明石高砂線



西田歩道橋（にしだほどうきょう）

４２７号

西脇市西田町所在地

一般国道 路線名

番　号 25

路線種別

名　称



所在地 西脇市野村町

番　号 26 名　称 重春歩道橋（しげはるほどうきょう）

路線種別 主要地方道 路線名 １７号　西脇三田線



市場歩道橋（いちばほどうきょう）

１８号　加古川小野線

小野市市場町所在地

主要地方道 路線名

番　号 27

路線種別

名　称



所在地 三木市大村

番　号 28 名　称 平田歩道橋（ひらたほどうきょう）

路線種別 主要地方道 路線名 ２３号　三木宍粟線



所在地 西脇市野村町

番　号 29 名　称 重国歩道橋（しげくにほどうきょう）

路線種別 主要地方道 路線名 ３４号　西脇八千代市川線



所在地 小野市天神町

番　号 30 名　称 天神歩道橋（てんじんほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ３５３号　大畑小野線



所在地 姫路市別所町佐土

番　号 31 名　称 佐土歩道橋（さづちほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２号



所在地 姫路市西今宿３丁目

番　号 32 名　称 高岡歩道橋（たかおかほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２号



所在地 姫路市的形町的形

番　号 33 名　称 的形第２歩道橋（まとがただい２ほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２５０号



所在地 姫路市飾磨区宮

番　号 34 名　称 蔵前緑歩道橋（くらまえみどりほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２５０号



所在地 姫路市網干区坂上

番　号 35 名　称 朝日歩道橋（あさひほどうきょう）

路線種別 主要地方道 路線名 ２７号　太子御津線



所在地 姫路市辻井４丁目

番　号 36 名　称 辻井歩道橋（つじいほどうきょう）

路線種別 主要地方道 路線名 ６７号　姫路神河線



所在地 姫路市広畑区小坂

番　号 37 名　称 小坂歩道橋（こさかほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ４１５号　和久今宿線



所在地 姫路市広畑区西蒲田ほか

番　号 38 名　称 蒲田歩道橋（かまだほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 ４１７号　広畑青山線



所在地 赤穂市新田

番　号 39 名　称 250号新田歩道橋（250ごうしんでんほどうきょう）

路線種別 一般国道 路線名 ２５０号



所在地 相生市垣内町ほか

番　号 40 名　称 垣内歩道橋（かきうちほどうきょう）

路線種別 一般県道 路線名 １２１号　たつの相生線



所在地 揖保郡太子町東出

番　号 41 名　称 牛飼歩道橋（うしかいほどうきょう）

路線種別 国道 路線名 １７９号



所在地 たつの市新宮町香山

番　号 42 名　称 香島歩道橋（かしまほどうきょう）

路線種別 主要地方道 路線名 ２６号　宍粟新宮線



所在地 朝来市和田山町立ノ原

番　号 43 名　称 枚田岡歩道橋（ひらたおかほどうきょう）

路線種別 国道 路線名 ３１２号



所在地 朝来市和田山町加都

番　号 44 名　称 加都歩道橋（かつほどうきょう）

路線種別 国道 路線名 ３１２号



所在地 篠山市味間南

番　号 45 名　称 味間歩道橋（あじまほどうきょう）

路線種別 国道 路線名 １７６号


