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内容調整中１．対策事業の取り組み

一般国道483号北近畿豊岡自動車道
日高豊岡南道路

一般国道483号北近畿豊岡自動車道
八鹿日高道路

一般国道176号名塩道路

一般国道175号西脇北バイパス

一般国道2号神戸西バイパス

一般国道175号平野拡幅

一般国道175号神出バイパス

一般国道2号加古川バイパスリニューアル

一般国道29号姫路北バイパス

一般国道2号相生有年道路

一般国道28号洲本バイパス

●国土交通省の工事着手済事業

対象事業名 対象交差点

一般国道2号神戸西バイパス ・王塚台 ・長坂東

一般国道2号
加古川バイパスリニューアル

・明石西インター
・西井ノ口

一般国道2号門前交差点改良 ・門前西

一般国道2号相生有年道路 ・有年駅前 ・若狭野

一般国道28号洲本バイパス ・新潮橋北詰 ・青雲橋北詰

一般国道29号姫路北バイパス ・下伊勢 ・下伊勢ランプ

一般国道175号西脇北バイパス ・上戸田南

一般国道175号神出バイパス ・老ノ口 ・田井
・田井南 ・西盛口

一般国道175号平野拡幅 ・西戸田

一般国道176号名塩道路 ・大多田橋

一般国道483号北近畿豊岡自動車道
日高豊岡南道路

・上陰
・名称なし（豊岡市大手町）

一般国道483号北近畿豊岡自動車道
八鹿日高道路

・上小田北 ・つるぎが丘
・八鹿氷ノ山インター前
・剣大橋

一般国道2号門前交差点改良事業

○現在、兵庫県内の国道事務所では、12事業を事業推進しており、本事業により、24交差点の渋滞解消・緩和が期待される。

１）国土交通省の取り組み



１．対策事業の取り組み
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対象事業名 対象交差点

（国）2号 和坂拡幅 ・和坂

（国）179号 太子道路 ・鵤

（国）179号 徳久バイパス ・徳久駅前

（国）250号 坂越道路 ・坂越橋東詰 ・坂越橋西詰

（国）372号 交差点改良事業 ・繁昌

（主）川西篠山線 交差点改良事業 ・多田大橋西詰

（主）三木宍粟線 高木末広バイパス ・本町 ・本町1 ・神電恵比寿駅前

（主）多可北条線 交差点改良事業 ・玉野

（主）太子御津線 茶ノ木踏切 ・JR網干駅前

（主）福良江井岩屋線 交差点改良事業 ・湊

(一)広畑青山線 道路整備事業 ・京見橋西詰 ・八幡小前

（一）広田洲本線 交差点改良事業 ・中島

（一)明石高砂線 交差点改良事業 ・相生橋西詰

（一）川西インター線 道路整備事業
・多田桜木1 ・火打1
・多田銀橋西詰

（都）尼崎宝塚線（小浜南） 街路事業 ・小浜南 ・福祉センター前

（都）尼崎宝塚線（元浜・大浜） 街路事業 ・武庫川

（都）伊丹飛行場線（昆陽西） 街路事業 ・小井ノ内

（都）加古川別府港線（中津) 街路事業 ・河原

（都）沖浜平津線（小松原） 街路事業 ・古新西 ・小松原

（都）船場川線（博労) 街路事業 ・福沢町

交差点対策（多聞町大門） ・多聞町大門

交差点対策 （五社北） ・五社北

交差点対策 （星陵台中学校前） ・星陵台中学校前

（一）明石高砂線交差点改良

（一）広田洲本線
交差点改良

（一）広畑青山線道路整備事業

（主）川西篠山線
交差点改良

（主）三木宍粟線
高木末広バイパス

（主）多可北条線交差点改良

（主）太子御津線
茶の木踏切

（主）福良江井岩屋線
交差点改良

（都）伊丹飛行場線
（昆陽西）街路事業

（一）川西インター線
道路整備事業

（都）沖浜平津線（小松原）街路事業

（都）加古川別府港線（中津）街路事業

（都）船場川線（博労）
街路事業

（都）尼崎宝塚線
（元浜・大浜）街路事業

（都）尼崎宝塚線
（小浜南）街路事業

一般国道179号
太子道路

一般国道179号徳久バイパス

一般国道250号
坂越道路

一般国道2号
和坂拡幅

一般国道372号交差点改良

交差点改良
（星陵台中学校前）

交差点改良
（五社北）

２）自治体の取り組み

○現在、兵庫県、神戸市では、23事業を事業推進しており、本事業により、31交差点の渋滞の解消・緩和が期待される。

●兵庫県、神戸市の工事着手済事業

交差点改良
（多聞町大門）



２．実施中事業の紹介
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１）国土交通省の取り組み取り組み

■一般国道２号 相生有年道路
●事業区間 ： （起）相生市若狭野町鶴亀～

（終）赤穂市東有年

●事業延長 ： 8.6km
●供用状況 ： 相生市若狭野町鶴亀～

同市同町上松（0.4km）
●対象となる主要渋滞箇所

：有年駅前交差点、若狭野交差点

■一般国道１７５号 平野拡幅

●事業区間 ： （起）神戸市西区平野町向井～
（終）神戸市西区平野町常本

●事業延長 ： 3.3km
●対象となる主要渋滞箇所 ： 西戸田交差点

平野拡幅

○整備前 ○整備後（部分供用区間）

若狭野

有年
駅前

【標準横断図】



２．実施中事業の紹介
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１）国土交通省の取り組み

■一般国道483号 北近畿豊岡自動車道八鹿日高道路

●事業区間 ： （起）豊岡市日高町久斗～ （終）養父市八鹿町高柳

●事業延長 ： 9.7km
●対象となる主要渋滞箇所

：上小田北交差点、つるぎが丘交差点、八鹿氷ノ山インター前交差点、剣大橋交差点

【標準横断図】

上小田北

つるぎが丘

剣大橋

八鹿氷ノ山
インター前



２．実施中事業の紹介
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２）自治体の取り組み
■都市計画道路 尼崎宝塚線（元浜・大浜）

●事業区間 ： 尼崎市大浜町2丁目
～尼崎武庫川町2丁目

●対策内容 ： 街路事業

●実施主体 ： 兵庫県
●事業延長 ： 1.1km
●対象となる主要渋滞箇所

： 武庫川交差点

【位置図】

【対策概要】

事業箇所：事業区間

【標準横断図】

武庫川

■一般国道179号 徳久バイパス

●事業箇所 ： 佐用郡佐用町林崎～下徳久
●対象内容 ： バイパス整備
●実施主体 ： 兵庫県
●事業延長 ： 1.3km
●対象となる主要渋滞箇所 ： 徳久駅前

【位置図】

【対策概要】

【渋滞状況】

事業箇所

１

１

徳久駅前

大浜工区



２．実施中事業の紹介
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２）自治体の取り組み

■交差点改良（五社北）

●事業箇所 ： 神戸市北区有野町有野
●対策内容 ： 交差点改良

●実施主体 ： 神戸市
●事業延長 ： 50m
●対象となる主要渋滞箇所 ： 五社北交差点

事業箇所

右折溜まりがなく車列が長くなるため、右折レーンを新設

五社北

【対策概要】

【位置図】

■（主）川西篠山線 交差点改良

●事業箇所 ： 川西市多田院西2丁目
●対策内容 ： 交差点改良

●実施主体 ： 兵庫県
●事業延長 ： 150m
●対象となる主要渋滞箇所 ： 多田大橋西詰交差点

【位置図】

【対策概要】

事業箇所

新設する
右折レーン

○供用前

○供用後

【標準横断図】
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※渋滞対策は、H27.7.28完成


