
上り 下り 上り 下り

自）魚住町清水字鳥喰下 65.45 R2.3 ○

至) 平岡町土山字大蔵浦 66.71 ～R7.2 （側道）

自）魚住町清水字鳥喰下 65.45 R2.3 ○

至) 平岡町土山字六溝 66.71 ～R7.2 （側道）

自）魚住町清水字鳥喰下 65.50 R2.3 ○

至) 魚住町清水字鳥喰下 65.76 ～R7.2
（本線下りONラン

プ）

自）魚住町清水字中岡 65.80 R2.3 ○

至) 魚住町清水字中岡 65.90 ～R7.2 （本線、走行・追越）

自）魚住町清水字中岡 65.83 R2.3 ○

至) 魚住町清水字中岡 65.93 ～R7.2 （本線、走行・追越）

明石市 自）魚住町清水字中岡 65.93 R3.1 ○

加古川市 至) 平岡町土山字曽根 66.45 ～R7.12 （本線、走行）

自)加古川市平岡町土山376-1 66.60 H31.3 ○

至)加古川市平岡町土山373 66.64 ～R6.2 （側道）

自）平岡町土山字六溝 66.70 R3.3 ○

至) 平岡町高畑字皿池 67.76 ～R8.2 （本線、走行）

自）平岡町高畑字辻ヶ内 68.02 R3.3 ○

至) 平岡町高畑字西ヶ原下ノ段 68.25 ～R8.2 （本線、走行）

自)平岡町高畑字乾角 68.17 R3.6 ○

自)平岡町高畑字乾角 68.29 ～R8.5 (側道)

自）平岡町新在家字黒深 68.50 R3.3 ○

至) 平岡町新在家字黒深 68.72 ～R8.2 （本線、走行）

自）平岡町新在家字黒深 68.55 H31.3 〇

至) 平岡町新在家字脇代 68.87 ～R6.2 （側道）

自）平岡町新在家字脇代 69.01 H31.3 〇

至) 平岡町新在家字六反田 69.48 ～R6.2 （側道）

自）平岡町新在家字鶴池ノ内 69.23 R3.3 ○

至) 平岡町新在家字風呂ノ下 69.80 ～R8.2 （本線、走行）

自）平岡町新在家字鴻野 69.45 H30.9 ○

至) 平岡町新在家字鴻野 69.46 ～R5.8 （側道走行）

自）平岡町新在家字馬橋 69.55 R1.11 ○

至) 野口町北野字大桶 70.04 ～R6.10 （側道）

自）平岡町新在家字馬橋 69.90 R1.11 ○

至) 野口町北野字大桶 70.00 ～R6.10
（本線下りONラン

プ）

自）野口町北野字大桶 70.04 R2.3 ○

至) 野口町北野字東口 70.30 ～R7.2 （側道）

自）野口町北野字中田 70.25 R3.3 ○

至) 平岡町北野字白池 70.80 ～R8.2 （本線、走行）

自)加古川町美乃利 71.80 本線

至)加古川町美乃利 73.30 上下

自)加古川町美乃利 71.97 R2.3 ○

至)加古川町溝之口 72.19 ～R7.2 （本線走行追越）

自）加古川町溝之口字茶屋 72.35 H31.3 〇

至) 加古川町河原字高木 72.55 ～R6.2 （跨線ランプ部）

自）加古川町溝之口字茶屋 72.32 R2.3 ○

至) 加古川町河原字高木 72.70 ～R7.2 （側道）

自）加古川町溝之口字茶屋 72.32 R2.3 ○

至) 加古川町河原字高木 72.70 ～R7.2 （側道）

自）加古川町溝之口字茶屋 72.35 R4.3 ○

至) 加古川町河原字松ノ内 72.91 ～R9.2 （本線走行追越）

自）加古川町河原字高木 72.49 R4.3 ○

至) 加古川町河原字高木 72.55 ～R9.2 （本線下りOFFランプ）

加古川市 563

加古川市 61

加古川市 380

加古川市 220

加古川市 198

加古川市 380

加古川市 1,500

加古川
市

550

加古川市 100

加古川市 260

加古川
市

10

加古川市 490

加古川
市

470

加古川
市

570

加古川
市

220

加古川
市

320

加古川
市

230

加古川
市

120

加古川
市

40

加古川
市

1,060

明石市
100

520

明石市
加古川市

260

明石市
100

明石市
加古川市

1,260

明石市
加古川市

1,260

備考車道 歩道

一般国道2号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (姫路河川国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部

分規制

Ｒ5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)



上り 下り 上り 下り

備考車道 歩道

一般国道2号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (姫路河川国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部

分規制

Ｒ5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

自）加古川町河原字高木 72.49 R3.9 ○

至) 加古川町河原字高木 72.56 ～R8.8 （側道）

自）加古川町河原字高木 72.70 R1.11 ○

至) 加古川町河原字松ノ内 72.91 ～R6.10 （側道）

自）加古川町河原字寺ノ前 73.22 R4.3 ○

至) 加古川町河原字寺ノ前 73.36 ～R9.2 （本線下りONランプ）

自）加古川町河原字入江新田 73.34 H31.3 ○

至) 加古川町出河原字村前 73.78 ～R6.2
（本線：走行追越・付

加）

自）米田町字船頭 73.81 R1.11 ○

至) 東神吉町砂部字石町 74.92 ～R6.10 （側道）

自）東神吉町神吉字小判 74.52 R3.3 ○

至) 東神吉町砂部字川田 74.72 ～R8.2 （本線走行）

自）東神吉町砂部字川田 74.75 H31.4 ○

至) 東神吉町砂部字石町 74.95 ～R6.3 （本線走行）

自)加古川市砂部字石町 75.00 R3.3 ○

至)加古川市西井ノ口字谷田 75.69 ～R8.2 （本線追越）

自)西井ノ口字谷田 75.50 R2.3 ○

至)西井ノ口字谷田 75.71 ～R7.2 （側道）

自)西井ノ口字谷田 75.60 R2.3 ○

至)西井ノ口字谷田 75.70 ～R7.2
（本線下りOFFラン

プ）

自)西井ノ口字沖田 75.80 R2.1 ○

至)西神吉町岸 76.50 ～R6.12 （本線走行・追越）

自)西神吉町岸 76.52 R2.1 ○

至)西神吉町岸 76.64 ～R6.12 （本線走行・追越）

自)西神吉町岸字セキ田 76.64 R3.3 ○

至)西神吉町岸字坂口 77.03 ～R8.2 （本線走行・追越）

自)西神吉町岸 77.02 R2.1 ○

至)神爪６丁目 77.59 ～R6.12 （本線走行・追越）

自)中筋５丁目 78.91 H30.8 ○

至)中筋５丁目 78.92 ～R5.7 （本線走行）

自)中筋５丁目 78.97 H30.8 ○

至)中筋５丁目 78.99 ～R5.7 （本線走行）

自)北浜町牛谷字大池ノ元 81.13 R3.3 ○

至)北浜町牛谷字片山田 81.53 ～R8.2 （本線第一走行）

自)北浜町牛谷 81.20 R2.3 ○

至)北浜町牛谷 81.50 ～R7.2 （本線追越）

高砂市 自)北浜町牛谷字片山田 81.53 R3.3 ○

姫路市 至)別所町小林字大石橋 82.19 ～R8.2
（本線第一、第二走

行、追越）

自)北浜町西浜 83.43 R1.11 ○

至)北浜町西浜 83.52 ～R6.10 （高砂西上りランプ）

自)北浜町西浜 83.57 R1.11 ○

至)北浜町西浜 83.66 ～R6.10 （高砂西下りランプ）

自）継字辰巳端 85.46 R4.3 ○

至) 継字辰巳端 85.72 ～R9.2 （本線下りONランプ）

自）継字辰巳端 85.53 R4.3 ○

至) 奥山字一ノ坪 85.83 ～R9.2
（本線第一、第二走行、

追越）

自）継字辰巳端 85.70 H31.3 〇

至) 奥山字一ノ坪 85.83 ～R6.2
（本線（上り）走行、追

越）

自）継字辰巳端 85.86 H31.3 〇

至) 奥山字一ノ坪 85.89 ～R6.2
（本線（上り）走行、追

越）

姫路市 128

姫路市 30

姫路市 300

姫路市 88

姫路市 90

姫路市 260

高砂市 300

663

高砂市 10

高砂市 20

高砂市 400

加古川市 390

高砂市 570

加古川市 700

加古川市 120

加古川市 210

加古川市 100

加古川市 200

加古川市 690

加古川市 1,110

加古川市 200

加古川市 136

加古川市 444

加古川市 72

加古川市 210



上り 下り 上り 下り

備考車道 歩道

一般国道2号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (姫路河川国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部

分規制

Ｒ5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

自）兼田字サントサ 87.79 R4.3 ○

至) 兼田字上日暮 87.99 ～R9.2
（本線第一、第二走行、

追越）

自）飾磨区三宅1丁目 89.40 ○

至）飾磨区三宅1丁目 89.42 （側道追越）

自）飾磨区三宅1丁目 89.40 ○

至）飾磨区三宅1丁目 89.53 （オンランプ走行追越）

自)姫路市手柄2丁目 89.87 H31.3

至)姫路市手柄2丁目 89.93 ～R6.2

自)中地字西久保 90.89 H31.3 ○

至)中地字西久保 90.90 ～R6.2 （OFFランプ、側道）

自)中地字西久保 90.90 H31.3 ○

至)中地字早瀬 90.96 ～R6.2 （側道）

自)中地南町 90.91 H31.3 ○

至)中地南町 90.92 ～R6.2 （ONランプ、側道）

自)中地南町 90.95 H31.3 ○

至)中地南町 90.96 ～R6.2 （側道市道取付部）

自)姫路市苫編字池之下 92.15 R5.4

至)姫路市苫編字池之下 92.30 ～R10.3

自)広畑区西蒲田字北川 93.84 H31.3 ○

至)広畑区西蒲田字北川 94.39 ～R6.2
（本線：走行追越・ラ

ンプ付加）

自)広畑区西蒲田字北川 93.96 H31.3 ○

至)広畑区西蒲田字北川 94.20 ～R6.2
（本線（上り）走行、追

越）

自)山田字星池 96.17 H30.3 ○

至)山田字畑田 96.42 ～R5.2 （本線走行）

自)王子字谷 98.96 H31.3 ○

至)松尾字上ノ山 99.24 ～R6.2 （本線追越）

自)松尾字京田 99.49 H31.4 ○

至)松尾字秋定 99.63 ～R6.3 （本線追越）

自)松尾字矢ノ坪 100.09 H31.4 ○

至)松尾字矢ノ坪 100.20 ～R6.3 （本線走行追越）

自)誉田町井上 102.61 R2.3 ○

至)揖保太子町阿曽 102.84 ～R7.2 （本線追越）

自）揖保中字砂田 104.93 R1.12

至）揖保中字砂田 105.05 ～R6.11

自)揖保川町正篠字池田 105.57 R3.1 ○

至)揖保川町片島字千原 106.45 ～R7.12 （本線走行追越）

自)正条字柿ヶ平 105.69 R3.1 ○

至)山津屋字川クラ 105.84 ～R7.12 （本線走行追越）
たつの市 150

たつの市 880

たつの市 230

太子町 140

太子町 110

太子町 250

たつの市 120

太子町 280

姫路市 150

姫路市 550

姫路市 239

姫路市 10

姫路市 10

姫路市 10

姫路市 60

姫路市 130

姫路市 60

姫路市 204

姫路市 20



上り 下り 上り 下り

備考車道 歩道

一般国道2号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (姫路河川国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部

分規制

Ｒ5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

自)揖保川町神戸北山字セクデン 106.24 H31.3 ○

至)揖保川町片島字千原 106.45 ～R6.2 （本線追越）

自)揖保川町片島字千原 106.49 R3.1 R3.1 ○

至)揖保川町片島字千原 106.64 ～R7.12 ～R7.12 （本線走行追越）

自)揖保川町片島字千原 106.64 H31.3 ○

至)揖保川町原字薮ノ内 107.44 ～R6.2 （本線追越）

自)竜泉町 112.25 R1.11

至)竜泉町 112.45 ～R6.10

自)大字野々字北川田 114.63 R5.3

至)大字野々字宮前 114.90 ～R10.2

大字野々字宮前 114.90 R4.11 R4.11

大字八洞字五反田 115.00 ～R9.10 ～R9.10

大字野々字宮前 114.95 R4.11

大字八洞字五反田 115.00 ～R9.10

自)大字八洞字五反田 115.00 R4.11 R4.1 R4.11

至)大字若狭野出字尻広 115.40 ～R9.10 ～R8.12 ～R9.10

自)大字若狭野出字尻広 115.40 R4.11

至)大字若狭野福井字池ノ下 115.56 ～R9.10

自)大字若狭野出字尻広 115.40 R4.11 R4.1

至)大字若狭野字野田 116.03 ～R9.10 ～R8.12

自)大字若狭野字野田 116.03 R4.11 R4.11

至)大字若狭野字野田 116.08 ～R9.10 ～R9.10

自)大字若狭野字野田 116.08 R4.11 R4.4

至)大字若狭野字下河原 116.50 ～R9.10 ～R9.3

自)大字若狭野字野田 116.20 R3.12 R4.4

至)大字若狭野字下河原 116.50 ～R8.11 ～R9.3

自)大字八洞字松ノ本 115.16 R4.4

至)大字福井字太田 116.50 ～R9.3

自)大字福井字池ノ下 115.56 R4.4

至)大字福井字太田 115.85 ～R9.3

自)大字若狭野字高島 115.90 R4.4

至)大字若狭野字下河原 116.50 ～R9.3

自)有年牟礼字ツリ 117.39 R2.3 R2.3 ○

至)有年牟礼字龍王ノ下 117.70 ～R7.2 ～R7.2 (本線)

自)有年横尾字細田 117.99 H31.3 ○

至)有年横尾字松ヶ浦 118.34 ～R6.2 (本線)

自）有年横尾字堂ノ元 118.87 H31.3 H31.3 ○

至)有年原字南原向イ 119.04 ～R6.2 ～R6.2 (本線)

自)有年原字東西川 119.68 R1.9 R1.9

至)東有年字上河原 119.87 ～R6.8 ～R6.8

赤穂市 170

赤穂市 190

赤穂市 310

赤穂市 350

相生市 1,340

相生市 290

相生市 600

相生市 420

相生市 300

相生市 400

相生市 630

相生市 50

相生市 100

相生市 50

相生市 400

相生市 270

相生市 200

たつの市 800

たつの市 210

たつの市 150



上り 下り 上り 下り

備考車道 歩道

一般国道2号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (姫路河川国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部

分規制

Ｒ5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

自）東有年字中道 120.86 H31.3 ○

至) 東有年字荒木 121.14 ～R6.2 (本線)

自)東有年字中道 120.84 R1.12

至)東有年字中道 120.86 ～R6.11

自)東有年字中道 120.86 H31.3 ○

至)東有年字荒木 121.01 ～R6.2 （本線）

自)東有年字荒木 121.01 H31.3 H31.3 ○

至)東有年字荒木 121.14 ～R6.2 ～R6.2 （本線）

自)赤穂市東有年字古江 121.40 R5.4 R5.4

至)赤穂市東有年字古江 121.50 ～R10.3 ～R10.3

自)西有年字稗田 121.93 H31.3 H31.3 ○

至)西有年字長畑 122.24 ～R6.2 ～R6.2 (本線)

自)西有年字北 123.20 H31.3 ○

至)西有年字日和田 123.32 ～R6.2 (本線)

自)西有年字柴床 124.00 R2.12 ○

至)西有年字長根 124.23 ～R7.11 （本線走行）

自)西有年字北山 124.60 R2.12 ○

至)西有年字馬路谷 125.30 ～R7.11 （登坂車線）

自)落地字東宝地 126.20 R2.9

自)落地字中宿 126.90 ～R7.8

自)落地字東宝地 126.35 R2.9

自)落地字中宿 126.90 ～R7.8

自)梨ヶ原字米山 128.45 H30.10 ○

自)梨ヶ原字米山 128.65 ～R5.9 （本線）

上郡町 550

上郡町 200

上郡町 700

赤穂市 310

赤穂市 150

赤穂市 130

赤穂市 700

赤穂市 120

赤穂市 230

赤穂市 274

赤穂市 20

赤穂市 100


